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◆出席報告
本 日 の 出 席

会長

梅津

圭二

みなさんこんにちは！ 梅津圭二です。第一回
「会長の時間」の時間です！
本日は別府市内各クラブから会長幹事のみなさ
まにご出席いただきましてありがとうございま
す。今年度は私ども別府中央ロータリークラブか
ら平野教康大分第三グループガバナー補佐を輩出
しておりますことから、私もガバナー補佐幹事と
してクラブ会長と兼任で活動させていただきます
ので、各クラブの皆様どうぞよろしくお願いいた
します。
また今年度は別府中央ロータリークラブ創立30

前々回の訂正

平野 教康氏（大分第３グループガバナー補佐）
笹森 俊雄氏（別 府ロータリークラブ会長）
高橋 穫里氏（別 府ロータリークラブ幹事）
堀
高志氏（別府北ロータリークラブ会長）
神宮司 円氏（別府北ロータリークラブ幹事）
一力 秀次氏（別府東ロータリークラブ会長）
沼田 守生氏（別府東ロータリークラブ幹事）
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・メイクアップ
事前
事後 梅津（別府）、大島（別府東）
欠席 堀、梶原（和）、髙宮、津末、中尾
理事会承認
出席免除 溝部、河村、鳴海、木村

周年の記念すべき年になります。「奉仕の心の種
をまき感動の花を咲かせる」をテーマに、一年間
を通じて開催する記念事業は７月13日からスター
トいたしますので会員の皆様の参加とご協力をお
願いいたします。そして2019年６月14日には記念
式典も開催いたしますので、近隣クラブの皆様に
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はあらためて参加登録のご案内をさせていただき
ますのでご協力をよろしくお願いいたします。
実は、毎回例会の会長の時間のお話をどうした
ものか？お花の話でもするかなーと悩んでいた
ら、亡くなった私の母が、当クラブで以前会長を
務めさせていただいたときに、例会の会長の時間
でお花の話をしていた資料がでてきまして、やは
り親子で考えることは同じなんやなーと感心しま
した。ということでお花の話をほんの少しだけ
７月３日今日の花は「ハスの花」です。「スイ
レン」科の花で、仏教美術とのつながりが深く、
仏様がのっかっているのはこの花を模した台座で
す。ハスの花はお盆時期にのみ流通しますが、花
の寿命は３～４日です。根っこの部分は食用のレ
ンコンですが、種の部分も食用や薬用に利用され
ています。
本日のハスの花の花言葉は「雄弁」です。
雄弁に一年間会長の務めを果たすことができま
すようにがんばります。
「別府中央ロータリークラブ30周年記念式典の
日までカウントダウンあと346日です！」
「世界中に花と幸せそして奉仕の心があふれま
すように！」
以上「会長の時間」の時間でした！

幹事報告

土谷

昌志

１．本日の卓話
「会長・副会長・幹事就任挨拶」
梅津 圭二 会長
西馬 良和 副会長（クラブ奉仕委員長）
土谷 昌志 幹事
２．本日のゲスト
ひら の
のりやす
平野 教康 氏（大分第３グループガバナー補佐）
ささもり
とし お
笹森 俊雄 氏（別 府ロータリークラブ会長）
たかはし
え り
高橋 穫里 氏（別 府ロータリークラブ幹事）
ほり
たか し
高志 氏（別府北ロータリークラブ会長）
堀
じんぐう じ
まどか
神宮司 円 氏（別府北ロータリークラブ幹事）
いちりき
しゅうじ
一力 秀次 氏（別府東ロータリークラブ会長）
ぬま た
もり お
沼田 守生 氏（別府東ロータリークラブ幹事）

３．2018-2019年度

国際ロータリーのテーマ

インスピレーションになろう
2018-2019 年度ＲＩ会長
バリー・ラシン氏
（イーストナッソーＲＣ／
バハマ、ニュープロビデンス島）

４．本年度RI第2720地区ガバナーには大分1985
たか やま たい し ろう
ロータリークラブの髙 山 泰 四 郎 氏が就任さ
れ、RI第2720地区大分第３グループガバナー
補佐には別府中央ロータリークラブの平野教
康氏が就任されました。
５．本年度、ＲＩ第2720地区委員に就任された当
クラブ関係者は、下記の方々です。
大分第３グループガバナー補佐幹事 梅津圭二会員
職業奉仕研修委員会委員
森園伸也会員
職業奉仕委員会委員
梶原和朗会員
６．例会場変更のお知らせ
別府東ロータリークラブの例会場を、７月１
日より下記の通り変更します。例会曜日、時
間に変更はありません。
（毎週木曜日12：30～）
・第４・第５
木曜日 杉乃井ホテル
・第１・第２・第３ 木曜日 ホテルサンバリーアネックス
７．宇佐八幡ロータリークラブ創立30周年記念式
典のご案内
日 時 平成30年11月４日（日）
記念式典
10：00～
記念コンサート 11：40～
祝宴
13：00～14：30
場 所 宇佐神宮参集殿
登録料 会員10,000円 ご同伴8,000円
登録締切 ７月31日（火）
８．６月27日（水）13：00～ホテル白菊に於いて
「次年度市内４ＲＣ会長・幹事会」が開催され、
土谷昌志幹事が出席致しました。
９．本日、10：00～梅津圭二会長、土谷昌志幹事
の両名は、別府市内３クラブの会長・幹事と
共に、大分合同新聞別府支社、今日新聞社、
ＣＴＢメディアの各社をまわり就任の表敬挨
拶を済ませました。
10．本日、例会終了後～「第１回定例理事・役員
会」を開催致します。
11．例会変更のお知らせ
湯布院ＲＣ ７月４日（水）の例会は、例会場の
都合の為、同日12：30～冨季の舎
（職場例会）に場所変更
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大分中央ＲＣ

７月17日（火）の例会は、暑気払い
笑談会の為、同日19：00～トキハ
会館に時間変更
湯布院ＲＣ ７月18日（水）の例会は、定款第８
条第１節（Ｃ）に基づき休会
大分東ＲＣ ７月19日（木）の例会は、定款第８
条第１節（Ｃ）に基づき休会
中津平成ＲＣ ７月19日（木）の例会は、夜例会の
為、同日18：30～グランプラザ中
津ホテルに時間変更
大分南ＲＣ ７月20日（金）の例会は、定款第８
条第１節（Ｃ）に基づき休会
12．次週例会の予定
「就任挨拶」
会計、ＳＡＡ、対外奉仕各委員長
13．本日の回覧
①杵築ＲＣ週報
②「夕涼み家族例会」出・欠席
14．本日の配布
①週報No.1378、1379、1380
②ロータリーの友７月号
③ガバナー月信vol.01
④2018-2019年度地区大会パンフレット

左

平野ガバナー補佐

別府北RC

別府RC

別府東RC

スマイルボックス

委員長

髙宮

勝美

○森会員
新年度の始まりですね。この年になっても、
なんだか子供のころの新学期の始まりの様でワ
クワクします。新会長他役員の皆さん、よろし
くお願い致します。
○平野（英）会員
今日は別府３クラブの会長、幹事の皆さん、
ようこそ我が中央ＲＣへ。今期一年の大活躍を
期待申し上げます。
○森園会員
本日の卓話、会長、副会長、幹事挨拶、ウト
ウトしてたらすみません。ものすごく眠いです
…zzz。
○近藤会員
よくやった、頑張ったぁ!! ベルギーを追い
つめた。朝３時から起きたので今日はハンパナ
イ眠たい。私もよく頑張った!!
○亀井会員
平野ガバナー補佐はじめ別府ＲＣ、別府北Ｒ
Ｃ、別府東ＲＣの会長、幹事の皆様、ようこそ
別府中央ＲＣへ。一年間よろしくお願いします。
○後藤会員
新年度の４クラブ会長幹事の皆様、ご苦労様
です。一年間よろしくお願いします。
○衛藤会員
今日から新年度ですね。３クラブの皆様よう
こそお越し下さいました。どうぞごゆっくりな
さって下さい。私達中央クラブも今日から例会
の場所が変わりました。「居は気を移す」と言
います。新しい気持ちで頑張ります。
○前田会員
雨の中、各クラブ会長幹事、ご苦労様です。
中央の例会を楽しんで下さい。
○村津会員
此の年度は、我がクラブ創立30周年記念の年
です。
ホームクラブ例会皆勤を決意し、祈念してス
マイル。
○佐々木会員
平野ガバナー補佐、各クラブ会長、幹事様、
別府中央ＲＣへようこそ！
私は今日からＳＡＡを笑顔でがんばります。

新会長幹事
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就任挨拶

会長

梅津

圭二

会長就任挨拶
本年度別府中央ロータリー
クラブ2018〜2019年度の会長
を仰せつかります梅津圭二で
す。
ロータリー歴は５年８カ月で職業分類は花卉小
売業です。記念すべき30周年を向かえる年度とい
うことで身の引き締まる思いです。すでに実行委
員会がスタートして後藤隆実行委員長のもとみな
さまのお知恵とお力ををお借りしながらさまざま
な案件を進めていければと願っております。
別府中央ロータリークラブは、2019年６月14日
に30周年式典を開催することが決まっておりま
す。30周年記念事業として別府市内のすべての公
立幼稚園にお花の体験講習に行く予定です。この
記念事業を通じて別府中央ロータリークラブの奉
仕の心がやさしい人づくりと子供たちに感謝と感
動を伝えられることを願っております。
また今年度は当クラブから平野教康大分第３グ
ループガバナー補佐を輩出いたしますので、2019
年２月19日の大分第３グループのIMも当クラブ
が主管することも決まっております。まさに同時
進行でみなさまの協力をいただかなくてはなりま
せん、そういった事情から今年度の理事、役員、
委員会の構成ですが、昨年度の佐々木年度からほ
とんど留任という形をとらせていただきましたの
で、昨年同様に慣れたポジションでお願いできれ
ばと考えております。
また今年度は進捗状況に応じて例会開始前の時
間を使わせていただいて、毎月第一週の例会前に
実行委員会を開催させていただき、みんなで話し
合って決めたことを例会終了後に開かれる理事役
員会において、その都度承認していただきながら
進めてまいりたいと考えています。
そして今年度は『別府中央ロータリークラブと
私』というテーマで会員卓話リレーを計画してお
りますので、一年間の例会スケジュールの中で会
員のみなさまに順番で30年間の思い出話を聞かせ
ていただければと思っておりますのでヨロシクお
願いいたします。
今年度2018〜2019年度も会員みなさまのご協力
をお願い申し上げまして、会長就任の挨拶とさせ
ていただきます。

就任挨拶

副会長

西馬

良和

本年度、副会長を仰せつか
りました西馬です。
今年度は当クラブも30周年
を迎えます。会長をしっかり
とお支えして周年行事が成功
するように努力したいと思い
ます。
また、個人的には、前年度幹事からの積み残し
になっている会員30人達成を目指して、引き続き
努力をして参りたいと思います。今年度もどうぞ
よろしくお願い致します。

就任挨拶

幹事

土谷

昌志

この度、幹事をおおせつかりました土谷です。
ロータリー歴３年と３ヶ月で、まだまだ若輩者で
は御座いますが、別府中央ロータリーの為にお役
に立てるよう、頑張って行きたいと思っておりま
す。気が付かない事もあると思いますが、ご先輩
方のご指導、ご鞭撻を頂ければ尚いっそう有難い
と思っております。
来年は30周年記念式典も迎えられます。こちら
もしっかりと念頭に置きながら、すばらしい記念
式典が行なわれますよう、頑張って行きたいと
思っております。
どうぞ１年間宜しくお願いいたします。
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