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委員長

別府東 RC 会長 山下布美代

皆様、こんにちは。
本日は、この様な４ＲＣ合同例会での就任挨拶
をさせて頂くにあたり、ご協力していただきまし
たこと誠に感謝申し上げます。
今回の合同での就任挨拶例会を開催することに
なりました経緯といたしまして、今年の３月、Ｐ
ＥＴＳにおきまして本年度の会長さん達グループ
でお話しをさせて頂く機会がありました。
普段、交流の少ないクラブさんとも交流の場を
設けられたらということで企画いたしました。
瀧ガバナー、田中ガバナー補佐、そして地区の
方からも大分第３グループとして活動をというお
言葉もいただきました。今年はチャレンジの年と
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・メイクアップ
事前
事後
欠席 堀、中尾、梶原（茂）、森園、髙宮
理事会承認
出席免除 溝部、河村、木村、村津、衛藤
いたしまして“ロータリーの古き良き伝統や格式
を守りつつ、時代の変化と共に革新は必要である”
をモットーに６ロータリーグループが一丸となっ
て親密に、又協力して、将来的にはビッグプロジェ
クトの実現が出来ればと思っております。今日は
よろしくお願いいいたします。
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幹事報告

梶原

和朗

１．本日の内容
本日の例会は、別府東ロータリークラブのホ
ストにより、ホテルサンバリーアネックスに
於いて『別府市内４ＲＣ合同例会』を開催致
します。
２．本日のゲスト
うえ の

ひろのぶ

上野 浩伸 氏（日出ロータリークラブ 会長）
さ とう
きよし
雪 氏（日出ロータリークラブ 幹事）
佐藤
さかもと
みつひろ
坂本 光広 氏（湯布院ロータリークラブ 会長）
ワルダナ,トリスカシャタワ ウィスヌくん
（米山奨学生 世話クラブ：別府東ＲＣ）
３．第１回定例理事・役員会報告
（令和元年７月２日（火）例会終了後～
於：トキハ別府店７Ｆ ９名）
報告事項
１）別府市内４ＲＣ新旧会長・幹事会報告
（令和元年６月26日（水）18：30～
於：悠彩の宿 望海）
・合同事務局負担金額の人頭数の確認。
・2019-2020年度以降の諸行事当番クラブ
確認の件。
・瀧満ガバナー公式訪問４ＲＣ合同例会開
催日の件。
日 時：令和元年９月３日
（火）12：30～13：30
場 所：ビーコンプラザ
ホスト：別府中央ロータリークラブ
審議事項
１）2019－2020年度予算書の件。※承認
２）2019－2020年度クラブカレンダーの件。※
承認
３）2019－2020年度理事役員委員会名簿の件。
※承認（健康増進・Ｒソング副委員長変更有り）
４）2019－2020年度前期納入金徴収の件。※承認
５）出席規定免除者承認の件。※承認
定款第12条第３節（ｂ）
（溝部会員、鳴海会員、木村会員、河村会員、
衛藤会員、平野（英）会員、森会員、村津会員）
＊欠席の場合、出席率に参入されない
６）ロータリーコール負担金の件。[例年各ク
ラブ20,000円（親睦委員会より）]※承認
７）「お祝い（会員誕生日・配偶者誕生日・結
婚記念日）」記念品の件。※承認

・会員誕生日 5,000円（クラブ負担）
・配偶者誕生日、結婚記念日 5,000円（希
望者／個人負担）
＊品物は例年通りの中から選択
８）瀧満ガバナー公式訪問４ＲＣ合同例会開催
日の件。※承認
日 時：令和元年９月３日（火）12：30～
13：30
場 所：ビーコンプラザ
ホスト：別府中央ロータリークラブ
９）もみじ谷奉仕作業の件。※承認
・７月28日（日）開催（メークアップとする）
確認事項
１）７月・８月例会予定の確認。
７月２日 「就任挨拶」会長・副会長・幹事
		 会場：別府トキハ７Ｆ
11日（木）「市内４ＲＣ合同例会」
		 於：ホテルサンバリーアネックス
16日 「就任挨拶」各委員長
23日 「就任挨拶」各委員長
30日 「夕涼み家族例会」於：別府タワー
８月６日 「会員増強フォーラム」
13日 「定款第８条第１節
（Ｃ）に基づき休会」
20日 「（ガバナー公式訪問２週間前）第２
回クラブ協議会」
27日 「
」
４．７月９日（火）19：00～ホテル＆リゾーツ別
府湾での日出ロータリークラブの例会に、就
任挨拶の為、西馬良和会長、梶原和朗幹事が
出席致しました。
５．本日、10：00～西馬良和会長、梶原和朗幹事
の両名は、別府市内３ＲＣの会長・幹事と共
に、大分合同新聞社、今日新聞社、ＣＴＢメ
ディアの各社をまわり、就任の表敬訪問を済
ませました。
６．例会変更のお知らせ
中津中央ＲＣ ７月16日（火）の例会は、定款第
８条第１節に基づき休会
大分東ＲＣ ７月18日（木）の例会は、夜の例
会の為、同日18：30～場所未定に
変更
大分臨海ＲＣ ７月22日（月）の例会は、ガバナー
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公式訪問合同例会の為、同日18：30
～ホテル日航大分オアシスタワー
に時間・場所変更
大分中央ＲＣ ７月23日（火）の例会は、暑気払
い笑談会の為、同日18：00～四季
に時間・場所変更
大分東ＲＣ ７月25日（木）の例会は、定款第
８条第１節に基づき休会
別府東ＲＣ ７月25日（木）の例会は、納涼ビ
アガーデン例会の為、同日18：30
～ホテルサンバリーに時間変更
別府ＲＣ ７月26日（金）の例会は、第２回ク

杵築ＲＣ

ラブ全員協議会の為、同日18：30
～両築別邸に時間変更
７月26日（金）の例会は、会長・
幹事激励会の為、18：30～花処に
時間・場所変更

７．次回例会の予定（７月16日）
「委員長就任挨拶」
８．本日の配布
① 週報No.1427号

2019-2020 年度 別府市内４ＲＣ会長就任挨拶合同例会
日 時
場 所
ホスト

令和元年７月11日（木）12：30～13：30
ホテルサンバリーアネックス３Ｆ
別府東ロータリークラブ

12：30～
（１）開 会 宣 言
別府東ＲＣ プログラム副委員長 太田 直希
（２）点
鐘
別府東ＲＣ会長 山下布美代
（３）「君が代」斉唱並びにロータリーソング「奉仕の理想」
別府東ＲＣ親睦委員会
（４）ゲスト・ビジター紹介
別府東ＲＣ会長 山下布美代
日 出ＲＣ会長 上野 浩伸
日 出ＲＣ幹事 佐藤
雪
湯布院ＲＣ会長 坂本 光広
ワルダナ,トリスカ シャタワ ウィスヌくん（米山奨学生／別府東ＲＣホスト）
（５）食
事
（６）会長の時間
別府東ＲＣ会長 山下布美代
（７）幹 事 報 告
各クラブ文書にて報告 ＊幹事報告をご覧ください。
（８）出 席 報 告
別 府ＲＣ出席委員長 北村 秀敏
別府北ＲＣ出席委員 浦松
傅
別府中央ＲＣ出席委員長 津末美代子
別府東ＲＣ出席委員長 神田
剛
（９）ゲスト挨拶
日 出ＲＣ会長 上野 浩伸
湯布院ＲＣ会長 坂本 光広
13：05～
（10）会長あいさつ 『別府市内４ロータリークラブ各会長就任挨拶』
別 府ＲＣ会長 後藤 謙治
別府北ＲＣ会長 岡田 豊和
別府中央ＲＣ会長 西馬 良和
別府東ＲＣ会長 山下布美代
13：30～
（11）閉 会 宣 言
別府東ＲＣ プログラム副委員長 太田 直希
（12）点
鐘
別府東ＲＣ会長 山下布美代
（13）大名刺交換会並びに握手会
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就任挨拶

別府 RC 会長

後藤

謙治

別府ロータリークラブの今年度会長を仰せつか
りました後藤謙治です。
ロータリー歴14年、職業分類は液化ガス小売です。
一年間よろしくお願いします。
今年度、別府ロータリークラブは設立67年にな
ります。また今年度は日本にロータリークラブが
誕生してちょうど100年という年になります。
この100年間、ロータリークラブの在り方や考
え方も様々な活動や議論等を経て、その時代時代
で微妙に変化してきたのではないでしょうか？時
代が変化しようとも、精神的なものや、伝統など
変わらないもの、変えてはいけないものもたくさ
んあるでしょう。
ロータリーは個人か組織か？親睦か奉仕か？こ
んな議論はもう世界中で何年も続いてきました。
なぜこのような議論がいつも起こるのか？
魅力あるクラブつくり、そんな言葉もたくさん
聞いてきました。
なのに、昨今、日本のロータリークラブは全体
的に会員減少の傾向です。
なぜなのでしょう？我々の存在意義はどこにある
のでしょう？
時間が経てば人が変わり、考えが変化するとい
う事もありますが、一番は時代背景が常に変化し
ているからだと考えます。どんなに素晴らしい物
や考え方、理論も、素晴らしいと思う人や、必要
だと思う人がいなくなれば、消滅し、新しいもの
がとって変わります。どの分野においても、それ
は歴史が証明しています。それは会社や組織にお
いても同じです。時代が必要としていないものは
なくなるということです。そしてこの時代背景の
変化は今後ますますスピードを上げて変化してい
くでしょう。
逆を言えば、このロータリークラブというもの

が100年存在しているということは、必要と考え
る人、素晴らしいと思う人の想いがつながってい
るということです。
未来の別府ロータリークラブはどうなっている
のだろうか？
そんなことを考えながら、みんなで議論し、行
動に移す。
今年度はそんな一年にできたらと思っていま
す。
我々、別府ロータリークラブは、様々な時代の
変化に対応しながらも、歴史と伝統に培われた想
いで何事にも挑戦してきたクラブです。そしてそ
の想いはこれからも同じで、様々な困難な問題が
起きても、それを乗り越えていきます。
今年度のクラブテーマは
「様々な変化に対応し、可能性に挑戦しよう」
とさせていただきました。
これからの時代背景や社会背景の変化にも対応
しつつ、既定概念にとらわれることなく目的意識
を常に持ち、何事にも挑戦し、次世代に繋がる別
府ロータリークラブでありたいと思います。
また、一つのクラブでは挑戦できないことも、
複数のクラブが協力すれば可能性を追求できる事
もたくさんあるはずです。
この合同例会に対して肯定的な意見や、否定的
な意見が各クラブから出るのも我々会長同士の中
では覚悟の上です。しかし、この日が何かのスター
トになる可能性があるのではないか？そんな思い
で本日を迎えることができました。
本日出席いただいた各クラブの皆様に感謝し、挨
拶とさせていただきます。
１年間どうぞよろしくお願いします。ありがと
うございました。
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別府北 RC 会長

岡田

豊和

別府北ロータリー2019ー2020年度の会長を拝命
しました岡田豊和です。いよいよ新しい年度が始
まり、期待と不安で一杯の状態です。まずは、年
度開始早々に例会場の変更を余儀なくされました
が、にもかかわらず多数の会員にご出席いただき
非常に有り難く思っております。また無理なお願
いに対応していただいたサンバリー様にも大変感
謝しております。
さて、会長としての所信表明をさせていただ
きます。本年度の国際ロータリー会長マーク ダ
ニエル マローニー氏が掲げたテーマはROTARY
CONNECT THE WORLD ロータリーは世界を
つなぐ です。
クラブのあり方をより創造的かつ柔軟に変革す
ることにより、多様性のある魅力的なクラブ運営
を行い、ロータリーの絆を広げて行こうと言うも
のです。
また本年度2720地区の瀧満ガバナーが掲げた地
区スローガンは『さあ、ロータリーの大海へ漕ぎ
出そう』"私たちのクラブから将来の地区ガバナー
を・・"です。
考え方の違うそれぞれの会員のロータリー感を
尊重た多様性に富むクラブ運営を目指し、若い（40
代、女性）会員を増やして、次世代のリーダーを
育てて行こうと言うものです。
別 府 北 ク ラ ブ の 今 年 の ス ロ ー ガ ン は、Do it
together! ロータリー活動で絆を深め様。です。
マローニー会長、瀧ガバナー、どちらも積極的
で前向きな姿勢でロータリーの拡大を図る素晴ら
しいプランだと思います。しかし、新しいクラブ
改革を進める上で、一番大切な事は、現在まで培
われた、クラブの伝統と品位を崩さないようにす
る事だと思います。いくら元気に船出しても、キ
チンとした舵取りをしないと遭難してしまいま

す。現在のクラブの伝統や歴史を踏まえた上で、
少しでも良いので、より良い方向へ舵を取り、そ
れが、５年後、10年後の大きな改革へと繋がって
いくようにして行きたいと考えています。
ロータリー会員として、知識も経験も乏しい私
ですが、萩尾幹事と言う最高のブレインを得て、
なんとか先輩方と若手会員との橋渡し役を演じな
がら、自分なりのロータリークラブ像を実践して
行こうと思いますので、ご指導ご鞭撻のほどよろ
しくお願いいたします。
最後に本年度企画している具体的なプランを少
し紹介させていただきます。
まずは観光都市別府市で、目につく、ペットの
飼い主のマナーの悪さに対して、お散歩のマナー
や、ペットの飼育放棄などの啓蒙活動を目指した、
チャリティーイベントを開催します。ペットの仮
装コンテストやマナー教室等を盛り込んで、なる
べく多数の地域の皆さんを巻き込んだ楽しいイベ
ントにしたいと思っていますので、できれば市内
の他のクラブのペット愛好家の会員皆様のご参加
をお願いします。
なにぶん、知識も経験も乏しい頼りない会長で
すがこの１年間、精一杯頑張っていきますので、
よろしくお願いいたします。

就任挨拶

別府中央 RC 会長 西馬

良和

別府中央ロータリークラブの会長を仰せつかり
ました西馬良和です。ロータリー歴は７年弱，職
業分類は弁護士です。本日は，初めての試みであ
る別府市内４RCの開催にご参集して頂いた皆様
と会場を快く引き受けて頂いたサンバリーホテル
にまずは感謝を申し上げたいと思います。
別府中央RCは昭和63年から平成元年にかけて
誕生し，先月無事に30周年記念式典を催すことが
できました。ここにいらっしゃる多くの皆様にも
ご出席を賜りまして，この場をお借りして一言御
礼を申し上げます。誠にありがとうございました。
当クラブは別府市の２階建てクラブとして誕生
して，まさに平成とともに歩んで参りました。そ
して令和元年となった今，今後30年をどのように
持続発展させていくのかが課題となっておりま
す。会員の減少が年々進み，会員の高齢化や若い
世代のロータリー離れをどう克服するのかが重要
な問題です。当クラブは当初から女性会員を多く
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勧誘して，割とオープンなクラブですので，課題
を克服するための変革を望む声も多く上がってお
ります。今後は若い世代を多く勧誘したり，外国
人を勧誘することも積極的に行っていきたいと考
えております。そういった人達に魅力を感じて貰
えるクラブ運営も必要です。今年１年は大胆な改
革も皆で話し合って決めていければと考えており
ます。その為に規則や細則の書き換えが必要にな
れば私がそれを行うというのが私の使命だろうと
考えております。
今年度１年間，微力ながらロータリークラブの
発展のために全力を尽くすことをここにお誓い申
し上げて私の挨拶とさせて頂きたいと思います。
どうぞよろしくお願い致します。
就任挨拶

別府東 RC 会長

山下布美代

皆様、改めましてこんにちは。別府東ＲＣ会長
を背任いたしました。ロータリー歴８年、職業分
類は人材派遣業の山下布美代でございます。
先週、当クラブでもお話しをさせて頂きました
が、私の本年度のスローガンは「自考、自行、自
高」３つのじこうの精神で奉仕活動を楽しんで行
う。です。
40周年式典におきましては皆様、ご協力、ご参
加、誠にありがとうございました。大きなイベン
トも終わり、少し気の緩みのでる年度でもありま
す。
そこで本年度はもう一度クラブの在り方を考
え、見つめ直すことに重点目標を置きたいと考え
ております。
ＳＡＡ、出席委員長にはベテランの会員さんに
お願いをして、出席率向上、効率の良い例会プロ

グラム等の見直しなども試行していただいている
次第でございます。
今年は、ラグビーのワールドカップが地元で開
催、そして来年はいよいよ2020年東京オリンピッ
ク・パラリンピックが開催されます。
そこで今年度、地区補助金を活用いたしまして
「障害者と健常者のスポーツ交流」などを計画し
ております。
又、女性ならではの視点から、これまでの例会
では経験出来なかったことなども盛り込んで運営
してまいりたいと思っております。
ですが、まだまだ今、卵から産まれ出た雛鳥の
様なものです。
私達もこの一年間で成長していくつもりです
が、どうぞ皆様もご一緒に私達を育てていって
やっては頂けないでしょうか？
私が最も敬愛する松下幸之助氏の名言集より好
きなフレーズがあります。“人と比較をして劣っ
ていても、恥ずることはない。けれども昨年と今
年の自分を比較して、今年の自分が昨年の自分よ
りも劣っていたら、恥ずべきである”と、一年後
の私が今ここに立っている私よりも成長している
ことが大切なのだということであります。
その為にも皆様のご協力とご指導が必要でござ
います。
未熟者ではありますが、一生懸命頑張って、又、
うんと楽しんでこの一年を全うしたいと考えてお
ります。宜しくお願いいたします。
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