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   ＲＩテーマ　　　　

国際ロータリー会長　ジョン・ケニー （国籍・スコットランド）

The Future of Rotary Is in Your Hands
ロータリーの未来はあなたの手の中に

2720 地区

別府中央ロータリークラブ
例会日　火曜日　12 時 30 分
ところ　トキハ別府店　７Ｆぼたんの間
　　　　TEL  ２３−１１１１
事務所　別府市西野口町 1 番 1 号 青山通りビル 3F
　　　　〒 874-0931　TEL（0977）23-9000
　　　　　　　　　 　FAX（0977）23-9019
　　　　http://www.beppu4rc.jp/chuo/
　　　　E-mail:info@beppu4rc.jp

役員　会　長　近藤　賢司
　　　副会長　木村きぬゑ
　　　幹　事　髙宮　勝美
　　　会　計　河村　貴雄

第 　 　 回 例 会 会報委員長　森　　宗明

ＳＡＡ　大野　雅治
直前会長　平野　英壽

近藤　賢司
木村きぬゑ
亀井　　孝
村津　忠久

大野　雅治
鳴海　淳郎
後藤　　隆

理事
　〃
　〃
　〃

理事
　〃
　〃

◆出席報告　　　　　　出席委員長　梅津ヤヨイ
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◆点　　鐘　　12：30

◆体　　操　　自律神経強化体操

◆Ｒ　　Ｓ　　それでこそロータリー

◆唱　　歌　　坊がつる讃歌

◆B. G. M　　「ジャズダンスミュージック」より
A列車で行こう
ビギレーザ・ビギン
セントルイス・ブルース　　他

◆ビジター　　乙咩　武征（別府北ＲＣ）

会長の時間 会長　近藤　賢司

　ジョン・ケニーＲＩ会長の「ロータリーの未来
はあなたの手に」のもとに一年間を過ごしてきま
した。そしてこの一年の活動を総括する会が今日
のクラブ協議会です。この一年間活動してきたこ
とを各委員会に発表して頂き、次年度の木村年度
に引き継いでいきたいと思います。時間も限られ
ていますので、有意義かつスピーディーにお願い
致します。
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幹 事 報 告 幹事　髙宮　勝美

１．本日は、「第４回（新・旧）クラブ協議会」
を開催致します。

２．お祝い
結婚記念日　　津末美代子会員（６月10日）

※ご自宅にお花が届きます。

３．例会時間変更のお知らせ
ＲＩ第2720地区杵築ロータリークラブは次年
度７月１日（木）より、毎月第一例会日のみ
18：30～ 19：30に時間変更となります。場
所は通常通り「パストラル三河苑」にて変更
はありません。

４．例会変更のお知らせ
中津平成ＲＣ	 ６月24日（木）の例会は、最終夜

間例会の為　18：30～グランプラ
ザ中津ホテルへ時間変更

宇佐ＲＣ	 ６月24日（木）の例会は、最終夜
例会・クラブ協議会の為　同日
18：30～かんぽの郷宇佐に時間・
場所変更

別府東ＲＣ	 ６月24日（木）の例会は、会長・幹事
慰労会の為　６月23日（水）18：30
～べっぷ昭和園に日時・場所変更

別府ＲＣ	 ６月25日（金）の例会は、会長・
幹事慰労会の為　同日18：30～両
築別邸に時間・場所変更

佐伯MARINEＲＣ	 ６月25日（金）の例会は、定款第
６条第１節（Ｃ）に基づき休会

大分臨海ＲＣ	 ６月28日（月）の例会は、最終夜
の例会の為　同日18：30～いか
しょうに時間・場所変更

中津中央ＲＣ	 ６月29日（火）の例会は、最終例
会の為　18：30～グランプラザ中
津ホテルへ時間変更

日出ＲＣ	 ６月29日（火）の例会は、会長・
幹事慰労会の為　同日19：00～幸
喜屋へ場所変更

大分ＲＣ	 ６月29日（火）の例会は、さよな
ら夜の例会の為　同日18：30～大
分全日空ホテルオアシスタワーへ
時間・場所変更

湯布院ＲＣ	 ６月30日（水）の例会は、定款第

６条第１節（Ｃ）に基づき休会
中津ＲＣ	 ６月30日（水）の例会は、最終夜

例会の為　同日18：30～グランプ
ラザ中津ホテルへ時間変更

別府北ＲＣ	 ６月30日（水）の例会は、新旧会長
・幹事歓送迎会の為　同日18：00～
悠彩の宿望海に時間・場所変更

５．次週例会の予定
「日本と経済」近藤賢司会長
「会員コラム」鳴海淳郎会員

６．本日の回覧
①「会長・幹事慰労会」出・欠席（６月29日）
②杵築ＲＣ、宇佐ＲＣ　週報

７．本日の配布
①ロータリー探究「No.1～ No.413の紹介」

鳴海淳郎Ｒ情報委員長

スマイルボックス 委員長　中尾　　誠

○近藤会長
　ニッポンチャチャチャ！ニッポンチャチャ
チャ！
　日本が強豪カメルーンに勝ちました。終了し
たのは深夜１時です。毎晩10時迄には眠ってい
る私は眠たい目をこすりながら最後まで見てい
た為に、今度は興奮して眠れなくなり、今日は
すごく寝不足です。それでも勝ってよかった。
バンザイバンザイ！ニッポンチャチャチャ！

○鳴海会員
　先にステント療法で、心臓の冠動脈の狭窄部
位を広げましたが、その後約半年して先日（６
月９、10日）と入院して、カテーテル検査をし
ましたところ、狭窄部位はなくなり、治療は大
成功であることがわかりました。
　これで、更に現役で診療を続けることが可能
となり、できれば少なくとも皮膚科医として60
年の88歳まで診療を続けたいと意欲を燃やして
います。

○村津会員
　我が家の中庭の玉椿の木に、番のヒヨが巣造
りをしました。先週火曜日から、メスが座り込
んで卵を温めている模様です。オスがせっせと
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餌を運んで来てメスに口移ししている様子は微
笑ましい限りです。
　雛が無事に生まれ、育ちます事を祈り、スマ
イル。

○森園会員
　本日はクラブ協議会ですが、仕事の都合上、
途中で退席致します。申し訳ありません。

○大野会員
　皆様お疲れ様です。サッカーもカメルーンに
勝ってやっと調子が出て来ました。大分県も、
別府も、調子が出て来る事を期待してスマイル
します。

○中尾会員
　やっとのことで梅雨に入りました。今年の夏
は北日本は冷夏に西日本は猛暑になるとのこと
でした。夏に向けて体調を整えて行きましょう。

○梅津会員
　北クラブの乙咩会員さん、ようこそ当クラブ
にみえて下さいました。今日はクラブ協議会が
あります。近藤会長、最後の力を出して頑張り
ましょう。

○木村会員
　本日のクラブ協議会、鳴海先生よろしくお願
いします。

○津末会員
　結婚記念日お祝い、有難うございます。どち
らが我慢して41年続いたのでしょうか？

○森会員
　本日15日、16日と東京出張でホームクラブに
出席できません。クラブ協議会、よろしくお願
いいたします。衛藤秀子さん、連絡がつかない
ままですが、広報の報告お願いいたします。

○平野会員
　中尾社長、毎日現場監督お疲れ様です。
　本日のクラブ協議会、よろしくお願いします。

第４回（新・旧）クラブ協議会 　

◇2009〜 2010年度　委員会活動報告書◇

◇クラブ奉仕（ロータリー家族委員会）
　委員長　木村きぬゑ　　副委員長　後藤　　隆
１．例会がロータリークラブの基本ですから、楽
しくて規律ある例会になるように努力する。
２．例会では、いろいろな会員と交流をはかれる
ように配慮したい。
３．親睦委員会とも連携をとり、より楽しいクラ
ブを作っていきたい。
　上記について、ほぼ、友好的なクラブ運営がで
きたと思います。本年度は後藤親睦委員長のもと、
家庭集会も２回開催され、1000回例会にはロータ
リー家族も参加していただけました。

◇会員増強・職業分類・会員選考委員会
　委員長　平野　英壽　　副委員長　亀井　　孝
１．会員増強委員会
特に本年度は会員増強に力を入れましたが、
一人も達成出来なかった事残念です。
入会　０名　　退会１名

　　　８月18日　第１回会員増強フォーラム
　　　４月20日　第２回会員増強フォーラム
　　　退会者　中島澄人会員（平成21年12月31日）
２．職業分類委員会
　　　充填職業分類　　　19　
　　　未充填職業分類　　236
３．会員選考委員会
入会予定者１名（岐部氏）インフォメーショ
ン予定

◇出席委員会　　　　　　　　　
　委員長　梅津ヤヨイ　　副委員長　津末美代子
１．当クラブはいつでも楽しい例会であり、雰囲
気はとても良いと思っています。
２．今年度は特に会長が欠席会員の状況を把握し
ていただいたので出席率の方も配慮出来たので
はないかと思います。
３．他クラブのメイキャップや地区大会や他のイ
ベント等の事業に参加して出席率アップにつな
がった。
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◇ロータリーソング委員会
　委員長　村津　忠久　　副委員長　森　　宗明
１．例会美鐘後のロータリーソングと童謡唱歌の
斉唱は毎例会毎に楽しく実施されて来た。
２．バースディソングも楽しく行われている。
３．10月18日（日）ビーコンプラザ・フィルハー
モニアホールに於いて開催された「第32回別府
市民合唱祭」にロータリーコールとフラウエン
コールも出演した。
４．５月29日、広島県福山市のふくやま芸術文化
会館・リーデンローズに於いて開催された「第
16回全日本ロータリークラブ親睦合唱祭」に
ロータリーコールとフラウエンコールが出演し
た。

◇スマイルボックス委員会
　委員長　中尾　誠　副委員長　後藤　隆
①全て自主申告によって提供されたスマイル実績
（８日現在です）
　①職業奉仕関連　３件　②社会奉仕関連　51件
　③身辺慶事・ほほえみ123件
　④その他　207件　⑤ゲスト・ビジター９件
　　計　393件　714,000円
②各会員の日々の出来事を中心に、たくさんの楽
しいスマイルを頂きました。会員相互の心の交
流でなごやかなで明るい例会が出来た事、感謝
致します。

◇プログラム委員会
　委員長　森園　伸也　　副委員長　中尾　　誠
１．４月27日にＯＢの方たちも参加いただき
1,000回例会を開催できました。
２．６月８日にシンガーソングライターの今成佳
奈さんにゲスト卓話をしていただきました。

◇ロータリー情報委員会
　委員長　鳴海　淳郎　　副委員長　溝部　　仁
１．私のホームページ「ロータリー探究」よりで
きるだけ毎例会にロータリー情報を提供するよ
う努力したい。その実績は別紙の如し。
【例会時におけるロータリー情報の提供】

例　会 月日 タイトル
第964回 7/7 良いクラブの設計図
第965回 7/14 ロータリーの会合について
第966回 7/21 家族集会を振り返る
第967回 7/28
第968回 8/4 再び、ロータリーとは

◇親睦活動委員会
　委員長　後藤　　隆　　副委員長　森園　伸也
「親睦に力を入れる」という近藤会長の方針に従
い、時期を見ながら新しい親睦活動を企画してい
きたい。（家族集会、旅行、レクレーション）
〇活動報告
①７月28日　夕涼み例会（春香苑）
②８月８日　第１回家庭集会（まちなかカフェ）
③８月30日　大１回クラブ親睦ゴルフコンペ

（扇山）
④９月29日　月見例会（割烹旅館ゆめさき）
⑤10月３日　ソフトボール湯布院合宿（湯布院）
⑥10月18日　近隣７ＲＣ親睦ソフトボール大会

(黒岩Ｇ)
⑦10月27日　職場例会（アイ･ティ ･エスドコ

モショップ）
⑧11月８日　第２回クラブ親睦ゴルフコンペ

（別府の森）
⑨12月15日　忘年例会（山水館）
⑩１月12日　新年例会（割烹旅館ゆめさき）
⑪２月17日　別府４ＲＣ合同例会（ホテル白菊）
⑫３月４日　第２回家庭集会（まちなかカフェ）
⑬３月23日　創立21周年記念例会
⑭４月６日　花見例会（春香苑）
⑮４月11日　第３回クラブゴルフコンペ
	 （セントレジャー城島）
⑯４月25日　近隣７ＲＣ親睦ゴルフコンペ
	 （セントレジャー城島）
⑰４月27日　１,000回例会（山水館）
⑱６月29日　会長・幹事慰労会（山水館）
　　　　以上、計画通りに活動できた。

◇健康増進委員会
　委員長　村津　忠久　　副委員長　椛田　健治
１．例会場に於ける「例会前の健康ストレッチ」
は毎週実行された。
２．９月１日の例会卓話で、「複雑なようで単純と
も言える健康のコントロール、要は、その気に
なるかどうか」と題し、「動機付け」の大切さ
に就いて話した。
３．11月24日・第981回例会週報の会員コラム欄
にて、「血管のコントロールに納豆と酢大豆」
と題して、米酢漬けの生大豆の有用性を述べた。
４．会員個別のカウンセリングに就いてはありま
せん。
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２．卓話等の原稿をしっかり提出頂くように会員
にお願いしたが、以然として原稿の遅れる事が
多く、週報の制作に苦慮している。再度会員に
原稿の提出についてお願いする。

◇ＳＡＡ
　ＳＡＡ　大野　雅治
１．途中でＳＡＡに後任になったので、十分な事
はできませんでしたが、中央ロータリーの皆様
は気持ちが良いのでやりがいがありました。

◇職業奉仕委員会
　委員長　亀井　　孝　　副委員長　鳴海　淳郎
１．職業奉仕表彰の実施
　10月27日にワンダーラクテンチの田辺健太郎氏
に職業活動表彰を行った。
２．職場例会
　N.T.T.ドコモ㈱T.F.Cの本社ビルに於いて職場
例会を行い、大変すばらしい本社及び髙宮会員
の未来に向けての企業理念を聞かせていただき
ました。

◇社会奉仕委員会
　委員長　村津　忠久　　副委員長　溝部　　仁
１．７月26日（日）に実行予定だった「もみじ谷
奉仕作業」は雨天の為中止されたが、代替作業
は作業員の手によって実施された。
２．11月３日（火・祝）の「もみじ谷奉仕作業」は、
予定通り実施された。参加者は会員９名、コー
ラスグループ４名、曹友会25名、計38名。
３．３月14日（日）、「第21回もみじ谷植樹」は予
定通り実施された。植樹本数は450本、参加者
は会員６名、市農林水産課長、コーラスグルー
プ４名、曹友会19名、計30名であった。
４．「スマイルボックス」に係る各会員の地域に於け
る社会奉仕件数は５月末現在で51件であった。

◇新世代委員会
　委員長　森園　伸也　　副委員長　河村　貴雄
１．会長、国際奉仕委員会、新世代委員会でＡＰ
Ｕの学生さんへ支援する予定でしたが、実施で
きていません。

8/11
第969回 8/18
第970回 8/25 ロータリーの力
第971回 9/1 我がクラブの実績と誇り
第972回 9/8 新世代への奉仕を推進しよう
第973回 9/15

9/22 法廷休日
第974回 9/29
第975回 10/6
第976回 10/13
第977回 10/20
第978回 10/27

11/3 法廷休会
第979回 11/10
第980回 11/17
第981回 11/24
第982回 12/1
第983回 12/8
第984回 12/15 忘年会
第985回 12/22

12/29 定款休会
1/5

第986回 1/12
第987回 1/19 2010年の年頭にあたって
第988回 1/26 2009年におけるロータリーのトップニュース
第989回 2/2
第990回 2/9 一人ひとりが実践しよう：会員の推薦と維持
第991回 2/17
第992回 2/23 歴史に残る１ページ：ロータリーの105周年
第993回 3/2 平和及び紛争解決の分野における国際問題研究のためのロータリー・センター」
第994回 3/9 ロータリー財団について一層の理解を
第995回 3/16 スマイルボックスについて
第996回 3/23 21周年記念卓話「わがクラブの歴史を振り返る」

3/30 定款休会
第997回 4/6
第998回 4/13 ロータリー情報の重要性を強く訴える
第999回 4/20「ロータリー誕生について」の見解を正す
第1000回 4/27 1,000回例会
第1001回 5/4 法廷休日
第1002回 5/11 ロータリーを如何に実践するか
第1003回 5/18 2010-11年度テーマ「地域を育み、大地をつなぐ」
第1004回 5/25 改めて職業奉仕のルーツを探る
第1005回 6/1 ロータリー情報の重要性を強く訴える
第1006回 6/8 No.1～ No.413の紹介
第1007回 6/15 ロータリーの特別月間(Special	Months	og	Rotary)について
第1008回 6/22
第1009回 6/29

◇広報・雑誌・会報委員会
　委員長　森　　宗明　　副委員長　衛藤　秀子
１．会報（週報）は唯一クラブの記録として位置
付けているので、正確であることを最優先に考
えて、データの形式、保存にも注意している。
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◆2010〜 2011年度委員会活動計画書◆

◆クラブ奉仕（ロータリー家族委員会）
　委員長　亀井　　孝　　副委員長　森園　伸也
１．楽しく、規律ある例会、会員と交流の出来る
例会
２．例会出席率の向上、出席、親睦委員会との連
携
３．退会した元ロータリアンやそのロータリー家
族、財団学友などの方に活動等を報告したい。

◆会員増強・職業分類・会員選考委員会
　委員長　髙宮　勝美　　副委員長　平野　英壽
１．会員増強と退会防止に努力します。その為に
フォーラムを実施する。
２．特に未充填職業分類についての会員増強に努
める。
３．会員選考基準の中で、職業を通して社会に貢
献している人、人格品位に見合った人等の照準
に合わせインフォメーションを行う。

◆出席委員会
　委員長　大島由美子　　副委員長　津末美代子
１．ホームクラブ例会出席率は半期間で30％以上、
メイクアップを含む例会出席率は60％以上の規
定になっていますが、例会出席率100％を目標
に、楽しい雰囲気作りにより出席率の向上に努
めたい。
２．地区大会や各種大会等、出来るだけ多くの会
員が参加して勉強してもらいたい。
３．メイクアップで他クラブに出掛けた時は、早
退しないで最後迄いて他クラブの良い所を取り
入れて、今より一層明るく楽しい立派な風格あ
る中央クラブにして欲しいと思う。

◆親睦活動委員会
　委員長　森園　伸也
　新会長の方針に沿った親睦を計画したいと思い
ます。
〇活動予定
①７月下旬　夕涼み例会
②10月中旬　職場例会
③10月　　　近隣７ＲＣソフトボール大会
④10月　　　月見例会
⑤12月　　　忘年例会
⑥１月　　　新年例会

◇国際奉仕委員会
　委員長　大野　雅治　　副委員長　中尾　　誠
　近藤会長や髙宮幹事協力の下にＡＰＵを訪ねて
学生さんと国際交流ができるきっかけになった事
は大きな成果だと思います。近藤会長、髙宮幹事、
森園委員長ありがとうございました。

◇ロータリー財団委員会
　委員長　平野　英壽
１．年間10ドルの一般寄付
　　10㌦×98円×20名＝19,600円
２．特別寄付（15日現在です。）
・	髙宮勝美会員$1,000
　（ロータリー２億ドルのチャレンジ寄付）
・中島　澄人会員　$100
・衛藤　秀子会員　$100
・平野　英壽会員　$100
・近藤　賢司会員　$100
・後藤　　隆会員　$100
・大野　雅治会員　$100
・村津　忠久会員　$100
・津末美代子会員　$100
・木村きぬゑ会員　$100

３．100万ドルの食事の実施（2009年10月27日）
　　２㌦×90円×20名＝３,600円

◇米山奨学委員会
　委員長　大島由美子　　副委員長　衛藤　秀子
１．米山奨学事業への協力
普通寄付　前期2,500円×20名＝50,000円
後期2,500円×19名＝47,500円
特別寄付
中島　澄人会員　10,000円
後藤　　隆会員　10,000円
大野　雅治会員　10,000円
木村きぬゑ会員　10,000円
平野　英壽会員　10,000円
大島由美子会員　10,000円

２．米山ランチの実施（2009年10月６日）
　　　　＠１,000×20名＝20,000円
３．米山奨学生卓話（10/６）
　　パントゥシャート・シリパンさん
　　　「いけばな授業で習ったこと」
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度当初年間プログラムを作成する。
２．特別月間は、それに因んだ卓話を企画する。
３．ゲスト卓話者には、週報、写真を郵送する。
４．新会員を優先で卓話を計画する。
５．例会をスムーズに進める為の準備を念入りに
行う。（卓話者への連絡、特に外部者の卓話を
お願いしている時は、必ず前以て連絡し確認を
取る。）

◆ロータリー情報委員会
　委員長　鳴海　淳郎　　副委員長　溝部　　仁
１．今年度も引き続きわたしのホームページ「ロー
タリーの探究」より、出来るだけ毎例会時にロー
タリー情報を提供したい。
２．当クラブ独自の資料「ロータリークラブ入会
のしおり」や「ロータリー物語」を出来るだけ
活用するように努める。

◆広報・雑誌・会報委員会
　委員長　衛藤　秀子　　副委員長　森　　宗明
１．クラブの活動を積極的に報道機関に知らせて、
取材等を依頼する。
２．ロータリーの友の中で、特に会員に読んで欲
しい部分を紹介する。
３．週報は正確な記録を心がける。

◆ＳＡＡ
　ＳＡＡ　近藤　賢司　　副ＳＡＡ　衛藤　秀子
１．開会30分前には、例会場に入り、例会が支障
なく行えるようにチェックし、ゲスト、ビジ
ター、会員を迎えられるように務める。
２．食事中の禁煙に配慮し、卓話中は私語、携帯
電話を自粛してもらう。
３．食事中のＢＧＭに気を配り、和やかな気持ち
で楽しく食事をして戴く。
４．時々は、俗に言う指定席を変えて、多くの会
員と話す機会を作るよう努力する。

◆職業奉仕委員会
　委員長　河村　貴雄　　副委員長　大島由美子
１．職業奉仕表彰の実施と表彰者の卓話を聴く。
２．職場例会の実施。
３．職業を通して各会員が「Ｉ　ＳＥＲＶＥ」の
精神を基本に地域に密着した奉仕を行う。

⑦４月上旬　花見例会
⑧４月下旬　近隣７ＲＣ親睦ゴルフコンペ
⑨６月下旬　会長・幹事慰労会
○その他、・ソフトボール湯布院合宿
・会員親睦ゴルフコンペ
・家庭集会を随時開催予定です。
○会員・夫人誕生日、結婚記念日には祝品を贈呈
し、お互い祝福する。

◆健康増進委員会
　委員長　村津　忠久　　副委員長　椛田　健治
　「健やかな心は健康な体に宿る」この鉄則を踏
まえ、各会員の自助努力を支える活動を心懸けた
い。
１．例会前の５分間に、「村津式自律神経強化ス
トレッチ」を楽しく行う。
２．健康保持及び増進、又、病的症状の改善に寄
与すると思われる情報を、適宣、委員会情報、
或は、卓話等で提供する。
３．希望があれば各会員に個別カウンセリングを
行う。

◆ロータリーソング委員会
　委員長　村津　忠久　　副委員長　森　　宗明
１．明るい例会の雰囲気づくりの一助として、例
会開始点鐘後、ロータリーソングと童謡、唱歌
を斉唱する。
２．会員誕生日のバースデイソングには、なるべ
くファーストネームを入れる。
３．市内４ロータリークラブの会員、家族で構成
する男声合唱団ロータリーコール、及び、女声
合唱団ロータリーフラウエンコールへの入団を
慫慂する。

◆スマイルボックス委員会
　委員長　森　　宗明　　副委員長　森園　伸也
１．会員の減少、出席率の悪化、不景気等スマイ
ルボックスには不利な条件が多い昨今です。あ
くまでも自主申告が基本ですので、催促はしな
いようにいたしますが、ホームクラブ休会の会
員にもスマイルして頂くよう工夫してみたいと
思います。

◆プログラム委員会
　委員長　中尾　　誠　　副委員長　髙宮　勝美
１．会長、幹事、各委員長との連絡を密にし、年
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◆社会奉仕委員会
　委員長　村津　忠久　　副委員長　平野　英壽
　地球温暖化問題の対策が焦眉の事として急がれ
ている今日、21年前のクラブ創立の時から、「別
府もみじ谷植樹事業」を継続して実行しているわ
がクラブの実績は意義深いものと考える。その成
果を踏まえつつ、下記の活動を行う。
１．「ＮＰＯ法人・別府もみじ谷トラスト機構」
主催の奉仕作業には、四季を通じ、出来るだけ
参加する。
２．毎年春に実施される「もみじ谷の植樹」の折、
必要な苗木は、理事会の承認を経て提供する。
３．各会員が、夫々の地域社会に於いて、日常的、
或は、特に実行した奉仕活動を「スマイル・ボッ
クス」を通じて、具体的に報告を頂き、記録する。

◆新世代委員会
　委員長　椛田　健治　　副委員長　近藤　賢司
１．インターアクターと別府中央ロータリークラ
ブ会員との連携を深めたい。
２．インターアクターからの希望で実現できそう
なものに取り組みたい。
３．担当の先生と連絡を取り合い、行事報告を会
員に提示して行きたい。
４．各国の留学生とコンタクトをとり、国際奉仕
委員会とも連携をして、より広い視野のロータ
リー奉仕活動につなげて行きたい。

◆国際奉仕委員会
　委員長　津末美代子　　副委員長　髙宮　勝美
１．世界理解月間（２月）にゲスト卓話者を招き、
国際的視野に立った卓話を企画する。
２．ＷＣＳ（世界社会奉仕）の実施を引き続き検
討する。
３．当地域で国際奉仕を行っている団体と交流を
深め、奉仕活動を充実させます。

◆ロータリー財団委員会
　委員長　平野　英壽　　副委員長　溝部　　仁
１．年間10ドルの一般寄付
２．100万ドルの食事の実施（年度内に１回）
３．月間に因んだ卓話の実施
４．会員全員へ年間100ドルの寄付を個人別の貯
金箱等の利用で促してみたい。
５．ポール・ハリス・フェロー、マルチプル・ポー
ル・ハリス準フェローの奨励をしていきたい。

◆米山奨学委員会
　委員長　中尾　　誠　　副委員長　鳴海　淳郎
１．米山奨学事業への協力
・米山奨学事業への推進
・米山奨学寄付推奨

２．米山ランチの実施
３．米山月間（10月）に記念卓話を企画する。
米山奨学生　
パニットナンタナクン・ナッタニットさん
　　　　（立命館アジア太平洋大学）


