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■ 点　　鐘 　12時30分

■ ロータリーソング 　君が代・それでこそロータリー

■ 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

■ ス ト 

　 臼  杵  徳  二 氏（日　出 ＲＣ　会長）
うす き とく じ

　 吉  弘 
よし ひろ

 秀 
しゅう

 二 氏（　　〃 　　　幹事） 
じ

■ 会長の時間 　　　　　会長　一力　秀次

　今日は、ロータリーについてのお話をします。

　「ロータリアン」と呼ばれるロータリー会員はこれ

まで、単なる歴史の傍観者としてではなく、歴史の

一部となって活躍してきました。ロータリーには、

創設時から現在まで変わらない３つの特徴があります。

　まずは、ロータリーの「国際性」です。創設後

わずか16年の間に、ロータリークラブは６大陸へと

広がりました。日本では1920年（大正９年）に初の

ロータリークラブ（東京ロータリークラブ）が設立

されています。今日私たちは、さまざまな方法で

世界が直面する諸問題に、応えるために、世界の

ほぼすべての国で活躍しています。

　２つ目の特徴は「粘り強さ」です。第二次世界大

戦中、ドイツ・オーストリア・イタリア・スペイン・

日本のロータリークラブは、ロータリーからの脱退

を余儀なくされました。しかし、これらの国々の

ロータリアンは、リスクを承知で非公式のミー

ティングを続けました。戦後、ロータリーに復帰し

たこれらのクラブは、ロータリーのみならず、国の

再建においても大きな役割を果たしました。

　最後に、「奉仕へのコミットメント」です。ロータ

リーは大きな夢を掲げ、常に高い目標を掲げていま

す。1979年、ロータリーは、フィリピンで600万人の

委員長　後藤　誠一■ 出席報告

２名ゲ ス ト42名会員総数本

日

０名ビジター22名出 席 数

62.86％出 席 率13名欠 席 数

66.67％修正出席率61.11％前々回の出席率

1578回100％ 通算

岩瀬、黒岩、幸、神田、西（謙）、

檀上、箕作

出席規定免除：

西村名 会 員 ：

■　欠　　席

安部、荒金、石田、笠木、森、中塚、西（貴）、

二宮、岡本、但馬、詫磨、立川、梅津

トゥーン湖を展望 スイトゥーン湖を展望　スイスス

“職業奉仕を活発に行い、　　　　

会員相互の結びつきを充実させる”
別府東ＲＣ 会長テーマ



子供たちにポリオの予防接種を行うプロジェクトを

開始し、これが世界的なポリオ撲滅活動のきっかけ

となりました。野生型ポリオウイルスが常在する国

は、1988年の125カ国から、現在はわずか３カ国に

減っています。我々も同じロータリアンとして誇り

を待ってこれからの活動に生かしましょう。

■ 幹事報告 　　　　　幹事　沼田　守生

１．ＲＩ認証ロータリー囲碁同好会「第17回ロータ

リー全国囲碁大会」開催のお知らせ

　日　時　2018年10月６日　９：30登録受付

　　　　　10：00開会式　16：00表彰式、記念撮影

　会　場　日本棋院本院１階対局室

　主　催　ロータリー囲碁同好会

　共　催　第2580・2750地区　ホスト　東京ＲＣ

　参加料　7,000円（昼食代、賞品代等含む）

　　＊詳細登録申し込みは、幹事または事務局まで

お申し出ください。

２．第２回臨時理事・役員会報告（平成30年７月

17日＜持ち回り＞）

　審議事項

　１号議案　髙山泰四郎ガバナーより「平成30年７月

豪雨」支援募金願いの件。

　　＊会員一人2,000円×42名＝84,000円の協力を

承認

３．ＲＩ第2720地区荒尾RC創立40周年記念式典

開催のお知らせ

　日　　時　2018年９月８日　受付15：00～

　　　　　　16：00記念式典／17：00講演会

　　　　　　18：30祝賀会

　記念講演　「思春期から今　夢を持ち続けて」

　　　　　　シンガーソングライター　嘉門タツオ氏

　記念事業　海達公子詩碑建立・陸上競技場ベンチ

寄贈・熊本震災復興応援ゴールデン

コンサート他

　会　　場　ホテルヴェルデ（荒尾市井手1584-24

　　　　　 0968-66-3939）

　登 録 料　会員　10,000円　　ご家族　8,000円

　　＊詳細登録申し込みは、幹事または事務局まで

お申し出ください。

４．ＲＩ第2720地区宇佐八幡ＲＣ創立30周年記念

式典開催のお知らせ

　日　　時　平成30年11月４日　受付９：00～

　　　　　　10：00記念式典／

　　　　　　11：40記念コンサート／13：00祝賀会

　場　　所　記念式典 宇佐神宮参集殿

　コンサート　宇佐神宮能舞台前広場／民謡・三味線・

和太鼓

　祝　　宴　宇佐神宮参集殿

　登 録 料　会員　10,000円　　ご同伴　8,000円

　　＊詳細登録申し込みは、幹事または事務局まで

お申し出ください。

５．７月14日　13：00～ホルトホール大分に於いて

「ＲＩ第2720地区職業奉仕セミナー」が開催され、

桝田　浩職業奉仕委員長が出席されました。

６．７月14日　13：00～ホルトホール大分に於い

て「ＲＩ第2720地区管理運営セミナー」が開催

されました。

　出席者：山下布美代クラブ管理運営、石田啓三

ＳＡＡ、尾方義顕プログラム、後藤誠一

出席、羽田野徹会員増強　各委員長、

沼田守生幹事

７．本日例会終了後、「40周年実行委員会」を開催

します。正副実行委員長、正副各部会長は、この

まま例会場にお残りください。

８．例会変更のお知らせ

　杵　　築ＲＣ　７月27日の例会は、新会長・

幹事激励会の為、同日18：30～花処に時間・

場所変更

　大分1985ＲＣ　７月30日の例会は、ガバナー

公式訪問の為、８月１日12：30～ホテル日航

大分オアシスタワーに開催日・場所変更

９．次週（７月26日）の例会予定

　　「新会員歓迎納涼ビアガーデン例会」18：30～

ホテルサンバリー・ビアガーデン

10．本日の回覧

　①会員各事業所の創立日アンケート

　②ビアガーデン例会（新会員歓迎会）出・欠席

（７月26日）

　③第２回クラブ協議会出・欠席（８月２日）

　④祈願例会出・欠席（８月９日）

　⑤甲子園野球大会記念アルバム・記念写真

　　（スナップ）・記念ボール等　購入申し込み

　⑥荒尾ＲＣ40周年・宇佐八幡ＲＣ30周年　各式典

パンフレット

　⑦ＲＩ認証ロータリー囲碁同好会「第17回ロータ

リー全国囲碁大会」のご案内

　⑧ハイライトよねやまVol．220

　⑨くにさきRC週報

■ お い 

　会員誕生日　山下布美代会員（７月25日）

　皆　　　勤　石田　啓三会員（７月17日＝４年）

　　　　　　　瑞木　一博会員（７月19日＝17年）

　　　　　　　桝田　　浩会員（７月19日＝17年）

吉弘秀二幹事、臼杵徳二会長



■ ニコボックス 　　　　委員長　加藤　兼司

　日出ＲＣ臼杵徳二会長、吉弘秀二幹事より多額

のニコボックスを戴きました。

　樽谷壽生会員　出席ラッキー賞、サイズの合わ

ない瑞木さんからゆずってもらいました。１口。

　幸　光喜会員　南税理士会の総会が無事終了し

たそうで、お目出とうございます。酷暑に負け

ないで仕事に頑張って下さい。１口。

　西　貴之会員　本日の大分合同新聞に「別府

ラクテンチ」の件で西兄弟がのってました。

“ゆりい・ぬりい・懐かしい”のキャッチ

フレーズステキです。別府経済の為に頑張っ

て下さい。夜の北浜も引き続き頑張って下さい。

２口（竹内より）

　夏休みに入りました。観光業の方々かき入れ時

ですね。岩瀬、笠木、神田、久保田、工藤、

桝田、中村、中塚、西（謙）、西（貴）、竹内、

樽谷、梅野、梅津、山下（布）会員、１口づつ

お願いします。

≪2720地区 米山記念奨学会夏季研修会≫
　

日　時　平成30年７月21日

　　　　11：00～会長・カウンセラー・奨学生

　　　　　　　　集合　昼食

　　　　12：00～夏季研修会プログラム開始

　　　　17：30～懇親会

場　所　阿蘇ＹＭＣＡ

　　　　（阿蘇市車帰 0967-35-0124）

＊竹内孝夫カウンセラー・桝田　浩カウンセ

ラー、羽田野徹会員には尹さん（米山奨学生）

の引率を兼ねて、研修会へのご参加を宜しく

お願い致します。

　本年度奉仕プロジェクト委員長

及び国際奉仕委員長を拝命した

竹内です。ご存知のようにロー

タリー活動で大事な事は奉仕活動です。

　ロータリーは“職業奉仕”“社会奉仕”“青少年

奉仕”“国際奉仕”の４つからなります。

　当クラブは社会奉仕、国際奉仕は模範的に展開し

ていますが、職業奉仕、青少年奉仕は中々進んでい

ないのが現実です。本年度は職業奉仕委員長を桝田

会員に担当していただいております。本年度より

各会員から３分間の企業ＰＲを実施しております

し、今までと違う展開を期待しています。

　青少年奉仕委員長は中塚会員に担当していただい

ております。当クラブにおいて再度青少年活動を

見直しして新たな展開を期待しております。

　又、本年度国際奉仕委員長は私が兼務しておりま

すが、本年度別府東ＲＣ創立40周年記念事業として、

台湾花蓮の少年野球チームを招待して別府市の少年

野球チームとの友好の野球大会も実施します。

　それも踏まえて台北昇陽ＲＣとの友好関係を強化

すると共に40周年事業成功に全力をかたむけたいと

思います。

　本年職業奉仕委員長の桝田です。

１年間どうぞよろしくお願いしま

す。高山ガバナーの重点取組の中

にも職業奉仕の研修と実践があるように、ロータ

リー活動において職業奉仕は最も重要な奉仕の一つ

です。活動計画の中において職場例会におきまし

ても２～３候補地を絞り込み会員の皆様に楽しん

でいただける例会にしようと思っています。東ロー

タリークラブの特徴をいかした例会にしたいと思い

ますので、ご協力をよろしくお願いします。

　又、本年度の新企画といたしまして、毎月例会時

にクラブメンバーに３分間の企業ＰＲをして戴きま

す。誰に指名するか分かりません。指名を受けた方

は自社のＰＲを他のメンバーに行って下さい。今ま

で自社のＰＲをする機会がなかったメンバーも職業

奉仕になると思います。

　そして本年度は40周年事業もあります。実行委員

会では副実行委員長を仰せつかりました山下・石田

各部会長と力を合わせて成功させたいと思います。

ご支援、ご協力を宜しくお願いします。

　本年度、私と幸先生とで担当します。ご協力の程

よろしくお願い致します。

（活動方針）：会員の財団に対する理解と認識を

深めると共に、継続的財政援助を依頼し、募金活動

をすすめる。

（活動計画）

① 年次募金への寄附額

　 　１人当たり150ドルの依頼推進

② ポリオ撲滅への募金活動の実施と寄附の推進

　 　（ポリオプラス　１人当たり30ドル）

③「100万ドルの食事」の実施

④ 財団月間（11月）に啓発活動になる卓話を行い、

財団への理解を深める。

奉仕プロジェクト 
国 際 奉 仕 委 員 会

委員長　竹　内　孝　夫

Ｒ 財 団 委 員 会 

委員長　杉　本　邦　弘

職業奉仕委員会 

委員長　桝　田　　　浩



　以上が今年度ロータリー財団委員会の活動方針と

活動計画です。

　新入会員の方々も多くなりましたので、少し財団

に関する「Ｒ情報」を致します。

① 年次寄附：財団に毎年行う使途を指定しない一般

寄附、これは個人表彰、クラブ表彰またシェア・

システムの対象となる。３年後に使われる短期の

活動資金である。

　ロータリー財団寄附の４種類

　年次基金：３年後にＤDＦ（地区活動資金）と

して地区に50％もどる

　恒久基金：世界理解と平和のための恒久基金の

こと。米価1,000ドル以上ベネフェクター シェア

50％

　ポリオプラス基金：ポリオのない世界の実現を

めざす。ロータリーのポリオ撲滅活動支援

　使途指定寄附：ロータリーの優先活動の中から

寄附先を選ぶ

② ポリオ・プラス

　「ポリオ・プラス－全世界の児童に予防接種を」を

テーマにポリオ（脊髄性小児マヒ）その他ワクチン

で予防できる疾病（ハシカ、ジフテリア、結核、百

日ぜき、破傷風）の免疫を世界中の児童に受けさせ

る力になろう

③ 100万ドルの食事

　世界中の会員が50万人位の1962年頃、例会で月１

回粗食にして１人当たり２ドルを節約すれば、総額

100万ドルの資金ができることからできた言葉

　　　　　（ロータリー情報集：熊本グリーンＲＣ）

 

　本年度米山奨学委員長を務めさ

せて頂くことになりました。梅野

　保でございます。１年間よろし

くお願いいたします。

　ロータリー米山記念奨学会事業は、全国のロータ

リーアンからの寄付金を財源として日本で学ぶ外国

人留学生に奨学金を支給し、支援する国際奨学会

事業です。将来日本と世界を結ぶ「懸け橋」となっ

て国際社会で活躍し、ロータリー運動の良き理解者

となる人材を育成することが事業の使命です。

　歴史は日本最初のロータリークラブの創立に貢献

した米山梅吉翁の功績を記念して発足しております。

1967年に財団法人ロータリー米山記念奨学会が設立

され米山梅吉翁の生誕150年記念日に当たる本年

２月４日にグランドニッコー東京台場において財団

設立50周年記念式典が開催されました。会場は各国

大使、地域代表者、全国のロータリアン、米山

奨学生、米山学友等、約700人が先人たちの思いに心

をはせつつ50周年の節目を祝い、未来へ向けてさら

なる飛躍を誓いました。

　この式典の様子は「ロータリーの友 ４月号」に詳

しく掲載されていますので読んで頂けば米山奨学会

をご理解いただけるものと思います。

　この50年のあゆみにより、これまでに支援した

奨学生は約２万人、その出身国は世界121の国と

地域に及びます。米山学友は、出身国の駐日大使や、

韓国・台湾のガバナーに就任した人等、世界中で

活躍しています。

　この米山奨学会の活動をより推進していく為には

皆様からの寄付に支えられています。委員長として

の仕事は米山功労者の募集、クラブ創立40周年記念

特別寄付をお願いすることとなりますので、ご理解

とご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。

　久し振りにニコボックス委員長

を拝命しました。１年間宜しくお

願いします。

　クラブ協議会でも申し上げまし

たが、今年は当クラブ40周年という事で、本来対

外奉仕活動に投入する基金ですが、周年事業にも

一部利用するという執行部の意向もあり、普段より

頑張って戴きたいと思います。又、全会員より平等

にという思いで今年は会員各企業の創立記念月にも

お願いしたいと思って居りますので、宜しくお願い

します。若手会員ともども40周年記念行事の成功の

為ガンバリましょう。

　本年度青少年奉仕委員長を仰せつかりました、中塚

茂次です。ロータリー歴10年、職業分類は「コー

ヒー関連商品製造」です。１年間どうぞよろしくお

願いいたします。

　青少年奉仕は、2002年から延期しています交換

留学生制度を４ＲＣ順番での受け入れを行います。

　フランス人の男性の「Virgile keizo」君が８月に

来別し、別府鶴見丘高校１年生として８月20日に

入学します。帰国は31年７月です。

　基本はロータリーのメンバーの家にホームステイ

の予定で、別府東の担当は来年の６月７月の予定

です。このような、大変な年度に青少年奉仕委員会

の委員長にご指名頂き、感謝いたしております。

　他にも別府平和園への社会奉仕としてのプログラ

ムや、児童福祉施設等の交流なども何をすればよい

のかわかりませんが、前任の石田会員に協力して

いただき、実行して参ります。

　最後に改めてお願いです。夫婦間の仲が良く、

高校生以下のお子様をお持ちの会員の皆様の勇気あ

るご協力をお願いし、委員長就任の挨拶といたし

ます。１年間よろしくお願いいたします。

米山奨学委員会 

委員長　梅　野　　　保

ニコボックス委員会 

委員長　加　藤　兼　司

青少年奉仕委員会 

委員長　中　塚　茂　次


