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１．本日の卓話
「会長・副会長・幹事 就任挨拶」
西馬良和会長、森園伸也副会長、梶原和朗幹事
２．本日のゲスト
うす き
とく じ
臼杵 德二氏（ＲＩ第2720地区大分第３グループガバナー補佐）
ごん どう かず お
権藤 和雄氏（別府ロータリークラブ 会長）
ながまつ
なお き
永松 直樹氏（別府ロータリークラブ 幹事）
だんじょう よういち
檀上 陽一氏（別府東ロータリークラブ 会長）
かさ き
たかひろ
笠木 隆弘氏（別府東ロータリークラブ 幹事）
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加賀山 茂氏（日出ロータリークラブ 会長）
あきよし
ひろやす
秋吉 尚康氏（日出ロータリークラブ 幹事）

前々回の訂正

今日から、いよいよ新しい年度が始まりました。
私は２年連続で会長を務めさせて頂きます。あま
り変わり映えがありませんが、今年度もどうぞよ
ろしくお願い致します。
今日は大雨の中、臼杵ガバナー補佐をはじめ、
別府、別府東、日出の各ロータリークラブから会
長と幹事さんがお見えになっております。ようこ
そお越し頂きました。今年度は、別府４ロータリー
クラブと日出、湯布院の２クラブも足して、６ロー
タリークラブが一致団結して頑張っていきたいと
思っております。
幹事報告
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・メイクアップ
事前
事後
欠席 秋吉、中尾、大島、髙宮、竹下
理事会承認
出席免除 鳴海、村津、木村、衛藤
３．2020-2021年度国際ロータリーのテーマ
ロータリーは機会の扉を開く
2020－2021年度 ＲＩ会長

ホルガー・クナーク氏
（ヘルツォークトゥム・ラウエンブルク・メルンＲＣ／ドイツ）

４．本年度、ＲＩ第2720地区ガバナーには熊本江
すずりかわしょういち
南ロータリークラブの 硯 川 昭 一 氏が就任さ
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れ、ＲＩ第2720地区大分第３グループガバ
ナー補佐には日出ロータリークラブの臼杵德
二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、会員増強・維持委員会委員
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
なりましたのでお知らせ致します。
１ドル 107円 （６月：108円）
７．第21回臨時理事・役員会報告（令和２年６月
19日（金）持ち回り）
審議事項
１）別府溝部学園短期大学留学生に対するコロ
ナ禍支援対策実施の件。
例会食事費より50万円の寄付承認。※贈呈
に関しては後日の案内
８．第22回臨時理事・役員会報告（令和２年６月
30日（火）持ち回り）
審議事項
１）梶原茂樹会員退会願いの件。（６月30日付）
※承認
９．６月23日（火）13：00～ホテルサンバリーア
ネックスに於いて「2020－2021年度大分第３
グループ会長・幹事会」が開催され、2019－
2020年度に引き続き西馬良和会長、梶原和朗
幹事の両名で出席致しました。
10．６月23日（火）19：00～春香苑に於いて「別
府市内４ＲＣ（新旧）会長・幹事会」が開催
され、2019－2020年度・2020－2021年度兼任
にて西馬良和会長、梶原和朗幹事の両名で出
席致しました。
11．６月26日（金）16：00～別府溝部学園短期大
学に於いて、留学生への特別支援授与式が開
催され、西馬良和会長と平野教康クラブ管理
運営委員長が出席致しました。
12．７月４日（土）17：00～熊本ホテルキャッス
ルに於いて「2020 ‐ 2021年度新会長激励会
および瀧満パストガバナー慰労会」が開催さ
れ、西馬良和会長が出席されました。
13．７月５日（日）９：45～城島高原ゴルフーク
ラブに於いて「第１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：森園伸也会員
参加者：安部眞一郎、平野教康、亀井 孝、
森園伸也、梶原和朗 各会員
ゲスト：後藤雄二氏

14．お祝い（次回の例会が公式訪問合同例会にな
る関係で「お祝い」を本日ご披露致します）
会員誕生日 西馬良和会員（７月14日）
佐藤政明会員（７月24日）
※記念品をお送り致します。
結婚記念日 平野教康会員（７月31日）
15．例会場変更のお知らせ
ＲＩ第2720地区宇佐ロータリークラブは、
７月１日より例会場並びに第２週例会日の開
催時間を変更しましたのでお知らせ致します。
旧年度 毎週木曜日12：30～
トキハインダストリー長洲店２階
新年度 米沢観光園（宇佐市四日市3590番地 0978-32-0709）
毎週木曜日 12：30～（第２週以外）
第２木曜日 19：00～
16．例会変更のお知らせ
別府北ＲＣ ７月８日（水）の例会は、例会場
の都合により 同日12：30～悠彩
の宿ホテル望海に場所変更
大分ＲＣ ７月14日（火）の例会は、親睦夜
間例会の為 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
湯布院ＲＣ ７月14日（火）の例会は、例会場
の都合により 同日12：30～会長
宅（吉村歯科）に場所変更
別府北ＲＣ ７月15日（水）の例会は、例会場
の都合により 同日12：30～悠彩
の宿ホテル望海に場所変更
大分東ＲＣ ７月16日（木）の例会は、夜の例
会の為 同日18：30～ザ・ブリッ
ジに時間・場所変更
大分南ＲＣ ７月17日（金）の例会は、オンラ
イン例会に変更
＊サイン受付は大分トキハ会館４
Ｆつばきにて行います。
大分中央ＲＣ ７月21日（火）の例会は、定款第
７条第１節に基づき休会
日出ＲＣ ７月21日（火）の例会は、定款第
７条第１節に基づき休会
湯布院ＲＣ ７月21日（火）の例会は、定款第
７条第１節に基づき休会
大分城西ＲＣ ７月22日（水）の例会は、定款第
７条第１節に基づき休会
杵築ＲＣ ７月24日（金）の例会は、定款第
７条第１節に基づき休会
大分1985ＲＣ ７月27日（月）の例会は、クラブ内
研修会、夜例会の為 同日19：00～
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コンパルホールに時間・場所変更
17．本日、例会終了後 「第１回定例理事・役員会」
を開催致します。理事・役員の方、又お時間
のご都合宜しい方は、理事会へのご参加をお
願いします。
18．次回例会の予定（７月28日（火））
「硯川昭一ガバナー公式訪問例会６ＲＣ合同例会」
７月28日（火）18：00～
於ホテルサンバリーアネックス３Ｆ
※７月21日（火）例会を変更して開催します。
多数のご出席をお願いします。
19．本日の回覧
①「硯川昭一ガバナー公式訪問６ＲＣ合同例
会・懇親会」出・欠席
②「もみじ谷整美作業」出・欠席
20．本日の配布
① ロータリーの友７月号
② 週報 No.1456，1457
スマイルボックス

委員長

森園

伸也

○別 府ＲＣ
○別府東ＲＣ
○日 出ＲＣ
○別府北ＲＣ
ご挨拶として多額のスマイルをいただきました。
○臼杵徳二ガバナー補佐
コロナで色々ありましたが、７月にはいり
やっとガバナー補佐の実感がわいてきました。
平野パストガバナー補佐に指導を仰ぎながら皆
様のお役にたてる様頑張りますので御支援をよ
ろしく御願い致します。
○西馬会長
臼杵ガバナー補佐をはじめ、各クラブの会長
幹事の皆様、今日は大雨の大変な状況の中、当
クラブの例会においで頂き、誠にありがとうご
ざいます。新年度が始まりましたが、災害とコ
ロナ禍の状況でまさに嵐の中の船出となりまし
た。大変な時期ではございますが、希望だけは
持ち続けて、一年間頑張りたいと思います。織
姫と彦星は必ず見守ってくれているはずですの
で皆様も一年間ともに頑張りましょう。スマイル。
○平野（英）会員
臼杵ガバナー補佐を始め、別府・日出３ＲＣ
のみなさん、雨、霧の中をようこそ。臼杵ガバ
ナーの指導を仰ぎながら、がんばりましょう。
○森会員
なにかと大変なこのごろですが、こうして新

年度の例会に出ることが出来たことに感謝して
スマイル。
○村津会員
此の年度、最初のホームクラブ例会を欠席し
て申し訳ありません。
お詫びしてスマイル致します。
○佐藤会員
来週東京に行き、厚生、観光庁に行き上にむ
いて一言いって来ます。スマイル。
○平野（教）会員
臼杵ガバナー補佐ようこそ別府中央ロータ
リーへ。
ガバナー補佐の思う通りにして下さい。
別府ロータリー、別府東ロータリー、日出ロー
タリーの会長、幹事様一年よろしくお願い致し
ます。
○河村会員
久々の出席で申し訳ありません。
何とか生きております。
皆さんの元気な顔をみて元気が出ました。
○溝部会員
本学園外国人留学生二五名に資金援助をいた
だき誠にありがとうございました。
西馬年度の成功を祈念してスマイル
○森園会員
第二次西馬年度がすばらしい年度になるよう
に祈念してスマイル！！
○梅津会員
今日から新年度スタートです。
第３グループの会長幹事さんようこそいらっ
しゃいませ。
よろしくお願いします。
就任挨拶

会長

西馬

良和

私は、２年連続、続投ということで会長を務め
させて頂くことになりました。本来は１年でお役
御免となるところを２年連続となると、少しマイ
ナスな思考に陥りがちですが、ただ考えように
よっては良いこともあるなと思っております。
例えば、今年度は当クラブが別府４RCの代表
クラブということになりますので、当クラブの会
長が代表会長ということになります。私は昨年度
も会長幹事会に参加して１年間を見てきておりま
すので、１年間の大体の流れは把握できましたし、
議題についても連続性をもって仕事ができるかな
と思っております。
ご存知のとおり、合同事務局も今村さんが退職
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されるということで大きな転換点を迎えておりま
す。今まで事務局に聞けば何でも教えて貰えると
いう甘えはこれからは通用しないかもしれませ
ん。しかし、自分でその気になれば、大切なこと
は規則に書いていますし、議論の経緯を知りたけ
れば議事録に書いています。そういう意味では一
生懸命に勉強しながら難局を乗り越えていければ
と決意を新たにしているところでございます。
また今年度は社会奉仕の観点から何か新しいこ
とを一つしたいと思っております。当クラブだけ
でやろうと思っても限界がありますが、４RCも
しくは６RCが一致団結すれば何か新しいことが
出来るのではないかと感じています。例えば、合
同例会を実施するとしても、ただ集まるだけでは
なくて、全体で社会奉仕も同時にする、そんなこ
とが出来ればと考えております。
先週末は硯川ガバナー年度キックオフ懇談会が
熊本で行われて、行って参りました。前日未明か
ら降り続いた大雨で南部では災害は発生しており
ましたが、多くの皆さんが集まっていました。そ
の中でガバナーの挨拶を聞きました。ガバナーと
してもコロナ禍のスタートとなり忸怩たる思いで
いることが良く伝わりました。７月28日（火）は
ガバナー公式訪問合同例会が予定されておりま
す。他の地区では中止になっているところもあり
ますが、私は個人的には可能な限りガバナーをお
迎えしたいと思っております。もちろん１週間前
までには最終判断をしたいと思っておりますが、
万が一、感染者が発生したような場合はやはり中
止になるかもしれません。ただ、ガバナーが皆さ
んに会いたがっておられるということは是非お伝
えをしておきたいと思います。
多難の時期での船出ですが、皆様、この難局を
一緒に乗り越えましょう。引き続き１年間、どう
ぞよろしくお願い致します。
就任挨拶

副会長

森園

間に幹事、副会長、会長を各１回ずつ既に務めさ
せていただきました。前回の副会長就任が2012～
2013年度でございますので８年も前になります。
入会前には自分が会長になるなどとは夢にも思っ
ていませんでしたし、ましてや12年で副会長を２
回、次年度には２回目の会長予定ですので、大変
鍛えられるなあと思うことは多々あります。しか
し、西馬会長、梶原幹事も連投となりますし、そ
のようにもいっていられない状況でございますの
で、微力ではございますが、西馬会長、梶原幹事
を盛り立てて活力あるクラブ活動ができますよう
努めて参りますので、会員の皆様のご協力をお願
い致します。
拙い挨拶ではございますが、以上で就任の挨拶
とさせていただきます。
就任挨拶

幹事

梶原

みなさんこんにちは。
２年連続幹事の梶原です。
ロータリー歴は９年３ヶ月、職業分類はビルメ
ンテナンス業です。
今期は４ロータリークラブ代表幹事の年でもあ
ります。
新型コロナも終息しない中でのスタートとなり
ました。
今は新会員を入会させるのも大切ですが、現会
員を退会させないに方に力を入れるべきではない
かと思います。
今日お越しになられている各クラブの会長幹事
さんと一緒に力を合わせて魅力ある１年になるよ
うに努めてまいります。
以上で就任挨拶を終わります。
ありがとうございました。

伸也

今年度副会長を仰せつかりました森園でござい
ます。ロータリー歴は12年、職業分類は給食受託
業でございます。
当初の予定ですと今年度は幹事を仰せつかる予
定でございましたが、諸般の事情により昨年度の
途中より副会長に就任いたしました。西馬会長、
梶原幹事共々今年度も続投となりましたので、引
き続き宜しくお願い致します。
さて、副会長就任の挨拶とのことでありますが、
ロータリー歴は先程申しました通りですが、その

和朗

硯川ガバナー年度キックオフ懇談会
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