


　

　

●３月創業記念日の会員です。益々のご発展をお祈

　りいたします（各５口）

　宮本　隆之会員　　春日神社　貞観２年 (860年)

　廣原　武史会員　　㈱ＪＴＢ　　　　　明治45年

　浦川　潤会員　　　ＮＨＫ大分放送局　大正14年

　小野　日出明会員　㈱ダイプロ　　　　昭和30年

　松本　淳也会員　　㈱ＪＲ大分シティ　昭和39年

　今川　尚俊会員　　富士フイルムＢＩ大分㈱

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和58年

　

　

■４月14日～16日　地区大会

　14日　ＲＩ会長代理歓迎晩餐会　ホテル日航熊本

　15日　本　会　議　人吉スポーツパレス

　　　　希望交流会  人吉温泉清流山水花あゆの里

　　　　　　　　　　ホテルサン人吉

　16日　ゴルフコンペ　　　球磨カントリー倶楽部

　　　　エクスカーション　人吉近郊

　杉原会長、馬場副会長、山本幹事

　

　

３月21日　定款第７条第１節に基づく休会

３月28日　定款第７条第１節に基づく休会

４月４日　職業奉仕部門出前セミナー

　　　　　　ＲＩ第2720地区職業奉仕部門長

　　　　　　木下　修　氏（熊本ＲＣ）

４月11日　新会員歓迎夜の例会　18：30点鐘

４月18日　木村会員卓話

４月25日　定款第７条第１節に基づく休会

５月２日　定款第７条第１節に基づく休会

５月９日　新・旧クラブ協議会

５月16日　福井ＲＣ来訪例会

５月23日　定款第７条第１節に基づく休会

５月30日　新年度クラブ協議会

６月６日　通常例会

６月13日　定款第７条第１節に基づく休会

６月20日　通常例会

６月27日　さよなら夜の例会　18：30点鐘

　

　

１．トルコ・シリア大地震被災地への対応について

　　ＲＩ第2720地区の対応については

　　①地区財団活動資金より災害救援基金として

ロータリー財団へ２万ドルを寄付金として拠

出します。この寄付金は被災地の近隣地区ク

ラブによる被災地支援の活動へのロータリー

財団の補助金として使用されます。

　　②地区内会員の皆様から今年度お一人400円を

徴収させていただいている「地区災害見舞積

立金」より100万円を、ガバナー会を通じて

被災地区である2430地区へ送金します。

　

　

2022－23年度　第14回理事会　３月７日

杉原　馬場　川野　山本　永田　岩尾　橋本仁

三又　小野

＜議題＞

　１．トルコ・シリア大地震被災地への寄付について

　　　各クラブからの送金を希望する場合は３月24

日まで地区で寄付を受付。

　　　　→大分ロータリークラブとして個別に寄付

をしない

　２．会員の退会について

　　　◇飯田　恭久会員　３月31日付退会

　　　　（東京都・ＡＮＡ総合研究所へ異動）

　　　◇石井　雄三会員　３月31日付退会

　　　　（大阪市・大阪総括部へ異動）

　３．新型コロナウイルス感染症対策について

　　　令和５年３月13日からマスク着用は個人の判

断が基本となることを受けて

　　　　・トキハ会館会場のアクリル板が有料化

　　　　・消毒、検温についても設置場所や数量が

見直される

　　　＜大分ＲＣの対応＞

　　　　①３月14日以降、会場にアクリル板を設

置しない

　　　　②消毒や体温計測は実施しない

　　　　③例会中のマスク着用は個人判断とする

　　　　④メーキャップについては３月14日例会

から、細則に従って例会の前後14日以内

に行う

　４．家庭集会について

　　　今年度も家庭集会はメーキャップ扱いとする

　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒以上承認

　

　

“私の「これまで」と「これから」”

　　　　　　　㈱ＪＲ大分シティ　代表取締役社長

　　　　　　　　　　　　　　　　松本　淳也会員

　昭和41（1966）年７月10日、生命保険会社に勤務

していた父の当時の任地・福岡県の前原町（現糸島

市）という町で生まれました。干支は丙午。同年の

出生数は前年より25％少ない136万人とはいえ、い

まや80万人を割ったと聞けば、高度経済成長期ど真

ん中の日本はとても元気でした。

　三人兄弟の長男ですが、末の妹が生まれた直後に

父の異動で鹿児島に転居し、幼稚園は３つ、小学校

も３校転校を重ねました。「三つ子の魂、百まで」

といいますが、私の唯一の取り柄である環境変化に

対する適応力～「どこに行っても住めば都」にでき

る得意技は、幼少期に獲得しました。

　中学校は東京で、武田鉄矢の「３年Ｂ組金八先

生」がヒットした時代と丸かぶり。私の学校には東

京でも有名なスケバンがいて、後年、ＮＨＫ特集の

ドキュメンタリーで取り上げられるほどでした。

　そんなエリートたち？に囲まれ、飲酒や喫煙を初

めて覚えたのもこの頃ですが、たまたま２年生の中

間試験で好成績を上げ、担任の先生から褒められま

した。それが契機となり、生来のストイックな性格

が頭をもたげたのか、町道場で柔道に打ち込む傍ら

１日８時間の猛勉強に勤しみ、全都の模試で順位を

上げていくことをゲーム感覚で楽しんでいたところ、

中学卒業のタイミングで父が高松に転勤に。通常の

高校入試日程には間に合わなかったため、合格して

いた都立戸山高校に一旦入学したうえで、狭き門と

いわれた編入試験を受験し、香川県立高松高校に

「転校」しました。

　高校では応援部に入り、部活一色の日々。試験前

を除き、ほとんど勉強した記憶がなく、浪人必至と

覚悟していたところ、運よく大分とも縁浅からぬ在

京の大学に進学することができました。

　大学時代は、某テレビ局のバイトに明け暮れ、旅

行をしたり、念願のクルマを買ってドライブに出か

けたりと、絵に描いたようなお気楽な大学生活を

送ってしまい、いまとなっては反省しきりです。

　就職は平成元年、ＪＲ九州の初の採用として入社

しました。最初の配属は人事課で、ひととおり経験

を積み、多角化事業の一端も担った後に、運輸省

（現国土交通省）鉄道局総務課に派遣されました。

国会対策等で昼夜を分かたず働く優秀なキャリア官

僚のみなさんと机を並べ、多くのことを学びました

が、鉄道分野の国際交流でインドやモンゴルに渡航

するなど、貴重な経験もしました。

　その後、経営企画部でトップの特命事項など、社

内でもやや特異な職務を経て、長崎駅開発（アミュ

プラザ長崎）に従事。以来、四半世紀にわたり不動

産・ホテルセグメントで職歴を重ねます。

　とりわけ、長崎駅ビル開発は、素人集団で苦労も

多くありましたが、後の大分駅開発にも繋がるＪＲ

九州の成長戦略に大きな影響を及ぼしたプロジェク

トであり、ひいては株式上場の分水嶺ともいえる意

義ある挑戦だったと思います。30代から40代にかけ

ては、不採算事業の整理や大規模開発にむけた地な

らしなど泥臭い仕事に這いずり回る一方、遊休資産

等を活用した沿線開発や運営管理のほか、事業用不

動産の取得など、エキナカからマチナカへの事業拡

大に挑みました。

　2014年から３年間、「ホテルオークラＪＲハウス

テンボス」の運営会社の経営に携わり、その後通算

８年間、国内外のホテル開発・運営に従事しました

が、前半は好景気とインバウンドに湧き、後半はコ

ロナ禍の直撃を受けて事業存亡の危機に立ち向かう

など、「天国と地獄」を味わいました。

　そして、縁あって2022年６月よりＪＲ大分シティ

に勤務させていただくこととなり、みなさまの知遇

を得ることができました。弊社は誕生から現在に至

るまで、地域の皆さまの応援とお力添えを賜り、は

じめて成り立っている地域のインフラです。「住み

たい・働きたい・訪れたい～大分の元気なまちづく

り」に従前にもまして取り組んでまいりますので、

ご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い致します。

　

　

テーマ：ロータリーを楽しもう

◆第１グループ　３/17　18：30～

　ホテル日航大分オアシスタワー20階　ローズの間

　・リーダー　三又　　・カウンセラー　橋本均

　・幹　　事　今川

　・メンバー　永田、佐藤信、大多和、西野、尾野

◆第２グループ　３/27　18：30～

　ホテル日航大分オアシスタワー２階　折鶴

　・リーダー　橋本仁　　・カウンセラー　髙山

　・幹　　事　森若

　・メンバー　鈴木、伊﨑、石井、宮島、甲斐、

　　　　　　　木村、船津

◆第３グループ　３/22　18：30～

　ホテル日航大分オアシスタワー20階　ローズの間

　・リーダー　中野　　・カウンセラー　阿部

　・幹　　事　緒方

　・メンバー　馬場、杉原、澤田、岡本、土屋、

　　　　　　　松井、三笘、徳高、中村、松本、

　　　　　　　廣原

都合つかず欠席

　梅林、長野、徳田、高田、川野、吉野、飯田

※会費は後日請求します

※第14回理事会にて家庭集会出席はメーキャップ対

象と承認されました

お　知　ら　せ

例　会　予　定

幹　事　報　告
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卓　　　　　話

家　庭　集　会

山本幹事 ニコボックス 森若Ｓ.Ａ.Ａ.

ひのえうま

クラブ名 開催日 会　　　場

大分1985 ト キ ハ 会 館3/27(月)

大 分 東 ト キ ハ 会 館
3/30(木)

例　会　変　更

週報編集担当者

土　屋　勝　俊４月11日号

尾　野　文　俊４月18日号

中　村　直　樹５月９日号

吉　野　敏　成４月４日号

別 府 東 ホテルサンバリーアネックス

3/15(水)
別府市内ＲＣ事務局

（別府市西野口町1－1 青山通りビル3階）
別 府 北

事務局よりお願い

例会中に委員会報告やその他発表をされた場合

は、週報作成の都合上、必ず翌日午前中までに

原稿を事務局までメール送信ください。
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義ある挑戦だったと思います。30代から40代にかけ

ては、不採算事業の整理や大規模開発にむけた地な

らしなど泥臭い仕事に這いずり回る一方、遊休資産

等を活用した沿線開発や運営管理のほか、事業用不

動産の取得など、エキナカからマチナカへの事業拡

大に挑みました。

　2014年から３年間、「ホテルオークラＪＲハウス

テンボス」の運営会社の経営に携わり、その後通算

８年間、国内外のホテル開発・運営に従事しました

が、前半は好景気とインバウンドに湧き、後半はコ

ロナ禍の直撃を受けて事業存亡の危機に立ち向かう

など、「天国と地獄」を味わいました。

　そして、縁あって2022年６月よりＪＲ大分シティ

に勤務させていただくこととなり、みなさまの知遇

を得ることができました。弊社は誕生から現在に至

るまで、地域の皆さまの応援とお力添えを賜り、は

じめて成り立っている地域のインフラです。「住み

たい・働きたい・訪れたい～大分の元気なまちづく

り」に従前にもまして取り組んでまいりますので、

ご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い致します。

　

　

テーマ：ロータリーを楽しもう

◆第１グループ　３/17　18：30～

　ホテル日航大分オアシスタワー20階　ローズの間

　・リーダー　三又　　・カウンセラー　橋本均

　・幹　　事　今川

　・メンバー　永田、佐藤信、大多和、西野、尾野

◆第２グループ　３/27　18：30～
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　・メンバー　馬場、杉原、澤田、岡本、土屋、

　　　　　　　松井、三笘、徳高、中村、松本、

　　　　　　　廣原
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象と承認されました
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■４月14日～16日　地区大会
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　16日　ゴルフコンペ　　　球磨カントリー倶楽部

　　　　エクスカーション　人吉近郊
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５月23日　定款第７条第１節に基づく休会

５月30日　新年度クラブ協議会

６月６日　通常例会
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６月27日　さよなら夜の例会　18：30点鐘

　

　

１．トルコ・シリア大地震被災地への対応について

　　ＲＩ第2720地区の対応については
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出します。この寄付金は被災地の近隣地区ク

ラブによる被災地支援の活動へのロータリー

財団の補助金として使用されます。

　　②地区内会員の皆様から今年度お一人400円を

徴収させていただいている「地区災害見舞積

立金」より100万円を、ガバナー会を通じて

被災地区である2430地区へ送金します。

　

　

2022－23年度　第14回理事会　３月７日

杉原　馬場　川野　山本　永田　岩尾　橋本仁

三又　小野

＜議題＞
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　　　　→大分ロータリークラブとして個別に寄付

をしない
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　　　◇石井　雄三会員　３月31日付退会
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　３．新型コロナウイルス感染症対策について
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断が基本となることを受けて
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　　　＜大分ＲＣの対応＞
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置しない

　　　　②消毒や体温計測は実施しない

　　　　③例会中のマスク着用は個人判断とする

　　　　④メーキャップについては３月14日例会

から、細則に従って例会の前後14日以内

に行う

　４．家庭集会について

　　　今年度も家庭集会はメーキャップ扱いとする

　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒以上承認
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生」がヒットした時代と丸かぶり。私の学校には東

京でも有名なスケバンがいて、後年、ＮＨＫ特集の

ドキュメンタリーで取り上げられるほどでした。
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