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■ 出席報告　　　　　　委員長　一力 秀次

本
　
　
日

会員総数 43名 ゲ ス ト 0名

出 席 数 22名 ビジター 0名

欠 席 数 14名 出 席 率 61.11％

出席規定免除(b)：岩瀬、樽谷、杉本

 緊急特別措置適用により免除：4人

■　メイクアップ

　　事後　阿南（別府）

■　欠　　席

安部、阿南、石田、川本、森、中塚、西、二宮(秀)、

尾方、岡本、髙橋、詫磨、梅津、瑞木

■　点　　鐘 　12時30分

■　ロータリーソング 　君が代・我等の生業

                                                   
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

■ ゲ ス ト

　

■ 会長の時間 　　　　　　　会長　檀上　陽一

「豊後大野ロータリークラブ」

　本日は去る８日、笠木幹事同行のもとゲスト

として例会に出席した豊後大野RCについて紹介

いたします。同RCは1989(平成元)年、創立。

90(平２)年チャーターナイトを迎えました。当

時の名称は「三重RC」。当時の地区ガバナーは

東RC創立会員の黒木健夫先生(黒木記念病院創

立者)で、創立時の「特別代表」は東RC選出の

パストガバナー西村駿一先生(別府大学２代目理

事長)、創立時は東RC会員で三重町出身の安部

昭治先生(当時自民党別府支連会長・鶴見園ＧＨ

社長)や、東RC児玉　彪先生(別府市日韓親善協

会初代会長、児玉病院先代理事長)が地元と調整

しながら創り上げていきました。

　黒木ガバナー誕生と同時に「拡大」意識が強

く、東RC創立10周年の事業。東クラブは野上

義雄会長(野上医院長)の時代、幹事は蔵前和巳

(蔵前税理事務所)さんでした。当時熊本にも３

クラブが誕生しました。

　三重クラブ(現 豊後大野RC)の創立は当時地元

の三重町長で農協役員、大分県連合青年団幹部

■ ビジター

　



の神品文彦さんらが中心となって20人で結成。

当初から女性会員の比率が高く、2720地区でも

珍しい存在と評価されております。

　豊後大野へは別府から高速で。米良インター、

10号線経由で約１時間。例会場のホテル「ます

の井」へ。豊後大野RCは玉田義征(たまだ・よ

しゆき =元豊後大野市教育長=)さんが会長、角

田貴洋(すみだ・たかひろ =例会場 ホテルます

の井 専務取締役=)さんが幹事をつとめられてい

ます。当日のゲストは豊後大野警察署長の萩尾

伸司警視、東RCの笠木幹事と小生の３人。例会

は食事からスタート。次いで点鐘、「君が代」。

ロータリーソングと続いてゲストビジター紹介

直後に「会長の時間」。玉田会長はRIの教育向

上月間にちなんで「城下町考」(その１)を解説。

元市教育長らしい見識で、我が国都市成立にお

ける教育機関のはたした役割、城下町の存在意

義について話されました。このあと幹事報告を

経てゲスト卓話に。卓話者の萩尾豊後大野警察

署長は日田市の出身。福岡大学卒業後大分県警

察学校。巡査拝命直後の配属は別府署。勤務30

年を越しています。署長着任直前は県警本部交

通部運転免許課長。豊後大野署は全署態勢で

「交通死亡事故ゼロ」に取り組んでいます。来

る11月11日に死亡事故ゼロ「1111日」に達す

るそうです。

　豊後大野の道は漫然と走ると、「相当ヤバイ

！」全署員一丸となって「交通指導」に向って

います。「交通」への警戒心は市民の安全・安

心はもとより、窃盗犯、特殊サギ、非行の未然

防止にも役立っています。「安全・安心」を市

民総参加で実践しています。豊後大野は「相当

ヤバイ」ところ！。ちなみに当面目標の「死亡

事故ゼロ３年」は大分県警の市単位の署では初

の快挙として、10月下旬の達成に向けてフルパ

ワーで臨んでいます。

　この様に外部卓話者30分の卓話を優先して例

会運営している部分は、大変良い参考になりま

した。例会は卓話のあと、「委員会報告」、

「ニコボックス」、「お祝いの時間」となりま

す。豊後大野RC現在員15人。当日は14人が出

席、出席率93.333%。これも「お見事！」

　末尾ながら週報はデザイン性に富み、RIの活

動方針を全頁で入れるなど各所に創意と工夫が

ほどこされた仕上げとなっています。角田幹事

の力作である事も付け加えて会長の時間の締め

くくりといたします。

■ 幹事報告　　　　　　　　　幹事　笠木　隆弘

１．9月4日(金)14：30～両築別邸に於いて「第

37回近隣７RC親睦ソフトボール大会」第2回

監督会議が開催され、加藤兼司会員が出席さ

れました。

２．「第37回近隣７RC親睦ソフトボール大会」

開催のお知らせ

　　開催日　　令和2年10月17日(土曜日)

　　　　　　　＊少雨決行

　　場所　　　野口原ソフトボールグラウンド

　　　　　　　A面・B面

　　参加クラブ　 杵築、別府、別府北、日出、

　　　　　　　　湯布院、大分キャピタル、別

　　　　　　　　府東、ドリームチーム

　　ホスト　　別府ロータリークラブ

　　開会式　　午前9時00分　B面グラウンド

　　　　　　　（集合8時30分）

　　試合開始　午前9時30分（A・Bグラウンド

　　　　　　　とも）

　　懇親会　　両築別邸　18時から　

　　　　　　　＊懇親会費7,000円

３．「第3回定例理事・役員会」報告

（令和2年9月3日(木)11：45～於ホテルサンバ

リーアネックス　15名参加）

萩尾署長による卓話（豊後大野RC）



 審議事項

　1号議案 新会員候補者2名について推薦資

                  料提出の件。＊承認

　2号議案 2019～2020年度決算報告の件。

                  ＊承認

　3号議案 2021～2022年度地区委員推薦の

                  件。＊承認

 　桝田　浩会員(国際奉仕)、工藤陽一会員(公

　　共イメージ)を選任。

　4号議案 ガバナー公式訪問合同例会の会

                  計清算の件。＊承認

 　清算額36,030円を別府東RC創立記念式典

　　積立特別会計支出補填

　5号議案 国際奉仕委員会担当「2021年国　　　　

　　際ロータリー年次大会in台湾（台北）」行程

　　案内の件。＊承認

　6号議案 青少年奉仕委員会担当「子ども　

　　科学体験教室（仮）」開催の件。＊承認

 　日時　令和2年10月10日（土）午前中

 　対象　別府中央小学校 放課後児童クラブ

　　　　 「ポラリス児童クラブ」50人程度

　7号議案 会員お祝い例会開催の件。＊承認

 　＜還　暦＞　安部　勇 会員（ 9月29日）

 　＜還　暦＞　梅津　亮 会員（12月18日）

 　＜傘　寿＞　杉本邦弘 会員（ 4月17日）

 　＜古　稀＞　甲斐文明 会員（ 5月15日）

　8号議案 親睦委員会主催「安部 勇会員還

　　暦祝いを兼ねて観月会」開催の件。＊承認

 　日時　令和2年9月24日(木)18：30～

 　場所　べっぷ昭和園

 　会費　10,000円（うち2,700円は例会食事

　　　　　費より補助）

 　余興(案)　毎年恒例の「歌詠み会」上位３名

　　　　　　　へ記念品

　9号議案 中村忠孝会員より退会願いの件。

　　　　　　　＊保留

　10号議案 今年度親睦委員会構成再考の件。

　　　　　　　＊承認

 　親睦委員長：梅野　保会員

　　親睦副委員長：二宮秀行会員

 報告・確認事項

①　熊本・大分7月豪雨災害義援金対応完了の件。

　義援金　50,000円（8月理事会にて承認済）

ニコボックス収入より拠出。

②　「第37回近隣７RC親睦ソフトボール大会」

開催の件。

 日時 令和2年10月17日(土)9：00～開会式

 場所 別府野口原ソフトボールグラウンド

          Ａ・Ｂ面

 負担金 40,000円

 ホスト 別府RC

 懇親会 両築別邸　18：00～

　※9月4日(金)14：30～第2回監督会議にて組

み合わせ決定予定

③　「社会奉仕・国際奉仕・公共イメージ 合同

セミナー」開催の件。

 日時 令和2年11月7日(土)13：00～16：00 

 場所 大分県消費生活・男女共同参画プラザ

       「アイネス」

  大分市東春日町1番1号　

          TEL:097-534-4034

 参加対象 檀上陽一会長、笠木隆弘幹事、

                  塩見安史社会奉仕委員長、

         　　　 桝田　浩国際奉仕委員長、

                  西　貴之公共イメージ委員長

④　別府市内4RC代表会長よりパストガバナー

赤山武興氏ご逝去の件。

　通例により以下の通り各クラブ統一額にて慶

弔費で対応いたしました。

 香　典 40,000円 （各RC10,000円）

 ※４RC連名の現金書留にて喪主（ご令嬢）様

　　ご自宅へお届け

 供　花 22,000円1本（各RC 5,500円

　　　　　　　※うめづ生花店へ依頼）

 弔　電 1,650円（各RCアイデンポウ

　　　　　　　ドットコム利用）

⑤　例会予定の確認

９月　＜基本的教育と識字率向上月間・ロータ　

　　　　リーの友月間＞

　９月３日「大学運営について」二宮滋夫会員

　　　10日「会員増強について」長野勝行会員

        17日「子ども食堂について」

                                        瑞木一博会員

        24日「安部 勇会員還暦祝いを兼ねて観月会」

10月　＜経済と地域社会の発展月間・米山月間＞

　10月１日「米山奨学について」

                         立川諭暢 米山奨学委員長

           8日「　　　　　　　　」 会員

         15日「　　　　　　　　」 会員

         22日「職場例会」

         29日「夜例会」

４．第2回臨時理事・役員会報告（令和2年9月7日

　　(月)＜持ち回り＞）

 審議事項

1号議案 新会員候補者2名選考経過の件。

　氏　　名 津末法良(つすえのりなが)氏



　事業所名　  タイホーレジャーグループ

　　　　　　　代表取締役

　職業分類 観光事業(Sightseeing Service)

　氏　　名 河野将己(こうのまさき)氏

　事業所名 （株）ダイア企画　専務取締役

　職業分類 不動産業(Real Estate Agency)

【選考経過及び今後の予定】

　9月 4日(金) 職業分類委員会　承認

　9月 7日(月) 会員選考委員会　承認

　9月17日(木) 11：45～インフォメーション／

                  12：30～入会式

  於：ホテルサンバリーアネックス

５．9月8日(火)19：00～ホテル「ますの井」に於

いて開催の豊後大野ロータリークラブ例会に、檀上陽

一会長、笠木隆弘幹事が訪問し、就任のご挨拶

を致しました。

６．例会変更のお知らせ

　　定款第７条第１節に基づき休会するクラブ

　９月21日(月)　大分臨海ＲＣ、大分1985ＲＣ

　９月22日(火)　別府中央ＲＣ、大分ＲＣ、大分中央

　　　　　　　　　ＲＣ、湯布院ＲＣ、中津中央ＲＣ、津

　　　　　　　　　久見ＲＣ

　９月23日(水)　別府北ＲＣ、大分城西ＲＣ

　９月24日(木)　大分東ＲＣ

　９月25日(金)　別府ＲＣ

７．9月17日(木)11：45～ホテルサンバリーアネッ

会員増強委員長   長野　勝行会員

  クス2階神殿に於いて「新会員候補者(津末法良氏、

河野将己氏)へのインフォメーション」を開催致

します。関係の方は、ご出席をお願いいたします。

８．次週（９月17日）の例会予定

 「子ども食堂について」 瑞木一博会員

９．今後の例会予定

 ９月24日「安部 勇会員還暦祝いを兼ねて観月会」

　10月 1日「米山奨学について」立川諭暢 米山奨

　　　　　　学委員長 

10．本日の回覧

　①９月17日例会　出・欠席

　②９月24日例会　出・欠席

　③近隣7RCソフトボール親睦大会　出・欠席

　④2021年国際ロータリー年次大会in台湾(台北)

   　登録

　⑤今日新聞 2020年９月７日付記事

■ お祝い

　  配偶者誕生日   神田　昌子さん （９月14日）

　  　　　   太田　　瞳さん （９月14日）

　  ＊ご自宅にお花とお菓子をお届けします。

　  結婚記念日   児玉　信浩会員 （９月11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　赤嶺　リサ

○赤嶺リサ会員　え～、お待ちしておりましたが…

ニコボックス初の読み上げ無し。とゆ～事なので、

赤嶺２口させて頂きます。

来週は皆様の温かいニコボックスお待ちしています。

　本日は、「会員増強について」ということで卓

話をさせて頂きます。

　会員増強は3つの大きな要素があると言われて

います。

　①新会員の勧誘

　②現会員の退会防止

　③新クラブの結成（拡大）　

です。

　①新会員の勧誘に関しては、会員増強の代名詞

的な要素でもあり、これまで会員の皆様で、頑張

ってきた部分ですので、わかりやすいと思います

がのちほど詳しく触れていきたいと思います。

　③新クラブの結成（拡大）については今年度に

関しては関係が薄い部分だと思いますので、割愛

します。

　個人的に大事なのは、②現会員の退会防止だと



思っています。増強を重ねて純増していくのも重

要ですが、ともに時間を過ごしたクラブの仲間が

退会していくことは、大きな財産の喪失だと思い

ます。そこで、退会防止をどういう風に促進して

いくかが大きな課題となってくると思います。そ

のためにはクラブとし現行規定を十分に利用し、

地元地域社会への奉仕を維持、改善し、個々の会

員に効果的に参加してもらい、その関心を絶えず

引き付けるような活動を行うことが重要だと思い

ます。それに加えて、会員相互のコミュニケーシ

ョンが大事だと思います。公私ともに色々と話し

ができる環境作りも大事だと思います。この部分

は、親睦委員会とも連携して進めていかねばなら

ない課題だと思います。特にコロナ禍の現状では

大事な要素だと思います。では、具体的にどうい

った方策をとるべきか？ということになると思い

ますが、まずは、退会者の退会理由を精査して、

クラブの現況を重ね合わせてみることも大事なこ

とだと思います。退会理由は様々だと思いますが

、クラブとして改善できることで、未然に防ぐこ

とができるかもしれません。そのことと共に退会

者のデータを集積して、その傾向と対策を練って

いくことも重要だと思います。今年度は、勧誘と

同時にこのことも進めていきたいと思います。

　次に新会員候補者の勧誘ですが、新会員候補者

にロータリー独自の魅力を伝える出発点として3

つのシナリオで関心を持ってもらうのがよいので

はないかと思います。まず、国際奉仕です。例え

ば専門職業に携わっている知人が、何気ない会話

の中で、最近、海外でのボランティア活動を終え

て帰国したばかりであると言ったとします。クラ

ブでは、今後の例会で国際奉仕経験のある人が卓

話をする予定になっていた時、この知人を例会に

招き、ロータリークラブには地元や海外で有意義

な奉仕プロジェクトに参加する機会が数多く存在

することが説明できます。特に当クラブは、台湾

の昇陽ロータリークラブと姉妹締結していますし、

共同事業も行った経験があります。その当時、携

わっていた会員からその状況を説明するなど、現

地での交流を聞いてもらうことにより大きな関心

を示す人も多いと思います。ここの部分は当クラ

ブの特色ですので、大いに活用するべきだと思い

ます。

　社会奉仕もロータリークラブの大きな特色の一

つだと思います。例えば数社の新聞で、ある人が

企画した地域社会のイベントについての記事があ

ることに気づいた時、クラブでは、この人の関心

を引きそうな新プロジェクトを計画中だとします。

この人物に連絡を取り、地元の新聞で彼の社会奉

仕活動について読んだことを伝えた上で、クラブ

の新プロジェクトに参加するよう呼びかけ、その

後も連絡を絶やさないようにします。具体的には、

当クラブでは社会奉仕活動として、児童養護施設

（光の園、平和園等）での実績があります。当時

の新聞にも取り上げられましたし、記録写真も残

っています。このことに関心を持ってもらえる新

会員候補者を勧誘するうえでは、大きな材料にな

ることと思います。

　3つ目は、人脈づくりと親睦です。例えば、知

人から、その知人が新しく事業を始めたと聞いた

とします。事業主である会員は、顧客ベースを増

やすためのネットワーク（人脈）づくりの重要性

を知っています。ロータリーに入会したことで地

域社会内での事業関係のネットワークが広がった

という自身の経験をこの人に話し、例会に招いて

更に人脈を広げることができます。当クラブでは、

幅広い業種のリーダーが在籍しています。そんな

方々と親睦を深めて自身の人脈として事業を拡大

している会員もたくさんいます。そんな経験こそ

意欲ある新会員候補者にとっては、すごく魅力的

な要素だと思います。

　以上の3つは代表的な例だと思いますが、当ク

ラブの特色を活かした勧誘が必要だと思います。

今年度も壇上会長の強いリーダーシップの下、2

名の新会員の入会が決まっております。この勢い

で入会者を上積みして、活気あるクラブつくりの

一助になればと思います。

　最後に当クラブの入退会の現状について、お話

ししたいと思います。過去5年度について調べて

きましたが、入会者の数は非常に多いのですが、

同時に退会者の数も多くなっています。2015～

2016年度の入会者は3名、退会者は4名で純減1名。

2016～2017年度の入会者は7名、退会者は5名で

純増2名。2017～2018年度の入会者は4名、退会

者は3名で純増1名。2018～2019年度の入会者は8

名、退会者は6名で純増2名。2019～2020年度の

入会者は2名、退会者も2名で純増0。ということ

で過去5年入会者総数は24名、退会者総数は20名

で純増4名ということになっています。24名もの

入会者を迎え入れているのにも関わらず、20名も

の退会者がいることが惜しいと思います。前述し

た通り、新会員候補者勧誘と同時に退会防止にも

注力していく必要があることはこの数字を見ても

明らかだと思います。今年度も更なる増強に努め

ていきたいと思いますので、皆様のご協力をお願

い致します。ご清聴ありがとうございました。



ロータリーの友（９月号）

(９月はロータリーの友月間）


