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別府東ロータリークラブ
例 会 日 ： 毎 週 木 曜 日 12時30分
例 会 場 ： ホテルサンバリーアネックス（１・２・３週）
杉 乃 井 ホ テ ル （４・５週）
事 務 所 ： 別 府 市 西 野 口 １ 番 １ 号
〒874-0931 （青山通りビル３階）
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新年の寿ぎは、新型コロナウイルス感染症の収束を待って改めて申し上げます。
昨年末第３波の襲来により、東クラブの再開を２月18日と定めました。本年は懸
案でもあります、「地区年次大会」そして「台湾での国際大会」と、会員各位に、計
り知れない収穫に出逢える行事も控えておりましたが、ズームでの開催となりました。
コロナ収束をめざして歩を確実に進めて参りたいと存じます。
皆様方におかれましては旧に倍しての御支援とロータリーの友情に期待申し上げる
次第であります。遅ればせながら本年も何卒よろしく御指導御鞭撻の程を心よりお願
い申し上げます。
また新年を迎え台北昇陽RC曽俊源会長よりメッセージを頂きました。すでにライ
ン等でご存知の事と存じます。これに返礼として愚生の一筆を添えましたので改めて
紹介させて頂きます。

第1988回例会（Ｒ２．12．10）

定款第７条第１節(ｄ)(３) 休会

第1989回例会（Ｒ２．12．17）

定款第７条第１節(ｄ)(３) 休会

第1990回例会（Ｒ３． １．７）

定款第７条第１節(ｄ)(３) 休会

第1991回例会（Ｒ３． １．14）

定款第７条第１節(ｄ)(３) 休会

第1992回例会（Ｒ３． １．21）

定款第７条第１節(ｄ)(３) 休会

第1993回例会（Ｒ３． １．28）

定款第７条第１節(ｄ)(３) 休会

第1994回例会（Ｒ３． ２．４）

定款第７条第１節(ｄ)(３) 休会

世界中の医療従事者の皆様（ロータリーメンバーも数多くいると思います）危険と隣合せの中、この未知
のウイルスと戦い、感染者の方の救命、治療にあたられていることと思います。敬意を表すると共に感謝
いたします。

■ 幹事報告＜特別編＞
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第1987回（R2.12.3）例会を最後に、感染症拡大防止のため例会が開催できない状況が続いております。
連絡事項が滞っておりますので、「幹事報告＜特別編＞」として会員の皆様方へまとめてご報告させて
頂きます。（若干のタイムラグがあります。ご了承ください。）
１．ロータリー適用相場変更のお知らせ
2021年1月1日よりロータリーのすべての振り込みに対する適用相場が、
以下のとおり変更となりましたのでお知らせ
致します。
		

1ドル

104円（2020年12月：105円）

２．11月～12月の例会時、回覧で皆様にご協力をお願いしておりました「おぎゃー献金」について、益金が14,863円
となりましたので、大分県産婦人科医会へ送金致しました。ご協力ありがとうございました。
（内訳：11月12日 1,816円、11月19日 10,347円、12月3日 2,700円）
３．第６回定例理事・役員会報告
（令和２年１２月３日
（木）
11：45～於ホテルサンバリーアネックス 12名出席）
審議事項
1号議案
12月例会休会の件。＊承認
10日・17日 定款第7条第1節（ｄ）
（３）
により休会
		
２号議案
３号議案

別府東ＲＣ独自の緊急特別措置対象期間延長の件。＊令和3年6月30日まで。承認
後期クラブカレンダー確認の件。＊承認
２月１１日
法定休日
３月 25 日
2000回記念例会を兼ねて３RC合同花見会
４月２９日
法定休日
５月 ６日
定款第７条第１節（ｄ）
（１）祝日同週による休会
６月１７日
定款第７条第１節（ｄ）年間４回まで休会：３回目

４号議案
「地区補助金管理セミナー」開催の件。＊承認
			
日 時 2021年1月30日（土）13：00～16：00
			
場 所 ホルトホール大分3階 大会議室
出席対象 会長エレクト、次年度財団委員長、次年度国際奉仕委員長 他希望者
		
報告・確認事項

①黒岩 英元会員、永嶋政人元会員、名誉会員受諾の件。
②指名委員会からの報告
③青少年奉仕委員会事業「少年・少女わくわく科学教室」
の件。
日 時
令和3年1月23日（土）9：00～12：00
場 所
別府中央小学校 体育館
④別府市社会福祉協議会より
「歳末たすけあい募金」運動について協力依頼の件
取りまとめ期間：令和3年1月22日（金）
まで
⑤「第9回別府市内4RC会長・幹事会」
の報告。
⑥杉乃井ホテルより、予約受付停止の件。
杉乃井ホテルより、個室会場での会食については、
コロナの関係により期限未定で予約受付を停止している
旨連絡があったため、1月以降当分の間、第4週および第５週例会については、会場を杉乃井ホテルから変
更して開催いたします。
⑦例会予定の確認

12月 ＜疾病予防と治療月間＞
12月 ３日「年次総会」
10日「新入会員卓話」
津末法良 会員
17日「最新のガン治療について」羽田野徹 副会長
24日・31日「定款休会」
1月 ＜職業奉仕月間＞
1月 7日「年男年頭所感」年男対象会員：6名
14日「新年家族会」 於ホテルサンバリーアネックス

＊感染拡大防止のため延期
＊感染拡大防止のため延期

21日「
」
28日「職場例会」

於別府大学

４．第5回臨時理事・役員会報告 （令和3年1月4日
（月）
＜持ち回り＞）
審議事項

1号議案
1月理事・役員会および例会休会の件。＊承認
		
コロナ感染拡大が極めて深刻な状況に晒されているため、1月7日(木)開催予定だった第7回定例理事・
役員会および1月7日(木)～28日(木)例会について、休会とさせて頂きます。
		
これに伴い、新年家族会、青少年奉仕委員会事業、職場例会についても延期とさせて頂き、例会の再開
については、1月末時点での状況を踏まえ、改めてご報告させて頂きます。
2号議案
2020-2021年度ＲＩ第2720地区大会開催案内の件。＊承認
		
下記の通り、地区大会が開催予定となっております。登録の希望について各会員へ後日ご案内させて頂
きます。
ご承認をお願いいたします。
			
日 時 2021年3月13日(土)～3月14日(日)
3/13 於：ホテル日航熊本
			
会長・幹事・ガバナー補佐会議、地区指導者育成セミナー
			
ＲＩ会長代理歓迎晩餐会 ＊会長・幹事義務出席
		
3/14 於：熊本城ホール
			
08：30～ 登録開始 10：00 点鐘
			
11：00～ ガバナー挨拶並びに現況報告
			
12：50～ 記念講演（映画上映） 15：10 点鐘
			
記念講演
行定 勲 監督
登録料 10,000円（家族5,000円）
			
登録締切
2021年2月5日(金）
（変更期限2月19日）
５．第6回臨時理事・役員会報告 （令和3年1月25日
（月）
＜持ち回り＞）
審議事項

1号議案
2月定例理事・役員会の開催日変更および例会休会の件。
＊承認
コロナ感染拡大は、未だ予断を許さない状況が続いているため、会員皆さんの健康と安全を確保する観
点から、理事・役員会および例会の開催日を、以下のとおり変更とさせて頂きます。
		
2月 4日（木） 休会
			
11日（木） 法定休日のため休会
			
18日（木） 11：30～ 第7回定例理事・役員会
				
12：30～ 例会「年男 年頭所感」
６．12月16日（水）、黒岩 英会員、永嶋政人会員のご自宅へ、檀上陽一会長と笠木隆弘幹事が訪問し、名誉会
員証書を贈呈いたしました。

黒岩

英 名誉会員

永嶋

政人 名誉会員

７．別府北ロータリークラブより例会場変更のお知らせ
ＲＩ第2720地区別府北ロータリークラブの例会は、１月より下記の通り例会場を変更しますのでお知らせ
致します。

		

変更前
変更後

毎週水曜日（月２回以上）
同 上

於：ホテル白菊
於：杜の湯リゾート

８．例会変更のお知らせ
湯布院RC
2月 2日(火)の例会は、例会場の都合により 同日12：00～ 会長宅に時間・場所変更
2月 9日(火)の例会は、定款第7条第1節に基づき休会とします。
		
日出RC
2月 2日(火)の例会はZOOM例会となります。
2月 9日(火)の例会は、定款第7条第1節に基づき休会とします。
		
大分中央RC 2月 2日(火)、9日(火)両日の例会は、時間・場所変更のため 同日12：00～12：40
大分オアシスタワーホテルにてメイクアップ受付致します。
大分南RC
2月 5日(金)の例会は、時間・場所変更のため 同日12：00～12：40 トキハ会館4階にて
メイクアップ受付致します。
大分臨海ＲＣ 2月 8日(月)の例会は、休会とします。
＜2月の例会をすべて休会とするクラブ＞
大分ＲＣ、大分城西ＲＣ、大分東ＲＣ、杵築RC、宇佐RC、中津中央ＲＣ、中津平成ＲＣ
９．次週（2月4日）の例会は、感染症拡大防止のため休会となります。
１０．例会再開日の2月18日は、11時30分～ホテルサンバリーアネックスに於いて「第7回定例理事・役員
会」を開催します。関係の方は、ご出席をお願いします。
１１．今後の例会開催予定
2月 11日（木）
建国記念日（祝日）のため休会
18日（木）
「年男 年頭所感」

（12月10日以降の例会が休会となりましたので、
ご披露が遅くなりましたがまとめてご紹介いたします）
■ お祝い
会員誕生日
中村 忠孝会員（ １月 ９日）
工藤 陽一会員（12月１１日）
梅野
保会員（12月１8日）
神田
剛会員（ １月 10日）
		
赤嶺 リサ会員（12月2１日）
野本 宣寿会員（ １月 11日）
		
羽田野 徹会員（12月２７日）
加藤 兼司会員（ １月 19日）
		
		
岩瀬 公男会員（ 1月 ２日）
中塚 茂次会員（ １月 26日）
＊独身会員の方へご自宅に新鮮フルーツをお届けしました。
配偶者誕生日
西林 仁子さん
（12月２６日）
塩見 泰美さん
（ １月16日）
瑞木 良子さん
（ １月 ３日）
檀上小夜子さん
（ １月25日）
（ １月 ３日）
森 朱美さん
（ １月26日）
羽田野京子さん
川本 遼子さん
（ １月１０日）
詫磨 恵美さん
（ 2月 1日）
＊ご自宅にお花とお菓子をお届けしました。

		
		
		
結婚記念日

河野 将己会員（12月２５日）
竹内 孝夫会員（ １月18日）
＊ご自宅に特選豊後牛肉をお届けしました。
皆勤
		
		
		
		
		
		
		

檀上 陽一会員（12月 6日＝36年）
久保田高史会員（ 1月 8日＝ 6年）
尾方 義顕会員（ 1月12日＝ 4年）
甲斐 文明会員（ 1月16日＝ 1年）
竹内 孝夫会員（ 1月17日＝13年）

赤嶺 リサ会員（ 1月24日＝ 6年）
塩見 安史会員（ 1月24日＝ 2年）
森 憲司会員（ 1月25日＝ 3年）
神田 剛会員（ 1月26日＝37年）

今後の例会開催については、開催日が近づきましたら、改めて会員の皆様方へお知らせいたします。
例会再開できる日まで、コロナ感染予防の対策をされ、お元気でお過ごしください。
尚、連絡事項や急用のございます方は、笠木隆弘幹事までご連絡ください。
【

笠木隆弘幹事 携帯：080-5207-7653

】

ロータリーの友（１月号）

