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◆点　　鐘　　12：30

◆Ｒ　　Ｓ　　別府中央R.C.の歌

◆唱　　歌　　この道

◆ゲ ス ト　　瑞木 一博 氏（別府東ＲＣ）

◆ビジター　　大野　晃史（別府）
金本　龍生　　渡邊　庸子
　　　　　　　（以上別府北）
竹内　孝夫　　髙橋　　郁
　　　　　　　（以上別府東）

会長の時間	 会長　佐々木久宜

　みなさんこんにちは。
　会長の時間です。
　本日は卓話に別府東ＲＣの瑞木　一博さんにお
越しいただきました。
　卓話楽しみにしております。よろしくお願いし
ます。

　次年度から別府トキハが例会場となりますが、
現在例会場のパストラルの都合で、本日の例会と
次次週の29日㈫の例会は、別府トキハでの開催と
なっております。
　例会場の変更が続きますが間違いのないように
よろしくお願いします。

　うちの長女が現在朝日中学校の１年生なんです
が、今週末にあります運動会の為に、毎朝、朝練

に行っています。
　運動会の日程が昔は10月でしたが、今は５月に
変わり練習日が足りない分、始業前の時間から練
習するようになっているようです。

　昔は10月の体育の日前後が多かったと思います

・メイクアップ
　　事前　
　　事後　
　　欠席　堀、梶原（和）、中尾、西馬、髙宮
　　理事会承認　
　　出席免除　溝部、河村、木村
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◆出席報告　　　　　　　委員長　衛藤　秀子
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国際ロータリー会長　　イアン	H.S.	ライズリー	（国籍・オーストラリア）
2720 地区

別府中央ロータリークラブ
例会日　火曜日　12時 30 分
ところ　ホテル別府パストラル	〒874-0836	別府市東荘園町1丁目4
　　　　TEL	（0977）23-4201　FAX	25-3610
事務所　別府市西野口町 1番 1号	青山通りビル 3F
　　　　〒 874-0931　TEL（0977）23-9000
　　　　　　　　　	　FAX（0977）23-9019
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理事
　〃
　〃
　〃

理事
　〃
　〃
　〃

佐々木久宜
梅津　圭二
鳴海　淳郎
村津　忠久

平野　教康
亀井　　孝
近藤　賢司

ＳＡＡ　梶原　和朗
直前会長　梶原　和朗

役員　会　長　佐々木久宜
　　　副会長　梅津　圭二
　　　幹　事　西馬　良和
　　　会　計　森園　伸也

会報委員長　森　　宗明第 　 　 回 例 会
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が、農繁期や練習が夏にしなくてよい、秋の行事
の修学旅行や文化祭などの兼ね合いや受験勉強な
どがあり５月開催になったようです。
　別府中央ＲＣも次年度30周年がありますので準
備不足にならないように、例会後30周年準備委員
会をしますので参加の方をよろしくお願いします。

　本日もよろしくお願いします。

幹 事 報 告	 西馬　良和

―青少年奉仕月間―

１．本日の卓話
「ゲスト卓話」
別府東ＲＣ
公共イメージ委員長
瑞木 一博 氏

 
２．本日のゲスト

瑞
ずい

木
き

　一
かず

博
ひろ

 氏
（㈲瑞木産業代表取締役／別府東ＲＣ公共イ
メージ委員長）

３．第11回定例理事・役員会報告
（平成30年５月８日（火）13：40～　

於：ホテル別府パストラル例会場６名）

審議事項
１） 2017-2018年度後期立替金請求の件。※承

認
２） 次年度（2018-2019）例会場変更の件。
　　※承認
３） 例会場変更の件（今月２件）。※承認

①５月15日（火）「ゲスト卓話」
　別府東ＲＣ瑞木一博氏
　於：トキハ別府店　７Ｆ
②５月29日（火）「　　　　　」

　　　　於：トキハ別府店　７Ｆ
４） 「第４回（新・旧）クラブ協議会」開催の件。

※承認
　　日　時　平成28年６月12日（火）12：30～
　　場　所　ホテル別府パストラル
５） 「会長・幹事慰労会」開催の件。※承認
　　日　時　平成30年６月26日（火）18：30～
　　場　所　ホテル山水館
　　会　費　7,000円
　　　　　　（個人負担5,000円+例会食費2,000円）

６） 「第68回社会を明るくする運動」標語パネ
ル購入協力願いの件。※承認

　　　１枚　2,000円　※例年希望回覧
７） 2018-2019年度スケジュール（案）・組織図

（案）の件。※承認
８） 　2017-2018年度皆勤祝いの件。※クラブ

より記念品を贈呈（5,000円）※承認
         ６月の例会でお祝い

　・土谷　昌志会員（４月14日＝３年）
　・梅津　圭二会員（11月13日＝５年）
　・西馬　良和会員（５月28日＝５年）
　・森園　伸也会員（２月12日＝10年）
　・中尾　　誠会員（２月12日＝10年）

確認事項
１）５月・６月例会予定の確認
 ５月 １日 「定款第８条第１節（Ｃ）に基づき

休会：」
 ８日 「ゲスト卓話」神大和男氏（別府ＲＣ）
 15日 「ゲスト卓話」
  瑞木一博氏（別府東ＲＣ）
  於：トキハ別府店７Ｆ
 22日 「交通を取り巻く現状と課題」
  別府警察署　河野浩充氏
 29日 「　　　　　」トキハ別府店７Ｆ
 ６月５日 「４年に一度じゃない。一生に一度

だ！」別府市長 長野恭紘氏
 12日 「第４回クラブ協議会」
 19日 「会長・幹事退任挨拶」
 26日 「会長・幹事慰労会」
  於：ホテル山水館　18：30～

４．５月14日（月）15：00～㈲湯布院環境衛生サー
ビスセンターに於いて「第６回大分第３グ
ループ次年度会長・幹事会が開催されました。
出席者：平野教康次年度ガバナー補佐、梅津

圭二会長エレクト

５．お祝い
会員誕生日　中尾　誠会員（５月21日）

※記念品をお渡し致します。
結婚記念日　髙宮勝美会員（５月17日）
　　　　　　河村貴雄会員（５月21日）

※記念品をお渡しいたします。
　　　　　
６．例会変更のお知らせ

大分臨海ＲＣ　５月28日（月）の例会は、親睦バス
旅行の為、５月27日（日）に日時・
場所変更

http://www.beppu4rc.jp/chuo/
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大分1985ＲＣ　５月28日（火）の例会は、クラブ
内研修会の為、同日12：30～コン
パルホールに場所変更

竹田ＲＣ　５月29日（月）の例会は、夜間例
会の為、同日18：00～ホテル岩城
屋に時間変更

日出ＲＣ　５月29日（火）の例会は、定款第
８条第１節（Ｃ）に基づき休会

津久見ＲＣ　５月29日（火）の例会は、第30回
ロータリー童話祭の為、同日９：00
～津久見市民会館大ホールに時間
・場所変更

別府東ＲＣ　５月31日（木）の例会は、落語を楽
しむ例会の為、同日12：30～ホテ
ルサンバリーアネックスに場所変更

大分東ＲＣ　５月31日（木）の例会は、定款第
８条第１節（Ｃ）に基づき休会

宇佐ＲＣ　５月31日（木）の例会は、定款第
８条第１節（Ｃ）に基づき休会

　　　　
７．次週例会の予定

「交通を取り巻く現状と課題」
別府警察署　交通課　河野浩充氏
※会場はホテル別府パストラルです。

８．本日の回覧
① 宇佐・杵築・中津中央ＲＣ　週報
② 「第10回親睦ゴルフコンペ」出・欠席
③ 「第68回社会を明るくする運動」標語パネ

ル　希望購入

スマイルボックス	 副委員長　近藤　賢司

佐々木会長○
　瑞木さん、別府中央ＲＣへようこそ。本日は
卓話よろしくお願いします。初めてのトキハで
の例会、楽しみましょう。
土谷会員○
　瑞木さん、ようこそ別府中央ロータリーへ。
今日の卓話、楽しみにしています。
　もうタバコをやめて２ヶ月半は過ぎました。
正直言って苦しいです。でも頑張ります。スマ
イル！
近藤会員○
　久し振りに別府トキハでの例会ですネ。母の
もとに帰って来たみたいで、ほんわか楽しい気
分にスマイル。

前田会員○
　８年ぶりのトキハ例会、懐かしいです。
　瑞木様、卓話楽しみです。
平野○ （教）会員
　瑞木さん、ようこそ別府中央ロータリークラ
ブへ。今日、卓話楽しみにしています。
後藤会員○
　久し振りに別府トキハ店に来ました。30年前
の別府中央ＲＣの多士済々なメンバーを思い出
しました。
亀井会員○
　スペインに行って来ました。大学の時にテー
マにしたガウディの作品群（建築）他、ピカソ、
ダリ、ミロの原画作品を鑑賞しました。本物は
すごい感銘を受けましたが、ハードスケジュー
ルの為、大変疲れました。スマイルです。
森会員○
　なつかしい例会場、なんだか落ちつくなぁ。
　瑞木さん、卓話よろしくお願いします。
衛藤会員○
　今日は久し振りに古巣に戻って嬉しいです。
　瑞木様ようこそ。本日の卓話よろしくお願い
します。楽しみにしています。
　どうぞごゆっくりなさって下さい。
村津会員○
　30年前、わがクラブが創立した当時は、ここ
が例会場でした。
　なつかしい古巣に帰って来たようです。
　感謝してスマイル。
鳴海会員○
　久し振りにこの例会場で例会を迎えることが
出来ました。よろこんでスマイル致します。
梅津会員○
　本日、トキハ別府店での例会です。快く迎え
ていただいたトキハ別府店に感謝です。瑞木さ
ん、卓話よろしくお願いします。
平野○ （英）会員
　瑞木さん、ようこそ別府中央ロータリーへ。
今日は卓話を楽しみにしております。
　又、今日、何年か振りにトキハ例会場に戻っ
て来ました。懐かしい。今日も多くのスマイル。

E-mail:info@beppu4rc.jp
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卓　　話	 別府東ＲＣ公共イメージ委員長　瑞木	一博	氏
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　この度はご指名頂きありがとう御座います、中

央ロータリークラブで私如きが話す事は失礼かと

思いますが私個人の思いという事で話をさせて頂

きます。

　私は昭和 32 年２月６日生まれ 61 歳　ロータ

リー歴 16 年　職業分類　木製建具製造販売です。

木製建具は木製で出来た建具（障子・硝子戸・襖）

のことで、アルミサッシやスチールドアは鋼製建

具と言い分類されています。創業は昭和 25 年今

年で 68 年、二代目になります、よろしくお願い

します。　ところで中央ロータリークラブは来年

３月 28 日で 30 周年を迎えると伺いました。私が

特に知っている事業として「一気登山」のコース

になっている、「もみじ谷」の植樹は中央ロータ

リークラブの歴史と共に有ると伺っています。

村津会員にお願いして植樹作業に参加したことが

あります、作業前に「もみじ谷」に付いて２時間

ほどレクチャーがあり結局　作業できずに終わっ

てしまいました。

　村津会員、中央ロータリークラブの熱い思いが

伝わりました。１度ゆっくりこのコースを歩いて

みたいと思って居ます、また今回参加したことで、

別府税連の市町村スポットの記事に「一気登山と

もみじ谷」について載せさせて頂きました。今回

の週報に紹介して頂ければと思います。

　別府東ロータリークラブも来年度 40 周年を迎

えます、現在　実行委員会が 40 周年の記念事業

について協議を重ねています、式典は 2019 年５

月 11 日（土）の予定で、姉妹クラブの台湾昇陽

ロータリークラブとのコラボレーション事業を計

画しています、是非ご出席ください。16 年前入

会時は 45 歳　2720 地区は水谷房之ガバナー、東

保房雄会長、西村駿一ガバナーエレクトの時代で

東ロータリークラブ会員増強の時期に入会しま

した。西村ガバナーエレクトの誘いで 2002 年６

月 20 日～ 26 日スペイン　バルセロナ国際大会に

東ロータリークラブより８名、私もその一員とし

て参加いたしました。道中いろんなハプニングも

有りましたが感動の世界、全世界の人々がロータ

リーで結ばれていること実感しました。それ以来、

国際大会には参加しようとロータリーを楽しむひ

とつとなっています。今年のカナダ　トロント国

際大会には７年ぶりに登録、６月 21 日～感動の

国際大会に参加して参ります、因みに今回の国際

大会で７回目、元気なうちに 10 回は参加したい

と目標にしています。ロータリークラブはその魅

力と共に１つのクラブが大きな事業を興すことが

出来る組織であること、地区補助金、RI 補助金

を使えること、以前　姉妹クラブであった済州中

央ロータリークラブ・釜山釜星ロータリークラブ

とのマッチンググラントは世界組織の力強さを感

じました。その事業に喜ぶ地域の方達の姿に感動

を覚えました。１つのクラブが世界を変える素晴

らしいロータリークラブで有る事。

　現在　放課後児童クラブのお世話をしていま

す、子供たちの元気な姿に癒されています、また

別府市校区内各所に子供食堂を開所したいと考え

ています、皆さまのご協力よろしくお願いします。

　本日はありがとう御座いました。

卓　　話	

別府東ロータリークラブ　　　　　　　　	　
公共イメージ委員会　委員長　瑞木　一博
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