


大分中央ＲＣ　幹事　中村　哲弥

①ＩＭ開催概要のお知らせ

　今期開催

　　候補日　５月13日・20日・27日（全て土曜日）

　　　　　　予定にて審議中です。

　開催日が固まり次第、会場ＩＭ実行委員会が会場

選定に入ります。

　内容は、ウクライナ大使を卓話にお招きして、市

内６インターアクトクラブメンバーとの（平和に

ついて）の討論会を実施いたします。インターア

クトがまとめた意見や考え方を提言書にまとめ英

訳し大使へ手渡しの予定です。多くの皆様のご参

加をお願いしたいと思います。

②地区大会の開催について

　すでにご案内していると思いますが、改めて地区

大会のご案内をさせていただきます。

　　2022－23年度　地区大会

　　　大会テーマ「人吉発 ⇒ 世界平和」

　　日時　2023年４月14日～16日

　　場所　14日　ＲＩ会長代理歓迎晩餐会

　　　　　　　　　ホテル日航熊本

　　　　　15日　本　会　議

　　　　　　　　　人吉スポーツパレス

　　　　　　　　希望交流会

　　　　　　　　　人吉温泉清流山水花あゆの里

　　　　　　　　　ホテルサン人吉

　　　　　16日　ゴルフコンペ

　　　　　　　　　球磨カントリー倶楽部

　　　　　　　　エクスカーション

　　　　　　　　　人吉近郊

　多くのロータリアンにご登録、ご出席をいただき

ますようお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　大分1985ＲＣ　吉良　昌一

　新年明けましておめでとうございます。

　まずもって、ロータリークラブに在籍させていた

だき、素晴らしい方々との出会いに感謝しています。

本当にありがとうございます。

　この度2023年～2024年　膳所ガバナーエレクトの

もと、第４グループのガバナー補佐を務めさせてい

ただく大分1985ロータリークラブの吉良昌一と申し

ます。ロータリー歴は、11年。職業分類は、「映像

カメラマン」です。まだ現役でカメラをふらして頂

いております。

　ガバナー補佐として、日田ロータリークラブの膳

所和彦ガバナーエレクトの考えている方針の推進と、

大分第４グループの各クラブ会長との橋渡しとして

努めてまいります。

　またロータリーの原点を常に見つめ、各クラブが

行うロータリー精神を広める諸活動にいくらかでも

役立つよう努力もいたします。そのために大分第４

グループの皆さん、並びにガバナー補佐経験者の

方々に教えていただき学んでいこうと考えています。

　今年度は、コロナの為皆さんとお会いすることが

少なかったのが残念でしたが、次年度は、なるべく

多く皆様とお会いできることを楽しみにしています。

今後ともご指導ご鞭撻の程よろしくお願いいたしま

す。

　

　　　　　　　　　　　　大分1985ＲＣ　坂本　肇

　新年あけましておめでとうございます。

　この度、来年度、大分第４グループの当番クラブ

を仰せつかりました大分1985ロータリークラブ、次

年度会長の坂本肇と申します。ロータリー歴は10年

６ヶ月、職業分類は建築設計です。

　ご承知の通り、依然新型コロナウィルスが続いて

おり「第８波」の渦中ではありますが、今回は国か

らの行動制限もなく国民ひとりひとりの自主的な対

応に任されています。

　皆様の所属クラブの運営におかれましてもより柔

軟な例会運営が求められていると思います。

　そんな中、本年度の当番クラブであります大分中

央ロータリークラブの青栁会長をはじめ、会員の皆

様におかれましては、当番クラブの行事を企画・運

営することに大変なご苦労をお掛けしたこととご察

し申し上げ、また感謝申し上げます。

　あと残り半期につきましても、宜しくお願い申し

上げます。

　さて、ご紹介頂きました来年度の当番クラブを担

当させて頂くにあたり、皆様に何かとご迷惑をお掛

けすることもあると思いますが精いっぱい努力させ

て頂く所存でございます。

　何卒、皆様のご協力、ご指導、ご鞭撻の程、宜し

くお願い申し上げます。

　最後になりましたが、新しい年が、皆様にとって

より良き年となることを祈念し、そして、皆さまの

ご健康を祈願して新年の挨拶とさせて頂きます。　

　

“子どもの笑顔のために”

　　　　大分市すこやか部　部長　藤田　恵子　氏

１．本市の子ども・子育て支援の推進体制

２．子どもの貧困対策の充実

３．待機児童ゼロへの取組

４．児童虐待対策

５．新しい子育て支援の取組

　※講演資料をご覧になりたい方は事務局へご連絡

　　ください

　

　

　　　大分中央ＲＣ　親睦活動委員長　小串　康博

　恒例によりまして、年男・年女の方々をご紹介い

たします。

　今年も益々のご活躍を祈念いたしまして各１口ず

つお願いいたします。

　馬場ヒロ子会員、中野通孝会員、佐藤洋会員、

　日下重厚会員

　

　

■2023年２月11日　補助金管理セミナー

　13：00～16：00 パトリア日田 小ホールせせらぎ

　緒方正会員、森若会員

■２月18日　地区チーム研修セミナー

　セミナー　13：00～17：30

　懇 親 会　18：30～20：30

　マリエールオークパイン日田

　2023－2024年度地区委員

■４月14日～16　地区大会

　14日　ＲＩ会長代理歓迎晩餐会　ホテル日航熊本

　15日　本　会　議　人吉スポーツパレス

　　　　希望交流会  人吉温泉清流山水花あゆの里

　　　　　　　　　　ホテルサン人吉

　16日　ゴルフコンペ　　　球磨カントリー倶楽部

　　　　エクスカーション　人吉近郊

　

　

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　ゲスト卓話　林　浩昭　氏

　　　　　　(国東半島宇佐地域世界農業遺産推進協議会長)

 　　　　　「“乾しいたけ生産活動”での持続可能

　　　　　　　 性と倫理的消費」

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）

　　　　　　11：10～12：10　会長幹事面談会

　　　　　　　　　　　　　　６階ダリアの間

　　　　　　12：30～13：30　公式訪問例会

　　　　　　　　　　　　　　５階カトレアの間

２月21日　定款第７条第１節に基づく休会

２月28日　ゲスト卓話　小野　一馬　氏

　　　　　　（NPO法人Beautiful World）
３月７日　通常例会

３月14日　通常例会

３月21日　定款第７条第１節に基づく休会

３月28日　定款第７条第１節に基づく休会

お　知　ら　せ

例　会　予　定

ニコボックス幹　事　報　告 次年度ガバナー補佐・会長・幹事　紹介

次年度ガバナー補佐挨拶

９ＲＣ次年度会長代表挨拶

新春記念講演

クラブ名 開催日 会　　　場

大分1985

大分1985 ト キ ハ 会 館

大 分 東 ト キ ハ 会 館1/26(木)

大分臨海
1/30(月)

例　会　変　更

大分臨海 ホテル日航大分オアシスタワー

ホテル日航大分オアシスタワー

1/23(月)
ト キ ハ 会 館

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 1/25(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 1/18(水)

週報編集担当者

土　屋　勝　俊２月28日号

尾　野　文　俊１月24日号

中　村　直　樹１月31日号

吉　野　敏　成２月14日号
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大分中央ＲＣ　幹事　中村　哲弥

①ＩＭ開催概要のお知らせ

　今期開催

　　候補日　５月13日・20日・27日（全て土曜日）

　　　　　　予定にて審議中です。

　開催日が固まり次第、会場ＩＭ実行委員会が会場

選定に入ります。

　内容は、ウクライナ大使を卓話にお招きして、市

内６インターアクトクラブメンバーとの（平和に

ついて）の討論会を実施いたします。インターア

クトがまとめた意見や考え方を提言書にまとめ英

訳し大使へ手渡しの予定です。多くの皆様のご参

加をお願いしたいと思います。

②地区大会の開催について

　すでにご案内していると思いますが、改めて地区

大会のご案内をさせていただきます。

　　2022－23年度　地区大会

　　　大会テーマ「人吉発 ⇒ 世界平和」

　　日時　2023年４月14日～16日

　　場所　14日　ＲＩ会長代理歓迎晩餐会

　　　　　　　　　ホテル日航熊本

　　　　　15日　本　会　議

　　　　　　　　　人吉スポーツパレス

　　　　　　　　希望交流会

　　　　　　　　　人吉温泉清流山水花あゆの里

　　　　　　　　　ホテルサン人吉

　　　　　16日　ゴルフコンペ

　　　　　　　　　球磨カントリー倶楽部

　　　　　　　　エクスカーション

　　　　　　　　　人吉近郊

　多くのロータリアンにご登録、ご出席をいただき

ますようお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　大分1985ＲＣ　吉良　昌一

　新年明けましておめでとうございます。

　まずもって、ロータリークラブに在籍させていた

だき、素晴らしい方々との出会いに感謝しています。

本当にありがとうございます。

　この度2023年～2024年　膳所ガバナーエレクトの

もと、第４グループのガバナー補佐を務めさせてい

ただく大分1985ロータリークラブの吉良昌一と申し

ます。ロータリー歴は、11年。職業分類は、「映像

カメラマン」です。まだ現役でカメラをふらして頂

いております。

　ガバナー補佐として、日田ロータリークラブの膳

所和彦ガバナーエレクトの考えている方針の推進と、

大分第４グループの各クラブ会長との橋渡しとして

努めてまいります。

　またロータリーの原点を常に見つめ、各クラブが

行うロータリー精神を広める諸活動にいくらかでも

役立つよう努力もいたします。そのために大分第４

グループの皆さん、並びにガバナー補佐経験者の

方々に教えていただき学んでいこうと考えています。

　今年度は、コロナの為皆さんとお会いすることが

少なかったのが残念でしたが、次年度は、なるべく

多く皆様とお会いできることを楽しみにしています。

今後ともご指導ご鞭撻の程よろしくお願いいたしま

す。

　

　　　　　　　　　　　　大分1985ＲＣ　坂本　肇

　新年あけましておめでとうございます。

　この度、来年度、大分第４グループの当番クラブ

を仰せつかりました大分1985ロータリークラブ、次

年度会長の坂本肇と申します。ロータリー歴は10年

６ヶ月、職業分類は建築設計です。

　ご承知の通り、依然新型コロナウィルスが続いて

おり「第８波」の渦中ではありますが、今回は国か

らの行動制限もなく国民ひとりひとりの自主的な対

応に任されています。

　皆様の所属クラブの運営におかれましてもより柔

軟な例会運営が求められていると思います。

　そんな中、本年度の当番クラブであります大分中

央ロータリークラブの青栁会長をはじめ、会員の皆

様におかれましては、当番クラブの行事を企画・運

営することに大変なご苦労をお掛けしたこととご察

し申し上げ、また感謝申し上げます。

　あと残り半期につきましても、宜しくお願い申し

上げます。

　さて、ご紹介頂きました来年度の当番クラブを担

当させて頂くにあたり、皆様に何かとご迷惑をお掛

けすることもあると思いますが精いっぱい努力させ

て頂く所存でございます。

　何卒、皆様のご協力、ご指導、ご鞭撻の程、宜し

くお願い申し上げます。

　最後になりましたが、新しい年が、皆様にとって

より良き年となることを祈念し、そして、皆さまの

ご健康を祈願して新年の挨拶とさせて頂きます。　

　

“子どもの笑顔のために”

　　　　大分市すこやか部　部長　藤田　恵子　氏

１．本市の子ども・子育て支援の推進体制

２．子どもの貧困対策の充実

３．待機児童ゼロへの取組

４．児童虐待対策

５．新しい子育て支援の取組

　※講演資料をご覧になりたい方は事務局へご連絡

　　ください

　

　

　　　大分中央ＲＣ　親睦活動委員長　小串　康博

　恒例によりまして、年男・年女の方々をご紹介い

たします。

　今年も益々のご活躍を祈念いたしまして各１口ず

つお願いいたします。

　馬場ヒロ子会員、中野通孝会員、佐藤洋会員、

　日下重厚会員

　

　

■2023年２月11日　補助金管理セミナー

　13：00～16：00 パトリア日田 小ホールせせらぎ

　緒方正会員、森若会員

■２月18日　地区チーム研修セミナー

　セミナー　13：00～17：30

　懇 親 会　18：30～20：30

　マリエールオークパイン日田

　2023－2024年度地区委員

■４月14日～16　地区大会

　14日　ＲＩ会長代理歓迎晩餐会　ホテル日航熊本

　15日　本　会　議　人吉スポーツパレス

　　　　希望交流会  人吉温泉清流山水花あゆの里

　　　　　　　　　　ホテルサン人吉

　16日　ゴルフコンペ　　　球磨カントリー倶楽部

　　　　エクスカーション　人吉近郊

　

　

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　ゲスト卓話　林　浩昭　氏

　　　　　　(国東半島宇佐地域世界農業遺産推進協議会長)

 　　　　　「“乾しいたけ生産活動”での持続可能

　　　　　　　 性と倫理的消費」

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）

　　　　　　11：10～12：10　会長幹事面談会

　　　　　　　　　　　　　　６階ダリアの間

　　　　　　12：30～13：30　公式訪問例会

　　　　　　　　　　　　　　５階カトレアの間

２月21日　定款第７条第１節に基づく休会

２月28日　ゲスト卓話　小野　一馬　氏

　　　　　　（NPO法人Beautiful World）
３月７日　通常例会

３月14日　通常例会

３月21日　定款第７条第１節に基づく休会

３月28日　定款第７条第１節に基づく休会

お　知　ら　せ

例　会　予　定

ニコボックス幹　事　報　告 次年度ガバナー補佐・会長・幹事　紹介

次年度ガバナー補佐挨拶

９ＲＣ次年度会長代表挨拶

新春記念講演

クラブ名 開催日 会　　　場

大分1985

大分1985 ト キ ハ 会 館

大 分 東 ト キ ハ 会 館1/26(木)

大分臨海
1/30(月)

例　会　変　更

大分臨海 ホテル日航大分オアシスタワー

ホテル日航大分オアシスタワー

1/23(月)
ト キ ハ 会 館

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 1/25(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 1/18(水)

週報編集担当者

土　屋　勝　俊２月28日号

尾　野　文　俊１月24日号

中　村　直　樹１月31日号

吉　野　敏　成２月14日号
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