
第１９１３例会（Ｒ．１．５．１１）

幹事報告（Ｎｏ.38） 別府東ＲＣ幹事 沼田守生

― 青少年奉仕月間 ―

本日は、５月９日を変更してホテルホテルサンバリーアネックスに於いて「創立４０周年記念式典・祝

賀会」を別府市民球場に於いて「創立４０周年記念記念事業」を開催致します。

ご来賓

別府市長 長野恭紘様

別府市教育委員会 教育長 寺岡悌二様

別府市商工会議所 会頭 西 謙二様

別府東ＲＣ設立代表補佐 前岡志郎様

ＲＩ第 3481 地区台北昇陽扶輪社 社長 李鴻源様

花蓮市中原小学校 校長 干仁賢様

ＲＩ第 2720 地区 ガバナー 髙山泰四郎様 ガバナー夫人 髙山 操様

ＲＩ第 2720 地区 ガバナーエレクト 瀧 満様 ガバナーエレクト夫人瀧 真由美様

ＲＩ第 2720 地区 ガバナーノミニー 硯川昭一様

ＲＩ第 2720 地区 パストガバナー 玉ノ井溥明様

ＲＩ第 2720 地区 パストガバナー 小山康直様

ＲＩ第 2720 地区 パストガバナー 前田眞実様

社会福祉法人 別府光の園 施設長 松永 忠様

社会福祉法人 別府平和園 施設長 近藤邦子様

ＲＩ第 2720 地区熊本第 1 グループガバナー補佐 中嶋一了様

ＲＩ第 2720 地区大分第 1 グループガバナー補佐 橋本信一郎様

ＲＩ第 2720 地区大分第２グループガバナー補佐 松尾泰二様

ＲＩ第 2720 地区大分第３グループガバナー補佐 平野教康様

ご招待者

財団学友 友永葉子様

米山学友 尹麗華様

米山奨学生 ワルダナ トリスカ シャタワ ウィスヌ様

ＲＩ第 3481 地区台北昇陽扶輪社社友

鄭福連 台北昇陽扶輪社 2017-2018 年度 社長

鄭 雲 台北昇陽扶輪社 2005-2006 年度 社長

張明揚 鄭雲さんご主人

曾俊源 台北昇陽扶輪社社員主委

黄鴻霖 台北昇陽扶輪社前社友

盧集義 台北昇陽扶輪社 2019-2020 年度 副主委

白全泰 台北昇陽扶輪社 国際主委

楊駿逸 台北昇陽扶輪社 陽光主委

李芳芬 台北昇陽扶輪社 2015-2016 年度 社長

康麗雲 鄭雲さん友人

朱麗碧 鄭雲さん友人

花蓮市中原小学校

高群峰コーチ  呉欣承先生

江典叡 林耀元 徐俊智 林 崴 呉恩宇 趙仁翊

黄柏恩 江祥鉐 余 川 呉奕佑 林霆鈞 張哲銓

≪別府東ロータリークラブ創立４０周年記念事業≫
５月１１日（日）9：00～於別府市民球場 「少年野球教室開校式」

会長挨拶 別府東 RC 会長   一力秀次
教育長挨拶 別府市教育長 寺岡悌二様
大分ヤクルト挨拶 代表取締役社長 竹内孝夫
つばめ講師挨拶
閉校会

５月１１日（日）１３：00～於別府市民球場 「日台親善少年野球大会開会式」
国歌斉唱 「君が代」「中華民国国歌」
会長挨拶 別府東 RC 会長   一力 秀次
姉妹クラブ会長挨拶 台北昇陽扶輪社社長 李 鴻源 様
選手宣誓
閉会 第 1 試合 対北浜スポーツ少年団

第 2 試合 対山の手スポーツ少年団野球部

≪別府東ロータリークラブ創立４０周年記念式典≫

物故会員への黙祷
開会宣言 実行委員長 竹内孝夫
点   鐘 別府東 RC 会長 一力秀次
日本国国歌・中華民国国歌斉唱
ロータリーソング「奉仕の理想」 ソングリーダー 瑞木一博
歴代会長紹介

岩瀬公男・黒岩 英・杉本邦弘・樽谷壽生・加藤兼司
神田 剛・幸 光喜・瑞木一博・桝田 浩・箕作昭宣
梅野 保・竹内孝夫・長野勝行

会長挨拶 別府東 RC 会長 一力秀次
ご来賓・ご来訪クラブ紹介
来賓祝辞 別府市教育委員会教育長 寺岡梯二様

RI 第 2720 地区ガバナー 高山泰四郎様
RI 第 3481 地区台北昇陽扶輪社社長 李鴻源様

祝電披露
事業報告 実行委員長 竹内孝夫
記念講演 「あきらめない心～東京パラ 2020～」

アジアパラ大会2018 走り幅跳び金メダリスト 中西麻耶氏
閉会宣言 別府東 RC 創立会員代表 樽谷壽生
点  鐘 別府東 RC 会長 一力秀次

≪別府東ロータリークラブ創立４０周年記念祝賀会≫
記念写真撮影
花蓮市中原小学校少年野球チームへ記念品のプレゼント

中原小学校校長挨拶 干仁賢様  少年野球チーム代表挨拶 呉奕佑くん

開 会     副実行委員長  桝田 浩
会長あいさつ 別府東 RC 会長 一力秀次
祝 辞 別府市長 長野恭紘様

RI 第 2720 地区ガバナー 高山泰四郎様
乾 杯 別府商工会議所会頭 西 謙二様

アトラクション ロータリーコール
姉妹クラブ台北昇陽扶輪社との記念品交換
別府東 RC 会員永年表彰 岩瀬公男会員（在籍 40 年）樽谷壽生会員（在籍 40 年）

永嶋政人会員（在籍 38 年）
万歳三唱 RI 第 2720 地区大分第 3 グループガバナー補佐 平野教康様
ロータリーソング   「手に手つないで」
閉 会 副実行委員長 長野勝行


