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“歴史と伝統を継承し、
　　　　活動的なクラブにしよう”
          別府東ＲＣ 会長テーマ

タバコ畑　大分野津

－　青少年奉仕月間　－
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■ 出席報告　　　　　　委員長　後藤　誠一

本
　
　
日

会員総数 42名 ゲ ス ト ２名

出 席 数 23名 ビジター １名

欠 席 数 13名 出 席 率 63.89％

前々回の出席率 63.64％ 修正出席率 69.70％

100％ 通算 1578回

出席規定免除(b)： 岩瀬、樽谷、杉本、幸、西、

箕作

名  誉  会  員 ： 西村

■　メイクアップ

事前　髙橋（別府中央）

事後（第1867回例会）

　　　竹内（第35回全国ＲＣ親睦野球大会）

　　　但馬（大分）、

■　欠　　席

安部、一力、笠木、工藤（晴）、桝田、中塚、

二宮、岡本、但馬、詫磨、梅津、山下（唱）

■　点　　鐘 　12時30分

■　ロータリーソング 　君が代・我らの生業

■　唱　　和　 四つのテスト

　　 言行はこれに照らしてから

　　　　１．真実か　どうか

　　　　２．みんなに公平か

　　　　３．好意と友情を深めるか

　　　　４．みんなのためになるかどうか

■　ビジター 　波多野雄治（大分中央）

■　ゲ ス ト 　

　尹
イン

　麗
レイ

　華
カ

さん（米山奨学生）

　岩
いわ

武
たけ

　茂
しげ

代
よ

氏　　（明豊中学・高等学校　校長）

■ 会長の時間 　　　　　　　会長　長野　勝行

　連日、暑い日が続いていますが、体調は如何で

しょうか。

　先日、日田では、最高気温 32.4℃という全国一

の気温を記録したそうです。別府でも 30℃弱の

気温が続いていますので、充分お気を付け下さい。

　特に今日は、例会後、地区野球大会の練習を行い

ますので、熱中症対策を充分に行ってご参加下さい。

　さて、姉妹クラブの台北昇陽扶論社より、正式に

会長交代式の招待状が届きました。

　日時は、３月の来訪時にお聞きしていた通り、

６月24日です。出欠が回覧されていると思いますが、

今回も多くの会員で参加したいと思っていますので

時間を調整の上、ご参加頂きたいと思います。

　行程的には、23日に出発して、25日に帰ってくる

予定にしていますので、スケジュールの確保をお願

いします。



■ 幹事報告　　　　　　　　　幹事　久保田高史

１．本日、明豊中学・高等学校の新校長になられた

岩武茂代様がご挨拶にお見えになっています。

２．５月14日15：00 ～湯布院環境衛生サービス

センターに於いて「大分第３グループ次年度

会長・幹事会」が開催され、一力秀次次年度会長、

沼田守生次年度幹事が出席されました。

３．５月15日12：30～トキハ別府店に於いて開催

の「別府中央ＲＣ例会」に卓話を依頼された公共

イメージ委員長の瑞木一博会員がゲスト出席し、

卓話をされました。

４．第11回定例理事・役員会報告（平成30年５月

10日11：45 ～於ホテルサンバリーアネックス

12名出席）

審議事項

　１号議案）2017－2018年度後期立替金請求の件

＊５月11日付承認

　２号議案）2018－2019年度「委員会構成」の一部分

変更承認と「別府東ＲＣ創立40周年実行委員会

組織（案）」承認の件　　　　　　　　　＊承認

　３号議案）台北昇陽扶輪社社友の出迎え（３／ 24

福岡空港）に係る交通費補助支給の件

　　＊今年度は姉妹交流に関して（県外のみ）１台

につき１万円を承認。次年度へ姉妹クラブ

「旅費規程」の継続審議とする。

　４号議案）「奉仕プロジェクト事業（造園・焼肉

招待例会）」収支報告の件　　　　　　　＊承認

　５号議案）「姉妹クラブ台北昇陽扶輪社歓迎例会・

懇親会」収支報告の件　＊承認

　６号議案）髙山泰四郎ガバナーエレクトより

「2018－2019年度地区会員増強部門・会員増強

セミナー」開催案内の件

　　開催日　平成30年５月27日９：50～12：45

　　場　所　熊本学園大学第４号館

（096-364-5161）

　　内　容　女性会員をテーマに捉えた講演・パネ

ルディスカッション

　　出席者　次期会長、次期幹事、次期会員増強

委員長

　７号議案）2720JapanO.K.ロータリー Eクラブ

創立１周年記念式典・祝賀会案内の件

　　開催日　平成30年６月10日11：00登録受付

　　　　　　12：00 ～記念式典～ 15：00終了予定

　　会　場　ホテルザーズ

（大分市都町　097-535-1000）

　　登録料　１人　4,000円（申込締切５月25日）

　　＊クラブより会長・幹事２名の登録承認。希望

登録を回覧。

　８号議案）永田壮一ガバナーより「ガバナーノミ

ニーデジグネート」決定宣言の件　　　＊承認

　９号議案）2019－2020年度ガバナー補佐推薦願い

の件（６月30日迄）　　　　　　　　　　＊承認

　10号議案）中長期計画（40周年準備）委員会開催

の件

　　 ５ 月24日 17：00～ 於 ホ テ ル サ ン バ リ ー ア

ネックス

報告確認事項

　１号議案）「第１回第2720地区ガバナー杯争奪野球

大会」参加負担金拠出の件

　　野 球 大 会　2018年６月２日

　　　　　　　　８：30 ～於野口原野球場

　　負　担　金　50,000円

＊今年度予備費より拠出

　　ホ　ス　ト　大分中央ＲＣ

　　参加クラブ　八代・宇佐八幡・竹田・臼杵・

　　　　　　　　大分キャピタル・大分中央・

　　　　　　　　別府・別府北・別府東　各ＲＣ

　　　　　　　　９チーム

　　前夜祭　2018年６月１日18：30 ～

　　場　所　ホテルサンバリーアネックス

　　　　　　１人7,000円

　２号議案）「年代別懇親会議事録集計」報告の件

＊全会員へ配布

　３号議案）例会予定の確認

　≪５月：青少年奉仕月間≫

　　５月３日「法定休日」

　　　　10日「ROTEX卓話」

　　　　17日「地区協議会・PETS報告」

　　　　　　　　一力秀次次期会長、次期各委員長

　　　　24日「創立記念日例会」岩瀬公男、樽谷

壽生各会員　18：30 ～サンバリー

　　　　31日「落語を聞く例会」

　　　　　　　落語家　噺屋ザトー氏

　　　　　　　12：30～サンバリー

　≪６月：ロータリー親睦活動月間≫

　　６月７日「ゲスト卓話」　　　　中島ＪＣ理事長

　　　　　　　12：30 ～杉乃井

　　　　14日「会員増強勧誘例会」

＜第１回第2720地区

　　　ガバナー杯争奪野球大会に向けて練習＞

日　時　５月17日14：00 ～ 16：00

場　所　野口原野球グランドＢコート

※本日例会終了後、野口原グランドへ移動して

練習をします。ご都合つく方は、ご参加よろ

しくお願いします。

＜ＲＩ第2720地区会長ノミニー研修セミナー＞

日　時　平成30年５月19日13：00 ～ 16：00

場　所　ホルトホール大分

出席義務者　会長ノミニー（2019－2020年度会長）

＊山下布美代会長ノミニーのご出席をお願い

します。



　　　　　　　18：30 ～サンバリー

　　　　21日「新旧クラブ協議会」

　　　　　　　12：30 ～サンバリー

　　　　28日「会長・幹事慰労会」

　　　　　　　18：30 ～サンバリー

５．第13回臨時理事・役員会報告（平成30年５月11日

＜持ち回り＞

審議事項

　１号議案）「会長・幹事慰労会」開催日の件

　　日　時　平成30年６月28日18：30 ～

　　場　所　ホテルサンバリーアネックス

　　　　　　　　↓　＊別府商工会議所議員総会が

　　　　　　　　　　　同日の為、例会日を変更

　　　　　　平成30年６月27日18：30 ～

６．例会変更のお知らせ

　大分臨海ＲＣ：５月28日の例会は『親睦バス

旅行』の為、５月27日に開催日時・場所変更

　大分1985ＲＣ：５月28日の例会は『クラブ内

研修会』の為、同日12：30～大分コンパルホール

に場所変更

　別府中央ＲＣ：５月29日の例会は、例会場の

都合により、同日12：30～トキハ別府店７Ｆに

場所変更

　竹田ＲＣ：５月29日の例会は『夜間例会』の

為、５月26日18：00 ～ホテル岩城屋に開催

日時変更

　津久見ＲＣ：５月29日の例会は『第30回ロー

タリー童話祭』の為、同日９：00 ～ 11：30

津久見市民会館大ホールに時間変更

　日出ＲＣ：５月29日の例会は、定款第８条

第１節により『休会』

　湯布院ＲＣ：５月30日の例会は『松浦ＲＣ

45周年記念例会』出席の為、６月２日17：00～

松浦シティーホールに開催日時・場所変更

　宇佐ＲＣ：５月31日の例会は、定款第８条

第１節により『休会』

　大分東ＲＣ：５月31日の例会は、定款第８条

第１節により『休会』

７．次週（５月24日）の例会予定

　「創立記念日例会」

　　18：30 ～ホテルサンバリーアネックス

　　チャーターメンバー岩瀬公男会員、樽谷壽生

会員による記念卓話をいただいた後、「懇親会」

となります。皆様、多数のご出席をお願いします。

　　　

８．本日の回覧

　①永田壮一ガバナーより「ガバナーノミニー・

デジグネート決定報告」

　②別府東ＲＣ創立記念日例会　出・欠席（５月24日）

　③ゲスト卓話（噺屋ザトー氏）例会　出・欠席

（５月31日）

　④姉妹クラブ台北昇陽扶輪社会長年度交代式訪

問団参加申し込み（６月23～25日）

　⑤「第１回地区ガバナー杯争奪野球大会」並びに

「前夜祭」参加申し込み

　⑥「座席指定例会」出・欠席（６月７日）

　⑦「会員増強勧誘（夜）例会」出・欠席（６月14日）

　⑧第５回（新旧引継）クラブ協議会」出・欠席

（６月21日）

　⑨会長・幹事慰労会」出・欠席（６月27日）

　⑩「2720JapanO.K.ロータリー Eクラブ創立１周年

記念式典・祝賀会」登録申し込み

９．本日の配布

　①週報No.1868

　②年代別懇親会議事録集計

■ お 祝 い

　夫人誕生日　久保田紀子さん（５月17日）

　　　　＊ご自宅にお花とお菓子をお届けします。

　結婚記念日　荒金　信治会員（５月20日）

　　　　＊ご自宅に特選豊後牛肉をお届けします。

■ ニコボックス　

　神田　剛会員　５月３日～ 13日迄開催された

西村先生の絵画個展にたくさんの会員の皆様に

お見え頂き、誠にありがとうございました。大変

盛会でした。先生より皆さんに宜しくお伝え下

さいと連絡がありました。現在、先生は体調を

こわされて入院中ですが、退院されましたら

改めてお礼に参るそうです。５口

　本日は今年４月より明豊高校の校長に就任され

ました岩武茂代校長先生が就任のご挨拶に参っ

ております。クラブの皆様には甲子園出場の

度に多額の浄財を頂きまして大変感謝しており

ます。私は明豊会会長を75歳の節目の年に

別府北クラブの後藤君にお願いしましたが寄付

については今年もよろしくお願いいたします。

５口

　檀上陽一会員　一力さんの経営するリビング

ホーム歩の入所者100歳のニュースが今日新聞

に掲載されました。なぜか一力さんも写真に

載ってた！　３口ずつ

　最近続けて例会出席したが会場音響はどうなっ

てるの、プログラム委員長？　ロータリーソング

委員長、指揮がなっていない。１口ずつ。それ

に比べ４つのテストの山下君、ピカ１だ！

　西会員、「ラクテンチ」の経営譲渡おめでとう

ございます。別府経済発展の為にも、又、日本

のウォルト・ディズニーを目指して下さい。

あと、連日のＴＶ出演、おつかれ様です。①内川

選手、2000本安打達成における家族のような

振る舞い　②ラグビーにおけるJALとの試合での

素晴らしい選手として、ここ数日は別府の

メディア王となっています。竹内、西　各会員

５口ずつ。ラクテンチの件において全員　各１口

お願いします。



　

　2018－19年度　管理運営部門の運営方針を報告

します。

　「クラブの活性化、目指すは日本一」を掲げてい

ます。

　管理運営部門にクラブ奉仕委員会とRLI委員会を

置いて活動を進めて参ります。

　高山次期ガバナーより重点取り組み事項といたし

まして「クラブの活性化」を示されています。

　まず、

　①クラブ戦略計画立案への着手

　　クラブの中・長期的ビジョン作成

　②少人数のクラブによるセミナー開催

　　30名以下のクラブによる情報交換会

　③RLI（ロータリー・リーダーシップ研究会）の

実施

　④職業奉仕の研修と実践

　⑤マイ・ロータリーの登録率の向上

　⑥ロータリークラブ・セントラルへの入力促進

　クラブ奉仕委員会の役割として、クラブの効果的

な運営の為に活動すること。

　クラブが効果的に運営されて、はじめて地域社会

に奉仕と会員を維持し、クラブや地区、ひいては

国際ロータリーのリーダーとなる会員を育成する

ことが出来ます。

　そして地区としては、特に親睦・出席・会報・

プログラム等に関する情報を収集し、クラブに

伝え、効果的な活動が出来るように支援するのが

役割です。

　RLI委員会は、参加者がディスカッションを通じて、

ロータリーの理解を深め、活動へのモチベーション

を高めていくことを目的としています。

　「入りて学び」の為のインスピレーションであり

ます。

　つまりは、時代にあったロータリーの運営、基本

を中心としたクラブ運営、そして魅力的な例会作り、

効果的クラブ作り、セミナーの開催を通じて、ロー

タリー戦略計画の優先項目の１つである「クラブの

サポートと強化」に取り組んで参ります。

　親睦やロータリーの素晴らしさを知る為にも例会

に出席しましょう。

2018年－2019年奉仕プロジェクト方針

　2018年－2019年度“奉仕プロジェクト”における

方向性を先日４月８日の地区研修・協議会の方針

より発表したいと思います。

2018年－2019年度　RI　バリー・ラシン会長

テーマ“インスピレーションになろう”

2018年－2019年度　RI2720地区

高山泰四郎ガバナー　地区スローガン

“ロータリーを信奉し、奉仕に行動しよう”

　高山ガバナーのスローガンより“奉仕活動”がロー

タリー活動の根幹であるのはわかると思います。

　一力年度においては…

　　奉仕プロジェクト委員会：竹内委員長

　　職業奉仕：　　　　　　　桝田委員長

　　社会奉仕：　　　　　　　神田委員長

　　（ブライダル推進）：　　　工藤委員長

　　青少年奉仕：　　　　　　中塚委員長

　　国際奉仕：　　　　　　　竹内委員長（兼務）

　以上、各委員長と副委員長・委員で実施してまい

ります。

（職業奉仕）

　①職業奉仕の研修と実践

　　　７月、９月に研修を実施いたします。

　　　12月に報告会を実施。

　②新会員中心に職業奉仕の意義を伝える。

　　　上記セミナー報告会積極的参加による事例

クラブ管理運営委員会

　次年度委員長　山 下　布 美 代

奉仕プロジェクト委員会

　次年度委員長　竹　内　孝　夫



発表会　交流会実施

　　　　　↓

　　　当クラブとして上記内容に沿った具体的研修

事例展開が必要となります。

（社会奉仕）

　①地域の真のニーズが望んでいる事業を展開しよう。

　②ブライダル活動は前年度で終了

　　　　　↓

　　　当クラブとして現在、実施している社会奉仕

活動の継続と発展

　　　ブライダル委員会の在り方を再検討

（青少年奉仕）

　①青少年交換の実施

　②研修の実施

　③インターアクト活動支援

　④ローターアクト活動支援

　　　　　↓

　　　当クラブはこの部門においては他クラブより

遅れていると感じています。

　　　将来の為にも再度、青少年奉仕の方針をクラ

ブとして決定した方がいいと思います。

（国際奉仕）

　①グローバル補助金活用を地区内全クラブに推奨

して、その実施に対してサポートし、事業の

実現・成功に導く

　②各種セミナー、シンポジクムの実施

　③アンケート等、活用して地区委員会組織の見直

し・情報の共有化を実施

　　　　　↓

　　　当クラブは40周年事業においても台北昇陽

RCとの国際奉仕事業を実施いたします。

　　　一力年度はその事業でいっぱいになります

が、グローバル補助金活用を検討する委員

会は必要と感じます。

　平成30年　第2720地区の会員増強部会報告を致し

ます。

　今期、全2720地区の増員は120名の純増になりま

した。

　熊本は41RC、大分は34RCございますが、中には

減少しているRCも多々あり、増員に苦慮している

のが現状です。

　そんな中で会員増強において目まぐるしい成果を

あげたクラブの発表がありましたので、そちらの

取り組みを参照にして今後の会員増強の参考にさせ

ていただきたいと思います。

　10名以上の純増に熊本RCがあり、年間14名の

増、くにさき、大分1985、八代南が６名、大分中央、

熊本東南が７名の増強に成功しております。

　その中での成功の秘訣として、50名リストの作成。

　これは同職業、親世襲を省いたリストを作成し、

その中から自クラブの活動方法やクラブの雰囲気を

知ってもらい、協力体制のしっかりしている処を

アピールして成功したケースが１つ。

　女性会員増強を主とした、未開拓の法人を開拓

して成功したケース。

　JCやライオンズや同好会からの他クラブからの

知人を積極的に勧誘したケース。

　今後RCに勧誘したい方の意見を求めるチェック

シートアンケートによる、クラブ活動の理想、意見

を取り入れて積極的に参加できるようにオープンに

した加入方針などがございました。

　そういった新しい発想を今の伝統ある別府東ロー

タリークラブの会員増強のスタンスにおいて、それ

を取り入れていくのか？　また、それが正しい方向

性になるのか、諸先輩方の意見を取り入れながら、

新しい取り組みを図り、40周年の節目に会員総数

50名体制にしていきたいと思っております。

地区協議会報告

　この度、４月８日開催　地区協議会に於いて講師の

2790地区　釧路北ロータリークラブ　元RI研修リー

ダー足立功一氏は2016年の手続き要覧に、ロータ

リーの公共イメージの向上が記載している目標を

持ち、計画を立てる事と話されました。

　また、午後からの部門別協議会ではメディアへの

プレスリリース行い、クラブの公共イメージアップ

とマイ・ロータリーへの登録50％を目標に、委員会

運営に努めるよう指導されました。

　次年度、公共イメージ委員会は上記の事は勿論、

40周年の事業と共にクラブ広報を行い、例会時に

R情報を行うよう計画しています。

　会員増強に伴い意識の向上を目指し委員会運営を

行いたいと思います。

会 員 増 強 委 員 会

　次年度委員長　羽　田　野　　徹

公共イメージ委員会

　次年度委員長　瑞　木　一　博



資料６

　　　別府東ロータリークラブ
　　　　　年代別懇親会　議事録集計

①現在の別府東ロータリークラブに望む事

　クラブに目玉となる事業が必要

　「出席免除」というルールを作ったのがロー

タリーの間違い

　　→　例会でR情報の時間を作って、出席

免除についての情報発信をする。

　会長、幹事はしっかりロータリーの勉強を

して務めるべき

　　→　現在、行っている毎週月曜日の打合せ

にその年度の後期から次年度会長・幹事の

出席を促す

　もっと、若い人を立て、大切にするべきで、

時代に合った若い人の発想が大切

　人数が多い50代が一致団結して活動する

べき

　例会を欠席する場合の事前MU、事後MU

が出来ていないので、教育をするべき

　　→　例会で５分程度R情報の時間を作って

みては？

　例会は、時間を作って参加して自らの調整

能力を磨くべき

　委員会活動ができていない

　　→　例会での委員会報告を義務化して活動

を促す

　部活動のような印象で活動できるとうれしい

　理事・役員の構成の年代均衡を図ってほしい

　様々な年代の話しを聞いて年代を超えて

活動できるのがロータリーのよい所なので、

もっと活発に意見交換すべき

　　→　炉辺談話の開催（今年度は６月にもう

一度開催予定）次年度へも引継ぎ

　ロータリーソングや体操などロータリーの

基礎知識がないので、勉強会をしてほしい

　　→　例会で５分程度R情報の時間を作って

みては？

　様々な情報の伝達を更にしてほしい

　　→　例会での委員会報告を義務化する？

　例会には参加したいが、昼の例会は仕事の

都合がつきにくいので、夜例会はありが

たい

　先輩会員（永嶋会員等）の卓話をもっと聞き

たい

　会員の夫人の会を作って小旅行でも企画

してほしい（以前はしていた）

②他の年代の会員に望む事

　60代の会員にもっと調整役をしてほしい

　若い会員が挨拶をしない

　新年会に夫人（家族）同伴で出席してほしい

③別府東ロータリークラブの現状で改善した

ほうがよい事

　自分が卓話できなくなった場合は、自分の

責任で代理者を連れてくるべき

　卓話（者）を工夫して面白い企画をして

ほしい

　　→　６月に落語家による卓話を企画

　親睦委員会をもっと活発にしたほうがよい

　　→　例会での委員会報告を義務化して活動

を促す

　大事な役職（会長、幹事、委員長等）の時

だけ出席するのではなく、いつも平等に

出席するべき

　新年家族会はもっと子どもに配慮した企画

をしてほしい。例年、同じような企画が

多い

　炉辺談話をもっと増やして、新会員（飲食

関係）の勧誘も兼ねて色々な場所で開催

してみてはどうか

　　→　４／ 12の例会をドラゴン厨房で開催

④創立40周年に向けての提案

　05周年の式典は不要ではないか。

　基調講演は講演者の人選をしっかりして

実施するべき

　40周年準備委員会の情報の共有が出来る

場がほしい

⑤その他

　ポリオへの取り組みはどうなったのか

　　→　世界的なポリオの発生率の低下やクラ

ブとしての経年支出も多いことから、今期

は、廃止しました。

　年代別懇親会は新しい取組だが素晴らしい。

今後も計画するべき（各年代共通）

　　→　早い時期の開催を次年度へ引継ぐ

　順番で役が回ってきているようで辛い

　まるやで行った炉辺談話はとてもよかった。

若い世代との交流ができた

　　→　炉辺談話の開催（今年度は６月にもう

一度開催予定）

　例会に出席すると会社の朝礼等で話す内容

が得られる

　第１週の座席指定例会の配席もよいので

続けるべき

　　→　今年度は引き続き行う。次年度へも

引継ぐ

　サンバリー海側のバス駐車場部分を例会

時間だけでも解放できないか？

　　→　例会時間内での使用は可。駐車方法は

要相談

　下品なニコボックスは自粛してほしい

　例会欠席が続くと出席しづらくなる

　台湾地震への義捐金は全員から徴収する

べきだと思う


