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ロータリークラブが大事にしている言葉を今更
ですが、確認します。
まず、四つのテストです。
言行はこれに照らしてから
１．真実かどうか
２．みんなに公平か
３．好意と友情を深めるか
４．みんなのためになるかどうか
この言葉は、仕事でもプライベートでも行動の指
標となるとても良い言葉だと思います。ただ、弁
護士の仕事としては、１．は良いとしても、２．、
３．、４．は中々難しいと感じています。
弁護士の仕事は裁判で闘うのが大きな役割にな
ります。そうすると、相対立した方からすれば、
不公平になるだろうし、敵意を深めるだろうし、
一方のためだけになっていると言われても仕方が
ありません。
次に、ロータリーの目的です。ロータリーの目
的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨
励し、これを育むことにある。具体的には、次の
各項を奨励することにある。
第１ 知り合いを広めることによって奉仕の機会
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とすること。
第２ 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事
はすべて価値あるものと認識し、社会に奉仕
する機会としてロータリアン各自の職業を高
潔なものにすること。
第３ ロータリアン一人一人が、個人として、ま
た事業および社会生活において、日々、奉仕
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の理念を実践すること。
第４ 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的
ネットワークを通じて、国際理解、親善、平
和を推進すること。
このように書かれています。要は、自分の仕事
の土台として、ロータリーで仲間を増やして、皆
で高い倫理感を持って良い影響を及ぼし合って、
それを仕事に生かし、更にその輪を広げていきま
しょうということなのだと思います。
今年１年はこれを実現するために会長として
頑張りたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
幹事報告

梶原

和朗

１．本日の卓話
「会長・副会長・幹事就任挨拶」
西馬良和会長
土谷昌志副会長
梶原和朗幹事
２．本日のゲスト
たけした
かず え
竹下 一枝 氏（ラウンジ ケイ ティ 代表）
３．2019-2020年度国際ロータリーのテーマ

ロータリーは 世界をつなぐ
2019-2020 年度ＲＩ会長

マーク・ダニエル・マローニー氏

（ジケーターＲＣ／米国アラバマ州）

４．本年度RI第2720地区ガバナーには大分中津
たき
みつる
ロータリークラブの瀧 満氏が就任され、RI
第2720地区大分第３グループガバナー補佐に
た なかよういち
は湯布院ロータリークラブの田中洋一氏が就
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、新会員研修委員・地区戦
略計画委員会委員の平野教康会員です。
６．『ロータリー適用相場変更』のお知らせ
７月１日より、全ての振込みに対する適用相
場（ロータリーレート）が下記の通り変更と
なりますのでお知らせ致します。
１ドル 108円 （６月：110円）
７．大分南ロータリークラブ例会日変更のお知らせ
（旧）毎週金曜日 12：30～ トキハ会館
↓
（新）例会を月３回とする。
第１，第２金曜日
12：30～ トキハ会館

第３金曜日
18：30～ レンブラントホテル大分
＊ただし、当日が祝日の場合は第４金曜
日に開催する。
８．第２回臨時理事・役員会報告
（令和元年６月25日（火）<持ち回り> ）
審議事項
１）例会変更の件。※承認
日 時 令和元年７月11日（木）
12：30～13：30
場 所 ホテルサンバリーアネックス
内 容 別府市内４ＲＣ合同例会
＊７月９日（火）の例会を変更し、開催い
たします。
９．６月22日（土）８：00～城島高原ゴルフクラ
ブに於いて「第12回別府中央ＲＣ親睦ゴルフ
コンペ」を開催致しました。
優 勝：平野英壽会員
準優勝：梶原和朗会員
取り切り戦勝者：近藤賢司会員
年間ポイントランキング１位：平野英壽会員
年間ベストプレイヤー賞：近藤賢司会員
参加者：梅津圭二会長、平野英壽、平野教康、
近藤賢司、河村貴雄、梶原和朗、梶
原茂樹、亀井孝、森園伸也、西馬良
和、佐々木久宜、土谷昌志 各会員
10．６月26日（水）18：30～悠彩の宿 望海に於
いて「第12回（新旧引継）別府市内４ＲＣ会
長・幹事会」が開催されました。
出席者：西馬良和新年度会長、梶原和朗新年
度幹事、土谷昌志前年度幹事、平野
教康前年度ガバナー補佐
11．本日、例会終了後～例会場に於いて「第１回
定例理事・役員会」を開催致します。
12．お祝い（次週、合同例会の為、本日２週分お
祝いいたします。）
会員誕生日 西馬良和会員（７月14日）
後藤 隆会員（７月18日）
※記念品をお送り致します。
13．例会変更のお知らせ
別府北ＲＣ ７月10日（水）の例会は、別府市
内４ＲＣ合同例会の為、７月11日
（木）12：30～ホテルサンバリー
アネックスに日時・場所変更
くにさきＲＣ ７月10日（水）の例会は、出発式
と前会長幹事慰労会の為、同日
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19：00～会場未定に変更
別府ＲＣ ７月12日（金）の例会は、別府市
内４ＲＣ合同例会の為、７月11日
（木）12：30～ホテルサンバリー
アネックスに日時・場所変更
津久見ＲＣ ７月16日（火）⎞
⎜
大分中央ＲＣ ７月16日（火） ⎜
の例会は、定款
湯布院ＲＣ ７月16日（火）⎜
⎬ 第８条第１節に
竹田ＲＣ ７月16日（火）⎜
基づき休会
くにさきＲＣ ７月17日（水） ⎜
⎜
杵築ＲＣ ７月19日（金）⎠
14．次回例会の予定
「別府市内４ＲＣ合同例会」
＊７月９日（火）の例会を変更し、７月11日
（木）12：30～13：30 ホテルサンバリーア
ネックスに於いて開催致します。
15．本日の回覧
①「別府市内４ＲＣ合同例会」出・欠席
②「第１回別府中央ＲＣ親睦ゴルフコンペ」
出・欠席
16．本日の配布
① ロータリーの友７月号
② 週報No.1424，1425，1426号
スマイルボックス
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○西馬会長
竹下一枝さん、ようこそ！
ロータリークラブを楽しんで下さい。今年度、
どうぞよろしくお願い致します。
○森会員
４つのお願い。
一、スピーチの原稿は出したか
二、週末までに出したか
三、テキストをメールに添付して出したか
四、間違えていないか
○後藤会員
誕生日だそうです。69回目です。あまりうれ
しくありません。ありがとうございました。
○梅津会員
ゲストの皆様、ようこそいらっしゃいませ。
今日から新年度、西馬年度も良き一年になりま
すように。がんばりましょう。
今年は私はＳＡＡ鬼軍曹でいきます。
○土谷会員
今日は西馬年度になってからの初の例会で

す。今年度も宜しくお願いいたします。
○村津会員
今日は2019～2020ロータリー年度の初日です。
心臓故障の為に、例会出席が出来ない日が
多々あると思いますが、会長さん幹事さん、会
員の皆さん、よろしくお願い申し上げます。
年度初めの御挨拶でスマイル。
○衛藤会員
今日から新年度ですね。会長ほか皆様、ご苦
労様です。今年一年よろしくお願いします。
木本様、安部様、竹下様、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。
○近藤会員
先週、映画館で「ゴジラ」を観ました。ラド
ンが出て、ゴジラの味方のモスラが出て来て、
最強の敵キングギドラまでが出てくるという日
本の怪獣映画そのものですが、そこはハリウッ
ド映画！スケールが違って大迫力で楽しい映画
でした。皆さんも観に行ってみて下さい。
○梶原会員
今回の人事発令に私の名前はありませんでし
た。異例の４年目に突入して、私もビックリ。
皆様には引き続きお世話になりますが、どうぞ
宜しくお願いいたします。
○平野（英）会員
今日から新年度。30周年も終わり、やっと一
息。新会長、幹事、その他役員、委員長の方々、
頑張りましょう。又、今日ゲストの竹下さん、
木本さん、安部さん、ようこそ。
○森園会員
入会して11年。初めてのスマイル委員長です。
読み間違いもあるかと思いますが、一年間よろ
しくお願いします。
○亀井会員
新会長にお願いです。
出来るだけ例会開始前30分位に会場入りして
下さい。
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就任挨拶
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私は、ロータリー歴が６年か７年
です。最初、近藤さんの紹介で入会
しました。
当時私はJC、YEG（商工会青年部）
にも所属していました。もちろん全
部は続かないだろうと思っていまし
たが、最後に残ったのがこのロータリークラブで
した。理由は単純で昼間の例会だったからです。
夜は子供が小さくて中々外出しづらかったのです
が、お昼はもともと仕事でいない時間帯ですので、
私にとっては家族の了解も得られやすかったとい
うことがあります。
よくロータリーで飯を食っている訳ではないと
いう話を聞きますが、私もその通りだと思います。
ロータリーと言えども本業ありきです。
私は人生で一番大事なのは、１番は命、２番は
お金だと思っています。もちろん、命には健康や
家族の命も含まれます。命の次に大事なのはお金
です。これは資本主義社会の中にあっては動かし
難い事実です。よくお金なんて…っていう人がい
ますが、お金が大事なのは事実です。弁護士をし
ていてもそのことは良く分かります。
では、ロータリーは三番目かという話になりそ
うですが、私はロータリーは何番目などとは考え
ていません。私にとってはロータリーは人生を豊
かにしてくれるスパイスみたいなものだと感じて
います。それ自体が目的というよりは、仲間を増
やしてくれて、仲間と一緒に趣味のゴルフをして、
そしてみんなで奉仕活動もするという、これこそ
正に人生に少しだけの余裕と楽しみを与えてくれ
る、人生を豊かにしてくれるスパイスなんだろう
と思っています。
このロータリークラブを今後どう維持発展して
いけば良いのか、ここからが本題ではありますが、
私はこの１年間、皆でこのことについて考えてい
きたいと思っています。
当クラブは平成元年に誕生し、先月30周年記念
式典を終えました。今までの30年は素晴らしかっ
た。ただ、現状は、会員が減り、高齢化も進んで
います。令和元年の今、今後の30年をどうするの
か、今年度はそのことを考えて、今後30年のため
の土台というか、何らかの形を作っていけたらと
思っています。
どうすれば若い会員が入ってくれるのか、持続

させて、さらに発展させることができるのか。色々
な意見があると思います。若い会員を増やすため
には、例会の回数をもっと減らした方がいいのか、
委員会の数を減らした方がいいのか、あるいは会
費をもっと安くした方がいいのか、そんなことを
みんなで考えて、今後30年のための何らかの形を
作れれば良いなと思っています。
私自身はシンプルに考えて、楽しければ人は集
まると思っています。あまり難しく考える必要は
ないのかなと。
そして、ある程度方向性が決まれば、私が責任
をもって定款の変更や細則の変更など、必要な手
続きはしたいと思っています。今年度はそのよう
はことを考えて頑張って行こうと思っていますの
で、皆さんどうぞ１年間よろしくお願いします。
就任挨拶

副会長

土谷

昌志

皆さん、こんにちは。今年度副
会長を仰せつかりました土谷です。
ロータリー歴は４年と３ヶ月。職業
分類は古美術業です。前年度は幹事
をさせて頂き、その一年が私にとっ
て良い経験で実りのある年だったと
思います。今回は副会長ということで複雑な気持
ちがいたしますが、一年間の幹事の経験を活かし、
西馬会長のもと乗り切っていこうと思っておりま
す。未熟ものではございますが、今年度も宜しく
お願いいたします。
就任挨拶

幹事

梶原

和朗

みなさんこんにちは。
本年度幹事の梶原です。
ロータリー歴は８年３ヶ月、職業
分類はビルメンテナンス業です。
みなさんも記憶にあると思います
が、大江さんが会長就任の年に幹事
をする予定でしたが、大江さんが就任前に退会し
てしまい幹事を飛ばして副会長になり翌年会長を
しました。
初めての幹事ですが西馬会長の女房役となり陰
で支えていきたいと思います。
わからない事ばかりですが、よろしくお願いし
ます。
ご意見、ご指導どしどしお待ちしております。
以上で就任挨拶を終わります。
ありがとうございました。
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