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■ 点　　鐘 　12時30分
　

■ ロータリーソング 　君が代・ＲＯＴＡＲＹ
　

■ 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、竹中休義（大分）、衛藤 

仁（大分南）、井戸田剛、宮崎誠二、平田雅嗣（大分

中央）、西岡　透（別府）、高橋喜巳、真砂鉄治、

木村大成（別府北）

■ ス 

　 二宮  滋  夫 氏　 （別府大学理事長）
にのみや しげ お

　 尹 　
イン

 麗  華 さん（米山奨学生）
レイ カ

■ 会長の時間 　　　　　会長　一力　秀次

　今日は、当クラブでも積極的に受け入れを行って

いる、米山記念奨学事業についてお話をしたいと思

います。　

　公益財団法人ロータリー米山記念奨学会は、日本

のロータリーが共同で運営する奨学財団です。財源

はすべて会員の寄付で成り立っており、国際ロータ

リーの定める手続きを完了した、国内全地区の合同

プロジェクトです。

　60年前の事業開始以来、一貫して日本で学ぶ外国

人留学生を支援してきました。年間奨学生採用数

700人は、民間国際奨学事業としては国内最大規模

であり、これまで世界121の国・地域からの留学生

1万7,545人を支援しています。

　最大の特徴は「世話クラブ・カウンセラー制度」

による顔が見える奨学金であること。各奨学生は、

地区のロータリークラブから「世話クラブ」が選ば

れ、会員が「カウンセラー」となって、日常の相談
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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－



や交流の橋渡し役を務めます。

　奨学生は世話クラブの例会やイベント、奉仕活動

などに参加し、大学生活では得られない出会いと

交流を通じて、日本の心、平和を求めるロータリー

の心を学びます。

　それは同時に、ロータリアンにとっても、さまざ

まな文化や価値観への理解を広げる機会になってい

ます。

　なぜ、外国人留学生支援なのか。

　1952年、東京ＲＣで、海外、特にアジア諸国から

優秀な学生を日本に招き、勉学を支援する奨学事業

「米山基金」の構想が発表されました。「米山」とは、

日本ロータリーの父と呼ばれた米山梅吉氏のことで

す。米山氏の名を冠にしたのは、アジア人留学生の

面倒を見ていた米山氏の遺志を継ぎ、偉大な足跡を

残した米山氏を永遠にしのぶことのできる「無形の

金字塔」にしたいと考えたためです。何より、その

背景には、二度と戦争の悲劇を繰り返さないために、

国際親善と世界平和に寄与したいという当時の会員

たちの強い願いがありました。その後、構想発表か

ら５年を待たずに単独事業から全地区合同事業へと

発展し、1967年には財団法人を設立、2012年１月に

公益財団法人としてスタートを切りました。まだ

まだ続きはありますが今日は、ここまでにします。

　会長の時間でした。

■ 幹事報告 　　　　　幹事　沼田　守生

１．　本日の卓話

　「雑話」　別府大学理事長　二宮滋夫氏

２．ＲＩ第2720地区「社会・国際奉仕セミナー」開催

のお知らせ

　　日　時　2018年10月27日

　　　①社会奉仕セミナー　 9：30～12：00

　　　②国際奉仕セミナー　13：30～16：00

　　会　場　熊本県民交流会館パレア（中央区手取

本町８-９テトリア熊本ビル９階10階）

　　出席対象者　ガバナー補佐、会長、幹事、

　　　　　　　　社会奉仕委員長、国際奉仕委員長、

　　　　　　　　入会３年未満会員、他希望者

３．ＲＩ第2720地区「会員増強部門・新進気鋭会員

セミナー」開催のお知らせ

　　日　時　2018年10月20日　12：30～16：30

　　場　所　大分県消費生活・男女共同参画プラザ

　　　　　　アイネス

　　出席対象者　原則として入会３年未満会員及び

希望者

　　（会長、幹事、会員増強委員長はあくまでもアド

バイザー）

　　参加締切　９月28日

　　※硯川昭一地区増強委員長より是非勉強したい

という会員の方々を中心にご参加いただき、

各クラブ将来のリーダー育成になればとの

要請です。是非ご参加ください。

４．ＲＩ第2720地区「ローターアクト第34回年次大会」

開催のお知らせ

　開催日　2018年10月６日～７日

　＜10月６日＞

　　13：00～会長幹事会／16：00～開会式

　　17：05～基調講演

　　18：30～懇親会／21：15～２次会

　＜10月７日＞

　　７：00～ 朝食／９：00～メインプログラム

　　12：10～閉会式　13：15～解散

　会　場　１日目会場　【熊本ホテルキャッスル】

　　　　　熊本市中央区城東町４－２

　　　　　２次会会場　【ビアンコ】

　　　　　熊本市中央区新市街２－10

　　　　　２日目会場　【国際交流会館】

　　　　　熊本市中央区花畑町４－18

　登録料　登録　2,000円　懇親会　7,500円

　　　　　二次会　3,500円　宿泊　7,000円

　　※当クラブはローターアクトクラブをホストし

ていませんが、アクト生の活動をご覧になり

たい方、青少年奉仕部門の活動をご覧になり

たい方は、是非ご登録いただいてご参加くだ

さい。

５．第５回臨時理事・役員会報告

　（平成30年８月30日＜持ち回り＞）

　審議事項

　１号議案　2017－2018年度決算報告並びに2018－

2019年度「予算書」繰越額の修正の件。

　　＊現在、（持ち回り）にて審議いただいています。

６．８月27日17：00～㈲瀬戸電機商会に於いて

「大分第３グループ会長・幹事会」が開催され、

一力秀次会長、沼田守生幹事が出席致しました。

７．８月28日19：00～米と葡萄に於いて40周年

実行委員会「記念誌・出納部会、記念式典・祝賀

会部会」が開催されました。

　出席者：長野勝行副実行委員長、瑞木一博記念誌・

出納部会長、久保田高史記念式典・祝賀会

部会長、羽田野徹記念誌・出納副部会長、

中村忠孝記念式典・祝賀会副部会長

８．８月29日14：00～合同事務局に於いて「2017－

2018年度会計監査」並びに「引継ぎ会議」を開催



しました。

　出席者：竹内孝夫会計監査、一力秀次会計監査

（会長）、長野勝行直前会長、久保田高史

直前幹事、沼田守生幹事

９．例会変更のお知らせ

　中津中央ＲＣ　９月１１日の例会は、月見例会

の為、同日18：30～たはら（中津市大貞桜並木

通り）に時間・場所変更

　くにさきＲＣ　９月12日の例会は、観月例会

の為、同日19：00～（場所未定）に時間・場所

変更

　別　　府ＲＣ　９月14日の例会は、野外家族

例会の為、９月９日12：00～仙人田茶屋両築

に開催日時・場所変更

　杵　　築ＲＣ　９月14日の例会は、観月家族

例会の為、同日18：30～住吉浜リゾートパーク

に時間・場所変更

　大 分 南ＲＣ　９月14日の例会は、夜の親睦

例会の為、同日18：30～元祖へ時間・場所変更

10．次週（９月７日）の例会予定

　「髙山泰四郎ガバナー公式訪問別府市内４ＲＣ

合同例会」

　＊９月６日を変更して９月７日12：30～ホテ

ルサンバリーアネックスに於いて開催します。

当クラブがホストとなります。多数のご出席を

含め他クラブ会員のお出迎え等、11：50集合に 

　　てご協力を宜しくお願致します。

　　12：10～集合記念写真撮影となります。

10．本日の回覧

　①「髙山泰四郎ガバナー公式訪問例会」出・欠席

（９月７日）

　②「ＲＩ第2720地区2018－2019年度地区大会」登録

申し込み

　③「新会員卓話」例会出・欠席（９月13日）

　④「会員増強（夜）例会」出・欠席（９月20日）

　⑤ＲＩ第2720地区「地区大会」への出店（依頼）

ご案内

11．本日の配布

　①週報No.1877　　②週報No.1882

■ お い 

　（次週が「ガバナー公式訪問合同例会」の為『お祝

い』を本日ご披露致します。）

　会員誕生日　尾方義顕会員（９月６日）

　　　　　　　荒金信治会員（９月７日）

　　＊ご自宅にお花とお菓子をお届けします。

　夫人誕生日　沼田有美さん（９月６日）

　　＊ご自宅にお花とお菓子をお届けします。

 

第2720地区
ガバナー紹介



■ ニコボックス 　　　　委員長　加藤　兼司

　二宮先生　本日は、卓話ありがとうございます。

大変ためになる話をありがとうございます。

一力会長５口。沼田幹事５口。

　神田　剛会員　別府大学二宮理事長に無理に

ゲスト卓話をお願いしました。色々楽しい話

が聞かれると思います。懇親会では、皆さんと

一緒に楽しみたいと思います。５口。

　箕作昭宣会員　理事長さんが卓話をする事に

感謝。５口。

　加藤兼司会員　明日８月31日はヤサイの日だそ

うです。工藤会員、御商売頑張って下さい。

２口。８月29日当クラブの昨年度決算が監査を

受け終了しました。前年度会計として２口。

　檀上陽一会員　亡父檀上 栄初盆会の際は東ＲＣ

を代表して一力会長、沼田幹事の御来会頂き心

より感謝申し上げます。５口のニコボックスさ

せて頂きます。誠にありがとうございました。

＜地区広報・青少年奉仕部門　　　　
　　　　　　　　　　　合同セミナー＞
日　時　平成30年９月１日　13：00～15：35

場　所　ホルトホール大分

　＊一力秀次会長、山下布美代会長エレクト、

瑞木一博公共イメージ委員長、中塚茂次青

少年奉仕委員長のご出席をお願い致します。

別府大学理事長　二宮滋夫氏を囲んでの雑談会

二宮滋夫氏推薦者の神田 剛会員

樽谷壽生会員による乾杯

＜ＲＩ第2720地区「地区大会」　　　
　　　　への出店（依頼）ご案内＞

日　時　２018年11月16日～17日

会　場　ホルトホール大分１階

出店品　お土産、商品他

出店料　無料　（申込締切１０月１５日）

　＊回覧しています。詳細・お申込みは、事務

局までお申し出ください。

＜ＲＩ第2720地区「職業奉仕研修セミナー」
　　　　　　　　　　　　参加者募集＞
日　時　平成30年９月22日　13：00～16：30

場　所　ホルトホール大分

出席者　比較的入会歴の新しい会員と希望者

　＊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。

後藤誠一、尾方義顕、中村忠孝、工藤陽一、

羽田野徹、二宮秀行、詫磨康雄、森　憲司、

立川諭暢、西林勲二、太田直希　各会員へ

ご案内しています。

参加ご希望の方は、幹事または事務局まで

お申し出ください。


　
　
 　



　
　
 　



