


　

　

１．第１回会長・議長エレクト会議および懇親会　

中止のご案内

　　12月17日開催予定の膳所年度第１回会長エレ

クト・議長エレクト会議および懇親会は新型コ

ロナウイルス感染症の再拡大（第８波）の状況

を鑑み、中止となりました。

２．大分県産婦人科医会からおぎゃー献金運動協賛

の感謝状が届きました。

　

　

●㈱九電工　大分支店

　執行役員支店長　　船津　英嗣

　職　業　分　類　　電気工事

　所 属 委 員 会　　クラブ管理運営委員会　委員

　入　　会　　日　　令和４年11月15日

　推　薦　会　員　　髙山　龍五郎　　橋本　仁

＊入会のご挨拶をいただきました

　

　

〇ロータリー財団委員会　　　　　　中野副委員長

　ロータリー財団委員会からのお願いです。

　11月はロータリー財団月間です。ロータリー財団

の使命は、ロータリアンが、人々の健康状態を改善

し、質の高い教育を提供し、環境保全に取り組み、

貧困を無くすことを通じて、世界理解・親善・平和

を構築できるように支援することです。この活動は、

世界中のロータリアンの寄付を基に、多くの社会奉

仕活動に活用されています。私たちは、財団への寄

付を通じて、大きなインパクトをもたらすことが出

来ます。例えば今年はウクライナでの救援活動に協

力していますし、最も身近なところでは当ロータ

リークラブとして地区補助金を申請し、大分市・由

布市内のこども食堂さんへ生理用品と食材の支援を

総額86万円の規模で実施することが出来ました。

　この地区補助金は、過去３年間の各クラブ毎の平

均寄付額に応じて助成金額が決まるルールになって

いまして、皆さんからの寄付金が多ければより大き

なプロジェクトが実施可能となります。その他海外

での奉仕活動にも財団から補助金が支給されます。

すべての補助金を活用すれば自分たちの収めた寄付

金の75％が自分たちで計画したプロジェクトに使う

ことが出来ます。

　現在、皆様へ寄付のお願いを回覧していますので、

将来の大分ロータリーの活動のため、ぜひとも善意

の寄付をお願いいたします。

　なお、財団としては一人100ドルが目標ですが、

為替レートも高くなっていますので、昨年までに比

べ実質円ベースではご負担が多くなっています。

100ドルにこだわらずご協力できる範囲でぜひ皆様

のご支援をお願いします。

　合わせまして、寄付のお願いばかりで申し訳あり

ませんが、ポリオプラス活動へのご協力もお願いし

ます。今年、ポリオが根絶されていたアメリカ・

ニューヨーク州で感染者が発生し非常事態宣言が出

されました。人間の病気を根絶することが簡単では

ないこと、特に最終段階においてはそうであること

が改めて示されました。世界の子供たちをポリオか

ら守るために引き続き協力をお願いします。

　こちらの財団目標は一人当たり30ドルです。宜し

くお願いします。

〇青少年奉仕委員会　　　　　　　　　佐藤委員長

　11月５日13時～18時に国際ロータリー第2720地

区　ローターアクト2022－2023年度　第38回　地区

年次大会に出席してきました。参加人数は、ロー

ターアクトクラブ56名、ロータリークラブ39名でし

た。他地区のローターアクトクラブより24名の参加

がありました。大分ローターアクトクラブからは、

植田会長、間﨑幹事、ＮＴＴ大分支店から４名の新

規会員が参加していました。来賓として、佐藤樹一

郎大分市長、堀川ガバナー等もいらっしゃっていま

した。

　内容は、メインプログラム「アクトーーク！あな

たの真実は！？」として、６名程度のグループに分

かれ、情報のアップデートや情報化社会を生きてい

く上で大切にしていること、をディスカッションし、

グループごとに発表する形式でした。大分ローター

アクトクラブのメンバーは、発表者として場を盛り

上げるような発言をしたり、グループでリーダー

シップをとったりしており、とても感心しました。

　記念講演は、株式会社コミュニケーションオフィ

スtaz　代表取締役社長石本田鶴子氏の「コミュ力

で人生をデザインしよう！」で、コミュニケーショ

ン力は、人生の質を左右するや、ビジネスでの成功

は90％コミュニケーション能力である、といった内

容で、タイプ別のコミュニケーションのやり方、コ

ミュニケーションスキルを学びました。

　ローターアクトクラブのメンバーは全体的に、

ディスカッション力や発表能力のレベルが高いと思

いました。私も勉強になりました。

　

　

“大学院での学びから～人口減少時代の地域づくり

　と主体性の研究について”

　　　　　　　大分大学大学院経済学研究科　博士

　　　　　　　　　　　　　　　　松井　督治　氏

　本日は、私の大学院での学びの経験から「学び直

し（リカレント教育・リスキリング)」、「人口減少

時代の地域づくり」、「住民の主体性を引き出すた

めの条件」についてお話しさせていただきます。学

び直しのきっかけは、ＯＢＳ報道局長時代の2013年

に「地方消滅」という論文を読んで人口減少時代の

地域づくりに関心を持ち、2017年、56歳の時に大分

大学大学院経済学研究科地域経営政策専攻地域政策

コースに入学しました。仕事を終えてからの週３回、

90分の講義や演習を２コマずつ取りました。報道の

仕事で、社会、経済問題の現象面は知っていても、

なぜ起こるのかの理論面はあまり分かっていなかっ

たので、それを学ぶことは「なるほど」がたくさん

ありました。また、幅広い年齢や職種の院生と様々

な議論をすることで、多くの情報を得ることができ

ました。同じ会社に長くいると、同僚も、話す内容

も考えることも同じです。多様化する価値観に合わ

せて、新しいサービスや商品を生み出さなければな

らない時代に、同じ会社で同じように育ち、同じ知

識と経験しか持たないままでは対応できません。

キャリアアップや生産性の向上、新たな発想を生み

出す知識やスキルを身につけるためにも、学び直し

は必要だと実感しました。

　この５年間で、修士論文として「地方創生の成果

と課題～大分県市町村アンケート調査から」、博士

論文として「ＮＰＯによる新しい地域づくり活動の

条件とメディアの役割について～大分市中心部での

地域活性化イベントを事例として」を執筆しました。

地方創生は旧来型の交付金政策のため、地方の主体

である住民の活動を活発化できず、国から押しつけ

られる地域づくりには限界があることを示しました。

人口減少時代は、地域住民の主体性をいかに引き出

せるかが、これからの地域づくりの成否を左右する

ことから、住民が主体性を持って取り組める地域づ

くり活動の条件として「可視性」、「参画性」「利

他性」が必要であることを示しました。

　これは、地域づくりだけでなく、企業の社員が主

体性を持つ条件にも当てはまると思います。最初の

段階では、社員に関心を持ってもらうために、経営

方針や目標などの「可視性」が不可欠です。次に、

社員が「参画」できる仕組みが必要です。トップダ

ウン型ではなく、ボトムアップ型で社内の知恵を集

めることで、新たな発想が生まれます。そして、会

社や自らの仕事が多くの受益者を生んでいるという

「利他性」を確認することで、仕事への思いが強く

なり、主体性が増し、事業の継続や発展につながる

と思われます。

　地域づくり同様、企業の活性化に大切なことは、

社員一人ひとりが、モチベーションをもって主体的

に取り組んでいける状況をいかにつくれるかという

ことだと思います。経営者がすべてを決めるという

仕組みでは社員のモチベーションを低くします。社

員の発想や思考、知恵を活かす会社に変革すれば、

多くの社員のやる気を高め、その多様な力を会社の

活力に繋げて行けると思います。右肩上がりで成長

を続けていた時代は、経営主導でやって行けました。

しかし、本格的な人口減少の時代においては、限ら

れた市場で、より企業価値を高めていかなければな

りません。社会やニーズの変化に柔軟に対応しなが

ら、多様な発想と思考で主体性を持って課題を解決

していく人材の育成が必要だと思います。

　

　

●麻生　益直会員（５口）

　令和４年秋の褒章で、図らずも藍綬褒章を拝受す

る事となりました。

　これまで22年間酒造組合関係の理事として業界の

発展に尽くして来たことの褒章と思います。

　これからもこの栄誉に恥じないよう一層精進して

まいります。

　感謝と報告を合わせて５口ニコボックスいたします。

●髙山　龍五郎会員（２口）

　大分ＲＣのゴルフコンペでまさにハンディに恵ま

れて準優勝させていただきました。23日は是非優勝

しましょう。

●三笘　博幸会員（２口）

　11/12の大分ＲＣゴルフコンペに参加しました。

当日は、ハンデにも恵まれ、何と優勝することがで

きました

　一緒に回っていただいた、大分中央の緒方さん、

ＡＬＳＯＫの西野さん、コンペ開催いただいた幹事

の皆様、ありがとうございました。

　本当に楽しいラウンドでした。

　

　

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　ゲスト卓話　工藤彩郁氏

　　　　　　（2022 Miss Japan 大分代表）

12月27日　定款第７条第１節に基づく休会

2023年

１月６日　大分市内９ＲＣ新春合同例会

　　　　　　※１月３日繰り下げ例会

１月10日　定款第７条第１節に基づく休会

１月17日　ファンド奨学生卓話

１月24日　下期クラブ協議会（全員協議会）

　　　　　　※委員長より上期報告と下期取り組み

　　　　　　　発表

１月31日　通常例会

２月７日　定款第７条第１節に基づく休会

２月14日　ガバナー公式訪問

　　　　　　※大分1985ＲＣと合同（トキハ会館）

２月21日　定款第７条第１節に基づく休会

２月28日　通常例会
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地方創生は旧来型の交付金政策のため、地方の主体

である住民の活動を活発化できず、国から押しつけ

られる地域づくりには限界があることを示しました。

人口減少時代は、地域住民の主体性をいかに引き出

せるかが、これからの地域づくりの成否を左右する

ことから、住民が主体性を持って取り組める地域づ

くり活動の条件として「可視性」、「参画性」「利

他性」が必要であることを示しました。

　これは、地域づくりだけでなく、企業の社員が主

体性を持つ条件にも当てはまると思います。最初の

段階では、社員に関心を持ってもらうために、経営

方針や目標などの「可視性」が不可欠です。次に、

社員が「参画」できる仕組みが必要です。トップダ

ウン型ではなく、ボトムアップ型で社内の知恵を集

めることで、新たな発想が生まれます。そして、会

社や自らの仕事が多くの受益者を生んでいるという

「利他性」を確認することで、仕事への思いが強く

なり、主体性が増し、事業の継続や発展につながる

と思われます。

　地域づくり同様、企業の活性化に大切なことは、

社員一人ひとりが、モチベーションをもって主体的

に取り組んでいける状況をいかにつくれるかという

ことだと思います。経営者がすべてを決めるという

仕組みでは社員のモチベーションを低くします。社

員の発想や思考、知恵を活かす会社に変革すれば、

多くの社員のやる気を高め、その多様な力を会社の

活力に繋げて行けると思います。右肩上がりで成長

を続けていた時代は、経営主導でやって行けました。

しかし、本格的な人口減少の時代においては、限ら

れた市場で、より企業価値を高めていかなければな

りません。社会やニーズの変化に柔軟に対応しなが

ら、多様な発想と思考で主体性を持って課題を解決

していく人材の育成が必要だと思います。

　

　

●麻生　益直会員（５口）

　令和４年秋の褒章で、図らずも藍綬褒章を拝受す

る事となりました。

　これまで22年間酒造組合関係の理事として業界の

発展に尽くして来たことの褒章と思います。

　これからもこの栄誉に恥じないよう一層精進して

まいります。

　感謝と報告を合わせて５口ニコボックスいたします。

●髙山　龍五郎会員（２口）

　大分ＲＣのゴルフコンペでまさにハンディに恵ま

れて準優勝させていただきました。23日は是非優勝

しましょう。

●三笘　博幸会員（２口）

　11/12の大分ＲＣゴルフコンペに参加しました。

当日は、ハンデにも恵まれ、何と優勝することがで

きました

　一緒に回っていただいた、大分中央の緒方さん、

ＡＬＳＯＫの西野さん、コンペ開催いただいた幹事

の皆様、ありがとうございました。

　本当に楽しいラウンドでした。
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１．第１回会長・議長エレクト会議および懇親会　

中止のご案内
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２．大分県産婦人科医会からおぎゃー献金運動協賛

の感謝状が届きました。

　

　

●㈱九電工　大分支店

　執行役員支店長　　船津　英嗣

　職　業　分　類　　電気工事

　所 属 委 員 会　　クラブ管理運営委員会　委員

　入　　会　　日　　令和４年11月15日

　推　薦　会　員　　髙山　龍五郎　　橋本　仁

＊入会のご挨拶をいただきました

　

　

〇ロータリー財団委員会　　　　　　中野副委員長
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世界中のロータリアンの寄付を基に、多くの社会奉

仕活動に活用されています。私たちは、財団への寄

付を通じて、大きなインパクトをもたらすことが出

来ます。例えば今年はウクライナでの救援活動に協

力していますし、最も身近なところでは当ロータ

リークラブとして地区補助金を申請し、大分市・由

布市内のこども食堂さんへ生理用品と食材の支援を

総額86万円の規模で実施することが出来ました。

　この地区補助金は、過去３年間の各クラブ毎の平

均寄付額に応じて助成金額が決まるルールになって

いまして、皆さんからの寄付金が多ければより大き

なプロジェクトが実施可能となります。その他海外

での奉仕活動にも財団から補助金が支給されます。

すべての補助金を活用すれば自分たちの収めた寄付

金の75％が自分たちで計画したプロジェクトに使う

ことが出来ます。

　現在、皆様へ寄付のお願いを回覧していますので、

将来の大分ロータリーの活動のため、ぜひとも善意

の寄付をお願いいたします。

　なお、財団としては一人100ドルが目標ですが、

為替レートも高くなっていますので、昨年までに比

べ実質円ベースではご負担が多くなっています。

100ドルにこだわらずご協力できる範囲でぜひ皆様

のご支援をお願いします。

　合わせまして、寄付のお願いばかりで申し訳あり

ませんが、ポリオプラス活動へのご協力もお願いし

ます。今年、ポリオが根絶されていたアメリカ・

ニューヨーク州で感染者が発生し非常事態宣言が出

されました。人間の病気を根絶することが簡単では

ないこと、特に最終段階においてはそうであること

が改めて示されました。世界の子供たちをポリオか

ら守るために引き続き協力をお願いします。

　こちらの財団目標は一人当たり30ドルです。宜し

くお願いします。

〇青少年奉仕委員会　　　　　　　　　佐藤委員長

　11月５日13時～18時に国際ロータリー第2720地

区　ローターアクト2022－2023年度　第38回　地区

年次大会に出席してきました。参加人数は、ロー

ターアクトクラブ56名、ロータリークラブ39名でし

た。他地区のローターアクトクラブより24名の参加

がありました。大分ローターアクトクラブからは、

植田会長、間﨑幹事、ＮＴＴ大分支店から４名の新

規会員が参加していました。来賓として、佐藤樹一

郎大分市長、堀川ガバナー等もいらっしゃっていま

した。

　内容は、メインプログラム「アクトーーク！あな

たの真実は！？」として、６名程度のグループに分

かれ、情報のアップデートや情報化社会を生きてい

く上で大切にしていること、をディスカッションし、

グループごとに発表する形式でした。大分ローター

アクトクラブのメンバーは、発表者として場を盛り

上げるような発言をしたり、グループでリーダー

シップをとったりしており、とても感心しました。

　記念講演は、株式会社コミュニケーションオフィ

スtaz　代表取締役社長石本田鶴子氏の「コミュ力

で人生をデザインしよう！」で、コミュニケーショ

ン力は、人生の質を左右するや、ビジネスでの成功

は90％コミュニケーション能力である、といった内

容で、タイプ別のコミュニケーションのやり方、コ

ミュニケーションスキルを学びました。

　ローターアクトクラブのメンバーは全体的に、

ディスカッション力や発表能力のレベルが高いと思

いました。私も勉強になりました。

　

　

“大学院での学びから～人口減少時代の地域づくり

　と主体性の研究について”

　　　　　　　大分大学大学院経済学研究科　博士

　　　　　　　　　　　　　　　　松井　督治　氏

　本日は、私の大学院での学びの経験から「学び直

し（リカレント教育・リスキリング)」、「人口減少

時代の地域づくり」、「住民の主体性を引き出すた

めの条件」についてお話しさせていただきます。学

び直しのきっかけは、ＯＢＳ報道局長時代の2013年

に「地方消滅」という論文を読んで人口減少時代の

地域づくりに関心を持ち、2017年、56歳の時に大分

大学大学院経済学研究科地域経営政策専攻地域政策

コースに入学しました。仕事を終えてからの週３回、

90分の講義や演習を２コマずつ取りました。報道の

仕事で、社会、経済問題の現象面は知っていても、

なぜ起こるのかの理論面はあまり分かっていなかっ

たので、それを学ぶことは「なるほど」がたくさん

ありました。また、幅広い年齢や職種の院生と様々

な議論をすることで、多くの情報を得ることができ

ました。同じ会社に長くいると、同僚も、話す内容

も考えることも同じです。多様化する価値観に合わ

せて、新しいサービスや商品を生み出さなければな

らない時代に、同じ会社で同じように育ち、同じ知

識と経験しか持たないままでは対応できません。

キャリアアップや生産性の向上、新たな発想を生み

出す知識やスキルを身につけるためにも、学び直し

は必要だと実感しました。

　この５年間で、修士論文として「地方創生の成果

と課題～大分県市町村アンケート調査から」、博士

論文として「ＮＰＯによる新しい地域づくり活動の

条件とメディアの役割について～大分市中心部での

地域活性化イベントを事例として」を執筆しました。

地方創生は旧来型の交付金政策のため、地方の主体

である住民の活動を活発化できず、国から押しつけ

られる地域づくりには限界があることを示しました。

人口減少時代は、地域住民の主体性をいかに引き出

せるかが、これからの地域づくりの成否を左右する

ことから、住民が主体性を持って取り組める地域づ

くり活動の条件として「可視性」、「参画性」「利

他性」が必要であることを示しました。

　これは、地域づくりだけでなく、企業の社員が主

体性を持つ条件にも当てはまると思います。最初の

段階では、社員に関心を持ってもらうために、経営

方針や目標などの「可視性」が不可欠です。次に、

社員が「参画」できる仕組みが必要です。トップダ

ウン型ではなく、ボトムアップ型で社内の知恵を集

めることで、新たな発想が生まれます。そして、会

社や自らの仕事が多くの受益者を生んでいるという

「利他性」を確認することで、仕事への思いが強く

なり、主体性が増し、事業の継続や発展につながる

と思われます。

　地域づくり同様、企業の活性化に大切なことは、

社員一人ひとりが、モチベーションをもって主体的

に取り組んでいける状況をいかにつくれるかという

ことだと思います。経営者がすべてを決めるという

仕組みでは社員のモチベーションを低くします。社

員の発想や思考、知恵を活かす会社に変革すれば、

多くの社員のやる気を高め、その多様な力を会社の

活力に繋げて行けると思います。右肩上がりで成長

を続けていた時代は、経営主導でやって行けました。

しかし、本格的な人口減少の時代においては、限ら

れた市場で、より企業価値を高めていかなければな

りません。社会やニーズの変化に柔軟に対応しなが

ら、多様な発想と思考で主体性を持って課題を解決

していく人材の育成が必要だと思います。

　

　

●麻生　益直会員（５口）

　令和４年秋の褒章で、図らずも藍綬褒章を拝受す

る事となりました。

　これまで22年間酒造組合関係の理事として業界の

発展に尽くして来たことの褒章と思います。

　これからもこの栄誉に恥じないよう一層精進して

まいります。

　感謝と報告を合わせて５口ニコボックスいたします。

●髙山　龍五郎会員（２口）

　大分ＲＣのゴルフコンペでまさにハンディに恵ま

れて準優勝させていただきました。23日は是非優勝

しましょう。

●三笘　博幸会員（２口）

　11/12の大分ＲＣゴルフコンペに参加しました。

当日は、ハンデにも恵まれ、何と優勝することがで

きました

　一緒に回っていただいた、大分中央の緒方さん、

ＡＬＳＯＫの西野さん、コンペ開催いただいた幹事

の皆様、ありがとうございました。

　本当に楽しいラウンドでした。

　

　

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　ゲスト卓話　工藤彩郁氏

　　　　　　（2022 Miss Japan 大分代表）

12月27日　定款第７条第１節に基づく休会

2023年

１月６日　大分市内９ＲＣ新春合同例会

　　　　　　※１月３日繰り下げ例会

１月10日　定款第７条第１節に基づく休会

１月17日　ファンド奨学生卓話

１月24日　下期クラブ協議会（全員協議会）

　　　　　　※委員長より上期報告と下期取り組み

　　　　　　　発表

１月31日　通常例会

２月７日　定款第７条第１節に基づく休会

２月14日　ガバナー公式訪問

　　　　　　※大分1985ＲＣと合同（トキハ会館）

２月21日　定款第７条第１節に基づく休会

２月28日　通常例会

例　会　予　定

ニコボックス 森若Ｓ.Ａ.Ａ.幹　事　報　告 山本幹事

新会員入会式

委 員 会 報 告

卓　　　　　話

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。

週報編集担当者

クラブ名 開催日 会　　　場

大 分 東

ホテル日航大分オアシスタワー

11/30(水)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）

ト キ ハ 会 館

大分城西

12/8(木)

大 分 東 ト キ ハ 会 館12/22(木)

大 分 南 ト キ ハ 会 館12/16(金)

大分1985 ト キ ハ 会 館12/19(月)

12/21(水)

土　屋　勝　俊12月６日号

尾　野　文　俊12月13日号

中　村　直　樹12月20日号

吉　野　敏　成１月６日号

例　会　変　更


