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■ 点　　鐘 　12時30分
　

■ ロータリーソング 　君が代・奉仕の理想
　

■ 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 

　 平 
ひら

 野  教  康 氏
の のり やす

　　（大分第３グループガバナー補佐）

　 尹   麗  華 さん（米山奨学生） 
イン レイ カ

■ 会長の時間 　　　　　会長　一力　秀次

　1920年、日本で初めてのＲＣができました。1920年

10月20日、米山梅吉によって、東京ＲＣが作られま

した。翌1921年４月１日、世界で855番目のクラブ

として承認されました。1923年９月関東大震災に

よって東京や横浜は壊滅的な被害を受けましたが、

このニュースを知った世界中のＲＣから、続々と義

捐金が寄せられ、その総額は８万9，000ドル（現在

のお金に換算して約３億円）にも達しました。

　東京ＲＣはこの義捐金を、東京や横浜の小学校の

再建、被災者の救援、殉職警官遺族への援助などに

充てました。

　世界中の仲間たちからの温かい支援を受け、東京

ＲＣの会員たちは、初めてＲＣとはどういうものな

のかを身にしめて理解し、この出来事がその後、日本

のＲＣの会員たちが熱心に活動を続ける原点となり

ました。現在では、世界に35,633クラブ1,221,978名、

日本では2,265クラブ89,055名のロータリアンが活動

しています。

　我々もロータリアンという誇りを持って活動を続

けましょう。会長の時間でした。 

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25名出 席 数

69.44％出 席 率11名欠 席 数

68.57％修正出席率62.86％前々回の出席率

1578回100％ 通算

岩瀬、黒岩、幸、西（謙）、

檀上、箕作

出席規定免除：

西村名 誉 会 員 ：

■　メイクアップ

　事後（第1878回例会）

　　　　中塚、但馬（別府）

■　欠　　席

安部、荒金、笠木、中塚、西林、岡本、髙橋、

但馬、詫磨、梅津、山下（唱）富田ファーム 富良富田ファーム　富良野野

“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

－会員増強・拡大月間－



■ 幹事報告 　　　　　幹事　沼田　守生

１．本日は、例会に引き続き「第２回クラブ協議会」

を開催します。

２．ロータリー適用相場変更のお知らせ

　　８月１日より　ロータリーのすべての振り込み

に対する適用相場が、下記とおり変更となりまし

たのでお知らせ致します。　

　　１ドル　112円　　（現行110円）

３．ＲＩ第2720地区「広報・青少年奉仕部門合同セ

ミナー」開催のお知らせ

　日　時　大分会場：９月１日　13：00～15：35

　　　　　於　ホルトホール大分

　　　　　熊本会場：９月２日　 9：00～12：05

　　　　　於　熊本県民交流会館パレア

　出席者　会長・幹事・会長エレクト・広報（公共

イメージ）・青少年奉仕関連委員長・ロー

ターアクト・インターアクト　他参加希

望者

　　＊担当委員長の申し込み締め切りは８月11日で

す。個別に出・欠席を確認します。

４．ＲＩ第2720地区「職業奉仕研修セミナー」開催

のお知らせ

　日　時　大分会場：９月22日　13：00～16：30

　　　　　於　ホルトホール大分

　　　　　熊本会場：９月29日　13：00～16：30

　　　　　於　熊本県民交流会館パレア

　出席者　比較的入会歴の新しい会員と希望者

　＊入会３年未満会員を中心に登録を募集します。

ご協力をお願いします。

　＊12月２日渡辺好政元ＲＩ理事を迎えて「職業

奉仕活動大会」を予定。後日、正式案内します。

日程確認をお願いします。

５．本日、11：45～ホテルサンバリーアネックスに

於いて「第２回定例理事・役員会」を開催しました。

６．例会変更のお知らせ

　津久見ＲＣ：８月７日の例会は、全員協議会

の為、同日18：30～津久見市民会館第３会議室

に時間変更

　くにさきＲＣ：８月８日の例会は、夜の例会

の為、同日19：00～ホテルベイグランド国東に

時間変更

　＜定款第８条第１節により休会するクラブ＞

　　杵　　築ＲＣ　８月10日

　　日　　出ＲＣ　８月14日

　　津 久 見ＲＣ　８月14日

　　中津中央ＲＣ　８月14日

　　竹　　田ＲＣ　８月14日

　　くにさきＲＣ　８月15日

７．本日、例会（クラブ協議会）終了後「第２回40周

年実行委員会」を開催致します。関係の方は、１Ｆ

レストラン「プリマドール」にご移動ください。

８．次週（８月９日）の例会予定

　「別府東ＲＣ祈願例会」12：30～火男火売神社

９．次々週（８月16日）は、「定款第８条第１節によ

り休会」ですのでお知らせします。

10．本日の回覧

　①祈願例会出・欠席（８月９日）

　②「立川諭暢会員結婚お祝い例会」出・欠席

　　（８月23日）

　③「別府大学理事長　二宮滋夫氏ゲスト卓話」

夜例会出・欠席（８月30日）

　④「髙山泰四郎ガバナー公式訪問例会」出・欠席

（９月７日）

　⑤中津、中津中央、杵築　各ＲＣ週報

　⑥別府市自衛隊協力会より広報誌「扇山」と「扇

山」号外

■ お い 

　皆　　勤　西　　謙二会員（７月29日＝36年）

■ ニコボックス 　　　　委員長　加藤　兼司

　平野教康ガバナー補佐、貴クラブのクラブ協議

会に参加させて戴きます。２口。

　一力秀次会長　大変立派な会長の時間の卓話で

したが、理事会での「何とかフェロー」との発

言、会長としては誠に残念ですね。２口。

　加藤兼司会員　先日阿蘇で行われた米山奨学

生夏季研修会、夏祭りのシーズンでどうして

も出席できず、羽田野会員にかわりに出席して

もらいました。申し訳ない。３口。

　桝田　浩会員　先日、台北より仕事の関係でお

客様が来ました。中塚会員と共通の知人で、中塚

会員には大変お世話になりました。なんと

5000円相当の、百善の夢の和牛ステーキディ

ナーをごちそうになりました。すごい！ ロータ

リーの友情に感謝して３口。中塚茂次会員２口。

　大分みらい信用金庫の森田新理事長体制が発足

しました。関係者の方はニコボックスをお願い

します。後藤、樽谷、杉本、神田各会員２口ずつ。

　荒金信治会員　第31回毎日書道顕彰を受賞する

こととなりました。大変名誉なことだそうです。

おめでとうございます。５口。

　８月創立の企業のオーナー、石田、樽谷、梅野、

山下（唱）会員３口ずつお願いします。

≪地区米山記念奨学会部門セミナー≫
　

日　時　平成30年８月４日 13：30～16：00

場　所　ホルトホール大分（097-576-7555）

＊梅野　保米山記念奨学委員長・沼田守生幹事・

加藤兼司カウンセラー・桝田　浩カウンセ

ラー・竹内孝夫カウンセラーのご出席をお願

いします。

ＲＩ第2720地区
青少年交換学生到着のお知らせ　

　　受入れ学生の Virgile keizo君

　　８月７日 18：４5　大分空港着



 クラブ管理運営委員会クラブ管理運営委員会　　　　　　　　　　　   

１．会員相互の理解を深め、親睦委員会を始めとす

る各委員会と連携してクラブが円滑に活力ある

参加しやすい活動の企画をする。

２．会員増強、公共イメージの各委員会と連携して

会員増強に努めるとともに新会員の教育、並びに

サポートを徹底する。

３．正副ＳＡＡを始め、各委員会と協議、協力して

魅力のある例会創りを目指す。

４．出席率並びにマイロータリーの登録率の向上を

図る。

５．ニコボックス委員会の下、自主申告し易い雰囲気

作りをして、会長、幹事と共にニコボックスの

使い方を考える。

６．40周年事業に向けて会長・幹事・実行委員長と

共に成功の為の準備を行う。
　

 Ｓ・Ａ・ＡＳ・Ａ・Ａ　　 　　　　　 　　　　　　　　　 

１．「四つのテスト」の唱和を継続する。

２．例会に適した服装の声掛け、ＲＣバッジの着用。

３．私語や携帯電話のルール作りやその徹底。
　

 出席委員会　　　　　　　　　　　　　　　　

１．親睦委員会と協力して出席者にラッキー賞が当

たるクジを引いてもらい例会出席を楽しく感じて

もらえるようにする。

２．例会出席の声かけを行い、各種公式行事への参加

も呼びかけをする。

３．例会出席時には、出席者全員に挨拶をして仲間

意識を醸成する。

４．欠席する場合にはメイクアップをするように声

かけをする。 

 ニコボックス委員会ニコボックス委員会　　　 　　　 　　　　　　  

１．会員やご家族、事業所等で慶祝があった際に

自主申告していただけるよう奨励する。

２．ニコボックス拠出金は、基本的に特別会計とし

て対外奉仕に使う為、全員に平等に出していただ

くよう途中経過をみながら声をかけて工夫する。

３．次年度より特別会計処理として「ニコボックス

専用口座」を開設します。

４．ユーモアを交えて楽しい例会づくりに協力する。
　

 プログラム委員会　　　　  　　　　　　　　 

１．会長の意向を踏まえ各委員会と打合せ、年間

プログラムを作成・遂行する。

２．会員・外部卓話をはじめ、会員相互の交流を

図れる有意義かつ楽しい例会となる様にする。

３．他クラブとの合同例会を計画・実施する。
　

 親睦委員会親睦委員会　　　　　　　  　　　　　　　　　 

　ロータリアンのつながりを築き、趣味や職業に

関連した活動を楽しむ機会を増やし出席率が向上

するように努める。

１．各委員会と協力して楽しく有意義な例会運営を

こころがけるため出席ラッキー賞の導入。ラッキー

賞は出席者全員に権利があり、くじをしてメン

バーの会社のグッズや趣向の品などがもらえる。

くじを企画することにより出席率の向上をはかる。

２．各会員の趣味や活動などの発表の場を設け相互

の事を知りレクレーション・活動等を企画し、

理事会に上程。

３．各種親睦大会への参加を呼びかけ積極的に取り

組む。

４．姉妹クラブとの交流支援を行う。 

 2017－2018年度 委員会活動計画 

 第２回クラブ協議会次第 
総合司会　幹事　沼田守生　

会長挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　会　長 　一力秀次
ガバナー補佐挨拶　　大分第3グループガバナー補佐　平野教康
出席者紹介　※「委員会計画」発表の場で各自自己紹介（在籍年数・職業分類等）

クラブ管理運営　　　　委員長　　　山下布美代　　　公共イメージ委員会　　　　委員長　　　瑞木一博
　　Ｓ Ａ Ａ　　　　　　〃　　　　石田啓三　　　　　　Ｒ情報・雑誌・ＩＴ広報　〃　　　　瑞木一博
　　出　　席　　　　　　〃　　　　後藤誠一　　　　奉仕プロジェクト委員会　　　〃　　　　竹内孝夫
ニコボックス委員会　　　〃　　　　加藤兼司　　　　　　職 業 奉 仕 　　　　　　 〃　　　　桝田　浩
　　プログラム　　　　　〃　　　　尾方義顕　　　　　　 会 奉 仕 　　　　　　 〃　　　　神田　剛
　　親睦委員会　　　　　〃　　　　中村忠孝　　　　　　青少年奉仕　　　　　　 〃　代理（中塚茂次）
会員増強委員会　　　　　〃　　　　羽田野　徹　　　　　 奉 仕 　　　　　　 〃　　　　竹内孝夫
　　職業分類・会員増強　〃　　　　羽田野　徹　　　ロータリー財団委員会　　　　〃　　　　杉本邦弘
　　会員選考　　　　　　〃　　　　樽谷壽生　　　　　　米山奨学委員会　　　　　〃　　　　梅野　保
入会３年未満会員（紹介）　西　貴之、工藤陽一、二宮秀行、詫磨康雄
（委員長を除いて記載）　　 森　憲司、立川諭暢、西林勲二、太田直希
講評・感想　　　　　　　　大分第３グループガバナー補佐　平野教康
謝　　　辞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会　長　一力秀次



 ソングリーダー　　　　　  　　　　　　　　 

１．会員相互の親睦を深め、ホームクラブでの出席

率向上を目指し、楽しく有意義な例会作りに協力

する。

２．例会時に下記「ロータリーソング」を歌って親

睦をはかる。

　　　第１週目　　奉仕の理想

　　　第２週目　　我等の生業

　　　第３週目　　それでこそロータリー

　　　第４週目　　手に手つないで

　　　第５週目　　Ｒ－Ｏ－Ｔ－Ａ－Ｒ－Ｙ　

 会員増強委員会（職業分類・会員増強・会員選考会員増強委員会（職業分類・会員増強・会員選考））

今年度会員増強目標８名　必達！

　１．一人一名紹介運動。

　２．夜例会における候補者勧誘　15名

　３．職業分類（Ｆアレンジ教室・エステ等の個人

経営等）の拡充による候補者増強　→　勧誘

　４．別府市内を中心に新規企業リスト作成→ 勧誘

　５．上記リストを委員会作成　オブザーバー参加

誘致
　

 職業分類・会員増強委員会  　　　　　　　　 

　上記「会員増強委員会」の目標を踏まえ、会員選考

委員会の協力を得て候補リストを作成し、勧誘→

入会。それに付随して新分類表を作る。
　

 会員選考委員会　　 　　　 　　　　　　　　 

１．理事会より選考を要請された被推薦者について、

クラブ会員としての適性について検討する。

2．職業分類・会員増強委員会との連携を深める。

3．会員選考に関し、必要な会議を開く。
　

 公共イメージ委員会公共イメージ委員会（（ITIT広報・Ｒ情報・会報・雑広報・Ｒ情報・会報・雑誌誌））  

１．「ロータリー情報」を提供する。

２．「ロータリーの友」・「ガバナー月信」記事の紹介

と共に奉仕活動の実践内容を投稿する。

３．マイロータリーの登録促進とサポートに努める。

４．クラブ内広報。

　週報を発行すると同時にホームページ更新に努

める。

５．外部広報

　ホームページを活用したタイムリーな広報を実

践する。

　他のクラブへホームページを紹介する。

　マスメディアを活用した広報を実施する。

　地区「公共イメージ」の指導内容を取り入れる

６．Eセミナーの実施を地区に要望する。
　

 ＩＴ広報・ロータリー情報・会報・雑誌委員会　 

　「公共イメージ委員会」に同じ

　ロータリー情報

　　「新会員候補者へのインフォメーション」を実施

する。

　

　ロータリー活動で重要な奉仕活動を再度見直し、

各委員会と協力して新たな奉仕展開を実施する。　

特に、職業奉仕と青少年奉仕の見直しを実施する。
　

 職業奉仕委員会職業奉仕委員会　　　　　  　　　　　　　　　 

１．職業奉仕月間（１月）に職場例会を実施する。

２．児童福祉施設卒業生にお祝いを贈る。（光の園・

別府平和園）

３．例会時に会員企業のＰＲ実施を行う。　（月１回

のペースで）
　

 社会奉仕委員会社会奉仕委員会　　　　　  　　　　　　　　　 

１．昨年度に続いて地区補助金を活用した児童福祉

施設への支援事業

２．国際観光港の清掃活動
　

 青少年奉仕委員会青少年奉仕委員会　　 　　 　　　　　　　　　 

１．別府平和園への協力と支援

　　 （地区補助金を活用した社会奉仕プロジェクト

への協力を含む）

２．児童福祉施設等の交流

３．交換留学生（BARONNIER, Virgile　Keizo 

フランス人）受入れホストファミリーへの支援
　

 国際奉仕委員会国際奉仕委員会　　 　　　 　　　　　　　　　 

１．当クラブ創立40周年記念事業として姉妹クラブ

である台北昇陽扶輪社との共同事業「日台親善

少年野球大会」を実施
　

 ロータリー財団委員会ロータリー財団委員会　　  　　　　　　　　　 

（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。

（計　　画）

 １．年次基金への寄附額１人当たり100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

 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。
　

 米山奨学委員会米山奨学委員会　　 　　　　　　 　　　　　　  

１．米山功労者、準米山功労者の募集

２．米山月間（10月）に米山奨学生尹麗華さんの

卓話実施

３．米山奨学普通寄付

４．米山ランチ実施

５．学友会活動の広報活動の推進

奉仕プロジェクト委員奉仕プロジェクト委員会会
　〔職業奉仕・社会奉仕〔職業奉仕・社会奉仕・・青少年奉仕・国際奉仕 青少年奉仕・国際奉仕〕〕


