


　

　

１．会員退会のお知らせ

　　株式会社九電工　大分支店　上席執行役員支店

長　佐藤陽一会員が９月１日付異動のため、８

月31日付で退会されました。

２．ＲＬＩ（ロータリー・リーダーシップ研究会）

パートＩの開催ご案内（回覧）

　　日　時　2022年10月８日～９日

　　場　所　くまもと県民交流館パレア

　　懇親会　2022年10月８日

　　場　所　熊本ホテルキャッスル11階

３．世界ポリオデー募金活動のご案内（回覧）

　　2720地区は10月24日の「世界ポリオデー」に向

けて2022年10月22日～23日に熊本市でポリ

オ根絶募金活動を開催します。

　　詳細は文書を回覧しますのでご覧ください。

４. 2022－23年度青少年交換　生徒募集・案内につ

いて（回覧）

　　申し込み締め切り　＜短期＞2022年９月30日

　　　　　　　　　　　＜長期＞2022年10月28日

５．2023～24年度　地区委員の推薦について

　　2720地区膳所ガバナーエレクトより次年度地区

委員の推薦依頼が届いております。地区委員へ

の推薦ご希望の方は幹事までお知らせください。

　

　

2022－23年度　第４回臨時理事会（ＦＡＸ）

　　　　　　　　　　　　　　　　2022年８月29日

杉原　馬場　川野　山本　永田　髙山　岩尾

橋本仁　麻生　三又　小野

＜議題＞

１．会員の退会について

　　　佐藤　陽一会員　８月31日付退会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒承認

2022－23年度　第５回理事会　2022年９月６日

杉原　馬場　川野　山本　永田　髙山　岩尾

橋本仁　麻生　三又　小野

＜議題＞

１．10月４日　新会員歓迎夜の例会について

　　会場　トキハ会館５階　ローズの間

　　会費　参加費8,000円　欠席負担金なし

２．10月９日「リレー・フォー・ライフ・ジャパ

ン2022大分」への参加について

　　社会奉仕委員会の対外奉仕プロジェクトのため、

イベント参加をメイクアップ対象とする

　　※県の感染状況がステージ３の期間は例会欠席

者のメイクアップは不要

３．世界ポリオデーに向けた活動について

　　大分ＲＣ独自の活動は行わない。

　　例年通りポリオプラス基金への寄付をする。

４．日帰り家族旅行について

　　「西日本工業倶楽部でのランチ」コースを

４/23または５/14で検討する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒以上承認

　

　

野外家族例会ご参加のお礼と大分ＲＣ第１回親睦ゴ

ルフ大会のご案内

　９月18日　10：34　ＩＮ／ＯＵＴスタート

　湯布高原ゴルフクラブ　※申込受付中

　

　

2720 JapanＯ.Ｋ.ロータリーＥクラブ第５回国際交

流デイ「ウクライナ平和フォーラム」

　※ニコボックス欄をご覧ください

　

　

“会社紹介と趣味”

　　　　㈱フォレストホールディングス　秘書室長

　　　　　　　　　　　　　　　　松井　保　会員

１．医療卸アステムの歴史

　1879年に初代大石忠次郎が久留米市にて「大石薬

舗」を創業、アステム発祥の地となります。また、

初代吉村益次が大分での創業に向け修行入店しまし

た。

　それから40年後、大分にて「吉村薬局」を初代吉

村益次が創業し順調でありましたが、1945年に大分

大空襲にて消失してしまいます。

　戦後すぐさま再建に着手し急速な成長の矢先に初

代益次が急逝すると、四男興一が二代目吉村益次を

襲名し、社長に就任しました。

　二代目益次は戦後の混乱期に流通秩序の確立を目

指し、脱価格競争に挑戦しました。

　1957年に吉村薬品㈱に改称し、1961年「国民皆保

険制度」誕生と同時に薬の需要も拡大しましたが、

薬業界は激流のような大きな変化を迎えました。混

乱の中、流通網の広域化必至と考え、九州を２つの

ブロックとし、大分県、宮崎県、鹿児島県、熊本県

の４社でダイヤ会を設立しました。

　1992年に激変する経済環境や医薬品構造変革を乗

り越える為に４社が合併し、㈱ダイコーを設立、２

年後の1994年、九州南北の統合が加速するとみて吉

村恭彰が社長に就任。

　1998年に九州北ブロックのキョーエイ薬品と南ブ

ロックのダイコーが合併し㈱アステムとなり現在に

至っております。

　次に本社にあります２つのシンボルについてご紹

介します。

　１つ目は吉村薬品創立50周年に新社屋建設に併せ

て建てられたシンボルマークです。社の末広がりを

希求しトップが社員を支え、事業の場を指すポイン

トマークを意味しています。

　２つ目は物故者を慰霊する桃蹊殿です。創業60周

年に建設されました。形はシンボルマークと対とな

るピラミッドであります。毎年お盆に物故者をお奉

りする慰霊祭を実施しております。

　　以上、会社紹介でした。

２． 趣味

　最初の自己紹介の際、これといった趣味もなく愛

犬との散歩が趣味と紹介させていただきました。愛

犬の散歩に付き合っているだけですので他にないか

考え、本当の趣味と言えるものを紹介します。

　それと出会ったのは2000年の夏、沖縄での勤務最

後の年でした。沖縄の思い出にと那覇マラソンに参

加。長距離を走ったこともなく練習するも５㎞が

やっとでした。完走を目標に参加するも20㎞でリタ

イアし、バスにてゴールしました。

　もうマラソンに参加する事はないと思っていまし

たが、翌年青島太平洋マラソンに参加する事になり

ました。今回は後輩がペースメーカーとして並走し

てくれる為、小さな期待を胸にスタートラインに立

ちました。後輩のお陰で２時間30分ハーフ給水地点

に到着。休憩後再スタートするも足は前に進みませ

んでした。後輩と別れ、一人での戦いの結果、５時

間56分で完走する事が出来ました。

　これを最後にフルマラソンは卒業し、その後は完

走を目標に10㎞の大会に参加しました。

　2013年を最後に大会には参加していませんが、走

ることは大好きですので、これからは「走ること」

を趣味とします。

　

　

●2720 JapanＯ.Ｋ.ＲＥＣ　早水琢也会員（１口）

　当クラブが主催する国際奉仕事業「ウクライナ平

和フォーラム」の告知に伺いました。

　９月24日14：00～16：00別府ビーコンプラザで

開催されます。よろしくお願い申し上げます。

●伊﨑数博会員（５口）

　８月23日の例会で無事「子ども食堂」様への生理

用品と食材支援の贈呈式を行うことが出来ました。

　多くの「子ども食堂」様からもお礼状が届いてい

ます。

　また、今回、吉野公共イメージ委員長からマスコ

ミの皆様に事前に取材の紹介をして頂いたおかげで、

当日はＯＢＳ、ＯＡＢのテレビ局や新聞社が取材に

訪れてくれ夕刻のニュースにも流れました。

　本当は杉原会長にインタビューして頂く予定でし

たが、会長から私に振られ、おかげで私の姿がテレ

ビに映る羽目になりました。

　しかし、そのニュースを見て、社会福祉協議会へ

私も寄付したいという方から申し込みがあったそう

で、さっそく次に繋がったと連絡がありました。

　今回の件で大分ロータリークラブの公共イメージ

も向上できたと思います。吉野委員長ありがとうご

ざいました。

　ということで、訪問活動はまだ出来ていませんが、

無事贈呈式まで実行できたということで５口ニコ

ボックスさせて頂きます。

●杉原正晴会員（３口）

　先日の家族野外例会、大変お疲れ様でした。皆様

のお蔭で大変楽しい会となりました。

　孫３人も連れていき、孫も大変喜んでいました。

　孫は無料ということなので申し訳なくニコボック

ス３口させて頂きます。

●山本舜治会員（２口）

　ＴＥＸＡＳ州オースチン市よりバンド演奏のオ

ファーがあり、先日プロモーションビデオを作り送

りました。

　先日25日に向こうのローカルＴＶで放映されたよ

うです。日本では無名のバンブーボーイズですが、

これから世界にはばたく第一歩を踏み出した記念に

ニコＢＯＸします。

　これからも世界のバンブーボーイズを応援して下

さい。２口ニコＢＯＸします。

●小野日出明会員（２口）

　28日の野外家族例会を都合により、ドタキャンし

てしまいましたので、個人でニコボックス２口しま

す。

●佐藤　洋会員（１口）

　先日北海道マラソンに参加してきました。タイム

は４時間15分35秒で４時間切りは叶いませんでした

が、初ガチマラソンにしては良いタイムだったと思

います。

　記念に１口ニコボックスさせて頂きます。４時間

切ったら多めにします。　

　

■９月17日　別府ＲＣ創立70周年記念式典

　式典　14：30～15：30　別府市中央公民館

　杉原会長、中野会員

■９月18日　大分ＲＣ第１回親睦ゴルフ

　湯布高原ゴルフクラブ

■10月28日　大分南ＲＣ創立45周年記念例会

　18：30～21：00　ホテル日航大分オアシスタワー

　山本幹事

　

　

９月20日　定款第７条第１節に基づく休会

９月27日　緒方正会員卓話

10月４日　新会員歓迎夜の例会　18：30点鐘

　　　　　　（トキハ会館５階ローズの間）

10月11日　定款第７条第１節に基づく休会

10月18日　浦川会員卓話

10月25日　甲斐会員卓話

11月１日　定款第７条第１節に基づく休会

11月８日　通常例会・ファンド奨学金贈呈

11月15日　通常例会

11月22日　定款第７条第１節に基づく休会

11月29日　通常例会

12月６日　年次総会（全員協議会）

　　　　　　・パスト会長による指名委員会

12月13日　クリスマス家族例会　18：30点鐘

　　　　　　（ホテル日航大分オアシスタワー３階

　　　　　　　紅梅の間）

12月20日　通常例会

12月27日　定款第７条第１節に基づく休会

お　知　ら　せ

例　会　予　定

山本幹事幹　事　報　告

理 事 会 報 告

クラブ管理運営委員会　緒方副委員長委員会報告

卓　　　　　話

イベント告知

ニコボックス 森若Ｓ.Ａ.Ａ.

週報編集担当者

事務局よりお願い

例会中に委員会報告やその他発表をされた場合は、週報作成の都合上、必ず翌日午前中

までに原稿を事務局までメール送信ください。

クラブ名 開催日 会　　　場

ト キ ハ 会 館大 分 南 9/30(金)

9/28(水)

ト キ ハ 会 館大 分 東

両 築 別 邸別　　府 9/16(金)

ト キ ハ 会 館大分1985 9/26(月)

別 府 東
9/29(木)

大分城西 ホテル日航大分オアシスタワー

ホテルサンバリーアネックス

土　屋　勝　俊10月25日号

尾　野　文　俊９月27日号

中　村　直　樹10月４日号

吉　野　敏　成10月18日号

別 府 北
別府市内ＲＣ事務局

（別府市西野口町1－1 青山通りビル3階）
9/14(水)

別府市内ＲＣ事務局
（別府市西野口町1－1 青山通りビル3階）

別 府 北 9/21(水)

別府市内ＲＣ事務局
（別府市西野口町1－1 青山通りビル3階）

別 府 北

例　会　変　更



　

　

１．会員退会のお知らせ

　　株式会社九電工　大分支店　上席執行役員支店

長　佐藤陽一会員が９月１日付異動のため、８

月31日付で退会されました。

２．ＲＬＩ（ロータリー・リーダーシップ研究会）

パートＩの開催ご案内（回覧）

　　日　時　2022年10月８日～９日

　　場　所　くまもと県民交流館パレア

　　懇親会　2022年10月８日

　　場　所　熊本ホテルキャッスル11階

３．世界ポリオデー募金活動のご案内（回覧）

　　2720地区は10月24日の「世界ポリオデー」に向

けて2022年10月22日～23日に熊本市でポリ

オ根絶募金活動を開催します。

　　詳細は文書を回覧しますのでご覧ください。

４. 2022－23年度青少年交換　生徒募集・案内につ

いて（回覧）

　　申し込み締め切り　＜短期＞2022年９月30日

　　　　　　　　　　　＜長期＞2022年10月28日

５．2023～24年度　地区委員の推薦について

　　2720地区膳所ガバナーエレクトより次年度地区

委員の推薦依頼が届いております。地区委員へ

の推薦ご希望の方は幹事までお知らせください。

　

　

2022－23年度　第４回臨時理事会（ＦＡＸ）

　　　　　　　　　　　　　　　　2022年８月29日

杉原　馬場　川野　山本　永田　髙山　岩尾

橋本仁　麻生　三又　小野

＜議題＞

１．会員の退会について

　　　佐藤　陽一会員　８月31日付退会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒承認

2022－23年度　第５回理事会　2022年９月６日

杉原　馬場　川野　山本　永田　髙山　岩尾

橋本仁　麻生　三又　小野

＜議題＞

１．10月４日　新会員歓迎夜の例会について

　　会場　トキハ会館５階　ローズの間

　　会費　参加費8,000円　欠席負担金なし

２．10月９日「リレー・フォー・ライフ・ジャパ

ン2022大分」への参加について

　　社会奉仕委員会の対外奉仕プロジェクトのため、

イベント参加をメイクアップ対象とする

　　※県の感染状況がステージ３の期間は例会欠席

者のメイクアップは不要

３．世界ポリオデーに向けた活動について

　　大分ＲＣ独自の活動は行わない。

　　例年通りポリオプラス基金への寄付をする。

４．日帰り家族旅行について

　　「西日本工業倶楽部でのランチ」コースを

４/23または５/14で検討する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒以上承認

　

　

野外家族例会ご参加のお礼と大分ＲＣ第１回親睦ゴ

ルフ大会のご案内

　９月18日　10：34　ＩＮ／ＯＵＴスタート

　湯布高原ゴルフクラブ　※申込受付中

　

　

2720 JapanＯ.Ｋ.ロータリーＥクラブ第５回国際交

流デイ「ウクライナ平和フォーラム」

　※ニコボックス欄をご覧ください

　

　

“会社紹介と趣味”

　　　　㈱フォレストホールディングス　秘書室長

　　　　　　　　　　　　　　　　松井　保　会員

１．医療卸アステムの歴史

　1879年に初代大石忠次郎が久留米市にて「大石薬

舗」を創業、アステム発祥の地となります。また、

初代吉村益次が大分での創業に向け修行入店しまし

た。

　それから40年後、大分にて「吉村薬局」を初代吉

村益次が創業し順調でありましたが、1945年に大分

大空襲にて消失してしまいます。

　戦後すぐさま再建に着手し急速な成長の矢先に初

代益次が急逝すると、四男興一が二代目吉村益次を

襲名し、社長に就任しました。

　二代目益次は戦後の混乱期に流通秩序の確立を目

指し、脱価格競争に挑戦しました。

　1957年に吉村薬品㈱に改称し、1961年「国民皆保

険制度」誕生と同時に薬の需要も拡大しましたが、

薬業界は激流のような大きな変化を迎えました。混

乱の中、流通網の広域化必至と考え、九州を２つの

ブロックとし、大分県、宮崎県、鹿児島県、熊本県

の４社でダイヤ会を設立しました。

　1992年に激変する経済環境や医薬品構造変革を乗

り越える為に４社が合併し、㈱ダイコーを設立、２

年後の1994年、九州南北の統合が加速するとみて吉

村恭彰が社長に就任。

　1998年に九州北ブロックのキョーエイ薬品と南ブ

ロックのダイコーが合併し㈱アステムとなり現在に

至っております。

　次に本社にあります２つのシンボルについてご紹

介します。

　１つ目は吉村薬品創立50周年に新社屋建設に併せ

て建てられたシンボルマークです。社の末広がりを

希求しトップが社員を支え、事業の場を指すポイン

トマークを意味しています。

　２つ目は物故者を慰霊する桃蹊殿です。創業60周

年に建設されました。形はシンボルマークと対とな

るピラミッドであります。毎年お盆に物故者をお奉

りする慰霊祭を実施しております。

　　以上、会社紹介でした。

２． 趣味

　最初の自己紹介の際、これといった趣味もなく愛

犬との散歩が趣味と紹介させていただきました。愛

犬の散歩に付き合っているだけですので他にないか

考え、本当の趣味と言えるものを紹介します。

　それと出会ったのは2000年の夏、沖縄での勤務最

後の年でした。沖縄の思い出にと那覇マラソンに参

加。長距離を走ったこともなく練習するも５㎞が

やっとでした。完走を目標に参加するも20㎞でリタ

イアし、バスにてゴールしました。

　もうマラソンに参加する事はないと思っていまし

たが、翌年青島太平洋マラソンに参加する事になり

ました。今回は後輩がペースメーカーとして並走し

てくれる為、小さな期待を胸にスタートラインに立

ちました。後輩のお陰で２時間30分ハーフ給水地点

に到着。休憩後再スタートするも足は前に進みませ

んでした。後輩と別れ、一人での戦いの結果、５時

間56分で完走する事が出来ました。

　これを最後にフルマラソンは卒業し、その後は完

走を目標に10㎞の大会に参加しました。

　2013年を最後に大会には参加していませんが、走

ることは大好きですので、これからは「走ること」

を趣味とします。

　

　

●2720 JapanＯ.Ｋ.ＲＥＣ　早水琢也会員（１口）

　当クラブが主催する国際奉仕事業「ウクライナ平

和フォーラム」の告知に伺いました。

　９月24日14：00～16：00別府ビーコンプラザで

開催されます。よろしくお願い申し上げます。

●伊﨑数博会員（５口）

　８月23日の例会で無事「子ども食堂」様への生理

用品と食材支援の贈呈式を行うことが出来ました。

　多くの「子ども食堂」様からもお礼状が届いてい

ます。

　また、今回、吉野公共イメージ委員長からマスコ

ミの皆様に事前に取材の紹介をして頂いたおかげで、

当日はＯＢＳ、ＯＡＢのテレビ局や新聞社が取材に

訪れてくれ夕刻のニュースにも流れました。

　本当は杉原会長にインタビューして頂く予定でし

たが、会長から私に振られ、おかげで私の姿がテレ

ビに映る羽目になりました。

　しかし、そのニュースを見て、社会福祉協議会へ

私も寄付したいという方から申し込みがあったそう

で、さっそく次に繋がったと連絡がありました。

　今回の件で大分ロータリークラブの公共イメージ

も向上できたと思います。吉野委員長ありがとうご

ざいました。

　ということで、訪問活動はまだ出来ていませんが、

無事贈呈式まで実行できたということで５口ニコ

ボックスさせて頂きます。

●杉原正晴会員（３口）

　先日の家族野外例会、大変お疲れ様でした。皆様

のお蔭で大変楽しい会となりました。

　孫３人も連れていき、孫も大変喜んでいました。

　孫は無料ということなので申し訳なくニコボック

ス３口させて頂きます。

●山本舜治会員（２口）

　ＴＥＸＡＳ州オースチン市よりバンド演奏のオ

ファーがあり、先日プロモーションビデオを作り送

りました。

　先日25日に向こうのローカルＴＶで放映されたよ

うです。日本では無名のバンブーボーイズですが、

これから世界にはばたく第一歩を踏み出した記念に

ニコＢＯＸします。

　これからも世界のバンブーボーイズを応援して下

さい。２口ニコＢＯＸします。

●小野日出明会員（２口）

　28日の野外家族例会を都合により、ドタキャンし

てしまいましたので、個人でニコボックス２口しま

す。

●佐藤　洋会員（１口）

　先日北海道マラソンに参加してきました。タイム

は４時間15分35秒で４時間切りは叶いませんでした

が、初ガチマラソンにしては良いタイムだったと思

います。

　記念に１口ニコボックスさせて頂きます。４時間

切ったら多めにします。　

　

■９月17日　別府ＲＣ創立70周年記念式典

　式典　14：30～15：30　別府市中央公民館

　杉原会長、中野会員

■９月18日　大分ＲＣ第１回親睦ゴルフ

　湯布高原ゴルフクラブ

■10月28日　大分南ＲＣ創立45周年記念例会

　18：30～21：00　ホテル日航大分オアシスタワー

　山本幹事

　

　

９月20日　定款第７条第１節に基づく休会

９月27日　緒方正会員卓話

10月４日　新会員歓迎夜の例会　18：30点鐘

　　　　　　（トキハ会館５階ローズの間）

10月11日　定款第７条第１節に基づく休会

10月18日　浦川会員卓話

10月25日　甲斐会員卓話

11月１日　定款第７条第１節に基づく休会

11月８日　通常例会・ファンド奨学金贈呈

11月15日　通常例会

11月22日　定款第７条第１節に基づく休会

11月29日　通常例会

12月６日　年次総会（全員協議会）

　　　　　　・パスト会長による指名委員会

12月13日　クリスマス家族例会　18：30点鐘

　　　　　　（ホテル日航大分オアシスタワー３階

　　　　　　　紅梅の間）

12月20日　通常例会

12月27日　定款第７条第１節に基づく休会
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１．会員退会のお知らせ

　　株式会社九電工　大分支店　上席執行役員支店

長　佐藤陽一会員が９月１日付異動のため、８

月31日付で退会されました。

２．ＲＬＩ（ロータリー・リーダーシップ研究会）

パートＩの開催ご案内（回覧）

　　日　時　2022年10月８日～９日

　　場　所　くまもと県民交流館パレア

　　懇親会　2022年10月８日

　　場　所　熊本ホテルキャッスル11階

３．世界ポリオデー募金活動のご案内（回覧）

　　2720地区は10月24日の「世界ポリオデー」に向

けて2022年10月22日～23日に熊本市でポリ

オ根絶募金活動を開催します。

　　詳細は文書を回覧しますのでご覧ください。

４. 2022－23年度青少年交換　生徒募集・案内につ

いて（回覧）

　　申し込み締め切り　＜短期＞2022年９月30日

　　　　　　　　　　　＜長期＞2022年10月28日

５．2023～24年度　地区委員の推薦について

　　2720地区膳所ガバナーエレクトより次年度地区

委員の推薦依頼が届いております。地区委員へ

の推薦ご希望の方は幹事までお知らせください。

　

　

2022－23年度　第４回臨時理事会（ＦＡＸ）

　　　　　　　　　　　　　　　　2022年８月29日

杉原　馬場　川野　山本　永田　髙山　岩尾

橋本仁　麻生　三又　小野

＜議題＞

１．会員の退会について

　　　佐藤　陽一会員　８月31日付退会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒承認
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＜議題＞

１．10月４日　新会員歓迎夜の例会について

　　会場　トキハ会館５階　ローズの間

　　会費　参加費8,000円　欠席負担金なし

２．10月９日「リレー・フォー・ライフ・ジャパ

ン2022大分」への参加について

　　社会奉仕委員会の対外奉仕プロジェクトのため、

イベント参加をメイクアップ対象とする

　　※県の感染状況がステージ３の期間は例会欠席

者のメイクアップは不要

３．世界ポリオデーに向けた活動について

　　大分ＲＣ独自の活動は行わない。

　　例年通りポリオプラス基金への寄付をする。

４．日帰り家族旅行について

　　「西日本工業倶楽部でのランチ」コースを

４/23または５/14で検討する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒以上承認

　

　

野外家族例会ご参加のお礼と大分ＲＣ第１回親睦ゴ

ルフ大会のご案内

　９月18日　10：34　ＩＮ／ＯＵＴスタート
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2720 JapanＯ.Ｋ.ロータリーＥクラブ第５回国際交

流デイ「ウクライナ平和フォーラム」

　※ニコボックス欄をご覧ください

　

　

“会社紹介と趣味”

　　　　㈱フォレストホールディングス　秘書室長

　　　　　　　　　　　　　　　　松井　保　会員
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　1998年に九州北ブロックのキョーエイ薬品と南ブ

ロックのダイコーが合併し㈱アステムとなり現在に
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　最初の自己紹介の際、これといった趣味もなく愛
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ちました。後輩のお陰で２時間30分ハーフ給水地点

に到着。休憩後再スタートするも足は前に進みませ

んでした。後輩と別れ、一人での戦いの結果、５時

間56分で完走する事が出来ました。

　これを最後にフルマラソンは卒業し、その後は完

走を目標に10㎞の大会に参加しました。

　2013年を最後に大会には参加していませんが、走

ることは大好きですので、これからは「走ること」
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