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◆点　　鐘　　12：30

◆国 歌　　君が代

◆Ｒ　　Ｓ　　奉仕の理想

◆唱　　歌　　うみ

◆ゲ ス ト　　田中洋一氏
（RI第2720地区2019-2020年度大分第３グループガバナー補佐／湯布院ＲＣ）
ステファン・マッサリーニ氏

（ＡＮＡインターコンチネンタル別府リゾート＆スパ　総支配人）
佐々木景子さん

（来日青少年交換学生ホストファミリー）
ヴィルジル・バロニエ景三君

（2018-2019年度来日青少年交換学生）

◆ビジター　　高橋　郁（別府東）

◆出席報告　　　　　　　委員長　津末美代子

・メイクアップ
　　事前　平野（教）（別府東）
　　事後　森園（杵築RC50周年式典）
　　欠席　堀、大島、髙宮、梶原（和）、佐々木、
　　　　　津末、中尾、前田
　　理事会承認　
　　出席免除　鳴海、溝部、河村、平野（英）
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2018 〜 2019 年度
   ＲＩテーマ　　　　

国際ロータリー会長　　バリー・ラシン （国籍・バハマ）

2720 地区

別府中央ロータリークラブ
例会日　火曜日　12 時 30 分
ところ　トキハ別府店7F 〒874-8558 別府市北浜2丁目9番1号
　　　　TEL （0977）23-1111　FAX 26-3123
事務所　別府市西野口町 1 番 1 号 青山通りビル 3F
　　　　〒 874-0931　TEL（0977）23-9000
　　　　　　　　　 　FAX（0977）23-9019
　　　　http://www.beppu4rc.jp/chuo/
　　　　E-mail:info@beppu4rc.jp

理事
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　〃

理事
　〃
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西馬　良和
鳴海　淳郎
村津　忠久
平野　教康

後藤　　隆
亀井　　孝
近藤　賢司

ＳＡＡ　佐々木久宜
直前会長　佐々木久宜

役員　会　長　梅津　圭二
　　　副会長　西馬　良和
　　　幹　事　土谷　昌志
　　　会　計　森園　伸也

会報委員長　森　　宗明第 　 　 回 例 会

BE THE INSPIRATION
インスピレーションになろう
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会長の時間 会長　梅津　圭二

　みなさんこんにちは！第45回「会長の時間」の
時間です！
　本日はゲストにインターコンチネンタル別府リ
ゾート&スパ総支配人 ステファンマッサリーニ
さんをお迎えしております。後ほど卓話をヨロシ
クお願いいたします。そして交換留学生ケイゾウ
君とホストファミリー佐々木家のホストマザー景
子さんにも来ていただいております。
　そして例会終了後になりますが、田中次年度ガ
バナー補佐出席のもと新旧クラブ協議会を開催い
たします。
　長時間になりますがよろしくお願いいたします。

　今日の花は 「イロマツヨイグサ」です。この名
前よりもゴテチャという名前で流通しています。
花色はピンクや赤や白系が多いようです。英名は
サテンフラワーと呼ばれていて布のサテンのよう
な光沢からついたようです。
　本日の花言葉は「静かな喜び」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！」

「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10日です！」
　以上 「会長の時間」の時間でした！

幹 事 報 告 土谷　昌志

―青少年奉仕月間―

１．本日の内容
「ゲスト卓話」
ＡＮＡインターコンチネンタル別府リゾート＆スパ
総支配人　ステファン・マッサリーニ氏

「第４回（新・旧）クラブ協議会」

２．本日のゲスト

田
た

中
なか

　洋
よう

一
いち

 氏
（2019-2020年度大分第３グループガバナー補佐／湯布院ＲＣ）
ステファン・マッサリーニ氏

（ＡＮＡインターコンチネンタル別府リゾート＆スパ　総支配人）

佐
さ

々
さ

木
き

景
けい

子
こ

さん
（来日青少年交換学生ホストファミリー）
ヴィルジル・バロニエ景三君

（2018-2019年度来日青少年交換学生）

３．お祝い
結婚記念日　森　宗明会員（６月５日）

４．例会変更のお知らせ
別府ＲＣ　６月７日（金）の例会は、うどんツ

アー家族例会の為、６月８日（土）
～９日（日）香川県に日時・場所
変更

別府東ＲＣ　６月13日（水）の例会は、40周年
式典反省会の為、同日18：30～ホ
テルサンバリーアネックスに時間
変更

別府ＲＣ　６月14日（金）の例会は、職場例
会の為、同日12：30～㈱かがやき
に場所変更

大分1985ＲＣ　６月17日（月）の例会は、最終夜
の例会の為、同日19：00～割烹に
しおかへ時間・場所変更

http://www.beppu4rc.jp/chuo/
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大分中央ＲＣ　６月18日（火）の例会は、お疲れ
様笑談会の為、同日18：00～ホテ
ル日航大分オアシスタワーに時間
変更

別府中央ＲＣ　６月18日（火）の例会は、30周年
記念式典・祝賀会の為、６月14日

（金）13：30～城島高原ホテルに
日時・場所変更

大分城西ＲＣ　６月19日（水）の例会は、感謝の
つどいの為、同日18：30～場所未
定に時間・場所変更

大分東ＲＣ　６月20日（木）の例会は、夜例会
の為、同日18：30～場所未定に時
間・場所変更

大分南ＲＣ　６月21日（金）の例会は、さよな
ら例会の為、18：30～大分センチュ
リーホテルに時間・場所変更

別府ＲＣ　６月21日（金）の例会は会長・幹
事退任慰労会の為、同日18：30～
かなわ荘に時間・場所変更

５．次回例会の予定
「30周年記念式典直前リハーサル例会」

６．本日の回覧
① 「30周年記念式典・祝賀会」当日出・欠席
② 「会長幹事30周年実行委員会　慰労会」出

・欠席

７．本日の配布
① ロータリーの友６月号
② ガバナー月信Vol.12
③ 週報No.1422，1423号

スマイルボックス 委員長　髙宮　勝美

別府ＲＣ　馬〆昌実氏○
　青少年交換も残り少なくなりました。大変お
世話になりました。次年度もよろしくお願いし
ます。
　30周年おめでとうございます。

梅津会長○
　本日は別府クラブ馬〆さん、交換留学生ケイ
ゾー君、ほたるさん、そしてビジターの村田さ
ん、ようこそいらっしゃいませ。

土谷会員○
　青少年交換委員長の馬〆さん、青少年交換学
生の景三君と馬〆ほたるさん、そしてビジター
でいらっしゃいました村田さん、ようこそ別府
中央ＲＣへ。今日はよろしくお願いいたします。

村津会員○
　地震も大きなものは起きない。
　気温もマアマア。
　この別府に感謝して、スマイル。

森会員○
　今日のビジター村田さんのお父上は別府大学
で長く食物科の教授をされていた村田勝先生の
ご子息で先日ゆふいんロータリークラブで偶然
お会いして例会のあと由布院のお父上の農場に
ご案内頂きました。良い一日でした。

近藤会員○
　一昨日の別府中央ＲＣのゴルフ大会で、やっ
と優勝ができました。これで年間チャンピオン
の権利が最終月にできました。来月のチャンピ
オン大会頑張ります。

E-mail:info@beppu4rc.jp
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「ゲスト卓話」

ＡＮＡインターコンチネンタル別府リゾート＆スパ
総支配人　ステファン・マッサリーニ氏

卓　　話 
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BEPPU CHUO ROTARY CLUB



第４回（新・旧）クラブ協議会 

◆2018〜19度　委員会活動報告◆

クラブ奉仕（ロータリー家族委員会）◆
　委員長　西馬　良和　　副委員長　土谷　昌志
１．クラブ活動の意義を皆で理解し活動すること

ができた。
２．クラブ活動を充実させるために各委員会と連

携することができた。
３．30周年に向けて、家族例会を開催して親睦を

深めることができた。

会員増強・職業分類・会員選考委員会◆
　委員長　木村きぬゑ　　副委員長　堀　　由美
　今期30名の目標に対し、入会者はいませんでした。
　次年度も引き続き30名を目標にみなさん引き続
きご協力をお願いたします。

出席委員会　　　　　　　　　◆
　委員長　津末美代子　　副委員長　衛藤　秀子
１．最近はいくらか良くなった様ですが、まだま

だ欠席が多い様です。例会出席は全員の義務で
す。

２．例会に会員が多く集まり、親睦を図り、楽し
い有意義な会になる様務めましょう。

３．他の例会にも出席する様に努めましょう。
４．止むを得ず欠席の場合は必ず事務局に届けて

下さい。

親睦活動委員会　　　　　　　　　◆
　委員長　森園　伸也　　副委員長　前田　哲矢
・活動報告

７月24日（火）夕涼み家族例会 別府タワー
９月11日（火）月見例会 割烹旅館ゆめさき
９月30日（日）別府近隣７RCソフトボール大会 野口原グラウンド
10月30日（火）日出ＲＣとの合同例会 ホテル＆リゾーツ別府湾
12月18日（火）忘年会 ホテル山水館
１月８日（火）新年会 割烹旅館ゆめさき
４月２日（火）花見家族例会 春香苑　
５月 19日　別府近隣７ＲＣゴルフコンペ※雨天中止
６月22日（土）30周年実行委員会・会長・幹事慰労会 別府タワー
　この他、月例親睦ゴルフコンペを開催 
第１戦　初戦　７月29日（日）※雨天中止

第２戦　　　　８月26日（日）
第３戦　　　　９月23日（日）
第４戦　　　　10月28日（日）
第５戦　　　　11月10日～11日　１泊２日宮崎遠征
第６戦　　　　12月２日（日）
第７戦         　１月20日（日）
第８戦　　　　２月24日（日）
第９戦　　　　３月24日（日）
第10戦　　　　４月14日（日）
第11戦　　　　５月26日（日）
第12最終戦　　６月22日（土）

　以上の活動を行いました。
・会員誕生日には祝品を贈呈し、ハッピーバース

デーを歌い、皆でお祝いしました。
・親睦活動に多くの会員の参加をいただき、皆で

親睦を深めることができました。

健康増進委員会◆
　委員長　村津　忠久　　副委員長　梶原　茂樹
・例会毎にほぼ実行出来たと思います。

ロータリーソング委員会◆
　委員長　村津　忠久　　副委員長　木村きぬゑ
・年度初めに予定した通り実行致しました。

スマイルボックス委員会◆
　委員長　髙宮　勝美　　副委員長　近藤　賢司
１．全て自主申告によって提供されたスマイル実

績（5/28現在）
① 職業奉仕関連　　　　　９件
② 社会奉仕関連　　　　　５件
③ 身辺慶事・ほほえみ　２８件
④ 職場ＰＲ　         　　   ０件
⑤ その他　　　　　　２８１件
⑥ ゲスト・ビジター　　　４件
計　３２７件　５０８,０００円

明豊高校選抜高等学校野球大会出場募金
25,000円（＠1,000×25名）

ＪＲ豊肥線復旧プロジェクトＣＤ購入　
7,500円（＠1,500×5枚）

各スマイルより拠出

E-mail:info@beppu4rc.jp
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プログラム委員会◆
　委員長　梶原　和朗　　副委員長　亀井　　孝
１．年度当初年間プログラムに従って司会を進行

した。
２．適宜卓話を企画し、実施した。
３．ゲスト卓話者には、週報、写真を郵送した。

ロータリー情報・研修委員会◆
　委員長　鳴海　淳郎　　副委員長　森　　宗明

【卓話】
〇3/19 　「皮膚科医として、この道66年」
〇6/14　　「創立30周年記念式典」卓話

広報・雑誌・会報委員会◆
　委員長　森　　宗明　　副委員長　大島由美子
１．ロータリーの友の紹介やコラムの募集は具体

的な活動ができませんでした。
２．週報については正確な記録を心掛けました。

Ｓ　　Ａ　　Ａ◆
　ＳＡＡ　佐々木久宜　　副ＳＡＡ　衛藤　秀子
・開会３０分前には、例会場入口にて、タスキを

掛け、ゲスト・ビジターを迎えます。
・会場の設営・秩序維持にあたる。
・例会中の私語、雑談が無いように心掛ける。
⇒滞りなくできています。

職業奉仕委員会◆
　委員長　後藤　　隆　　副委員長　梶原　茂樹
 年度当初の活動計画に挙げた職業奉仕に関する
卓話、職場訪問、職業奉仕表彰、どれも私の怠慢
から実施できませんでしたのでお詫びいたしま
す。

社会奉仕委員会◆
　委員長　亀井　　孝　　副委員長　村津　忠久
１．もみじ谷奉仕作業
　NPO法人、別府もみじ谷トラスト機構の主催
する奉仕作業には出来るだけ参加する事を活動計
画に定め以下のように参加し、実行した。
■平成30年７月29日（日）※中止
■平成30年11月４日（日）８：30～

参加者は、梅津圭二会長、平野英壽、梶原茂樹、
村津忠久、森園伸也、佐々木久宜、土谷昌志、

平野工務店より寺西氏、TUPAさん、TANさん、
梅津生花店より水野氏、自衛隊曹友会亀石会長
以下25名の計36名の皆様が参加されました。

■平成31年３月10日（日）※中止

青少年奉仕委員会◆
　委員長　佐々木久宜　　副委員長　後藤　　隆
・青少年交換留学生事業に連携し、交換留学生と

の交流を深める。
・溝部学園インターアクトクラブと連携し、活動

を支援する。
⇒長期交換留学生のヴァロニエ・ビルジル・ケ

イゾウ君とホストファミリーとして別府中央
ＲＣとの交流を深めています。

　　ニコラ・バロニエコンサートにも参加し、
より交流を深める事が出来ました。

⇒溝部学園インターアクトクラブとの活動は今
のところ出来ていません。今後の活動を検討
中です。

国際奉仕委員会◆
　委員長　近藤　賢司　　副委員長　前田　哲矢
　別府大学の荒金先生に別府溝部学園短期大学で
留学生に書道の講義をしていただき、文化の交流
ができた。
　留学生の卓話とボランティア参加は日程等の都
合が合わず出来なかった。 

ロータリー財団委員会◆
　委員長　前田　哲矢　　副委員長　中尾　　誠
１．年間10ドルの一般寄付
　10ドル×110円×25名＝27,500円（250ドル）
２．特別寄付（6/4現在）
　森　宗明、村津忠久、平野教康、後藤　隆、近
藤賢司、平野英壽、梅津圭二、森園伸也、前田哲
矢、衛藤秀子各会員が各100ドル
３．100万ドルの食事の実施（H.30年11月6日）
　2ドル×112円×25名＝5,600円（50ドル）

米山奨学委員会◆
　委員長　平野　英壽　　副委員長　亀井　　孝
１．米山奨学事業への協力
　普通寄付　前期　2,500円×25名＝62,500円
　後期　2,500円×25名＝62,500円

http://www.beppu4rc.jp/chuo/
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２．特別寄付（6/4現在）
平野英壽会員　　　　　10,000円
近藤賢司会員　　　　　10,000円
衛藤秀子会員　　　　　11,000円
森　宗明会員　　　　　10,000円
後藤　隆会員　　　　　10,000円
梅津圭二会員　　　　　10,000円
森園伸也会員　　　　　10,000円
前田哲矢会員　　　　　10,000円
亀井　孝会員　　　　　10,000円

３．米山ランチの実施　（H30年10月2日）
　＠1,000×25名＝25,000円
４．米山奨学生卓話（H30.8月依頼→クラブ都合

によりキャンセル）
　米山奨学生卓話は年に１回のことなので、必ず
入れて下さい。

◇2019〜20度　委員会活動計画◇

クラブ奉仕（ロータリー家族委員会）◇
　委員長　土谷　昌志　　副委員長　梶原　和朗
１．クラブ活動の意義を皆で理解し活動する。
２．クラブ活動を充実させるために各委員会と連

携する。

会員増強・職業分類・会員選考委員会◇
　委員長　木村きぬゑ　　副委員長　平野　英壽
１．今年度目標会員総数30名
２．具体的活動

①未加入職業分類を調査して現会員の協力の
もと、会員増強活動を行う。

②現会員が最低１人の新会員候補者をリスト
アップし、委員長に報告する。

③当クラブの特徴である女性会員や若手会員
の入会を勧める。

④体験例会のおすすめ、新会員候補者の方々
に例会体験を招待して参加していただく。

出席委員会◇
　委員長　津末美代子　　副委員長　大島由美子
１．最近の出席の悪さは目に余るものがあります。

例会出席は会員の義務であり必須条件です。必
ず出席して下さい。

２．やむをえず欠席する場合は必ず事務局に届け
て下さい。

３．例会に会員が多く集まり親睦を図り、楽しい
有意義な例会になる様努力しましょう。

４．地区大会や合同例会など他の会合へ出席する
様努めましょう。

親睦活動委員会◇
　委員長　近藤　賢司　　副委員長　平野　教康
　前年の森園委員長の活動を踏襲して会員の親睦
に努めていきたい。
　≪親睦予定行事≫
７月　夕涼み例会　　　　 　 　
９月　月見例会　　　　　 　 　 
10月　別府近隣７ＲＣ親睦ソフトボール大会
12月　忘年会　　　　　　
１月　新年会　     　 　 　
３月　花見例会　　　　　　　　 
４月　別府近隣７ＲＣゴルフコンペ
６月　会長・幹事慰労会　
　ゴルフは毎月第３日曜日に月例会を行う。　

健康増進委員会　　　　　　　　　◇
　委員長　村津　忠久　　副委員長　亀井　　孝
　自律神経強化ストレッチの実施は、例会を始め
る雰囲気づくりに寄与していると思いますので、
なるべく実行したいと思います。

ロータリーソング委員会◇
　委員長　村津　忠久　　副委員長　亀井　孝
　毎月第１週の例会には「国歌」を、そしてロー
タリーソングと唱歌を元気に歌唱して戴きます。

スマイルボックス委員会◇
　委員長　森園　伸也　　副委員長　佐々木久宜
１．スマイルの意義を会員に理解してもらい、我

がクラブの伝統である自己申告を継承して、よ
り楽しい時間にできるよう努力します。

２．個人的な記念日や誕生日には多くの会員から
スマイルをしてもらえるようにしていきたい。

プログラム委員会　　　　　　　　　◇
　委員長　平野　教康　　副委員長　佐々木久宜
１．会長、幹事、各委員長との連絡を密にし、年
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度当初年間プログラムを作成する。
２．特別月間は、それに因んだ卓話を企画する。
３．ゲスト卓話者には、週報、写真を郵送する。
４．新会員を優先で卓話を計画する。
５．例会をスムーズに進める為の準備を念入りに

行う。
　（卓話者への連絡、特に部外者の卓話をお願い

している時は必ず前以て連絡し、確認する。）

ロータリー情報・研修委員会◇
　委員長　鳴海　淳郎　　副委員長　森　　宗明
ロータリアンとしての務め
　常にまわりの人や環境に思いを馳せ自分の仕事
に心を打ち込んで行くこと。

広報・雑誌・会報委員会◇
　委員長　森　　宗明　　副委員長　堀　　由美
１．クラブの奉仕活動等、積極的に報道機関に知

らせて取材を依頼する。
２．「ロータリーの友」の中で特に会員に読んで

欲しい箇所を紹介する。
３．週報は正確な記録を心がける。
４．週報に掲載する会員コラムを募集する。旬の

話題など、ジャンルは問いませんので、何回で
もご提出下さい。

Ｓ　　Ａ　　Ａ◇
　ＳＡＡ　梅津　圭二　　副ＳＡＡ　大島由美子
１．開始30分前には、例会場入り口にて、タスキ

を掛け、ゲスト・ビジター会員を迎えます。
２．会場の設営・秩序維持にあたる。
３．例会中の私語・雑談が無いように心掛ける。

職業奉仕委員会　　　　　　　　　◇
　委員長　亀井　　孝　　副委員長　衛藤　秀子
１．職業奉仕についての卓話を企画する
２．職場訪問を実施し、また優れた職業人を選び

職業奉仕表彰を行う

社会奉仕委員会◇
　委員長　平野　教康　　副委員長　後藤　　隆
 社会奉仕はロータリークラブの存在意義を示す
重要な柱です。
１．ロータリークラブの社会奉仕について学習す

る資料を提供する。
２．「NPO法人・別府もみじ谷トラスト機構」主

催の奉仕作業には、四季を通じ、出来る限り参
加する。

３．もみじ谷の植樹に必要な苗木は別府中央ロー
タリークラブが提供する。

青少年奉仕委員会◇
　委員長　梅津　圭二　　副委員長　梶原　茂樹
１．青少年交換留学生事業に連携し、交換留学生

との交流を深める
２．溝部学園インターアクトクラブと連携し、活

動を支援する

国際奉仕委員会　　　　　　　　　◇
　委員長　佐々木久宜　　副委員長　髙宮　勝美
１．留学生の卓話を計画する。
２．留学生に日本語を教えるボランティアに参加

して、日本と別府をより理解してもらう。

ロータリー財団委員会◇
　委員長　梅津　圭二　　副委員長　平野　英壽
１．年間10ドルの一般寄付
２．特別寄付のお願い

・前年度より寄付額がアップするよう、会員
の皆さんへ呼び掛ける。

３．ロータリー財団月間に100万ドルの食事を実施。

米山奨学委員会　　　　　　　　　◇
　委員長　平野　英壽　　副委員長　中尾　　誠
１．今年度、米山奨学生の受け入れはありません

でしたが、次年度は受け入れを積極的に検討
（オリエンテーション・夏季研修会・地区大
会は義務出席）

２．米山奨学生の卓話を実施
３．米山特別寄付

最低１会員１万円のお願い（積もり寄付も含
む）

４．米山奨学生の交流と親睦
５．米山ランチの実施　10月
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