
“「自考・自行・自高」 の精神で！ ”
　 別府東ＲＣ 会長テーマ
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■ 出席報告　　　　　　委員長　神田　 剛

本　
　

日

会員総数 43名 ゲ ス ト ０名

出 席 数 23名 ビジター １名

欠 席 数 19名 出 席 率 54.76％

前々回の出席率 66.67％ 修正出席率 69.05％

100％ 通算 1579回

出席規定免除(b)：樽谷

■　メイクアップ

　　事前　西（別府）、沼田、羽田野（理事会）
　　事後　高橋（理事会）

■　欠　　席
安部、川本、児玉、久保田、森、長野、中塚、

西林、岡本、高橋、但馬、詫磨、立川、梅津、

山下(唱)、阿南

■　点　　鐘 　12時30分

■　ロータリーソング 　それでこそロータリー

■　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。

　ロータリーの友５・６月号に掲載されており

ました特集記事に触れて、少しお話ししたいと

思います。

　遡ること2015年、米ニューヨークの国連本部

で世界のリーダーが集まり、導き出した答えが

「Sustinable Development Goals」略して

「SDGs」（持続可能な開発目標）と呼ばれ17

の目標と達成の為の具体的な169のターゲット

を設けております。ロータリーが取り組んでま

いりましたプロジェクトに相当するものが数多

くあり「貧困をなくそう」「質の高い教育をみ

んなに」「人や国の不平等をなくそう」「すべ

ての人に健康と福祉を」「平和と公正をすべて

の人に」などは、まさしくロータリーが目指す

指針であり、「エネルギーをみんなにそしてク

リーンに」「つくる責任、つかう責任」「海の

豊かさを守ろう」といった項目についてですが、

海洋プラスチックごみの現状と問題点解決の為

の課題が取り上げられておりました。

　７月１日よりレジ袋有料化がスタートいたし

ます。世界中で毎年800～1,000万ｔのプラス

■ ビジター

　菅　謹一郎会員　　　　　　　　　　　　(竹田)



チックが海洋に投棄されています。（ジャンボ

ジェット機５万機分に相当します）なんと日本

はアメリカに次ぐ、１人当たりのプラスチック

ゴミ廃棄量は第２位（年間で32㎏）もはや他人

事ではありません。

　海の汚染が生態系にもたらす悪影響などを皆

様もドキュメンタリー番組でご覧になったこと

がありますでしょう。私たちが着る合成繊維は

洗濯機のフィルターをすり抜け、川から海へと

流れ出てゆきます。世界のウミガメの50％以上

がプラスチックを食べていると推定されており、

中には数百個ものプラスチックのかけらを食べ

たカメもいると報告されています。

　プラスチックは劣化すると割れたり、破れた

りして５㎜以下の細かい粒子になっていきます

が、これらをマイクロプラスチックといい更に

細かいものは、粉状になって大気を漂い、私た

ちは毎日、それらを吸い込んで生活しているの

です。今月のロータリーの友に各地の海岸の清

掃活動などの取り組みも掲載されておりますの

で、是非ご覧になって下さい。

　スターバックスは今年度末までに全世界のス

ターバックスにおいて使い捨てのプラスチック

製ストローの全廃を発表しております。サステ

ナブルな社会生活の提唱ともいえます。紙スト

ローの包装には「一人ひとりの行動が世界を動

かす」「私たちの小さな選択が未来をつくる」

などのメッセージが印刷されています。

　プラゴミ削減の為の４つのＲ「Reduce：減ら

す、Reuse：再使用、Recycle：再資源化、そ

してRefuce：受けとらない」を絶えず念頭に生

活してゆきたいと思います。

■ 幹事報告　　　　　　　　　幹事　石田　啓三

１．「2020学年度　米山奨学生夏季研修会」開催の

お知らせ

 日　　時 2020（令和2）年７月12日（日）

                       10：30～

 場　　所 ホテルビアントス（佐賀県鳥栖市酒

                       井西町789-1 ☎ 0942-82-8888）

 参加要請 会長、奨学生、カウンセラー

 登録料 ロータリアン 2,000円

　＊カウンセラーのご参加をお願いします

　 （登録締切　７月３日）

２．今年度例会時に回覧を実施しておりました

「ポリオ撲滅のための募金箱」ですが、益金が

14,364円でした。今月のレートで133＄になりま

す。６月17日にロータリー財団への送金を済ま

せました。会員皆様のご協力ありがとうございま

した。

３．「2020‐2021年度大分第３グループ６ＲＣ

会長（幹事）会」開催のお知らせ

 日　　時 令和2年６月23日（火）13：00～

 場　　所 別府市内ＲＣ合同事務局

　＊檀上陽一次期会長、笠木隆弘次期幹事のご出席

をお願いします。

４．「別府市内4ＲＣ（新旧）会長幹事会・懇親会」

　開催のお知らせ

 　日　　時 令和2年６月23日（火）18：30～

 　場　　所 焼肉春香苑

 　出 席 者  各クラブ会長、幹事、次期会長、

                      次期幹事

５．第12回定例理事・役員会(新旧引継報告)

　（令和２年６月１１日（木）１1：3０～　於ホテルサンバリー

アネックス　１１名出席）

　審議事審議事項

　1号議案  「６月会員お祝い会」の件。

　　（桝田　浩会員/還暦・石田啓三会員/還暦）

　　＊今期開催日の関係で「会長・幹事慰労会」

　　と併せての開催とします

　2号議案  「会長・幹事慰労会」開催の件。

　　日　時 2020年６月25日（木）18：30 ～

　　場　所 ホテルサンバリーアネックス

　　会　費 7,300円（例会食事費2,700円補助）

　3号議案 今年度、委員会費の未使用金額、

   　並びに次年度繰越予定額の件。

   　＊現時点での運営状況を確認し、全会員へ例会

　　時に現金にて２万円の返金を承認。

   　欠席会員の対応として、事務局での受け渡しも

　　可とする。

　4号議案 2019－2020年度会計監査２名選任

　の件。（クラブ細則第12条）

　　＊例年を参考に2018－2019年度　一力秀次

　　会長・沼田守生幹事を選任

　5号議案 別府市内ＲＣ合同事務局の新体制

　の件。

     　[2020－2021年度に関する議題]

　6号議案 「2020－2021年度ガバナー公式

　訪問６ＲＣ合同例会・懇親会」の件。

　　開催日 2020年７月28日（火曜日）

　　17：30 ～ガバナーとの記念写真撮影（クラブ毎）

　　18：00 ～大分第3グループ6ＲＣ合同例会

　　19：00 ～懇親会

　　場　所 ホテルサンバリーアネックス

　　会　費 7,000円税込／例会のみ2,000円

　　＊当クラブ会員は例会食費より2,200円補助

　ガバナーとの会長・幹事懇談会（副会長

　・副幹事含む）

　　7月28日（火）13：00～13：50　別府東ＲＣ
 　　　　　　  14：00～14：50　別府中央ＲＣ
 　　　　　　  15：00～15：50　日　出ＲＣ
 　　　　　　  16：00～16：50　湯布院ＲＣ



　　7月29日（水） ９：00～ 9：50　別　府ＲＣ
 　　　　　　  10：00～10：50　別府北ＲＣ

　7号議案 2020－2021年度年間スケジュール

　（案）の件。

　8号議案 2020－2021年度予算（案）の件。

　9号議案 2020－2021年度「定例会場」確認

　の件。

　　第１・第２・第３週　ホテルサンバリーアネックス

　　第４・第５週 杉乃井ホテル

　10号議案 2020-2021年度お祝い「記念品」

　の件。

　　（案）自宅配達を中止。例会場での手渡し変更／

　　欠席の場合は３週まで延期

　　出・欠席連絡を確実にし、例会日の朝、発注する。

　　当日の欠席会員は、自己責任で例会場に取りに

　　いく（フロント預け）

　　会員誕生日・皆勤は幹事報告への記載のみ

　　但、独身者誕生日「フルーツ盛合わせ」4,320円

　　（盛商）

　　／桝田・山下布・石田・尾方・二宮秀・赤嶺

　　以上6名

　　結婚記念日「特選豊後牛肉」4,320円

　　（ミカド肉店）

　　配偶者誕生日「花、焼菓子」 4,500円

　　（ＲＹＯ3,300円＋ドラゴン1,200円）

　　＊７号～１０号の各議案については、次年度

　　理事会への継続審議とする。

 報告・確認事項

　　1.児童養護施設2施設へコロナ自粛お見舞い品

　　　贈呈の件。

　　◎光の園(冷凍庫)　6月11日　例会終了後、訪問

　　◎別府平和園(テント)　6月18日　例会終了後、

         訪問予定

■ お祝い

　  会員誕生日 桝田　浩会員 （６月23日）

　  夫人誕生日 笠木恭子さん （６月21日）

　  ＊ご自宅にお花とお菓子をお届けします。

　  結婚記念日 立川諭暢会員 （６月18日）

   久保田高史会員 （６月24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

○竹田ロータリークラブ菅様　こんにちは、今日は

ヨロシクお願いいたします。２口。

○檀上陽一会員　竹田ＲＣ菅さんようこそ。小生に

とって会議所青年部時代の大先輩で現在の竹田市

の観光分野の発展を一身に担った人物。別府とは

縁も深く、国立別府重度障害者センターへの友情

のホタル贈呈は長い歴史と伝統を守る奉仕活動と

して広く知られています。敬意を表して５口。

○二宮滋夫会員　明豊野球部が８月に甲子園で試合

を行えることになりました。１試合だけですが皆

様のご声援をお願いします。また、県大会も実施

されることになり、優勝を目指しておりますので、

同様に応援をよろしくお願いします。５口。

会長  山下布美代

会員皆様に感謝!!

　改めまして、本日、一年を振り返ってということ

でお話しをさせていただきます。

　任期も本日を含め残り13日となりました。一年間、

長いようであっという間でございました。学生時代

以降、長と名の付く役らしい役は余り経験したこと

がございませんでした。

　２年程前に先輩会員の皆様より打診がございまし

て当時、仕事に家庭、子育て中でもありましたし、

両親や大叔母の介護等の比重も大きくなってきた頃

でしたので、かなり躊躇もいたしました。私のよう

な者で務まるのかと不安もございました。只々、最

適解を求めておりましたが、お返事の時を迎えてし

まい、お受けしましたが、まだまだ勉強不足な上に

幹事の経験も無いままに会長の職をお受けしたこと

随分、後悔もいたしました。

　年間の活動スケジュール管理、各委員会の事業、

イベント等を把握することと難しさ、特に石田幹事

には多方面でお世話になりましたし、お力添えいた

だきました。

　又、特に今回のような災害を経験しまして、将来

的には、ロータリーの例会の開催の在り方や活動す

る上での方向性などもウェブを活用し、新しい生活

様式の下、新しいスタイルの構築をしてゆくことに

もなるのではないかと考えます。



　ガバナー公式訪問では瀧ガバナーの熱い思いをお

聞きして又、懇親会では、奥様にも女性視点でのロ

ータリー活動をご師事いただきました。

　地区大会での新しい試みやソフトボール大会でのメ

ンバーの団結力、深く心に残る思い出ばかりでござい

ます。

　後期ではコロナ禍の影響によりまして、例会の自

粛、ＩＭの中止に始まり、各イベント、親睦ゴルフ

大会、お花見、世界大会も次々に中止、又姉妹クラ

ブへの訪問も断念せざるを得ない状況に、心残りの

ことばかりでございますが、次年度の実現に期待を

いたします。

　理事、役員の皆様、幹事、会員の皆様におかれま

しては歴代で一番頼りない会長であったのではない

かと誠に不徳のいたすところでございます。

　次年度は満を持して、大先輩の檀上会員が会長と

なられます。バイタリティーがおありになり、知識

も豊富で、お話しもとても上手でいらっしゃいます

から楽しく明るい年度となるに違いありません。是

非、他クラブともアライアンスを組んで、事業、セ

ミナー、イベント事業等を遂行していただければと

思います。

　この一年間、温かくご指導いただきました先輩会

員の皆様、お力添え並びにご協力ありがとうござい

ました。これから先、益々、当別府東ＲＣが活気あ

る素晴らしいボランティア活動をしてゆけますよう

心より願いまして、又、会員同士が仲睦まじく、活

発な意見交換をし、先輩会員には何でもご相談出来

る環境であることに感謝いたしまして、ご挨拶とさ

せて頂きます。この一年間、誠にありがとうござい

ました。数多くの素晴らしいロータリアンに出会え

たことに喜びを感じております。

　ご清聴ありがとうございました。

　お疲れ様です。幹事の石田でございます。

　職業分類は造園業、ロータリー歴は今月末で丁度

６年となります。

　まず初めに、幹事のお話を頂いたときは４年目で

立派な先輩会員がされる役職と思っていました。会

員の皆様のことを熟知していてなおさら、事務局や

他のロータリークラブのこともわかっていなければ

ならなく、とても経験値が足りないと思っていました。

しかしご指名を受けたのであれば勉強する良い機会

だと思い決意をしたところです。

　前半はわからないことが多く会員の皆様から、か

なりお叱りも受けましたし失敗も致しました。その

たびに山下会長や事務局に助けて頂きました。特に

別府市内４ロータリークラブの代表幹事ということ

でほかの幹事さんとの調整や事務局との打ち合わせ

等、東クラブ以外のこともあり週に２回から３回は

事務局に足を運びますし事務局からもほぼなにがし

らの連絡は毎日来ます。途中で感じたことですがこ

れは仕事の合間にできることではないなと思いまし

た。１年間はロータリーに集中しようと感じたこと

でした。　また、幹事として他クラブの訪問や地区

大会をはじめとしての引率者的な仕事もあります。

前半は多くの時間を取られました。

　少しずつロータリーのことも理解し始めた後半はコ

ロナショックで大変なことになりました。100年に１

度の大未曾有と言われ、人類が経験したことのない

惨事となりました。その影響はまだまだ今後も続く

ものと思われます。ロータリー活動や例会スタイル

も新しい方向にあるのかもしれません。

　会員皆様の事業所も大変な状況だと思います。私

の会社も20～30％の売り上げ減となりました。この

状況下でロータリー活動を続けていくためにそれこ

そ会員皆様の知恵を絞らなければと感じます。

　ロータリー活動はもともと世界恐慌の最中の職業

奉仕の役割を持って生まれました。何かのご縁でこ

こに集まりし皆様は大きな知恵と経験で乗り切れる

ように努力されましょう、助け合いましょう。

　最後につたない幹事を１年間支えていただき、あ

りがとうございました。本当にお世話になりました。

幹事  石田　啓三

勉強の一年でした

地区補助金社会奉仕プロジェクト
別府太陽の家健常者と障害者との交流


