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■ 点　　鐘 　12時30分
　

■ ロータリーソング 　君が代・手に手つないで
　

■ 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　高橋喜巳、木村大成、真砂鉄治（別府

北）、前田哲矢、大島由美子（別府中央）
　

■ ス ト 

　 立  川  奈  美 さん （立川諭暢会員　令夫人）
たつ かわ な み

   立  川  友  奈 さん　（立川諭暢会員　ご令嬢） 
たつ かわ ゆう な

■ 会長の時間 　　　　　会長　一力　秀次

　こんばんは

　暑い日が続きますが、体調は大丈夫ですか？

　私、21日、22日と福岡に行ってきましたが、最低

気温30.3度、最高気温36.4度と灼熱地獄の二日間で

した。また、台風も次から次に日本列島に向かって

います。８月は８個の台風が発生しています。しか

も迷走台風が多く私の記憶では初めてと思われる、

日本列島を東から西に縦断する台風など、あちこち

で災害が広がっています。幸い我が別府は、被害に

あっていませんが、いつ災害に巻き込まれるかわか

りません。万全の準備を行ってください。

　盆も過ぎ、台風も通り過ぎたら涼しくなるかと

期待していましたが、長期予報ではまだまだ残暑が

続くそうです。くれぐれもお体をご自愛ください。

今日は、この後「臨時総会」と「立川会員の結婚

祝い例会」が予定されていますので、これで会長の

時間を終わります。

■ 幹事報告 　　　　　幹事　沼田　守生

１．本日は、例会に引き続き、定款第22条第２節、

細則第11条に基づき「臨時総会」を開催し、定款

第４条の改正を行います。「臨時総会」終了後、
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“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－



「 立  川  諭  暢 会員結婚お祝い会」を開催します。
たつ かわ さと のぶ

　　又、クラブ慶事規定により、立川諭暢会員へは

「お祝い」を贈呈致します。

　11月16日

　【地区指導者育成セミナー】

　於ホルトホール大分　16：00～17：30

　テーマ「クラブ戦略計画立案について」

　　　　　第2760地区ＰＧ　田中正規氏

　対象者　会長、幹事、会長エレクト、クラブ研修

リーダー、希望者

　【地区学友会創立総会並びに記念祝賀会】

　於トキハ会館５Ｆローズの間　18：20～20：40

　対象者　会長、幹事、米山奨学生、ＲＡＣ、学友

　11月17日

　【会長・幹事・ガバナー補佐会議】

　於ホルトホール大分　10：00～11：00

　【友愛の広場】

　於ホルトホール大分１Ｆ小ホール　11：00～14：30

　軽食（おにぎり、サンドイッチ他）コーヒー、

　　　　お茶　等

　【本会議】

　於ホルトホール大分１Ｆ大ホール

　　12：00～アトラクション

　　12：10～点鐘　／ガバナー挨拶／

　　　　　　　　　　ＲＩ会長代理挨拶

　　14：30～記念講演

　　　「トランプ大統領の動向と日本への影響」

　　　キヤノングローバル戦略研究所　研究主幹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮家邦彦氏

　　15：35～パネルディスカッション

　　　～明日のロータリーを拓く青少年奉仕～

　　　　「育もう！ ロータリーファミリー」

　　17：30点鐘

　【ＲＩ会長代理歓迎晩餐会並びに会員交流会】

　於レンブラントホテル　18：30～20：30

　対象者　会長、幹事、会員、ご家族、米山奨学生、

ＲＡＣ、学友

　

　登録料　本会議　会員　8,000円　家族　5,000円

　　　　　地区学友会創立総会並びに記念祝賀会

会員・家族　7,000円

　　　　　ＲＩ会長代理歓迎晩餐会　会員・家族　

10,000円

　登録締切　９月14日（最終変更　10月10日）

　※本日より回覧致します。特に入会３年未満の

会員皆様方には、多数のご参加をお願いします。

２．８月９日18：30～ドラゴン厨房に於いて

「40周年実行委員会（姉妹クラブ部会・記念事業

部会）」を開催しました。

　出席者：一力秀次会長、桝田　浩副実行委員長、

石田啓三姉妹クラブ部会長、山下唱徳

記念事業部会長、山下布美代姉妹クラブ

副部会長、尾方義顕記念事業副部会長、

沼田守生幹事

３．８月17日竹内孝夫創立40周年記念式典実行

委員長と、桝田　浩副実行委員長の両名で別府市

並びに別府市教育委員会へ創立40周年記念事業の

共催を申請して参りました。

４．８月22日14：30～ホテル白菊に於いて「青少

年交換学生事業についての会議」が開催され、

沼田守生幹事が出席し、８月７日にフランスから

来日した交換学生ヴィルジル景三くんの今後の

スケジュール、ホストファミリー等についての話し

合いを致しました。

５．「第４回臨時理事・役員会」報告（平成30年８月

21日＜持ち回り＞）

　審議事項

　１号議案　米山奨学生卓話派遣の日程変更に係る

「夜例会」開催日変更の件。

　　※変更　日時　平成30年９月20日

　　　　　　　　　18：30～　←12：30～

　　　　　　場所　＊現在は未確定

　　　　　　　　　　後日回覧にてお知らせします

　　　　　　内容　「炉辺談話（会員増強）夜例会」

　　※変更　日時　平成30年９月27日

　　　　　　　　　12：30～　←18：30

　　　　　　場所　ホテルサンバリーアネックス

　　　　　　内容　「米山奨学生卓話」尹麗華さん

　　※追加　日時　平成30年10月４日12：30～

　　　　　　場所　ホテルサンバリーアネックス

　　　　　　内容　「米山奨学生卓話」カオ・アン・

　　　　　　　　　ヴウくん（ベトナム）

６．８月22日16：45～別府市内４ＲＣ会長・幹事・

青少年交換学生担当委員10名が同行し、ＲＩ第

2720地区長期青少年交換学生事業　受入れ学生の

ヴィルジル景三くんと、ＲＩ第1710地区フランス・

リヨンへ出発する派遣学生 長  野  星  菜 さんを紹介す
なが の せ な

る為、長野恭紘別府市長を表敬訪問致しました。

当クラブより沼田守生幹事が参加しました。

７．例会変更のお知らせ

　大分ＲＣ：８月28日の例会は、野外家族会の為、

８月26日九重方面に開催日・場所変更

　竹田ＲＣ：８月28日の例会は、職場例会の為、

ＲＩ第2720地区2018－2019年度地区大会
開催のお知らせ

日　時　2018年11月16日～11月17日



幹事　１．総会成立宣言

　　　クラブ細則第１条　定義　４定足数　クラブ

総会は、本クラブ会員総数の３分の１をもって

定足数とする。本総会の出席者は25名、会員

総数42名で定足数の３分の１以上であります

ので、本総会の成立を宣言致します。

会長　《点鐘》　只今から、2018－2019年度「臨時

総会」を開催いたします。

幹事　２．議長の選出

　　　クラブ細則第４条第１節により会長を議長に

選任致します。それでは、一力秀次会長お願い

致します。

会長　３．議事　　　　　

　　　８月２日開催の「第２回定例理事会」に於いて

新会員の入会勧誘に際し、クラブの所在地域

改正の承認を得ました。定款第４条クラブ

所在地域　を現在の「別府市一円」より拡大

し、「別府市およびその近郊」に改正し、会員

の拡大を図りやすくしたいと思います。

　　　定款第４条の改正には、「当該改正案の通告

が、これを議する例会の少なくとも10日前に、

各会員およびガバナーに郵送されなければ

ならない」とありますので皆様方へは、８月

７日付にて臨時総会開催と議案内容をＦＡＸ・

Ｅメール・郵便にてお知らせしました。又、

地区ガバナーへも同内容の通知を済ませて

おります。

　　　それでは、只今より、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

所在地域　を現在の「別府市一円」より拡大

し、「別府市およびその近郊」に改正すること

の審議を致します。改正案にご承認頂けまし

たら拍手をお願い致します。

　　　（賛成多数  拍手）ありがとうございます。

　　　拍手多数により、出席会員数の３分の２以上

が改正変更を支持していると判断しましたの

で、当クラブの所在地域を「別府市および

その近郊」に改正させて頂きます。

　　　また定款に「かかる改正は、ＲＩ理事会に

提出してその承認を求めなければならない。」

とありますので早急に、手続きを進めたいと

思います。

会長　以上をもちまして、定款第４条改正の為の

「臨時総会」を終了致します。ご協力、誠に

有難うございました。

幹事　これで、臨時総会議事を終了致します。会長、

点鐘をお願い致します。　《点鐘》

別府東ロータリークラブ2018―2019年度　臨時総会

《開催日　平成30年８月23日（木曜日）》

８月23日11：00～16：00　ＴＡＯの里（竹田

市久住）に開催日時・場所変更

　大分ＲＣ：９月４日の例会は、リレー・

フォー・ライフ例会の為、９月８日10：10～

大銀ドーム大芝生広場に開催日時・場所変更

　別府中央ＲＣ：９月１１日の例会は、月見例会

の為、同日18：30～割烹旅館ゆめさきに時間・

場所変更

　大分ＲＣ：９月１１日の例会は、夜間例会の為、

同日18：30～ホテル日航大分オアシスタワーに

時間・場所変更

８．次週（８月30日）の例会予定

　　「雑話」　別府大学理事長　二宮滋夫氏

　　＊18：30～ホテルサンバリーアネックスに於い

て開催します。ゲスト卓話を頂いた後、「懇

親会」となります。皆様、多数のご出席を

お願い致します。

９．本日の回覧

　①「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）

　②「髙山泰四郎ガバナー公式訪問例会」

　　　出・欠席（９月７日）

　③「ＲＩ第2720地区2018－2019年度地区大会」登録

申し込み

10．本日の配布

　①週報No.1881

■ ニコボックス 　　　　委員長　加藤　兼司

　立川会員の「結婚お祝い会」とのこと、誠に

おめでとうございます。祝福の意味で全員から

１口づつ戴きます。

　箕作昭宣会員　久し振りに出席したらトイレで

千円拾いました。ごぶさたの２千円と併せて

３口ニコボックスします。

臨時総会



ロータリーとは

一力会長のお祝いのことば
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