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第1452回例会（令和２．４．７）
定款第８条第１節（ｃ）休会
第1453回例会（令和２．４．21）
定款第８条第１節（ｃ）休会
第1454回例会（令和２．５．12）
定款第８条第１節（ｃ）休会
第1455回例会（令和２．５．19）
定款第８条第１節（ｃ）休会

前々回の訂正

新型コロナウイルスの感染拡大により、約２ヶ
月ぶりの例会です。皆様お元気だったでしょうか。
第１波が落ち着いて、ようやく例会が開催される
ことをとても嬉しく思います。この間に、事務局
では新しく糸永さんが入られましたので、本人か
ら少し自己紹介をして頂いて、皆様にご紹介した
いと思います。
今日は、コロナの時代にロータリークラブとし
てどのように向き合っていけば良いのか、皆様お
一人お一人からお話を伺いたいと思っていますの
で、どうぞよろしくお願いします。
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欠席 秋吉、後藤、中尾、大島、佐藤、竹下
理事会承認
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幹事報告

梶原

―ロータリー親睦活動月間―
１．本日の内容
「クラブ改革会議」
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BEPPU CHUO ROTARY CLUB
２．RID2720 2020-2021年度地区研修・協議会（オ
ンライン会議）開催の件。
日 時 令和２年６月21日（日）13：00～
対象者 会長エレクト、幹事、各委員長 参
加可能な方
※詳細プログラムは改めてご案内いたします。
３．第17回臨時理事・役員会報告（令和２年３月
31日（火）〈持ち回り〉）
審議事項
１）クラブ定款第８条第１節（Ｃ）に基づき、
４月７日（火）の例会を中止する件。
４．第18回臨時理事・役員会報告（令和２年４月
10日（金）〈持ち回り〉）
審議事項
１）ステファン・マッサリーニ会員退会願いの
件。（４月30日付）
２）クラブ定款第８条第１節（Ｃ）に基づき、
４月28日（火）の例会を中止する件。
報告事項
１．別府中央ＲＣによる日出町への消毒液（ハ
イクロＭ）贈呈式開催の件。
２．「第13回別府市内４ＲＣ会長・幹事会並び
に第２回（新旧）合同４ＲＣ会長・幹事会」
報告（2020年４月９日（木）16：30～ 於：
ホテル白菊）
＜審議事項＞
１）４月以降、合同事務局の新体制の件。
＊別府ＲＣは単独で事務局員を雇用する
（案）あり
＊合同事務局の場所は現状維持
＊各クラブ１名の担当が望ましい。４人体
制＝経済的厳しい
＊６月までは３人体制、７月以後
３人＝正社員２名＋パート１名
４人＝正社員２名＋パート２名
＊パートだと責任感が希薄ではないか。
＊４月より雇用均等法によりパートにも社
会保険適用？
以上を各クラブへ持ち帰り「理事会」へ。
次回「会長・幹事会」にて再審議とする
２）コロナ対応に係る「定款第８条第１節（c）
休会」での表示統一の件。
休会＝例会カウントに含む
1450回例会（３/３）定款第８条第１節（c）休会
1451回例会（３/24）開会
1452回例会（４/７）定款第８条第１節（c）休会
1453回例会（４/21）定款第８条第１節（c）休会

1454回例会（５/12）定款第８条第１節（c）休会
1455回例会（５/19）定款第８条第１節（c）休会
1456回例会（６/３）開会
３．第２回（新）４ＲＣ合同会長・幹事会報告
（2020年４月９日（木）「新旧合同会長・幹事
会」終了後～ 於：ホテル白菊）
＜審議事項＞
１）ガバナー公式訪問の際の各クラブの懇談
会の順番について。
湯布院ＲＣ、日出ＲＣの意向を優先的
に反映して順番を決める。ただし、トッ
プバッターはホストクラブの別府東ＲＣ
とする。（会場設営の関係上）
２）各行事のホストクラブの確認
合同例会（ガバナー公式訪問）別府東
近隣７ＲＣ親睦ソフトボール 別府
近隣７ＲＣ親睦ゴルフ 別府
※各クラブ理事会に諮る
３）事務局の体制について。
各クラブに持ち帰って理事会で希望案
をまとめてもらう。
それを次回の会長幹事会に持ち寄って
再度協議する。
５．第19回臨時理事・役員会報告（令和２年４月
22日（水）〈持ち回り〉）
審議事項
１）ガバナーより「ＣＯＶＩＤ-19関連社会奉
仕事業の報告」、「ＣＯＶＩＤ-19関連・会
員助け合い事業」案内の件。
※理事の皆さんへご報告の後、全会員へＦ
ＡＸにて通知
報告事項
１．ＡＮＡインターコンチネンタルリゾート＆
スパより４月13日より無期限
（開始時期不明）休館連絡の件。
６．第20回臨時理事・役員会報告（令和２年５月
８日（金）〈持ち回り〉）
審議事項
１）クラブ定款第８条第１節（Ｃ）に基づき５
月12日（火）の例会を中止する件。
７．第８回定例理事・役員会報告（令和２年５月
15日（金）〈テレワーク〉）
審議事項
１）堀 由美会員退会願いの件。（４月30日付）
※承認
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２）2019-2020年度後期立替金請求の件。※承認
３）次年度委員会構成（案）の件。※承認
４）５月以降の例会場の件。（６/２は春香苑、
６/16は山水館）※承認
５）合同事務局の新規体制の件。※これまで通
り、正社員３名体制を維持。
６）例会自粛期間の例会食費の件。※
７）2019-2020年度皆勤並に新会員推薦者へ記
念品贈呈の件。（5,000円）※承認
８）「第９回定例理事・役員会」開催日の件。
日 時 令和２年６月２日（火）13：30～
場 所 春香苑
９）その他
〇もみじ谷奉仕作業開催の件。（７月19日
（日））
確認事項
１）５月・６月例会予定の確認。
５月12日 「定款第８条第１節（Ｃ）に基づ
き休会」
６月２日 「クラブ改革会議」
16日 「会長・幹事慰労会」18：30～
於：ホテル山水館
８．４月19日（日）９：45～城島高原ゴルフクラ
ブに於いて「第10回別府中央ＲＣ親睦ゴルフ
コンペ」を開催致しました。
優 勝：平野教康会員
準優勝：亀井 孝会員
３ 位：梶原茂樹会員
参加者：後藤 隆、平野教康、亀井 孝、梶
原茂樹、森園伸也、佐々木久宜 各
会員
９．５月17日（日）９：35～大分中央ゴルフクラ
ブに於いて「第11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
３ 位：後藤雄二氏（ゲスト）
参加者：後藤 隆、平野英壽、平野教康、梶
原和朗、梶原茂樹、亀井 孝、森園
伸也、佐々木久宜 各会員 後藤雄
二氏（ゲスト）
10．本日、例会終了後～「第９回定例理事・役員
会」を開催いたします。
11．お祝い（４月～６月）
会員誕生日 平野 教康会員（４月９日）

梶原 和朗会員（４月17日）
※記念品をお届けしました。
木村きぬゑ会員（４月19日）
※ご自宅に観葉植物をお届けしました。
安部眞一郎会員（５月10日）
中尾
誠会員（５月21日）
※記念品をお届けしました。
衛藤 秀子会員（６月25日）
亀井
孝会員（６月27日）
※記念品をお渡し致します。
結婚記念日 後藤
隆会員（４月13日）
梶原 和朗会員（４月17日）
※記念品をお届けしました。
亀井
孝会員（４月29日）
※ご自宅にお花をお届けしました。
髙宮 勝美会員（５月17日）
河村 貴雄会員（５月20日）
※記念品をお届けしました。
森
宗明会員（６月５日）
※記念品をお渡しいたします。
西馬 良和会員（６月13日）
配偶者誕生日 後藤 潤子さん（５月23日）
平野 和子さん（５月27日）
森園 美香さん（６月１日）
※記念品をお届けしました。
西馬 節子さん（６月17日）
梶原 由起さん（６月22日）
森
北実さん（６月30日）
※記念品をお渡し致します。
皆
勤 河村 貴雄会員（３月28日＝31年）
梶原 和朗会員（４月12日＝９年）
佐々木久宜会員（５月17日＝９年）
後藤
隆会員（５月22日＝30年）
西馬 良和会員（５月28日＝７年）
溝部
仁会員（６月20日＝36年）
12．2019-2020年度皆勤並びに新会員推薦者の会
員へ記念品を贈呈いたします。
梶原茂樹会員（９月６日＝３年）
平野英壽会員（９月19日＝30年）
森 宗明会員（１月10日＝25年）
後藤 隆会員（５月26日＝30年）
新会員推薦者：西馬良和会長、梅津圭二会員、
竹下一枝会員
13．次回例会の予定（６月19日（火）18：30～
於：ホテル山水館）
「会長・幹事慰労会」

E-mail:info@beppu4rc.jp

BEPPU CHUO ROTARY CLUB
14．本日の回覧
①「別府中央ＲＣ親睦ゴルフコンペ」出・欠席
②「会長・幹事慰労会」出・欠席
15．本日の配布
① 週報No.1449，1451

スマイルボックス

委員長

森園

伸也

○西馬会長
久し振りに例会が再会出来ました。皆様の元
気な顔を見れてとても嬉しいです。とにかく頃
なの終息を願ってスマイル。
○森会員
久し振りに皆さんに逢えて嬉しいです。創業
30年になりますが、まさかこんな事が起きると
は考えてもみませんでした。とにかく皆さんの
ご健勝をお祈り致します。
○佐々木会員
久し振りの例会です。皆さんの元気な姿を見
られて元気をもらいました。コロナに負けずに
頑張りましょう。
木村さん、ありがとうございます。
○木村会員
お久し振りです。コロナ、コロナでなやまし
いですネ。心までコロットいかないよう頑張り
ましょう。今日はありがとうございました。
○梶原会員
入会させていただいて３年の皆勤ということ
で、ありがとうございました。楽しくロータリー
活動をさせていただいているのも皆様のおかげ
です。感謝してスマイルです。
○髙宮会員
皆さん元気で良かった。
○村津会員
ホームクラブ例会欠席をお詫びしてスマイル。
○梅津会員
皆様おひさしぶりです。元気でがんばりま
しょう。
○平野（英）会員
30年のお祝い、ありがとうございます。

クラブ改革会議
本日の例会に出席された皆様お疲れ様でした。
一人一人にお話をして頂きました。以下、簡単に
まとめました。
①会員増強について
・今は内部を充実させる時。
・会費を下げる努力が必要。
・逆に今こそやる気のある会員を入れるべき。
・例会の開催とリンクしているので、どうして
も例会が無くなると会員の心が離れて行って
しまう。続けてもらう為の工夫が必要。
②プールされている食費の使途について
・忘年会費の追加費用に充てる。
・スマイルボックスに回す。
・困窮留学生に寄付する。
・会員の救済に充てる。
③コロナ第２波に対して
・zoom会議を定期的に開催して慣れておく。
・第２波は来ない。
・ITによる例会ができるようにシステムを構
築しておく。
④事務局の体制について
・事務局はベースになるから体制を維持すべき。
・二人体制でやってみて、必要に応じて三人目
を検討しても良いのでは。
・事務作業のIT化を進めて作業の効率を図る
べき。出欠席FAX→IT化など。
・当クラブだけで決める事は出来ない。別府
4RC全体で決める必要がある。
その他にも貴重な意見や報告を沢山頂きまし
た。皆さんが経営上も色々な工夫をされているお
話も勉強になりました。当クラブとして今後の活
動の参考にさせて頂き、またご報告をさせて頂き
ます。
次回は６月19日（火）午後６時30分〜会長幹事
慰労会@山水館です。またお会い出来るのを楽し
みにしています！よろしくお願いします^_^
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