


●飯田　恭久会員（２口）
　２月23日～25日の２泊３日で弊社の飛行機にて大分石
垣島チャーターツアーを実施します。商品造成はＪＴＢ
さん、阪急交通社さんが行ってくれて、先週金曜日から
販売を開始しています。沖縄への定期路線が無い中で、
この企画が盛り上がる事を期待しています。当会員の皆
様にもお知らせします。
●麻生　益直会員（１口）
　今週末の28・29日は第11回極寒蔵開きを開催いたします。
　この蔵開きでしか手に入らない純米新酒生原酒の販売
をはじめ、きき酒会や甘酒のふるまいなどを行います。
　天気予報は晴れ！最低気温の予想はマイナス８度　最
高の熱燗コンディションです。
　29日の日曜日はＪＲ九州さんのご協力で最寄りの無人
駅の恵良駅に特急由布号が停まります。
　皆さんでぜひともお越しください。
　
　
■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
　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
　森若会員、緒方正会員、尾野会員
■２月25日　ＲＬＩパートⅡ
　10：00～17：30　ホルトホール大分302会議室
■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
　
　
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　ゲスト卓話　遠藤　克己　氏
　　　　　　（日本政府観光局　理事）
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
４月４日　通常例会
４月11日　新会員歓迎夜の例会　18：30点鐘
４月18日　通常例会
４月25日　定款第７条第１節に基づく休会
５月２日　定款第７条第１節に基づく休会
５月９日　新・旧クラブ協議会
５月16日　福井ＲＣ来訪例会
５月23日　定款第７条第１節に基づく休会
５月30日　新年度クラブ協議会

　

　
１. メーキャップについて

　　１月17日の理事会にて、コロナの感染者数が多い

状況が続いているため、当面の間例会欠席時のメー

キャップを免除することに決定しました。

　　なお、状況が変われば対応を理事会で検討し、皆様

にお知らせします。
２．福井ロータリークラブ来訪について

　　友好クラブの福井ロータリークラブが５月16日に

来訪され、交流例会を開催する予定です。親睦ゴル

フも計画していますので、時期が近づきましたら管

理運営委員会よりご案内します。
３．ＲＬＩ（ロータリー・リーダーシップ研究会）パー

トⅡ開催ご案内

　　日時：2023年２月25日　10：00～17：30

　　場所：ホルトホール大分　302会議室

　　対象：会長、幹事、会長エレクト、次年度幹事予定

者、次年度クラブ研修リーダー、地区委員お

よび希望者

　　定員は先着72名、参加希望者は幹事まで。
４. 2023～2024年度米山記念奨学生　世話クラブ募集の

ご案内

　

　

2022－23年度第11回臨時理事会　　　2023年１月24日

杉原　馬場　山本　永田　岩尾　三又　小野
＜議題＞

１．大分東ＲＣ　創立60周年のご祝儀について

　　３月９日に開催される大分東ＲＣ創立60周年へ会

長、幹事が参加し登録費とは別にご祝儀３万円をお

渡しする。
２．会員の退会について

　　◇緒方保宜会員　１月31日付退会

　　　（福岡市・ＪＴＢ九州仕入販売部へ異動）
３．2023－2024年度米山世話クラブについて

　　受入れしない
４．大分ＲＣ所有のカメラについて

　　2017年９月に公共イメージ委員会の予算で購入した

デジタルカメラが故障。

　　修理または新規購入について検討し、新規に購入する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒以上承認

　

　

〇ロータリー財団委員会　　　　　　　　　伊﨑委員長

　年次基金、ポリオプラス、その他の寄付額が1,000ド

ルになった方、または追加で1,000ドル寄付された方に

認証ピンバッジが贈られます。

　福田　健二会員　第２回ポール・ハリス・フェロー

　　　　　　　　　寄付累計3,000ドル

　杉原　正晴会員　ポール・ハリス・フェロー

　　　　　　　　　寄付累計1,000ドル

　永田悠三郎会員　ポール・ハリス・フェロー

　　　　　　　　　寄付累計1,000ドル

〇次年度管理運営部門 地区委員セミナー報告　佐藤委員

　令和５年１月14日　13：30～16：30　ZOOM出席

　次年度管理運営部門　地区委員セミナーに参加しまし

た。このセミナーの主なテーマはクラブの管理運営に関

する出前セミナーを行えるようにスキルアップをするこ

とでした。まだまだ理解していないことも多いですが、

地区より出前セミナー依頼があった場合にセミナーを行

えるようにして行きたいと思います。

　また、マイロータリーの登録依頼がありましたので、

未登録の方は登録をお願いします。
【マイロータリー登録方法】

　https://www.rotary.org/ja/get-involved/rotary-clubs
のマイロータリーよりアカウント登録をお願い致します。

〇社会奉仕委員会　　　　　　　　　　　　石井委員長

　児童養護施設小百合ホームへの寄贈事業

　(内容はクラブ協議会の社会奉仕委員会報告をご覧ください)

　

　

〇クラブ管理運営委員会　　　　　　　　　小野委員長
上半期活動報告

　例会場での会員ならびにゲスト、ビジターの歓迎と

案内

　　Ｓ.Ａ.Ａ.とともに例会場入り口にタスキをかけて

立ち、コロナ感染症対策として手の消毒ならびに検

温を継続。

　新会員歓迎夜の例会開催。

　　10月４日会員32名・安藤名誉会員　計33名出席。

　　懇親を深めるため、新会員６名から挨拶していただ

いた。

　野外家族例会　８月28日会員17名、家族10名参加。

　　くじゅう花公園を散策し、久住高原コテージでの昼

食、ガンジーファームでのお買い物などで家族参加

の交流を行った。

　クリスマス家族例会　12月13日

　　オアシスホテル３階紅梅の間で開催。

　　会員31名、家族14名、大分ＲＡＣ２名　計47名参加。

　　ビンゴ大会やプレゼント交換を企画して皆さんに楽

しんでいただいた。

　親睦ゴルフコンペ

　　第１回　９月18日　湯布高原ゴルフクラブ

　　　　　　　　　　　　雨天中止

　　第２回　11月12日　大分東急ゴルフクラブ

　　　　　　　　　　　　13名参加
下半期活動計画

　・５月14日　西日本工業倶楽部への家族旅行を計画

　・５月17日　福井ＲＣとの親睦ゴルフを計画　

　　　　　　　　（大分東急ＧＣ）

〇公共イメージ委員会　　　　　　　　　　吉野委員長

　クラブ週報

　　公共イメージ委員会の委員４名で交互に週報の校

正・配布

　　特別例会の様子を撮影し、週報に掲載

　各委員会の奉仕プロジェクト等、奉仕活動のＰＲ

　　地区補助金プロジェクトについて、以下の広報活動

を実施

　子供食堂への食材等の贈呈式について、報道各社に

取材依頼

　すみれ学級の視察に同行し活動報告を「地区ＨＰ」

「ロータリーの友」に投稿

〇会員増強委員会　　　　　　　　　　　福田副委員長

　入会１年未満の会員に新会員レクチャー会を２回実施。

本日の例会後３回目。

　１回目　７月26日　例会前４名

　２回目　７月26日　例会後４名

　３回目　１月24日　３名（予定）

　研修資料と「今日からロータリアン」というオリエン

テーション冊子を配布しクラブ研修委員を中心にロータ

リーについての基本的内容を説明した。

　会員目標数：50名（上期50名・下期50名）

　実績：上期　７月１日時点　46名

　　　　下期　１月１日時点　51名　

〇職業奉仕委員会　　　　　　　　　　　西野副委員長
上期報告

　委員会活動方針「2022～2023年度大分ＲＣ活動スロー

ガン『楽しいロータリーにしよう』、重点項目３「クラ

ブ内の奉仕活動に積極的に参加しよう」および、ＲＩ第

2720地区職業奉仕部門活動方針『「職業奉仕とロータ

リー」～我々はロータリアン！職業倫理を広めよう～』

に則り、会員相互の職業奉仕に関する理解を深め、職業

奉仕活動を推進する」に基づき、「職場例会」や「出前

セミナー」を開催しようとしておりましたが、新型コロ

ナウイルス感染状況等の事情によりうまく活動するこ

とができませんでした。
下期の取り組み予定

　新型コロナウイルス感染状況や国内の取り扱い状況を

確認していきながら、ＲＩ第2720地区の職業奉仕出前セ

ミナーを開催し、会員相互の「職業奉仕」に関する理解

を深めていきたいと存じます。

〇社会奉仕委員会　　　　　　　　　　　　石井委員長

　社会奉仕委員会では今年度はこれまで３つのことに取

り組みました

１点目はがん征圧・がん患者支援のボランティア活動、

リレーフォーライフへの協賛です。

　・リレーフォーライフは15年目を迎え昨年10月９日

に開催されました。コロナ渦中でもあり約３時間の

短縮での開催でした。

　・ローターアクトの方々、大分東明高校のインターア

クトクラブの学生さんと一緒に参加いたしました。

　・大分ロータリーからは武石会員、中野会員、佐藤信

会員、今川会員、松井会員、そして私で参加いたし

ました。

　・雨の中で大変寒かったですが、非常に有意義なもの

となりました。

２点目は（先ほど委員会報告いたしました）児童養護

施設小百合ホーム様への寄贈です。

　　先週１月17日　杉原会長、橋本仁会員、松井会員

と私でホームに伺い、吉田施設長に施設内のカーテン

を寄付させていただき、吉田施設長に小百合ホームの

歴史や現在の状況など伺いました。

　　カーテンの寄贈を大変喜んでいただきました。

３点目は３団体へ４万円の寄付を行いました。

　・大分合同福祉事業団への寄付（２万円）

　・いのちの電話への寄付（１万円）

　・「おぎゃー献金基金」への寄付（１万円）

　なお、今後は盲学校へのロータリー文庫寄贈を予定し

ております。

 引き続き、社会奉仕活動へのご理解ご協力をよろしく

お願いいたします。

〇国際奉仕委員会　　　　　　　　　　　　澤田委員長

　国際奉仕委員会の今年度の事業計画は下記のとおりで、

各々について報告いたします。

　地区国際奉仕部門の活動を例会で紹介し、当クラブ

内での国際奉仕意識の醸成を図る。

　　⇒下期に国際奉仕部門の出前セミナーの内容紹介を

考えています。

　米山奨学会・ファンド運営委員会と合同で当クラブ

奨学生との意見交換会を実施し、相談及びアドバイ

スにより奨学生をフォローする。

　　⇒コロナ禍により大分ＲＣ会員との意見交換会はで

きておりません。今後も予定がたっていません。

　大分へ来られた「ウクライナ避難民の皆様」の事を

調査し、何かお役に立てないかを検討し具現化する。

　　⇒ウクライナ避難民の皆様をサポートされているＮ

ＰＯ法人Beautiful Worldの小野一馬氏を２月28

　　　日の例会ゲスト卓話者として招聘し、ウクライナ

の現状をお聞きし支援の方法を考える機会にする。

〇青少年奉仕委員会　　　　　　　　　　　佐藤委員長
＜ローターアクト＞

上期報告

　大分ＲＣ例会に大分ＲＡＣ会員を招いて交流した。

　　・令和４年７月12日　親睦夜間例会（植田会長、

間崎幹事、河野会員の３名）

　　・令和４年12月13日　クリスマス家族例会（植田

会長、河野会員の２名）

　令和４年11月５日　地区ローターアクト年次大会

に青少年奉仕委員会から参加

　　・委員長佐藤信彦参加
下期予定

　大分ＲＣと大分ＲＡＣの親睦例会を予定

　　・令和５年２月８日　予定

【事業費支出実績】

　・年次大会参加費

　　（大分ＲＣ会員１名　5,000円）

　・大分ＲＣ親睦夜間例会参加費

　　（７/12）18,000円

　・大分ＲＣクリスマス家族例会参加費

　　（12/13）20,000円

　・ローターアクト資金援助（上期予定）111,189円
＜インターアクト＞

上期報告

　リレー・フォー・ライフ・ジャパン大分2022にイン

ターアクトクラブ会員21名が参加

　　・令和４年10月９日
下期予定

　ＩＭ（インターシティミーティング）

　　市内インターアクトクラブによる平和についての討

論会参加依頼（令和５年５月27日予定）

　　・令和５年１月６日　三笘委員　　　会議参加

　　・令和５年２月４日　今川副委員長　会議参加予定

【事業費支出実績】　なし

　＊大分東明高校インターアクトクラブ顧問：首藤恵子

先生（継続）

お　知　ら　せ

例　会　予　定

ニコボックス

理 事 会 報 告

委 員 会 報 告

下期クラブ協議会

幹　事　報　告 山本幹事

＜「下期クラブ協議会」後半は、紙面の都合により次号に掲載いたします＞

クラブ名 開催日 会　　　場

大分1985

大 分 東 ト キ ハ 会 館2/2(木)

大 分 東 ト キ ハ 会 館2/16(木)

大 分 南 ト キ ハ 会 館2/3(金)

大 分 南 ト キ ハ 会 館2/17(金)

ト キ ハ 会 館2/13(月)

大分1985 ト キ ハ 会 館2/20(月)

大分城西 2/1(水)

例　会　変　更

大分1985 ト キ ハ 会 館

大分臨海
2/27(月)

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

大分城西 2/15(水) ホテル日航大分オアシスタワー

大分城西 2/22(水) ホテル日航大分オアシスタワー

週報編集担当者

土　屋　勝　俊２月28日号

尾　野　文　俊３月７日号

中　村　直　樹３月14日号

吉　野　敏　成２月14日号
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　　　　　　（日本政府観光局　理事）
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
４月４日　通常例会
４月11日　新会員歓迎夜の例会　18：30点鐘
４月18日　通常例会
４月25日　定款第７条第１節に基づく休会
５月２日　定款第７条第１節に基づく休会
５月９日　新・旧クラブ協議会
５月16日　福井ＲＣ来訪例会
５月23日　定款第７条第１節に基づく休会
５月30日　新年度クラブ協議会

　

　
１. メーキャップについて

　　１月17日の理事会にて、コロナの感染者数が多い

状況が続いているため、当面の間例会欠席時のメー

キャップを免除することに決定しました。

　　なお、状況が変われば対応を理事会で検討し、皆様

にお知らせします。
２．福井ロータリークラブ来訪について

　　友好クラブの福井ロータリークラブが５月16日に

来訪され、交流例会を開催する予定です。親睦ゴル

フも計画していますので、時期が近づきましたら管

理運営委員会よりご案内します。
３．ＲＬＩ（ロータリー・リーダーシップ研究会）パー

トⅡ開催ご案内

　　日時：2023年２月25日　10：00～17：30

　　場所：ホルトホール大分　302会議室

　　対象：会長、幹事、会長エレクト、次年度幹事予定

者、次年度クラブ研修リーダー、地区委員お

よび希望者

　　定員は先着72名、参加希望者は幹事まで。
４. 2023～2024年度米山記念奨学生　世話クラブ募集の

ご案内

　

　

2022－23年度第11回臨時理事会　　　2023年１月24日

杉原　馬場　山本　永田　岩尾　三又　小野
＜議題＞

１．大分東ＲＣ　創立60周年のご祝儀について

　　３月９日に開催される大分東ＲＣ創立60周年へ会

長、幹事が参加し登録費とは別にご祝儀３万円をお

渡しする。
２．会員の退会について

　　◇緒方保宜会員　１月31日付退会

　　　（福岡市・ＪＴＢ九州仕入販売部へ異動）
３．2023－2024年度米山世話クラブについて

　　受入れしない
４．大分ＲＣ所有のカメラについて

　　2017年９月に公共イメージ委員会の予算で購入した

デジタルカメラが故障。

　　修理または新規購入について検討し、新規に購入する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒以上承認

　

　

〇ロータリー財団委員会　　　　　　　　　伊﨑委員長

　年次基金、ポリオプラス、その他の寄付額が1,000ド

ルになった方、または追加で1,000ドル寄付された方に

認証ピンバッジが贈られます。

　福田　健二会員　第２回ポール・ハリス・フェロー

　　　　　　　　　寄付累計3,000ドル

　杉原　正晴会員　ポール・ハリス・フェロー

　　　　　　　　　寄付累計1,000ドル

　永田悠三郎会員　ポール・ハリス・フェロー

　　　　　　　　　寄付累計1,000ドル

〇次年度管理運営部門 地区委員セミナー報告　佐藤委員

　令和５年１月14日　13：30～16：30　ZOOM出席

　次年度管理運営部門　地区委員セミナーに参加しまし

た。このセミナーの主なテーマはクラブの管理運営に関

する出前セミナーを行えるようにスキルアップをするこ

とでした。まだまだ理解していないことも多いですが、

地区より出前セミナー依頼があった場合にセミナーを行

えるようにして行きたいと思います。

　また、マイロータリーの登録依頼がありましたので、

未登録の方は登録をお願いします。
【マイロータリー登録方法】

　https://www.rotary.org/ja/get-involved/rotary-clubs
のマイロータリーよりアカウント登録をお願い致します。

〇社会奉仕委員会　　　　　　　　　　　　石井委員長

　児童養護施設小百合ホームへの寄贈事業

　(内容はクラブ協議会の社会奉仕委員会報告をご覧ください)

　

　

〇クラブ管理運営委員会　　　　　　　　　小野委員長
上半期活動報告

　例会場での会員ならびにゲスト、ビジターの歓迎と

案内

　　Ｓ.Ａ.Ａ.とともに例会場入り口にタスキをかけて

立ち、コロナ感染症対策として手の消毒ならびに検

温を継続。

　新会員歓迎夜の例会開催。

　　10月４日会員32名・安藤名誉会員　計33名出席。

　　懇親を深めるため、新会員６名から挨拶していただ

いた。

　野外家族例会　８月28日会員17名、家族10名参加。

　　くじゅう花公園を散策し、久住高原コテージでの昼

食、ガンジーファームでのお買い物などで家族参加

の交流を行った。

　クリスマス家族例会　12月13日

　　オアシスホテル３階紅梅の間で開催。

　　会員31名、家族14名、大分ＲＡＣ２名　計47名参加。

　　ビンゴ大会やプレゼント交換を企画して皆さんに楽

しんでいただいた。

　親睦ゴルフコンペ

　　第１回　９月18日　湯布高原ゴルフクラブ

　　　　　　　　　　　　雨天中止

　　第２回　11月12日　大分東急ゴルフクラブ

　　　　　　　　　　　　13名参加
下半期活動計画

　・５月14日　西日本工業倶楽部への家族旅行を計画

　・５月17日　福井ＲＣとの親睦ゴルフを計画　

　　　　　　　　（大分東急ＧＣ）

〇公共イメージ委員会　　　　　　　　　　吉野委員長

　クラブ週報

　　公共イメージ委員会の委員４名で交互に週報の校

正・配布

　　特別例会の様子を撮影し、週報に掲載

　各委員会の奉仕プロジェクト等、奉仕活動のＰＲ

　　地区補助金プロジェクトについて、以下の広報活動

を実施

　子供食堂への食材等の贈呈式について、報道各社に

取材依頼

　すみれ学級の視察に同行し活動報告を「地区ＨＰ」

「ロータリーの友」に投稿

〇会員増強委員会　　　　　　　　　　　福田副委員長

　入会１年未満の会員に新会員レクチャー会を２回実施。

本日の例会後３回目。

　１回目　７月26日　例会前４名

　２回目　７月26日　例会後４名

　３回目　１月24日　３名（予定）

　研修資料と「今日からロータリアン」というオリエン

テーション冊子を配布しクラブ研修委員を中心にロータ

リーについての基本的内容を説明した。

　会員目標数：50名（上期50名・下期50名）

　実績：上期　７月１日時点　46名

　　　　下期　１月１日時点　51名　

〇職業奉仕委員会　　　　　　　　　　　西野副委員長
上期報告

　委員会活動方針「2022～2023年度大分ＲＣ活動スロー

ガン『楽しいロータリーにしよう』、重点項目３「クラ

ブ内の奉仕活動に積極的に参加しよう」および、ＲＩ第

2720地区職業奉仕部門活動方針『「職業奉仕とロータ

リー」～我々はロータリアン！職業倫理を広めよう～』

に則り、会員相互の職業奉仕に関する理解を深め、職業

奉仕活動を推進する」に基づき、「職場例会」や「出前

セミナー」を開催しようとしておりましたが、新型コロ

ナウイルス感染状況等の事情によりうまく活動するこ

とができませんでした。
下期の取り組み予定

　新型コロナウイルス感染状況や国内の取り扱い状況を

確認していきながら、ＲＩ第2720地区の職業奉仕出前セ

ミナーを開催し、会員相互の「職業奉仕」に関する理解

を深めていきたいと存じます。

〇社会奉仕委員会　　　　　　　　　　　　石井委員長

　社会奉仕委員会では今年度はこれまで３つのことに取

り組みました

１点目はがん征圧・がん患者支援のボランティア活動、

リレーフォーライフへの協賛です。

　・リレーフォーライフは15年目を迎え昨年10月９日

に開催されました。コロナ渦中でもあり約３時間の

短縮での開催でした。

　・ローターアクトの方々、大分東明高校のインターア

クトクラブの学生さんと一緒に参加いたしました。

　・大分ロータリーからは武石会員、中野会員、佐藤信

会員、今川会員、松井会員、そして私で参加いたし

ました。

　・雨の中で大変寒かったですが、非常に有意義なもの

となりました。

２点目は（先ほど委員会報告いたしました）児童養護

施設小百合ホーム様への寄贈です。

　　先週１月17日　杉原会長、橋本仁会員、松井会員

と私でホームに伺い、吉田施設長に施設内のカーテン

を寄付させていただき、吉田施設長に小百合ホームの

歴史や現在の状況など伺いました。

　　カーテンの寄贈を大変喜んでいただきました。

３点目は３団体へ４万円の寄付を行いました。

　・大分合同福祉事業団への寄付（２万円）

　・いのちの電話への寄付（１万円）

　・「おぎゃー献金基金」への寄付（１万円）

　なお、今後は盲学校へのロータリー文庫寄贈を予定し

ております。

 引き続き、社会奉仕活動へのご理解ご協力をよろしく

お願いいたします。

〇国際奉仕委員会　　　　　　　　　　　　澤田委員長

　国際奉仕委員会の今年度の事業計画は下記のとおりで、

各々について報告いたします。

　地区国際奉仕部門の活動を例会で紹介し、当クラブ

内での国際奉仕意識の醸成を図る。

　　⇒下期に国際奉仕部門の出前セミナーの内容紹介を

考えています。

　米山奨学会・ファンド運営委員会と合同で当クラブ

奨学生との意見交換会を実施し、相談及びアドバイ

スにより奨学生をフォローする。

　　⇒コロナ禍により大分ＲＣ会員との意見交換会はで

きておりません。今後も予定がたっていません。

　大分へ来られた「ウクライナ避難民の皆様」の事を

調査し、何かお役に立てないかを検討し具現化する。

　　⇒ウクライナ避難民の皆様をサポートされているＮ

ＰＯ法人Beautiful Worldの小野一馬氏を２月28

　　　日の例会ゲスト卓話者として招聘し、ウクライナ

の現状をお聞きし支援の方法を考える機会にする。

〇青少年奉仕委員会　　　　　　　　　　　佐藤委員長
＜ローターアクト＞

上期報告

　大分ＲＣ例会に大分ＲＡＣ会員を招いて交流した。

　　・令和４年７月12日　親睦夜間例会（植田会長、

間崎幹事、河野会員の３名）

　　・令和４年12月13日　クリスマス家族例会（植田

会長、河野会員の２名）

　令和４年11月５日　地区ローターアクト年次大会

に青少年奉仕委員会から参加

　　・委員長佐藤信彦参加
下期予定

　大分ＲＣと大分ＲＡＣの親睦例会を予定

　　・令和５年２月８日　予定

【事業費支出実績】

　・年次大会参加費

　　（大分ＲＣ会員１名　5,000円）

　・大分ＲＣ親睦夜間例会参加費

　　（７/12）18,000円

　・大分ＲＣクリスマス家族例会参加費

　　（12/13）20,000円

　・ローターアクト資金援助（上期予定）111,189円
＜インターアクト＞

上期報告

　リレー・フォー・ライフ・ジャパン大分2022にイン

ターアクトクラブ会員21名が参加

　　・令和４年10月９日
下期予定

　ＩＭ（インターシティミーティング）

　　市内インターアクトクラブによる平和についての討

論会参加依頼（令和５年５月27日予定）

　　・令和５年１月６日　三笘委員　　　会議参加

　　・令和５年２月４日　今川副委員長　会議参加予定

【事業費支出実績】　なし

　＊大分東明高校インターアクトクラブ顧問：首藤恵子

先生（継続）

お　知　ら　せ

例　会　予　定

ニコボックス

理 事 会 報 告

委 員 会 報 告

下期クラブ協議会

幹　事　報　告 山本幹事

＜「下期クラブ協議会」後半は、紙面の都合により次号に掲載いたします＞

クラブ名 開催日 会　　　場

大分1985

大 分 東 ト キ ハ 会 館2/2(木)

大 分 東 ト キ ハ 会 館2/16(木)

大 分 南 ト キ ハ 会 館2/3(金)

大 分 南 ト キ ハ 会 館2/17(金)

ト キ ハ 会 館2/13(月)

大分1985 ト キ ハ 会 館2/20(月)

大分城西 2/1(水)

例　会　変　更

大分1985 ト キ ハ 会 館

大分臨海
2/27(月)

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

大分城西 2/15(水) ホテル日航大分オアシスタワー

大分城西 2/22(水) ホテル日航大分オアシスタワー

週報編集担当者

土　屋　勝　俊２月28日号

尾　野　文　俊３月７日号

中　村　直　樹３月14日号

吉　野　敏　成２月14日号



●飯田　恭久会員（２口）
　２月23日～25日の２泊３日で弊社の飛行機にて大分石
垣島チャーターツアーを実施します。商品造成はＪＴＢ
さん、阪急交通社さんが行ってくれて、先週金曜日から
販売を開始しています。沖縄への定期路線が無い中で、
この企画が盛り上がる事を期待しています。当会員の皆
様にもお知らせします。
●麻生　益直会員（１口）
　今週末の28・29日は第11回極寒蔵開きを開催いたします。
　この蔵開きでしか手に入らない純米新酒生原酒の販売
をはじめ、きき酒会や甘酒のふるまいなどを行います。
　天気予報は晴れ！最低気温の予想はマイナス８度　最
高の熱燗コンディションです。
　29日の日曜日はＪＲ九州さんのご協力で最寄りの無人
駅の恵良駅に特急由布号が停まります。
　皆さんでぜひともお越しください。
　
　
■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
　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
　森若会員、緒方正会員、尾野会員
■２月25日　ＲＬＩパートⅡ
　10：00～17：30　ホルトホール大分302会議室
■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
　
　
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　ゲスト卓話　遠藤　克己　氏
　　　　　　（日本政府観光局　理事）
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
４月４日　通常例会
４月11日　新会員歓迎夜の例会　18：30点鐘
４月18日　通常例会
４月25日　定款第７条第１節に基づく休会
５月２日　定款第７条第１節に基づく休会
５月９日　新・旧クラブ協議会
５月16日　福井ＲＣ来訪例会
５月23日　定款第７条第１節に基づく休会
５月30日　新年度クラブ協議会

　

　
１. メーキャップについて

　　１月17日の理事会にて、コロナの感染者数が多い

状況が続いているため、当面の間例会欠席時のメー

キャップを免除することに決定しました。

　　なお、状況が変われば対応を理事会で検討し、皆様

にお知らせします。
２．福井ロータリークラブ来訪について

　　友好クラブの福井ロータリークラブが５月16日に

来訪され、交流例会を開催する予定です。親睦ゴル

フも計画していますので、時期が近づきましたら管

理運営委員会よりご案内します。
３．ＲＬＩ（ロータリー・リーダーシップ研究会）パー

トⅡ開催ご案内

　　日時：2023年２月25日　10：00～17：30

　　場所：ホルトホール大分　302会議室

　　対象：会長、幹事、会長エレクト、次年度幹事予定

者、次年度クラブ研修リーダー、地区委員お

よび希望者

　　定員は先着72名、参加希望者は幹事まで。
４. 2023～2024年度米山記念奨学生　世話クラブ募集の

ご案内

　

　

2022－23年度第11回臨時理事会　　　2023年１月24日

杉原　馬場　山本　永田　岩尾　三又　小野
＜議題＞

１．大分東ＲＣ　創立60周年のご祝儀について

　　３月９日に開催される大分東ＲＣ創立60周年へ会

長、幹事が参加し登録費とは別にご祝儀３万円をお

渡しする。
２．会員の退会について

　　◇緒方保宜会員　１月31日付退会

　　　（福岡市・ＪＴＢ九州仕入販売部へ異動）
３．2023－2024年度米山世話クラブについて

　　受入れしない
４．大分ＲＣ所有のカメラについて

　　2017年９月に公共イメージ委員会の予算で購入した

デジタルカメラが故障。

　　修理または新規購入について検討し、新規に購入する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒以上承認

　

　

〇ロータリー財団委員会　　　　　　　　　伊﨑委員長

　年次基金、ポリオプラス、その他の寄付額が1,000ド

ルになった方、または追加で1,000ドル寄付された方に

認証ピンバッジが贈られます。

　福田　健二会員　第２回ポール・ハリス・フェロー

　　　　　　　　　寄付累計3,000ドル

　杉原　正晴会員　ポール・ハリス・フェロー

　　　　　　　　　寄付累計1,000ドル

　永田悠三郎会員　ポール・ハリス・フェロー

　　　　　　　　　寄付累計1,000ドル

〇次年度管理運営部門 地区委員セミナー報告　佐藤委員

　令和５年１月14日　13：30～16：30　ZOOM出席

　次年度管理運営部門　地区委員セミナーに参加しまし

た。このセミナーの主なテーマはクラブの管理運営に関

する出前セミナーを行えるようにスキルアップをするこ

とでした。まだまだ理解していないことも多いですが、

地区より出前セミナー依頼があった場合にセミナーを行

えるようにして行きたいと思います。

　また、マイロータリーの登録依頼がありましたので、

未登録の方は登録をお願いします。
【マイロータリー登録方法】

　https://www.rotary.org/ja/get-involved/rotary-clubs
のマイロータリーよりアカウント登録をお願い致します。

〇社会奉仕委員会　　　　　　　　　　　　石井委員長

　児童養護施設小百合ホームへの寄贈事業

　(内容はクラブ協議会の社会奉仕委員会報告をご覧ください)

　

　

〇クラブ管理運営委員会　　　　　　　　　小野委員長
上半期活動報告

　例会場での会員ならびにゲスト、ビジターの歓迎と

案内

　　Ｓ.Ａ.Ａ.とともに例会場入り口にタスキをかけて

立ち、コロナ感染症対策として手の消毒ならびに検

温を継続。

　新会員歓迎夜の例会開催。

　　10月４日会員32名・安藤名誉会員　計33名出席。

　　懇親を深めるため、新会員６名から挨拶していただ

いた。

　野外家族例会　８月28日会員17名、家族10名参加。

　　くじゅう花公園を散策し、久住高原コテージでの昼

食、ガンジーファームでのお買い物などで家族参加

の交流を行った。

　クリスマス家族例会　12月13日

　　オアシスホテル３階紅梅の間で開催。

　　会員31名、家族14名、大分ＲＡＣ２名　計47名参加。

　　ビンゴ大会やプレゼント交換を企画して皆さんに楽

しんでいただいた。

　親睦ゴルフコンペ

　　第１回　９月18日　湯布高原ゴルフクラブ

　　　　　　　　　　　　雨天中止

　　第２回　11月12日　大分東急ゴルフクラブ

　　　　　　　　　　　　13名参加
下半期活動計画

　・５月14日　西日本工業倶楽部への家族旅行を計画

　・５月17日　福井ＲＣとの親睦ゴルフを計画　

　　　　　　　　（大分東急ＧＣ）

〇公共イメージ委員会　　　　　　　　　　吉野委員長

　クラブ週報

　　公共イメージ委員会の委員４名で交互に週報の校

正・配布

　　特別例会の様子を撮影し、週報に掲載

　各委員会の奉仕プロジェクト等、奉仕活動のＰＲ

　　地区補助金プロジェクトについて、以下の広報活動

を実施

　子供食堂への食材等の贈呈式について、報道各社に

取材依頼

　すみれ学級の視察に同行し活動報告を「地区ＨＰ」

「ロータリーの友」に投稿

〇会員増強委員会　　　　　　　　　　　福田副委員長

　入会１年未満の会員に新会員レクチャー会を２回実施。

本日の例会後３回目。

　１回目　７月26日　例会前４名

　２回目　７月26日　例会後４名

　３回目　１月24日　３名（予定）

　研修資料と「今日からロータリアン」というオリエン

テーション冊子を配布しクラブ研修委員を中心にロータ

リーについての基本的内容を説明した。

　会員目標数：50名（上期50名・下期50名）

　実績：上期　７月１日時点　46名

　　　　下期　１月１日時点　51名　

〇職業奉仕委員会　　　　　　　　　　　西野副委員長
上期報告

　委員会活動方針「2022～2023年度大分ＲＣ活動スロー

ガン『楽しいロータリーにしよう』、重点項目３「クラ

ブ内の奉仕活動に積極的に参加しよう」および、ＲＩ第

2720地区職業奉仕部門活動方針『「職業奉仕とロータ

リー」～我々はロータリアン！職業倫理を広めよう～』

に則り、会員相互の職業奉仕に関する理解を深め、職業

奉仕活動を推進する」に基づき、「職場例会」や「出前

セミナー」を開催しようとしておりましたが、新型コロ

ナウイルス感染状況等の事情によりうまく活動するこ

とができませんでした。
下期の取り組み予定

　新型コロナウイルス感染状況や国内の取り扱い状況を

確認していきながら、ＲＩ第2720地区の職業奉仕出前セ

ミナーを開催し、会員相互の「職業奉仕」に関する理解

を深めていきたいと存じます。

〇社会奉仕委員会　　　　　　　　　　　　石井委員長

　社会奉仕委員会では今年度はこれまで３つのことに取

り組みました

１点目はがん征圧・がん患者支援のボランティア活動、

リレーフォーライフへの協賛です。

　・リレーフォーライフは15年目を迎え昨年10月９日

に開催されました。コロナ渦中でもあり約３時間の

短縮での開催でした。

　・ローターアクトの方々、大分東明高校のインターア

クトクラブの学生さんと一緒に参加いたしました。

　・大分ロータリーからは武石会員、中野会員、佐藤信

会員、今川会員、松井会員、そして私で参加いたし

ました。

　・雨の中で大変寒かったですが、非常に有意義なもの

となりました。

２点目は（先ほど委員会報告いたしました）児童養護

施設小百合ホーム様への寄贈です。

　　先週１月17日　杉原会長、橋本仁会員、松井会員

と私でホームに伺い、吉田施設長に施設内のカーテン

を寄付させていただき、吉田施設長に小百合ホームの

歴史や現在の状況など伺いました。

　　カーテンの寄贈を大変喜んでいただきました。

３点目は３団体へ４万円の寄付を行いました。

　・大分合同福祉事業団への寄付（２万円）

　・いのちの電話への寄付（１万円）

　・「おぎゃー献金基金」への寄付（１万円）

　なお、今後は盲学校へのロータリー文庫寄贈を予定し

ております。

 引き続き、社会奉仕活動へのご理解ご協力をよろしく

お願いいたします。

〇国際奉仕委員会　　　　　　　　　　　　澤田委員長

　国際奉仕委員会の今年度の事業計画は下記のとおりで、

各々について報告いたします。

　地区国際奉仕部門の活動を例会で紹介し、当クラブ

内での国際奉仕意識の醸成を図る。

　　⇒下期に国際奉仕部門の出前セミナーの内容紹介を

考えています。

　米山奨学会・ファンド運営委員会と合同で当クラブ

奨学生との意見交換会を実施し、相談及びアドバイ

スにより奨学生をフォローする。

　　⇒コロナ禍により大分ＲＣ会員との意見交換会はで

きておりません。今後も予定がたっていません。

　大分へ来られた「ウクライナ避難民の皆様」の事を

調査し、何かお役に立てないかを検討し具現化する。

　　⇒ウクライナ避難民の皆様をサポートされているＮ

ＰＯ法人Beautiful Worldの小野一馬氏を２月28

　　　日の例会ゲスト卓話者として招聘し、ウクライナ

の現状をお聞きし支援の方法を考える機会にする。

〇青少年奉仕委員会　　　　　　　　　　　佐藤委員長
＜ローターアクト＞

上期報告

　大分ＲＣ例会に大分ＲＡＣ会員を招いて交流した。

　　・令和４年７月12日　親睦夜間例会（植田会長、

間崎幹事、河野会員の３名）

　　・令和４年12月13日　クリスマス家族例会（植田

会長、河野会員の２名）

　令和４年11月５日　地区ローターアクト年次大会

に青少年奉仕委員会から参加

　　・委員長佐藤信彦参加
下期予定

　大分ＲＣと大分ＲＡＣの親睦例会を予定

　　・令和５年２月８日　予定

【事業費支出実績】

　・年次大会参加費

　　（大分ＲＣ会員１名　5,000円）

　・大分ＲＣ親睦夜間例会参加費

　　（７/12）18,000円

　・大分ＲＣクリスマス家族例会参加費

　　（12/13）20,000円

　・ローターアクト資金援助（上期予定）111,189円
＜インターアクト＞

上期報告

　リレー・フォー・ライフ・ジャパン大分2022にイン

ターアクトクラブ会員21名が参加

　　・令和４年10月９日
下期予定

　ＩＭ（インターシティミーティング）

　　市内インターアクトクラブによる平和についての討

論会参加依頼（令和５年５月27日予定）

　　・令和５年１月６日　三笘委員　　　会議参加

　　・令和５年２月４日　今川副委員長　会議参加予定

【事業費支出実績】　なし

　＊大分東明高校インターアクトクラブ顧問：首藤恵子

先生（継続）

お　知　ら　せ
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ニコボックス

理 事 会 報 告

委 員 会 報 告

下期クラブ協議会

幹　事　報　告 山本幹事

＜「下期クラブ協議会」後半は、紙面の都合により次号に掲載いたします＞

クラブ名 開催日 会　　　場

大分1985

大 分 東 ト キ ハ 会 館2/2(木)

大 分 東 ト キ ハ 会 館2/16(木)

大 分 南 ト キ ハ 会 館2/3(金)

大 分 南 ト キ ハ 会 館2/17(金)

ト キ ハ 会 館2/13(月)

大分1985 ト キ ハ 会 館2/20(月)

大分城西 2/1(水)

例　会　変　更

大分1985 ト キ ハ 会 館

大分臨海
2/27(月)

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

大分城西 2/15(水) ホテル日航大分オアシスタワー

大分城西 2/22(水) ホテル日航大分オアシスタワー
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