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■ 点　　鐘 　12時30分

■ ロータリーソング 　君が代・我等の生業

■ 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　溝井伸二（大分）、隅田英樹、大塚 茂、

吉野宗也（大分中央）、佐藤総一（大分臨海）、西岡 透、

永松直樹（別府）、高橋喜巳、近藤可奈子、阿部信一、

下郡 隆、大附嘉孝、真砂鉄治、斎藤美信、木村大成

（別府北）、大島由美子（別府中央）

■ ス 

　 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

　今日は、祈願例会ということで、今年度のロータ

リー活動、皆さんの健康、40周年事業の成功を祈願

して頂きました。ここにきて、火の海祭りや亀川夏

祭り、七夕祭りなどイベントが盛大に盛り上がりま

した。とても暑い日が続きますので、健康には十分

注意してこまめに水分、塩分など補給してください。

　２～３日前にバリーラシンＲＩ会長より「未来の

ロータリーを築くためには未来に向けたロータリー

のリーダーシップの育成に、これまで以上に取り組

まなければなりません」とのメールが来ました。

　つまりロータアクトに関心を持ち、未来のロータ

リアンにしようとの考えです。ロータアクトとは

【リーダーシップの能力を磨き、世界中に友人を作り
ながら社会で起きている様々な課題に、斬新な解決策

を見つけたいという意欲にあふれた18歳から30歳

までの青年男女のためのクラブ】とあります。

　我がクラブにも何年か前までは、ロータアクトが

ありましたが、なくなりました。青少年奉仕委員会

を中心にもう一度委員会で検討してみてはどうで

しょうか。

　別府東ローターアクトクラブ：1984（S59）年６月

14日創立―2016（H27）年６月30日終結

委員長　後藤　誠一■ 出席報告

１名ゲ ス ト42名会員総数本

日

16名ビジター24名出 席 数

64.86％出 席 率13名欠 席 数

77.14％修正出席率77.14％前々回の出席率

1578回100％ 通算

樽谷、黒岩、西（謙）、檀上、

箕作

出席規定免除：

西村名 会 員 ：

■　欠　　席

安部、荒金、笠木、中塚、西（貴）、西林、

二宮、岡本、但馬、詫磨、梅津、立川、

山下（唱）

“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－

富田ファーム 富良富田ファーム　富良野野



■ 幹事報告 　　　　　幹事　沼田　守生

１．本日は、「祈願例会」を開催します。

２．ＲＩ第2720地区「ロータリー財団セミナー」

開催のお知らせ

　日　時　大分会場：９月 15 日　13：00～16：30

　　　　　於　中津商工会議所３Ｆ

　　　　　（中津市殿町　0979-22-2250）

　　　　　熊本会場：10月６日　13：00～16：30

　　　　　於　小川総合文化センター・ラポート

　　　　　（宇城市小川 0964-43-0004）

　内　容　グローバル補助金を中心に実務に近い

内容です。地区補助金システムの理解を

深めたい会長・幹事・国際奉仕委員長様に

ご参加を願います。

　出席者　希望者　１クラブ３名（会場の都合により）

　※大分・熊本どちらの会場でも結構ですが、会場

の都合により１クラブ３名

３．「第35回近隣７ＲＣ親睦ソフトボール大会」開催

のお知らせ

　＊昨年度「第34回大会」が台風中止となった為、

対戦組合せはそのまま使用することになりました。

　日　時　９月30日　＊少雨決行　

　場　所　野口原ソフトボールグランド　Ａ面・Ｂ面

　参加クラブ　杵築、別府、別府北、日出、

　　　　　　　別府中央、湯布院、別府東　各ＲＣ

　ホスト　別府北ＲＣ

　開 会 式　９：00　Ｂ面グランド（集合８：30）

　試合時刻　９：30　（Ａ・Ｂグランド）

　懇 親 会　18：00　ホテル白菊　会費7,000円

　　A面

　別府中央　－　別 府 東　９ ：30～10：20

　湯 布 院　－　別 府 北　10：30～11：20

　　B面

　Ｂ１　別　府　－　杵　築　　９ ：30～10：20

　Ｂ２　日　出　－　Ｂ１敗者　10：30～11：20

     昼食　60分

　　A面

　別府中央　－　別 府 北　12：20～13：10

　別 府 東　－　湯 布 院　13：20～14：10

　　Ｂ面

　Ｂ３　Ｂ１勝者　－　日　出

　３位決定戦　14：20～　　決勝戦

４．第２回定例理事・役員会報告

　（平成30年８月２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　新会員の入会勧誘に際し、「定款第４条」

に係る「クラブ細則追加規定」変更の件。

　　＊臨時総会の開催を承認

　２号議案　例会開催に関する「クラブ細則定款第

８条会合　第１節（ｃ）取消　のクラブ追加規定」

を削除する件。＊承認

　３号議案　クラブ旅費規程に「姉妹クラブ関係」

の条項を追加し、「クラブ細則追加規定」に書き

加える件。＊承認
　

　　 現規定：熊本開催の地区大会、地区研修・協議会、

各種セミナーに出席時のみ、１人につき6,500円支給

（地区委員には該当しない）

　　 追加規定：姉妹クラブ関係の送迎（福岡及びその

近郊）に際し、下記交通費を補助する車両提供者に

対し１台あたり12,000円、それ以外の者は１人あた

り2000円（ただし乗り合いの場合に適用。単独の

場合は該当しない）
　

　４号議案「地区米山夏季研修会」引率の竹内

孝夫・桝田　浩カウンセラー、並びに羽田野徹

会員　（加藤カウンセラー代理）へ交通費支給の

件。＊承認

　５号議案　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

　　大分会場　９月１日10：00〜12：35

　　　　　　　於　ホルトホール大分

　　熊本会場　９月２日９：30〜12：05

　　　　　　　於　くまもと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）、インターアクト・ローターアクト、

青少年奉仕関係各委員長、他希望者

　６号議案　RI第2720地区「職業奉仕研修セミ

ナー」開催のお知らせ

　　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　くまもと県民交流会館パレア

　　出席者　比較的入会歴新しい会員と希望者

　　＊別府東ＲＣは入会３年未満会員を中心に参加

者を募集

　７号議案「立川諭暢会員結婚お祝い例会」開催の件。

　　＊慶事規定より「お祝い金」を贈呈（昨年度承認）

　　日　時　８月23日18：30～

　　場　所　ホテルサンバリーアネックス３Ｆ

　　会　費　3,000円（夜例会食費補助）

　　ゲスト　立川会員夫人、子どもさん

　８号議案　ゲスト卓話者招待に係る「夜例会」開

催の件。

　　日　時　８月30日18：30～

　　場　所　ホテルサンバリーアネックス２Ｆ

　　内　容　「ゲスト卓話」

　　　　　　別府大学理事長　二宮滋夫氏

　　会　費　3,000円（昼例会食費補助）

　９号議案　瀧　満ガバナーエレクトより「2019－

20年度地区委員」推薦願いの件。

　10号議案　創立40周年実行委員会より各部会の

スケジュール並びに予算修正の件。

　　第１回実行委員会報告（７/19）委員会構成の変更

本日は「米山ランチ」を実施して米山記念奨学会へ
300円×会員数＝12,600円、「100万ドルの食事」を
実施してロータリー財団へ２＄（１＄＝112円：224円）
9,408円を食事費から寄付します。皆様方のご協力
をお願い致します。



　　アドバイザー・樽谷会員、

　　姉妹クラブ・西林会員、記念事業・太田会員

　11号議案　別府市長、並びに別府市教育委員会へ

後援依頼書提出の件。＊承認

　確認・報告事項

　別府市内４ＲＣ会長・幹事会報告（平成30年７月

25日　於ホテル白菊）

　　・大分第３グループでの「2019－2020年度長期

青少年交換候補生徒推薦」願いの件。

　　　馬〆　ほたるさん（大分県立別府鶴見丘高等

学校２学年在籍）

　　＊地区予算のみで運営し、ホストファミリーを

受けない前提で推薦を承認。

　　＊中島一志会員（別府ＲＣ）が青少年交換の窓口

となり、責任をもって担当

　　＊今年度来日学生ヴィルジル君の通訳に原

万史子さん（ＲＯＴＥＸ）協力を承認

　　・別府市内４RC定款休会による事務局閉鎖期間

の件。＊８月13日～15日閉鎖承認

　　・地区より要請の「ロータリー財団150ドル寄付」

と「ポリオ撲滅30ドル寄付」の件。

　　＊別府市内４ＲＣで足並みを揃えて協力しない

ことを承認。

　　地区内他クラブの周年式典開催

　　【日田ＲＣ創立55周年記念式典】

　　　＊40周年実行委員会で登録を検討中

　　日　時  10月６日受付16：30～

　　　　　　於　マリエールオークパイン日田

　　　　　　14：30～講演会／16：30記念式典

　　　　　　19：00祝賀会

　　登録料　会員　10,000円　同伴者　8,000円

　　【荒尾ＲＣ創立40周年記念式典】

　　＊熊本県内は「祝電送付」を検討中

　　日　時　９月８日受付15:00～

　　　　　　於　ホテルヴェルデ

　　　　　　16：00記念式典／17：00講演会

　　　　　　18：30祝賀会

　　登録料　会員　10,000円　　ご家族　8,000円

　　【宇佐八幡ＲＣ創立30周年記念式典】

　　＊クラブより会長・幹事を登録済み

　　日　時　11月４日受付９：00～

　　　　　　於　宇佐神宮参集殿

　　　　　　10：00記念式典／11：40記念コンサート

　　　　　　13：00祝賀会

　　登録料　会員　10,000円　ご同伴　8,000円

　　例会予定の確認

　　８月＜会員増強・新クラブ結成推進月間＞

　　８月２日「第２回クラブ協議会」

　　　　９日「祈願例会」12：30～於火男火売神社

　　　　16日「定款第8条第1節により休会」

　　　　23日「立川会員お祝い例会」

　　　　　　 18：30～ホテルサンバリー

　　　　30日「ゲスト卓話」別府大学理事長　二宮

滋夫氏18：30～ホテルサンバリー

　　９月＜基本的教育と識字率向上月間＞

　　９月６日→７日12：30～に変更（ホスト）

　　「髙山泰四郎ガバナー公式訪問４ＲＣ合同例会」

　　　―地区交換留学生バージル・ケイゾー君歓迎

を含む―

　　　　13日「新会員卓話」西林勲二・太田直希各会員

　　　　20日「会員卓話（各自の事業について）」

　　　　27日「炉辺談話（夜例会）予定」

　　米山夏季研修を終えて「米山奨学生」に関す

る提案事項。

　　　１）サポート会員として羽田野徹、山下布美代

両会員の選任を承認

　　　２）奨学生終了後も連絡を取り合うことの義

務化を提案（最低１年間）

　　　３）例会出席を月１回に確定せず、奉仕活動

へロータリアン同様の積極的参加を要請

　　　４）奨学金の支給条件や、寄付種類等につい

て明確な情報伝達が必要

　　　５）奨学生の卓話派遣については事前準備

（卓話練習）をさせる

５．第３回臨時理事・役員会報告（８月６日＜持

ち回り＞）

　審議事項

　１号議案　第２回定例理事・役員会「１号議案」

承認の「臨時総会」開催日の件。

　　日　時　８月23日18：30～「例会・臨時総会」

　　場　所　ホテルサンバリーアネックス３Ｆ

６．別府東ＲＣ臨時総会開催のお知らせ

　　先般ＦＡＸ・メールでお知らせしましたとおり、

クラブ定款第22条第２節，クラブ細則第11条に基

づき「定款第４条－クラブの所在地」改正の為の

「臨時総会」を下記日程にて開催します。

　日　時　８月23日18：30～「例会・臨時総会」

　終了後　「立川諭暢会員結婚お祝い会」

　場　所　ホテルサンバリーアネックス３Ｆ

　内　容　定款第４条―クラブの所在地「別府市

一円」を「別府市及びその近郊」に改正

７．８月２日13：40～ホテルサンバリーアネックス

に於いて「第２回40周年実行委員会」を開催致し

ました。

　出席者：一力秀次、竹内孝夫、桝田　浩、長野

勝行、石田啓三、瑞木一博、久保田高史、山下

布美代、尾方義顕、羽田野徹、中村忠孝、樽谷

壽生、杉本邦弘、神田　剛、加藤兼司、沼田守生

各会員

８．８月４日13：30～ホルトホール大分に於いて

「地区米山記念奨学会部門セミナー」が開催され

ました。

　出席者：梅野　保米山奨学委員長、加藤兼司・

竹内孝夫・桝田　浩　各カウンセラー。

９．８月６日14：00～ホテル白菊・ボードルームに

於いて「第35回近隣７ＲＣ親睦ソフトボール大会



監督会議」が開催され、長野勝行監督代理が出席

されました。

10．８月７日13：00～別府市役所集合にて「40周

年記念事業」後援依頼の為、一力秀次会長以下

６名で長野恭紘別府市長と寺岡悌二教育長を表敬

訪問して参りました。

　参加者：一力秀次会長、　竹内孝夫実行委員長、

桝田　浩副実行委員長、長野勝行副実行委員長、

　加藤兼司実行委員会アドバイザー、沼田守生幹事

11．例会変更のお知らせ

　大分東ＲＣ：８月23日の例会は、夜の例会の

為、同日18：30～ザ・ブリッジに時間・場所変更

　大分南ＲＣ：８月24日の例会は、野外家族会

の為、８月25日～26日ハウステンボスと

九十九島めぐりに開催日時・場所変更

　大分1985ＲＣ：８月27日の例会は、夜の例会

同日18：30～大分トキハ会館４Ｆに時間変更

12．次週（８月16日）の例会は、「定款第８条第１節

により休会」です。

13．次次週（８月23）の例会予定　「臨時総会」並び

に「立川諭暢会員結婚お祝い例会」

　　＊18：30～ホテルサンバリーアネックス

14．本日の回覧

　①「臨時総会」「立川諭暢会員結婚お祝い例会」

出・欠席（８月23日）

　②「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）

　③「髙山泰四郎ガバナー公式訪問例会」出・欠席

（９月７日）

15．本日の配布

　①ガバナー月信Vol．02　②週報No．1880

■ ニコボックス 　　　　委員長　加藤　兼司

一力秀次会員　本日、桝田さんのおかげで力士が

老人ホームに来るようになりました。ロータリーの

友情に３口お願いします。

桝田 浩会員　１口。

【別府東ロータリークラブ 慶弔規定】
【別府東ロータリークラブ 旅費規程】

　
見舞金、弔慰金
１．病気見舞金　10,000円
　理事会でＨＣ出席を免除された会員が１ケ月以上
入院した場合（検査入院除く）
２．死亡弔慰金
１）会員　生花＋30,000円  ＊生花は15,000円（税別）
２）会員の直系１親等および配偶者　生花＋10,000円
　　＊生花は15,000円(税別)
３）会員の配偶者の１親等　5,000円
３．初盆弔慰金
１）会員　供物＋10,000円  ＊供物は10,000円（税別）
２）会員の直系１親等および配偶者　供物＋5,000円
　＊供物は10,000円(税別)
４．事務局員の慶弔は事務局内の慶弔規定による
５．１～３の会員とは、正会員に限る
　
慶事祝金等
１．会員の新規事業所開設、クラブ名協賛の展示会等
　スタンド花15,000円（税別）
　事前に理事会にて把握、承認したものに限る。改築
は含まない
２．会員の誕生日お祝い　　花束　5,000円（税別）
還暦60・古希70・喜寿77・傘寿80・米寿88・卒寿90・
白寿99・百寿100　に該当する例会に出席した場合
３．会員の結婚お祝い金　10,000円
４．会員のその他お祝い　（1.2に該当しないもの）
　祝電　3,500円（程度）　
　ニコボックス公表（申告）の慶事に限る
５．１～４の会員とは、正会員に限る

≪旅費規程≫
地区行事：熊本開催の地区大会、地区研修・協議会、
各種セミナー出席の際に支給する
　一人につき6,500円　＊地区委員には該当しない
姉妹クラブ関係：福岡及びその近郊への送迎に際し
て支給する
　車両提供者に対し１台あたり12,000円、それ以外の
者は１人あたり2000円
＊ただし乗り合いの場合のみ適用とし、単独の場合
は該当しない

祈願・会長、幹事、実行委員長 私の事業所紹介・工藤陽一会員

【別府東ＲＣ祈願例会】　とき：2018年８月９日（木）　ところ：火男火売神社

祈願の様子


