
第１９３４回例会（Ｒ．１．１０．１０）
幹事報告（Ｎｏ.14） 別府東ＲＣ幹事 石田啓三

―経済と地域社会の発展月間（米山月間）―

１． 本日の卓話

「米山奨学生(練習)卓話」

ワルダナ,トリスカ シャタワ ウィスヌくん

２． 本日のゲスト

ワルダナ,トリスカ シャタワ ウィスヌくん （米山奨学生）

３． 第４回定例理事・役員会報告

（令和元年１０月３日（木）１１：４５～ 於ホテルサンバリーアネックス １１名出席）

審議事項

1 号議案 ２０１９-２０２０年度前期立替金請求の件。＊１０月 4 日付承認

２号議案 ２０２０-２０２１年度地区委員推薦の件。

＊竹内孝夫（国際奉仕）、中村忠孝（公共イメージ）両会員を選任

３号議案 「ＲＩ第 2720 地区会員増強部門・新進気鋭会員セミナー」開催の件。

日 時 ２０１９年１１月２３日（土）１２：３０～１６：３０

場 所 熊本市流通情報会館 501 研修室（096-377-2091）

対象者 会長、会員増強委員長、入会３年未満会員

＊近隣 7RC 親睦ソフトボールと同日の為、クラブより幹事登録にて対応承認

４号議案 「ＲＩ第 2720 地区職業奉仕研修セミナー」開催の件。

日 時 ２０１９年１１月３０日（土）１３：００～

場 所 中津市教育福祉センター（中津市沖代町 1-1-11）

参加者 会長、副会長、もしくはそれらの代理の方、希望者

（２０２０年１月２５日開催予定の「職業奉仕セミナー」はクラブ職業奉仕委員長、

その役割に相当する方、希望者が対象

＊会長・副会長で調整し、万一、無理な場合は、幹事・副幹事を代理登録。

５号議案 「2019 年手続要覧」発行に伴うＭＵ期間変更へのクラブ対応の件。

＊「手続要覧」はじめ各種組織規程文書はＭｙROTARY よりダウンロード可能。

地区より正式連絡を待つと対応が遅くなる。近日内で別府東ＲＣ独自の対応を検討。

６号議案 クラブ細則第３条第１節に基づき、指名委員会委員（７名）の選任、並びに「指名委員会」

開催日程の件。

指名委員選任：山下布美代、檀上陽一、加藤兼司、竹内孝夫、桝田 浩、沼田守生

羽田野徹 各会員

指名委員会：１０月中、例会後の日程にて開催承認。後日案内。

７号議案 会員お祝い例会（樽谷会員喜寿・一力会員還暦）開催の件。

開催日 令和元年１０月２４日（木）１８：３０～

場 所 ホテルサンバリーまるや（予定）

会 費 2,000 円

８号議案）地区補助金プロジェクト「別府・太陽の家 健常者と障害者との交流」実施（案）並びに

例会変更の件。

実施日 2019 年 12 月 7 日（土）12：００～例会

＊12 月 5 日例会を変更（12 月 12 日年次総会に変更）

場 所 太陽の家サンスポーツセンター 2F・3F

2F 体育館（実技対体験） 3F コミセン（座学・上映会）

内 容 1.「東京パラリンピック愛と栄光の祭典（1964 年角川映画」３回上映

①9：30～ ②11：00～ ③15：00～

参加者：鑑賞自由、地域にも広報 於 3F コミセン

2.国際パラリンピック委員会公認教材「I’m POSSIBLE」講演

13：00～13：５０ 於 3F コミセン

参加者：亀川小学校親子・太陽の家関係者・ロータリアン

3.実技（卓球バレー・車イスバスケットボール体験）

１４：00～14：50 於 2F 体育館

参加者：亀川小学校親子・太陽の家関係者・ロータリアン

＊正式なプロジェクトチームを編集し、来月の理事会へ提出のこと

報告事項

1.別府中央 RC１０月より新例会場移行によりビジター料変更のお知らせ

１０月１日より例会場を ANA インターコンチネンタル別府リゾーツ＆スパに変更

ビジター料 ５，０００円（年内例会 10/15、11/5、12/3）＊11/19・12/17 例会変更

2.RI 第 2720 地区「地区(中津市)大会『本会議』」登録者並びに交通手段の確認

開催日 ２０１９年１１月９日（土）於中津文化会館大ホール

場 所 本大会：中津文化会館・会員交流会：ヴィラルーチェ

登録者 山下、石田、杉本、瑞木、桝田、竹内、尾方、羽田野 各会員

米山 ウィスヌくん、学友 尹麗華さん、友永葉子さん 合計 11 名

会員交流会（11/8）山下、石田、桝田、竹内、尾方、羽田野各会員、ウィスヌ、尹

本大会 （11/９）山下、石田、尾方、羽田野各会員、ウィスヌ、尹、友永

3.例会予定の確認

１０月＜経済と地域社会の発展月間（米山月間）＞

10 月 ３日「米山奨学生卓話」グエンティトリアンさん（ベトナム）

１０日「米山奨学生（練習）卓話」ウィスヌくん

１７日「別府大学がめざすもの」別府大学学長 飯沼賢司氏

２４日「会員お祝い例会」18：30～於ホテルサンバリー

３１日「定款第８条第１節 休会」

項 目 見積金額 備 考
①スポーツ体験費用 ４３０，０００

バスケットボール用
車イス

２６０，０００ キッズ用１台／大分タキ

卓球バレー用具一式 ２０，０００
寄贈用（１）太陽の家（1）
／大分県卓球バレー協会

ゴールボール用具 ４０，０００
ボール（1）
アイシェード（1）

講師旅費 １１０，０００ 東京-大分間交通費他
②上映会費用 ７０，０００ DVD上映権

概算合計 ５００，０００



１１月＜ロータリー財団月間＞

11 月 ７日「ロータリー財団月間に因んで」加藤兼司委員長

１４日「新会員卓話」

２１日「ゲスト卓話」

２８日「炉辺談話（規約改正について他）」

１２月＜疾病予防と治療月間＞

12 月 ５日→７日（土）変更 「地区補助金プロジェクト」予定

１２日「年次総会」

１９日「忘 年 会」

２６日「半期を振り返って」山下布美代会長、石田啓三幹事

4. 別府市内 4ＲＣ会長・幹事会報告 （2019 年 9 月 27 日（金）於両築別邸）

４． １０月 6 日（日）ホルトホール大分３F 大会議室に於いて 10：00～「RI 第 2720 地区規定審議会報

告会」同日、13：00～３F 大会議室にて「RI 第 2720 地区管理運営セミナー」同日 13：00～、302・

303 会議室に於いて「RI 第 2720 地区社会奉仕・公共イメージ合同セミナー」が開催されました。

出席者：山下布美代会長（社会奉仕・公共イメージ）、檀上陽一次期会長（管理運営）

笠木隆弘次期幹事（規定審議会）、羽田野徹公共イメージ委員長（社会奉仕・公共イメージ）

５． お祝い

会員誕生日 立川 諭暢会員（１０月１５日）

夫人誕生日 阿南万佐枝さん（１０月１４日）＊ご自宅にお花とお菓子をお届けします。

皆   勤 山下布美代会員（１０月 ７日＝９年）

６． 例会変更のお知らせ

竹  田ＲＣ １０月１５日（火）の例会は、定款第８条第１節により 休会

大分臨海ＲＣ １０月２１日（月）の例会は、定款第８条第１節により 休会

大  分ＲＣ １０月２２日（火）の例会は、定款第８条第１節により 休会

中津中央ＲＣ １０月２２日（火）の例会は、即位礼正殿の儀の為 休会

大 分 東ＲＣ １０月２４日（木）の例会は、夜例会の為 同日

１８：３０～（場所未定）に時間・場所変更

宇  佐ＲＣ １０月２４日（木）の例会は、モリアルタＲＣとの友好クラブ延長調印式の為

１０月２５日（金）１８：３０～グリーンパークホテルうさに開催日時・場所変更

杵  築ＲＣ １０月２５日（金）の例会は、ガバナー公式訪問例会の為

１０月２３日（水）１２：３０～ベイグランド国東に開催日変更

７． 次週（１０月１７日）例会予定

「別府大学がめざすもの」   学校法人別府大学 学長 飯沼賢司氏

８． 本日の回覧

① 大相撲九州場所観戦親睦旅行参加申し込み（１１月２１日）

② 近隣７ＲＣ親睦ソフトボール大会参加申し込み（１１月２３日）

③ １０月１７日例会出・欠席

④ 会員お祝い例会（１０月２４日）出・欠席

⑤ おぎゃー献金募金箱

⑥ 派遣交換学生マンスリーレポート

⑦ ２０１９－２０２０年度国際大会（ハワイ・ホノルル）のご案内

９． 本日の配布

① 週報 Ｎｏ．１９３２

② 日本のロータリー100 周年記念バッジ

本日のロータリーソング  「我等の生業」

作詞 高野辰之  作曲 岡野貞一
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今日の歌 ♪ 箱根八里 ♪

作詞 鳥居 忱  作曲 滝廉太郎
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