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■ 出席報告　　　　　　委員長　一力 秀次

本　
　

日

会員総数 42名 ゲ ス ト 0名

出 席 数 29名 ビジター 0名

欠 席 数 13名 出 席 率 69.04％

出席規定免除(b)：

■ メイクアップ

　　事後　工藤（地区協議会）

■ 欠　　席

安部、石田、川本、児玉、久保田、中塚、西、

西林、岡本、高橋、詫磨、立川、梅津

■ 点　　鐘 　12時30分

■ ロータリーソング 　我等の生業

                                                   
四つのテスト

　　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

■ ゲ ス ト

■ 会長の時間 　　　　　　　会長　檀上　陽一

　会長の時間を借りまして報告申し上げます。

　去る４日熊本市内で開催されました硯川昭一

ガバナーとの懇親会に出席しました。「ＰＥＴ

Ｓ」に変わる会合でしたが、席上ガバナー事務

所の田中俊宏地区幹事より熊本人吉・球磨地方

を襲った大雨により発生時、多数の死者、犠牲

者が確認されました。日を追って被害も拡大さ

れ、両地区ロータリアンにも被害にあわれた旨、

連絡を受けました。当別府東としては急ぎ支援

対応に入りたいと思います。支援要請はガバナ

ー事務所から大分第３グループ臼杵ガバナー補

佐経由で参ります。この臼杵補佐は公式訪問例

会の積極推進者、出来れば第３グループ初の共

同支援プロジェクトとして来る28日のガバナー

公式訪問例会の席上で硯川ガバナーに直接手渡

しで贈呈したいとの事。なお６ＲＣ合同例会開

催の成否に関しましてはコロナ拡大の見地から

最終的には21日ガバナー事務所の判断という未

決の部分もあり予断を許さぬ状況にあります。

被災支援につきましては来週の臨時総会の議題

として緊急提案します。

　会員諸兄のご理解ご協力をまずもってお願い

申し上げます。なお７・７大水害では日田地方



においても甚大な被害が出ております。日田に

は日田ＲＣがあります。日田支援もあわせて理

事役員会の了承を得て緊急転展対応とさせて頂

きたく存じます。加えて湯布院ＲＣは公式訪問

の参加拡大依頼をあわせＭＵして来ます。各地

の現状を明確にとらえた対応を心がけたいと思

います。年度始めからお願いばかりで恐縮では

ありますが、「ロータリーの友情」に免じての

対応を重ねてお願い申し上げ、会長の時間に変

えさせて頂きます。本日はヤル気満々の新委員

長の決意表明。楽しみにしております。よろし

くお願いいたします。

■ 幹事報告　　　　　　　　　幹事　笠木　隆弘

１．７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

よび瀧ガバナー慰労会が開催され、檀上陽一

会長が出席されました。

２．７月12日(日)佐賀県鳥栖市に於いて開催予

定だった米山記念奨学生夏季研修会につきま

しては、コロナウイルスや大雨などの安全確

保対策の観点から中止となりました。

３．檀上陽一会長、笠木隆弘幹事の両名は、７

月３日(金)12：30～両築別邸に於いて開催の

別府ＲＣ例会、７月７日(火)12：30～ＡＮＡ

インターコンチネンタルホテル別府リゾート

＆スパに於いて開催の別府中央RC例会、同日

19：00～ホテル＆リゾーツ別府湾に於いて開

催の日出ＲＣ例会を訪問し、就任の挨拶を致

しました。

４．第１回定例理事・役員会報告

　（令和２年７月２日(木)11：45～於ホテルサンバ

 　 リーアネックス　１４名出席）

　審議事項

　１号議案 ６月30日付退会願いの件。＊保留

　２号議案 定款第10条第５節（ｂ）を適用

　　した出席規定の免除者承認の件。＊承認

 　岩瀬公男、樽谷壽生、杉本邦弘、神田　剛、

　　加藤兼司、檀上陽一、梅野　保　以上７名

　３号議案 2020-2021年度年間スケジュー

　　ル(案)並びに、別府東ＲＣ独自の「緊急特

　　別措置についての臨時総会」開催の件。

　　＊承認 

　　日　時 2020年７月16日(木)12：30～　　

　　「例会」引き続き「臨時総会」

　　場　所 ホテルサンバリーアネックス

　４号議案 別府東ＲＣ独自の「緊急特別措

　　置」内容確認の件。＊条件明示するものと

　　して承認

　５号議案 2020-2021年度予算(案)の件。　　

　　＊承認

　６号議案 2020-2021年度前期会費納入金

　　及び立替金請求の件。＊承認

　７号議案 「祈願例会」開催並びに「定例

　　理事会」開催時間変更の件。＊承認

　　日　時 令和２年８月６日(木)12：30～

　　　　　　　例会

　　例会終了後　13：40～「第２回定例理事会」

　　場　所 火男火売神社

　　（例年、米山ランチ300円・100万ドルの食

　　　事：2＄　を実施）

　８号議案 西　貴之会員、尾方義顕会員より

　　職業分類変更願いの件。＊承認

 　　  西　貴之 

　　現行 レンタカー業

　　　　　　  （株）別府レンタカー　代表取締役

　　変更 石油小売（Refi ned Oil Retailing）

　　　　　　　（株）西石油　代表取締役社長

　　  　尾方義顕 

　　現行 産業廃棄物処理業

　　　　　　　オガタ環境　代表取締役

　　新規 保育園（Nursery）

　　　　　　 （株）愛夢　執行役員統括部長

　９号議案 2020-2021年度お祝い記念品（自

　　宅配達）の件。＊承認

　　会員誕生日・皆勤は幹事報告への記載のみ

　　但、独身会員６名「フルーツ盛合わせ」4,320円

　　（盛商）

　　結婚記念日「特選豊後牛肉」

　　4,320円（ミカド肉店）

　　配偶者誕生日「花、焼き菓子」

　　4,500円（ＲＹＯ3,300円＋ドラゴン1,200円）

　10号議案 「硯川昭一ガバナー公式訪問６ＲＣ

　　合同例会・懇親会」開催の件。＊承認

　　開催日 2020年７月28日(火曜日)

　　17：30～　ガバナーとの記念写真撮影（クラ

　　　　　　　ブ毎）

　　18：00～　大分第3グループ６ＲＣ合同例会

　　19：00～　懇親会

　　場　所 ホテルサンバリーアネックス

　　会　費 例　会　2,000円　＊6ＲＣ全員登録

　　懇親会　　　　　　 7,000円(税込) ＊希望登録



　11号議案 「ガバナー公式訪問６ＲＣ合同例

　　会・懇親会」実行委員会結成の件。＊承認

　　人選は会長・幹事一任にてご協力ください。

 報告・確認事項

　　①地区よりガバナーノミニーデジグネート決定

　　　のお知らせ

　　　2022－2023年度ガバナー　堀川貴史氏（熊

　　　本南ＲＣ）

　　②米山記念奨学生夏季研修会への奨学生ウィスヌ

　　　くん引率の件。

　　開催日 2020年７月12日(日曜日)

　　　　　　　 10：00～16：05

　　場　所 ホテルビアントス（佐賀県鳥栖市

　　　　　　　 酒井西町789-1）

　　登録料 2,000円（ロータリアンのみ）

　　出席者 会長、カウンセラー、奨学生

　　③例会予定の確認

　　7月　＜指定ありません＞

　　　７月２日「就任挨拶」檀上陽一会長、笠木隆弘

　　　　　　　幹事

　　　　　９日「五大奉仕委員長就任挨拶」

　　　　　　　羽田野徹クラブ管理運営、沼田守生

　　　　　　　職業奉仕、塩見安史社会奉仕、桝田

　　　　　　　浩国際奉仕、太田直希青少年奉仕

　　　　　　　各委員長

　　　　　16日「緊急特別措置についての臨時総会」

　　　　　23日「法定休日（海の日）」

　 30日→28日(火)「ガバナー公式訪問６ＲＣ合同

　　　　　　　　　例会」ホスト

　　8月　＜会員増強新クラブ結成推進月間＞

　　　８月６日「祈願例会」12：30～於火男火売

　　　　　　　神社

　　　　　13日「定款第７条第１節により休会」

　　　　　20日「前年度青少年交換派遣学生　帰国

　　　　　　　  報告」馬〆ほたるさん

　　　　　27日「夜例会」（予定）

５．例会変更のお知らせ

大分臨海ＲＣ ７月20日(月)の例会は、定款第7条

　　　　　　　 第1節に基づき休会となります。

日出ＲＣ ７月21日(火)の例会は、休会とな

　　　　　　　 ります。

湯布院ＲＣ ７月21日(火)の例会は、定款第7条

　　　　　　　 第1節に基づき休会となります。

大分中央ＲＣ ７月21日(火)の例会は、定款第7条

　　　　　　　 第1節に基づき休会となります。

大分城西ＲＣ ７月22日(水)の例会は、定款第7条

　　　　　　　 第1節に基づき休会となります。

大分東ＲＣ ７月23日(木)の例会は、定款第7条

　　　　　　　 第1節に基づき休会となります。

宇佐ＲＣ ７月23日(木)の例会は、法定休日

　　　　　　　 のため、休会となります。

別府ＲＣ ７月24日(金)の例会は、法定休日

　　　　　　　 のため、休会となります。

６．次週（７月16日）例会の予定

　「緊急特別措置についての臨時総会」

　  12：30～　於ホテルサンバリーアネックス

７．本日の回覧

　①７月16日例会 出・欠席

　②７月28日G公式訪問合同例会・懇親会 出・欠席

　③今日新聞（令和2年7月2日付）記事

８．本日の配布

　①週報　No.1967

■ お祝い

　  結婚記念日 岡本信哉会員 （７月11日）

　  ＊ご自宅に特選豊後牛肉をお届けします。

　

　  皆　　　勤 梅津　亮会員 （７月４日＝13年）

　　　　　　　 西　貴之会員    （７月７日＝４年）

■ ニコボックス　　　　　　　委員長　赤嶺　リサ

○甲斐文明会員　本日で入会６ヶ月となりました。

　本日のロータリーソングにおいて初めてタクトを

振りましたが、皆様方の御理解と御協力のおかげで

無事任務を終了することが出来ました。ありがとう

ございました。ラッキーと言うことで７口!!　

○竹内孝夫会員　新型コロナの状況は続きますが、

７月10日(金)よりビアホールを実施いたします。今

回よりサンバリー閉館中の為、１階プリマドールに

て“しゃぶしゃぶ食べ放題”となります。本日７月

９日、前夜祭が19：00から実施いたします。ロー

タリーのメンバーで来れる方は来てください。プラ

ス赤嶺会員ニコＢＯＸ委員長就任も含めて!!５口お

願いします。桝田さん、お肉が売れるとゆー事で

２口。

○五大奉仕委員長　今年１年どうぞよろしくお願い

します。羽田野、塩見、桝田、太田、沼田各会員１口。

○赤嶺リサ会員　明日よりエールクーポン券が発売

されます。コロナ、水害と大変な中ではありますが、

皆様どーぞエールクーポン券ご購入頂き、飲食・料

飲をご支援下さい。宜しくお願い致します。２口。



委員長   塩見　安史

委員長   羽田野　徹

　この度、クラブ運営委員長に就任させていただ

きました。羽田野徹です。ロータリー歴は３年2

ヵ月、職業分類は生命保険です。今回の就任にあ

たり、昨今のコロナウィルスの猛威はどの業種に

もかかわらず多大なる営業損失をもたらし、近年

稀にみる世界恐慌ではないかと感じております。

そんな中でもロータリアンの皆様は社会貢献を忘

れず、地域の活性化に尽力されていることと存じ

ます。このような時期にクラブ運営委員長として

の役割を考えますに、一つは会のスムーズな運営

はいうに及ばずですが、このコロナ危機をプラス

に捉え、内政の充実、つまりこの会の質の向上を

図りたいと思っております。「この忙しい中この

例会に参加して本当に良かった」「この例会で勉

強になった」「経営のヒントをもらった」など、

毎回参加してためになるための運営をしていきた

いと思います。

　今期の檀上会長は大きく二つのスローガンを掲

げました。一一つは「会員相互の融和親睦による退

会防止」「ロータリークラブ本来の使命である

『職業奉仕』の再確認とその充実拡大」の二二つで

す。ロータリーの起源となったポール・ハリスは

当時の商業道徳の欠如を嘆き、仲間を集め公正な

取引をし、仕事上の付き合いがそのまま親友関係

に発展する会を作りたいという趣旨でこのロータ

リーをクラブを作りました。いまこの未踏のコロ

ナ不況の最中私たちができることは、今一一度この

クラブ内での親交を深めることと、相互の仕事の

付き合いの発展ではないでしょうか？それでは、

具体的にこの議題をクラブ運営委員会の中で、何

ができるのかを考えてみたときに見えてくるのが、

やはり例会の運用に尽きるのではないかと思いま

す。この例会で、よりたくさんの会員が登壇をし

ていただき、みなさんに発表することだと思いま

す。それを行うため、今期はなるべく外部卓話を

減らしていこうと思っています。今回のコロナの

影響で他クラブへの参加に自粛を求めるクラブも

あるということも聞き及んでおりますし、今回の

コスト削減にも一一躍を担うのではないかと思って

おります。

　そうすることで、必然と当クラブの会員の卓話

クラブ運営

社会奉仕

をする機会が増えるわけです。そもそも、今の会

員がどのような仕事をしているのか？また、その

中でどういった取組をもって仕事をしているのか？

他社との差別化をどうしているのか？などを知る

ことがなかなかないのではないでしょうか？そこ

をフォーカスしていただいて卓話してもらうと、自

分の経営のヒントにつながってくるのだと思いま

す。更に求めていくと、コロナによって被った影

響をどのように対処しているのかを発表してもら

うことも大事だと感じています。

　例会で人それぞれの対策や英知を学び、それを

インプットして自分の会社でのできることをアウ

トプットしていける場の提供がこの例会でできる

ようになれば、私の今期の任務は成功したといえ

ると思います。そしてさらに会員同士の仕事を回

すことができるようになれれば、檀上会長の提言

している二つのスローガン「会員相互の融和親睦

による退会防止」「ロータリークラブ本来の使命

である『職業奉仕』の再確認をその充実拡大」の

達成への助力になると信じています。今期はより

深い会員の友好ができるよう精進していきますの

で、皆さんのご指導・ご鞭撻のほどをよろしくお

願い申し上げます。

　以上をもって私の就任挨拶に代えさせていただ

きます。ご清聴ありがとうございました。

　今期、社会奉仕委員長をさせていただきます。

初めての委員長ですので、わからないことだらけ

ですが、委員会のメンバーと頑張っていきますの

で、１年間よろしくお願いします。

　コロナにより情勢が不安定な状態で新年度が始

まったこともあり、会長より予算を圧縮したいと

の、お願いがありましたので今期は助成金を使用

した活動は行わず、労働奉仕型の事業を行う予定

です。今委員会内で決まっているのは清掃活動を

することです。まだ場所や日時等は決まっていま

せんが、決まり次第告知をさせていただきます。

その時はご協力よろしくお願いします。



委員長   桝田　　浩

国際奉仕

　本年度、国際奉仕委員長を務めさせていただき

ます桝田です。宜しくお願い申し上げます。

　本年度の最重点事業は2021年６月12日から16

日に行われる台北での世界大会への参加ではない

かと思います。別府東ロータリークラブの姉妹ク

ラブでもあります台北昇陽扶輪社への訪問をかね

て世界大会へ一一人でも多くのメンバーと参加出来

るよう企画していきたいと思います。

　委員会メンバーは副委員長に中塚会員、他に久

保田会員、尾方会員と言う若いメンバーで構成さ

れています。親日国家でもあります台湾の昇陽扶

輪社のメンバーとの友情と親睦をより深く押し進

めていきたいと思っています。

　また、次年度、羽田野会長年度には姉妹クラブ

再調印式も控えています。その打ち合わせ等も進

めていきたいと思います。昨年度は昇陽扶輪社の

メンバーの来別は叶いませんでしたが、本年度来

別の日程が決まれば全力でおもてなしもしたいと

考えています。

　また、米山留学生への支援、協力も最大限に実

施していきたいと思います。

　最後に檀上会長を男にすべく全力で頑張ってま

いりますのでご支援ご協力をお願い申し上げます。

委員長   太田　直希

青少年奉仕

７人に１人は相対的貧困家庭で育っており、１日

１食しか食べることしかできません。このような

子どもも含めて、すべての子どもに安心して生活

できるよう、また、大人がちゃんと見守っている

よ！というメッセージを伝えたいと思います。

　まだまだ、わからないことばかりではございま

すが、大所高所よりご指導くださいますようお願

い申し上げます。

青少年奉仕委員長を拝命いたしました職業分類：

児童施設の太田でございます。

　ロータリー歴：３年目の私にこの大役をお任せ

いただいた檀上会長に心から感謝申し上げます。

また、その御期待に応えられるよう精一杯努めた

いと思いますので、１年間ご指導ご鞭撻のほど、

どうぞよろしくお願いします。

　さて、初めて、委員長を仰せつかったところで

ございますが、これまでの歴代委員長がなさった

事業をしっかり踏襲することは当然ではございま

すが、自分の職業分類である児童施設を活かして、

今年度は「移動こども食堂」という事業を始めた

いと思っています。

　以前卓話でお話ししたとおり、現代においても

委員長   沼田　守生

職業奉仕

　本年度職業奉仕委員会の委員長になりました沼

田です。

　ロータリー歴は５年、職業分類は家電製品小売

りです。入会から親睦委員長、プログラム委員長、

幹事、直前幹事となり今年初めて４大奉仕委員長

の一一つ職業奉仕委員長になりました。

　ロータリーの根幹は職業奉仕と私は考えていま

す。そもそもポールハリスは新しい街で仕事を始

めた際に全く地域や既存の人と連携が取れず困り、

互いに仕事を協力する仲間を作るためにロータリ

ークラブを作ったといいます。ロータリーの基本

理念として「ロータリアンはそれぞれの職業を通

じて他の人々に奉仕し、高い道徳的水準を保つこ

とを奨励します」と書かれていて、後の1927年の

ベルギーでの国際大会ではっきりとロータリーの

４大奉仕活動の一つとして「職業奉仕」とはっき

り明記されたようです。

　２年前に私が幹事をしていたときの第３グルー

プのＩＭのテーマも職業奉仕でした。そのときは

約１年半の期間、第３グループのメンバーの職場

を回り、会員の職業とその業界の勉強をしていき

ました。そしてメンバー間で仕事を出しあって行

こう、請けた方は責任もって良い仕事をしよう、

とメンバー間で活動をしました。ＩＭの際にその

成果をガバナー補佐の平野さんが発表しましたが、

それだけ数千万の効果になったようです。このと

きの経験を生かし今年の職業奉仕活動をしていき

たいと思います。

今年度も職場例会を開催したいと考えています。

また職業上の意欲効用やコロナ化の中頑張る方法

を語れるような方を選んで卓話も企画したいと考

えてきます。これまで通り会員相互で仕事を出し

合い、請けた側は良い仕事をするという事が浸透

できるよう職業奉仕活動を行っていきたいと思い

ます。一年間よろしくお願いいたします。



（令和２年７月号）


