
“「自考・自行・自高」 の精神で！ ”
　 別府東ＲＣ 会長テーマ

公共イメージ委員長　羽田野　徹

－　ロータリー親睦活動月間　－

VOL. 41－No.37　 2020年６月11日 第１９６４回例会

■ 出席報告　　　　　　委員長　神田　 剛

本　
　

日

会員総数 43名 ゲ ス ト １名

出 席 数 28名 ビジター ０名

欠 席 数 14名 出 席 率 66.67％

前々回の出席率 64.28％ 修正出席率 64.28％

100％ 通算 1579回

出席規定免除(b)：梅野

■　欠　　席

安部、阿南、久保田、工藤、児玉、長野、西林、

二宮(滋)、岡本、但馬、詫磨、梅津、山下(唱)

■　点　　鐘 　12時30分

■　ロータリーソング 　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

■ 会長の時間 　　　　　　　会長　山下布美代

　皆様、こんにちは。

　本日は、新旧クラブ協議会でございます。

　新年度委員長の皆様におかれましては、思い

思いの新しい取り組みや活動計画を積極的に発

言していただき、又、経験委員長の皆様には、

アドバイスやサポートを宜しくお願いいたしま

す。是非、活発な意見交換をしていただきたい

と思います。

　私自身も幾つかの委員長を拝命いたしました

が、最初は不安で仕方ありませんでした。活動

していくうちに少しずつ頑張ってみよう、もう

少しやれるのかな？という意識が芽生えてまい

りました。まだまだ暫くは制約や制限される事

業等もございますが出来ることを可能な限りや

り進める、これに尽きると思います。

　私の任期も残すところ20日程になりました。

過ぎ去ってしまえば、あっという間であったな

というのが本音でございます。

本日もどうぞ最後まで宜しくお願いいたします。

■ 幹事報告　　　　　　　　　幹事　石田　啓三

１．「2020-2021年度新会長激励会および瀧満ガバ

ナー慰労会」開催のお知らせ

  日　時   ２０２０(令和２)年７月４日（土曜日）17：00～

■ ゲスト

　臼杵　徳二氏

(2020-2021年度 第2720地区ガバナー補佐)



  場　所   熊本キャッスルホテル(中央区城東町)

  会　費   １０，０００円(PETSでのDVD代、2,000円が

                追加徴収となります)

  出席者  各クラブ会長エレクト　／都合により不参加の

　　　　　　　　　の場合は8,000円を返金処理

　　　　　　　　　※檀上陽一次年度会長のご出席をお願い

　　　　　　　　　致します。

２．本日、11：30～ホテルサンバリーアネックスに

於いて「第12回定例理事・役員会（新旧引継）

」を開催致しました。

３．例会変更のお知らせ

別府北ＲＣ        ６月17日(水)の例会は、例会場の都

                       合により 同日12：30～両築別邸に場

                      所変更

　　　　　　　　　　　　　  (６月10日(水)は例会の設定がありません)

　　　　　　　　　　　　　  ※サイン受付は別府市内ＲＣ合同事

　　　　　　　　　　　　　　務局に於いて行います

別府ＲＣ        　　６月19日(金)の例会は、クラブ全員協　

　　　　　　　　　　　　　　　議会の為 同日18：30～両築別邸に

                      時間変更

湯布院ＲＣ       ６月23日(火)の例会は、会長・幹事

　　　　　　　　　　　 慰労会の為　同日18：30～(場所未定)

                      に時間・場所を変更

大分中央ＲＣ     ６月23日(火)の例会は、クラブ内研

　　　　　　　　　　　　　　 修会の為　同日12：30～「四季」に

                     場所を変更

宇佐ＲＣ           ６月25日(木)の例会は、最終例会・

                     クラブ協議会の為　

                  同日18：30～

                    「米沢観光園」

                     に時間・場所を

                     変更

４．次週（６月18日）例会の

      予定

　 「一年を振り返って」

　　山下布美代会長
      石田　啓三幹事

５．本日の回覧

　①「６月18日例会」

       出・欠席

　②「６月会員お祝いを兼ねて

       会長・幹事慰労会」 

       出・欠席 (６月25日)

　③社会を明るくする運動標語

       パネル購入申し込み

　④確認用「2020-2021年度

      会員名簿」

６．本日の配布

　①週報　No.1962

　②週報　No.1963

■ お祝い

　  会員誕生日 詫磨康雄会員 （６月13日）

　    笠木隆弘会員 （６月17日）

　  夫人誕生日 西　佳子さん （６月13日）

　  ＊ご自宅にお花とお菓子をお届けしました。

　  結婚記念日 笠木隆弘会員 （６月14日）

   高橋　郁会員 （６月16日）

   瑞木一博会員 （６月17日）

　  ＊ご自宅に特選豊後牛肉をお届けします。

■ ニコボックス　　　　　　　委員長　桝田　　浩

○次年度臼杵ガバナー補佐　初めてのガバナー補佐

として出席です。親クラブの東別府で良かったです。

今後ともよろしくお願いします。

○中塚茂次会員　昨日TOSテレビゆうわくワイドに

出演しました。自社のPRをさせて頂きました。

５口。そして大分合同新聞にも大きく取り上げて

頂きました。感謝感謝です。５口

○羽田野・太田会員　昨日、新電力おおいた㈱と

「こども未来でんき」の発売を知事に報告して来ま

した。電気代の一部が寄付されるメニューのリリ

ースできたのも、会員の皆様がご契約くださった

おかげです。感謝の意を表して、３口ずつお願い

します。

大分合同新聞　６月11日

大分合同新聞　令和２年６月11日



  　会長挨拶            　        会　　長　山下布美代

  　2019－2020年度委員長　活動報告発表          進行：幹　　事　石田　啓三

  　出席者紹介　　※「委員会計画」発表の場で各自自己紹介（在籍年数・職業分類等）

  　2020－2021年度委員長　活動計画発表          進行：次期幹事　笠木隆弘

  　クラブ管理運営   　委員長 羽田野徹 　檀上陽一

  　ＳＡＡ    　〃  瑞木一博 　樽谷壽生   

　 　出　　席    　〃  一力秀次 　神田　剛

  　ニコボックス委員会   　〃  赤嶺リサ 　桝田　浩

  　プログラム    　〃  羽田野徹 　中塚茂次 

  　親睦委員会    　〃  中村忠孝 　二宮秀行

  　会員増強委員会   　副〃  加藤兼司 　尾方義顕

  　職業分類・会員増強   　副〃  加藤兼司 　尾方義顕

  　会員選考    　委員長 髙橋　郁 　梅野　保

  　公共イメージ委員会   　〃  西　貴之 　羽田野徹

  　Ｒ情報・雑誌・ＩＴ広報  　〃  西　貴之 　羽田野徹

  　奉仕プロジェクト委員会  　委員長 竹内孝夫 　瑞木一博

  　職業奉仕    　〃  沼田守生 　中村忠孝

  　社会奉仕    　〃  塩見安史 　工藤陽一

  　国際奉仕    　〃  桝田　浩 　竹内孝夫

  　青少年奉仕    　〃  太田直希 　瑞木一博

  　ロータリー財団委員会  　〃  工藤陽一 　加藤兼司

  　米山奨学委員会   　〃  立川諭暢 　杉本邦弘

入会３年未満会員（紹介） 森　憲司、二宮滋夫、川本　誠、甲斐文明、﨑村篤史　(委員長を除いて記載）

講評・感想  2020－2021年度 ガバナー補佐 　臼杵德二氏

謝　　　辞  2020－2021年度 　　　　会長　  檀上陽一　

　　例会終了後、第４回(新・旧引継)クラブ協議会を次年度ガバナー補佐臼杵徳二氏(日出RC)を招き開催。

　　前半は山下今期会長のもと「活動報告」、そして後半は檀上次期会長のもと「次年度活動計画」が発

　表された。次年度各委員長には若手を起用、ベテラン会員を副にと万全の体制をとり、各委員会の活性

　化を図る。

　　今回は３年未満の方々の出席も多く「参考になった」、「ロータリーの活動が理解できた」との声も。

　　臼杵次年度ガバナー補佐による講評、最後に檀上次期会長の謝辞、決意表明があり、２時間に亘るクラブ

　協議会は大変意義あるものであった。
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大分合同新聞　2020年６月９日


