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■ 出席報告　　　　　　委員長　中村 忠孝

本
　
　
日

会員総数 44名 ゲ ス ト 2名

出 席 数 25名 ビジター 4名

欠 席 数 15名 出 席 率 62.50％

出席規定免除(a)：

出席規定免除(b)：樽谷、加藤

 緊急特別措置適用により免除： 2 人

■　メイクアップ

　　事前　笠木笠木（別府RC）
　            竹内（親睦委員会 行事）
　　　　　桝田（親睦委員会 行事）

　　事後　山下(唱)山下(唱)（職業奉仕セミナー）
　　　　　野本（大分RC）　

■　欠　　席

安部、一一力、石田、笠木、川本、児玉、桝田、

二宮(滋)、岡本、髙橋、竹内、詫磨、立川、梅津、

山下(唱)

■ ゲ ス ト

　大森　克磨 氏　 (国際ロータリー第2720地区ガバナー)

　藤本　修司 氏　 (大分第３グループガバナー補佐)

■　点　　鐘 　12時30分

■　ロータリーソング 　君が代・奉仕の理想 　

                                                   
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　

■ ビジター　

　西岡　　透 氏　 (別府ロータリークラブ)

　三浦　政人 氏　 (別府ロータリークラブ)

　後藤　謙治 氏　 (別府ロータリークラブ)

　渡邊　吾朗 氏　 (別府ロータリークラブ)

会長の時間 　　　　　　　会長　羽田野　徹

　今日は大森ガバナー公式別府中央、東RC合同例会

という事もあり、今一度我々ロータリアンとしての

目的と行動原理を再認識する時間として、規範を読

み上げたいと思います。

　ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として

奉仕の理念を奨励し、これを育むことにある。具体

的には、次の各項を奨励することにある。

　第１　 知り合いを広めることによって奉仕の機会

とすること

　第２　 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事



はすべて価値あるものと認識し、社会に奉仕する機

会としてロータリアン各自の職業を高潔なものにす

ること

　第３　 ロータリアン一人一人が、個人として、ま

た事業および社会生活において日々、奉仕の理念を

実践すること

　第４　 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネット

ワークを通じて、国際理解、親善、平和を推進する

こと

　ロータリアンの行動原理・行動規範として、私た

ちが共有すべき５つの「中核的価値観」があります。

１．奉仕 Service

　ロータリーの目的は、「奉仕の理念」を奨励・育

成することですから、「奉仕Service」がロータリー

理念の中心概念であることはいうまでもありません。

現代ロータリーでは、「奉仕Service」を最も広い意

味で使っています。

　すなわち、「社会に役立つ価値を提供すること」　

「世のため人のために尽くすこと」 です。

２．親睦 Fellowship

　「親睦」の原語“Fellowship”の原義は、「仲間

意識、仲間同士の親交、友情」ということです。

「奉仕」と「親睦」はロータリーの２本柱、と昔か

ら言われていますが、「奉仕の理念」を共有する仲

間との例会での奉仕の心の研鑽や地域社会での奉仕

活動の実践を通じて育まれるのが“Fellowship”です。

３．多様性 Diversity

　多様性が保たれていることが、組織活力の源泉で

す。ロータリーの「職業分類制度」は、ロータリー

の多様性を端的に示しています。年齢や性別も問い

ません。（ロータリーでは1989年に女性の入会が正

式に認められた）

また、ロータリーは、人種や国境を超えて200以上の

国と地域に広がる国際的なネットワークになってい

ます。奉仕活動の分野も多岐に渡っています。

４．高潔性 Integrity

　“Integrity”は「高潔性」と訳されていますが、

日本語の適訳がなかなか見つかりません。一言では

なかなか表現できないのですが、“Integrity”は、

一貫した『誠実さ』『真摯さ』『高潔さ』など、リー

ダーが具えるべき『人徳』・『人間力』と言ってよ

いと考えます。私たちロータリアンは、自己研鑽に

よって、“Integrity”を高める努力をする必要があ

ります。

“Integrity”は次項の“Leadership”を十分に発揮

するための条件としても、欠かせない要素です。

５．リーダーシップ Leadership

　ロータリーでは、“Leadership”という言葉を多

用しますが、それは、ロータリーが、「事業・専門

職務のリーダーと地域社会のリーダーからなる世界

的ネットワーク」であるからです。ロータリーはリー

ダーの集まりなのです。しかし、ロータリーにおけ

る「リーダーシップ」の発揮の仕方は、企業におけ

る発揮の仕方とは、いささか異なります。RCは、企

業のように権限を持ったトップが指示・命令して動

かす組織ではありません。ロータリーの組織運営は、

会員の平等・対等な関係が前提になります。クラブ

の組織力を高めるためには、会員全員の合意形成・

対話・協力が重要です。

　クラブ会員全員にリーダーシップ開発の機会を提

供するのは、クラブ研修リーダーの役割です。

　ロータリーでは、会員全員が、必要に応じてリーダー

シップを発揮するよう、期待されています

　以上を再認識してここに集いし、ロータリアンの

更なる活動を祈念して会長の時間を終わらせていた

だきます。

■ 幹事報告　　　　　　　　　幹事　森　　憲司

１．第５回定例理事・役員会報告

　 （令和３年12月２日(木)11：45～　於：ホテル

　　サンバリーアネックス　14名出席）

1号議案 別府市社会福祉協議会より「歳末

                   助け合い募金」協力依頼の件。

                   ＊承認

2号議案 親睦委員会「大相撲九州場所観戦」

                       に係る負担額の件。＊承認

 日　時 2021年11月26日（金）

 場　所 福岡国際センター  参加者　12名

 負担額 参加者：11,000円／枡席代(宿泊

                  費・懇親会費別)

           親　睦：80,000円／座席手配謝礼、

                       交通費（一律15,000円）

3号議案 コロナ特別措置の延長期間

                  (2021.7.1～2021.12.31)満了の件。

                     ＊承認

4号議案 火男火売神社へ献灯の件。＊承認

                  前回同額15,000円(税込)をニコ

                   ボックスから拠出(3年毎入替)

                  １灯 5,000円 × 3灯を奉納

 報告・確認事項

①指名委員会開催の報告

　第３回指名委員会

　　日　時 2021年12月２日(木)11：30～

　　場　所 ホテルサンバリーアネックス

②RI第2720地区「地区補助金管理セミナー」

Zoom開催について

　日　時 2022年１月29日(土)13：00～

　出席対象 次年度　 会 長 、 財 団 委 員 長 、

国際奉仕委員長、青少年奉仕委員長、社会奉

仕委員長、その他希望者(各クラブ１名以上



　義務出席)

③名誉会員への慶弔規定について確認

④第７回別府市内4RC会長・幹事会報告

        (令和3年11月12日(金)　於：両築別邸)

・近隣7RCソフトボール大会会計報告の件・合同

   事務局員冬期賞与の件

・年末年始事務局閉鎖の件

        (2021.12.29 ～ 2022.1.3)

⑤クラブ財産の移動について

        (2021年11月19日(金)　完了)

　例会場案内板(本館用)　→　本館建替により所在

　　　　　　　不明(財産目録より削除)

　例会場案内板(華館用)　→　ホテルサンバリー

                   アネックスへ移設

　名札掛(H17.5購入分)　→　ホテル別府パスト

                   ラルへ仮置き

　備品収納用ロッカー →　ホテル別府パストラル

                    へ仮置き

　名札(杉乃井ホテル用)については、劣化(サビ、

　かび等)により廃棄。

⑥例会予定の確認

　12月　＜疾病予防と治療月間＞

 　  ２日     「年次総会」

 　  ９日     「G公式訪問 別府東・別府中央RC

　　　　　　  合同例会」　

                   於：ホテル別府パストラル

     16日     「ロータリーと健康寿命」

　　　　　　　﨑村篤史会員

     23日     「忘年会」（夜例会） 

                   於：ホテル別府パストラル

     30日      祝日と同週のため休会

　1月　＜職業奉仕月間＞

 　  ６日     「新年家族会」

　　　　　　   於：ホテルサンバリーアネックス

       13日     「年男年頭所感」

                   於：ホテル別府パストラル

       20日     「職場例会」 於：別府大学 

       27日     「職業奉仕について」

                   沼田守生 職業奉仕委員長

５．本日10時～、ホテル別府パストラルに於い

て「ガバナーとの会長・幹事懇談会」が開催

され、羽田野会長、森幹事、赤嶺次期会長、

塩見次期幹事が出席致しました。

６．令和４年１月６日(木)に開催予定の「新年家族

会」について、ご家族も含めた出・欠席確認

の往復はがきをご自宅へ郵送しております。

12月17日(金)までに事務局へ到着するよう、

返信はがきのご投函をお願い致します。

７．例会変更のお知らせ

大分1985ＲＣ  12月20日(月)の例会は、時間・場所

　　　　　　　変更のため同日12：30～13：30

　　　　　　　  トキハ会館４ＦにてＭＵ受付いたし

　　　　　　　ます。

大分中央ＲＣ    12月21日(火)の例会は、時間・場所

　　　　　　　変更のため同日12：00～12：40

　　　　　  　ホテル日航大分オアシスタワーにて

　　　　　　　ＭＵ受付いたします。

湯布院ＲＣ    12月21日(火)の例会は、献血事業の

　　　　　　　ため12月23日(木)9：30～　福祉

                         センター、岩男病院、ゆふいん病院に

　　　　　　　  て開催いたします。

津久見ＲＣ      12月21日(火)の例会は、12：15～

                  13：00の短縮例会といたします。

大分城西ＲＣ    12月22日(水)の例会は、時間・場所

　　　　　　　変更のため同日12：00～12：40

　　　　　  　ホテル日航大分オアシスタワーにて

　　　　　　　ＭＵ受付いたします。

大分東ＲＣ    12月23日(木)の例会は、時間・場所

　　　　　　　変更のため同日12：00～12：40

　　　　　　　  トキハ会館４ＦにてＭＵ受付いたし

　　　　　　　ます。

宇　佐ＲＣ    12月23日(木)の例会は、時間・場所

　　　　　　　変更のため同日18：30～　米沢観

　　　　　　　  光園にて開催いたします。

８．次回（12月16日）の例会予定

　「ロータリーと健康寿命」　﨑村篤史会員

９．今後の予定

 12月23日      「忘年会」（夜例会）

　　　　　　　　於：ホテル別府パストラル

        30日      定款第７条第１節(ｄ)(１)により休会

10．本日の回覧

　① 12月16日例会　出・欠席

　② 12月23日忘年会　出・欠席

11．本日の配布

　① 週報No.2027～2029

　② 歳末助け合い募金封筒

■ ニコボックス　　　　　　　委員長　立川　諭暢

○ガバナー・ガバナー補佐　多額のニコボックス

を頂戴致しました。



 

国際ロータリー第 2720 地区 2021-2022 年度 

大森克磨ガバナー 公式訪問 
別府中央・別府東ＲＣ合同例会 

 
日  時 令和 3 年 12 月 9 日（木）12：30～ 

場  所 ホテル別府パストラル 

ホ ス ト 別府東ロータリークラブ 
 

１２：３０～ 司会 別府東ＲＣプログラム委員長 赤嶺 リサ 

(1) 開会宣言 別府中央ＲＣ会長 森園 伸也  

(2) 物故会員へ黙祷 

(3) 点 鐘 別府東ＲＣ会長 羽田野 徹  

(4) 国歌斉唱 並びにロータリーソング「奉仕の理想」 

 別府東ＲＣソングリーダー 河野 将己 

(5) ゲストならびに参加クラブの紹介 別府東ＲＣ会長 羽田野 徹  

国際ロータリー第２７２０地区ガバナー 大森 克磨 氏 

第２７２０地区大分第３グループガバナー補佐 藤本 修司 氏 

(6) 新会員紹介 別府中央・別府東 各ＲＣ会長 

－ 食事の時間 － 

(7) 会長の時間 別府東ＲＣ会長 羽田野 徹 

(8) 幹事報告 別府東ＲＣ幹事 森  憲司 

(9) 出席報告 別府中央・別府東 各出席委員長 

１３：００～ 

(10) 卓  話 「ガバナーアドレス」 

国際ロータリー第２７２０地区ガバナー 大森 克磨 氏 

１３：３０～ 

(11) 謝  辞 別府中央ＲＣ会長 森園 伸也 

(12) 閉会宣言  別府東ＲＣ会長 羽田野 徹 

(13) 点 鐘  別府東ＲＣ会長 羽田野 徹 
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　：シェカールメータＲＩ会長の方針

　シェカールメータＲＩ会長のテーマは、オンラ

インで知ることとなりました。皆さんご存じの、

「奉仕しよう　みんなの人生を豊かにするために」　

です。

　また、シェカールメータＲＩ会長は、

　⑴　女子のエンパワメントに力を注ごう。

　⑵　未来の女性リーダーの成功に必要な初段を

与えよう

　⑶　世界の会員数を１３０万人にしよう。

　⑷　ロータリー奉仕デーを開催しよう。

　との主要な取り組み方針も掲げられております。

　：全体会議と分科会

　また、全体会議では、ロータリ－の重要なテーマ

について、世界の著名人がスピーチをし、また、

分科会ではそれらのテーマについて、研修リーダー

を交えて熱い意見交換がなされました。

　これらで学んだことを、私は地区に還元し、地

区運営に生かさなければなりません。

：：地区スローガンと年度の取り組み　

　：地区スローガン

　・次に、私は、「ロータリーのパワーは親睦が

生みだす！あらゆる場面を親睦の機会に?話しか

けよう?」との地区スローガンを掲げました。

　ポール・ハリスによれば、「仲間同士の親交」

（親睦）が何らかの「力」（パワー）を生み出す

のであり、そのパワーが奉仕に向けられたのがロー

タリーなのです。

　：取り組み

　・親睦活動を推進しましょう。新型コロナウィ

ルス感染拡大の状況下、ロータリー活動は例会等

の親睦の場が奪われ、最も大切な会員基盤が危機

：：はじめに

　：冒頭挨拶

　皆さんこんにちは、国際ロータリー第2720地区　

2021～22年度のガバナーを務めさせて頂いてい

る、大森克磨と申します。

　所属は大分キャピタルロータリークラブ、ロー

タリー歴は約２２年、職業は弁護士です。本日は

この様に歓迎をして頂き、心より感謝致します。

　また、平素は地区のロータリー活動にご協力を

頂き、心より感謝致します。

　：ロータリークラブのメンバーとなって10年ほ

ど不良会員であった私でしたが、2013年にクラブ

会長エレクトに指名された頃から改心致しまして、

今ではロータリーが大好きです。

　法律事務所の名前をエフワンとしておりますが、

エフ＝Ｆは、４つのテストの中の「Ｆｏｕｒ　Ｗ

ａｙ」「ＦＡＩＲ」「Ｆｒｉｅｎｄｓｈｉｐ」に

由来しております。

　ロータリー活動がなお一層楽しくなった地区委

員では、職業奉仕部門長を３年ほど務めさせて頂

きました。従いまして、職業奉仕についてだけは

自信がございます。

：：国際協議会報告

　：さて、私がガバナーノミニーとなり、ガバナー

になるまでの一番の特徴は、新型コロナウィルス

の感染拡大と、これに対応するためのロータリー

のオンラインによる活動の進化でした。

　私は、史上初めてオンラインにて国際協議会に

参加したガバナーエレクトとなりました。

　開会式、シェカールメータＲＩ会長のテーマ講

演、全体会議、分科会のすべてオンラインでの開

催でした。

【大森ガバナーと新人会員】【大森ガバナーと新人会員】【会長(右 )と大森ガバナー】【会長(右 )と大森ガバナー】

国際ロータリー第2720地区ガバナー　大森　克磨 氏



に曝されております。

　この様なときこそ、親睦の大切さを再認識し、

親睦に利用出来る場面があれば、どんなことでも

見逃さずに親睦に役立てましょう。

　親睦のコツは、誰にでも「先に話しかける」こ

とです。

　今まで以上の（内容、回数、etc）親睦を会員一

人一人が心がけてください。

　クラブにおいてはコロナが落ち着き次第、心に

残る親睦行事を実施してください。

　・各クラブが１年間で純増10％以上の会員増員

を目指しましょう。世界のロータリアン130万人

が目標です。１クラブあたり３名の純増です。

　・ロータリー奉仕デーを開催致しましょう。

　これまで行ってきたロータリーデーと基本的に

は同じですが、ロータリー外の方と協同開催する

こと、及びテーマが７つの重点分野に限られてい

ることが特徴です。　各グループ、各クラブごと

に地域社会の為になるプロジェクトを立上げて実

施してください。

　地区内で様々な活動をされている市民の方々、

市民団体もお誘いしましょう。ロータリーの活動

の幅を広げましょう。

　また、ロータリーの活動を知って頂き、公共イ

メージの向上のための一方法でもあります。

　ロータリー奉仕デーを130万人の起爆剤にしま

しょう。

　・地区やクラブのＩＴ化の支援を致します。オン

ラインミーティングにも挑戦してみてください。感

染対策になるだけではなく、時間と費用の節約に

おいて大きなメリットがあります。また、新しい

親睦の機会の創出ともなるでしょう。

　・青少年奉仕活動のあり方を考えなおしてみま

しょう。

　コロナ禍でここ数年、青少年交換事業、ＲＹＬ

Ａ、ＩＡＣ、ＲＡＣの対面式年次大会等の事業が

休止に追い込まれており、厳しい環境下にありま

す。

　コロナ禍が落ち着いた時に、休止してきた事業

が、実施できるよう堀川ＧＥと協力していきます。

　2022年６月には２日間に亘って、全国青少年交

換研究会が熊本市で開催が予定され、全国の皆様

とアイデアを交換します。支援をよろしくお願い

致します。

　なお、2022年７月よりローターアクトの人頭分

担金が発生します。

：：その他

　：地区戦略計画

　地区戦略計画を策定致しました。

　地区ヴィジョンが「若者と親しみ、ロータリー

を繋ごう。」であり、「地区ヴィジョンでロータ

リーの行動計画を実行しよう」として、①若者の

中から世界で活躍できる、偉大なロータリアン

（ローターアクターを含む）を育てよう。（より

大きなインパクトをもたらす）、②若者にロータ

リーの種を蒔こう（参加者の基盤を広げる。）、

③若者にロータリーに親しんで貰おう（参加者の

積極的な関わりを促す。）、④柔軟なローターア

クター、ロータリアンを育てよう（適応力を高め

る。）であります。ご理解のほど、よろしくお願

い申し上げます。

　：衛星クラブ

　衛星クラブについて、説明させて頂きます。

　衛星クラブは、少人数での軽快な活動が特徴で

あり、硯川昭一パストガバナーが前年度に設立を

推進し、今年４月に杵築ワンハートロータリー衛

星クラブが、８月に大分キャピタルＯｌｉＯｌｉ

ロータリー衛生クラブが誕生しました。

　奉仕のために、新しいクラブのあり方にチャレ

ンジしてみましょう。

　・ＳＲＦ

　ＳＲＦはロータリー未来形成と約されますが、

ＲＩは新しいクラブ形態のみならず、世界規模の

組織のあり方についても、改革を検討しております。

　現在のゾーン、地区、グループという構成から、

世界を言語や民族で分類された地域（ＲＥＧＩＯ

Ｎ）に分け、その下に全部で1500～1600のセク

ションに分けようとしております。

　これらの正式な方針決定は、2022年５月の規定

審議会で決定されます。

：：最後に

　：堀川年度

　堀川年度の準備がスタートしています。次年度

の地区委員の募集が始まります。ぜひ、地区委員

に応募しロータリー活動を楽しんでください。

　：地区大会　

　2021年５月13日、14日に大分市にて地区大会

を予定しております。ＤＲＵＭ　ＴＡＯの公演や

コシノジュンコ氏の記念講演を開催する予定です。

　たくさんのご参加をお待ち致しております。

：：ご清聴ありがとうございました。


