
http://www.beppu4rc.jp/chuo/

2010 〜 2011 年度
   ＲＩテーマ　　　　

国際ロータリー会長　レイ・クリンギンスミス （国籍・米国）

Building Communities - Bridging Continents
地域を育み、大陸をつなぐ

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 別府商工会議所大会議室
　　　　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　木村きぬゑ
　　　副会長　亀井　　孝
　　　幹　事　後藤　　隆
　　　会　計　河村　貴雄

第 　 　 回 例 会 会報委員長　衛藤　秀子

ＳＡＡ　近藤　賢司
直前会長　近藤　賢司

木村きぬゑ
亀井　　孝
河村　貴雄
村津　忠久

津末美代子
大島由美子
髙宮　勝美

理事
　〃
　〃
　〃

理事
　〃
　〃

◆出席報告　　　　出席副委員長　津末美代子
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◆点　　鐘　　12：30

◆体　　操　　自律神経強化体操

◆国　　歌　　君ヶ代

◆Ｒ　　Ｓ　　奉仕の理想

◆唱　　歌　　うみ

◆B. G. M　　「宗次郎こころのうた」より
見上げてごらん夜の星を
希望
夜明けのうた　　　　他

◆ゲ ス ト　　後藤憲志氏
（RI第2720地区大分第３分区ガバナー補佐）

会長の時間 会長　木村きぬゑ

　今朝は蝉の声が一段と大きく、すごい声で鳴い
ていました。わずか一週間の命を惜しんでいるの
か、やっと外の世界に生まれて来た喜びなのか、
若い時には気づかなかった命のはかなさをひしひ
しと感じる今日この頃です。
　さて、「初心忘れるべからず」と申します。今
期地区のテーマ「原点を見つめて未来を拓く」原
点、つまり初心だと思います。時として初心を忘
れてしまいます。若いころ四つの心に出会いまし
た。老いてなお、初心忘れるべからずです。
１）人と逢う時は、春の様な暖かい心で。
２）仕事をする時は、夏の様な光かがやく心で。
３）物事を思考する時は、秋の様に澄んだ心で。

1013ＶＯＬ．23 - ５
2010 年８月３日

４）自分を戒める時は、冬の様な厳しい心で。
　従業員をかかえて商売をしているオーナーは、
この四つの心が大切だなと私は自分に言い聞かせ
ています。何もない所から物事を創り出す喜びや、
苦労が報われない苦しさを味わう事で、人は大き
く成長するものとも思っています。まだまだ精進
の足りない私です。
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幹 事 報 告 幹事　後藤　　隆

…本日の例会は、第２回クラブ協議会を開催いたします。…
１．本日のゲスト

後
ご

藤
とう

　憲
けん

志
じ

氏
（ＲＩ第2720地区大分第３分区ガバナー補佐）

２．今年、初盆を迎えられる方は下記のとおりです。
・溝部　仁会員（ご母堂様：相良範子様）
初盆会　日時：８月12日（木）９：00～15：00
　　　　場所：別府市亀川中央町　溝部学園八十五年館

３．第２回臨時理事・役員会報告
（平成22年７月27日（火）18：15～ 於：別府タワー ８名）

審議事項
１）新会員候補者の件。※承認

職業分類に「土地建物取引業」を新規開設。
２）例会場の件。※審議継続

４．７月30日（金）18：30～春香苑於いて、「別府
市内４ＲＣ会長・幹事会」が開催され、木村
きぬゑ会長、後藤　隆幹事が出席致しました。

５．７月31日（土）～８月３日（火）まで、イン
ターアクト国際交流事業の一環として、ＲＩ
3660地区（韓国・釜山）への親善交流旅行が
開催され、別府溝部学園高等学校インターア
クトクラブより、２名参加致しました。

６．８月１日（日）13：00～大分市アイネスに於
いて2010-2011年度ＲＩ第2720地区指導者育
成セミナーが開催され、鳴海淳郎Ｒ情報委員
長が出席致しました。

７．本日、クラブ協議会終了後、「第２回定例理
事・役員会」を開催いたします。

８．お祝い
会員誕生日　溝部　仁会員（８月６日）

※記念品をお渡し致します。
９．例会変更のお知らせ

日出ＲＣ ８月10日（火）の例会は、早朝職
場例会の為　同日６：00～上林寺
に時間・場所変更

大分ＲＣ ８月10日（火）
大分中央ＲＣ ８月11日（水）
大分城西ＲＣ ８月11日（水）
大分東ＲＣ ８月12日（木）
大分南ＲＣ ８月13日（金）
大分臨海ＲＣ ８月16日（月）
大分ＲＣ ８月17日（火）の例会は、夜間例会

の為 同日18：30～大分全日空ホテ
ルオアシスタワーに時間・場所変更

別府北ＲＣ ８月18日（水）の例会は、ガバナー
公式訪問（湯布院ＲＣとの合同）の為
同日17：00～ホテル白菊へ時間変更

湯布院ＲＣ ８月18日（水）の例会は、ガバナー

公式訪問（別府北ＲＣとの合同）
の為同日17：30～ホテル白菊に時
間・場所変更

別府ＲＣ ８月20日（金）の例会は、ガバ
ナー公式訪問例会並びに第３回ク
ラブ協議会の為同日18：30～ホテ
ルニューツルタへ時間変更

10．次週の予定
「会員増強フォーラム」

11．本日の回覧
①「木下光一ガバナーとの別府市内４ＲＣ・

湯布院ＲＣ合同懇親会」出・欠席（８月18日）
12．本日の配布

①わたしのロータリー・ライフ
　鳴海淳郎Ｒ情報委員長より

②週報No.1011,1012
③ロータリーの友８月号
④ガバナー月信No.2

スマイルボックス 委員長　森　　宗明

○後藤憲志ガバナー補佐
　本日はよろしくお願いいたします。

○木村会長
　後藤ガバナー補佐、今日のクラブ協議会、よ
ろしくお願いします。今日のクラブ協議会はい
つも鳴海先生にお願いしているのですが、今日
は後藤ガバナー補佐にお願いしようと思ってい
ます。よろしくお願いします。

○後藤会員
　後藤ガバナー補佐、協議会への出席、ありが
とうございます。
　今日はガバナー公式訪問前２週間の大事な協
議会です。熱心な協議をお願いします。

○鳴海会員
　この度、ロータリー・クラブ入会40年になる
自分を振り返り、『わたしのロータリー・ライフ』
という小冊子をつくりましたので、本日皆さんに
お贈り致します。出版に際しましてはクリエイツ社
長である当クラブの森会員に大変お世話になりま
した。ここに感謝してスマイルしたいと思います。
　また、一昨日の日曜日、地区指導者育成セミ
ナーに出席してきました。久し振りにこのよう
な会に出席しましたが、10グループに分かれて
のワークショップでは、今までになく少人数での
グループディスカッションで非常に盛り上がり、
とてもよかったです。重ねてスマイル致します。

○村津会員
　昨日と一昨日は、ベートーベン第九の方の会
議の為、徳島県鳴門に行ってました。日本全国

の例会は定款第
６条第１節（Ｃ）
に基づき休会
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どこも暑いようです。暑さに負けない元気にス
マイル。

○河村会員
　新年度は私の例会出席率がアップし、自分で
も驚いています。今年度はこれを継続したいな。
いや、継続します。感謝してスマイル。

○平野会員
　暑さのせいでしょうか、スマイルの文章を忘れ
てしまいました。もう夏バテだー、ハァーハァー。
　後藤ガバナー補佐、いらっしゃいませ。よろ
しくお願い致します。

○椛田会員
　皆様お久し振りです。何も言うことはありま
せん。

第２回クラブ協議会 

◆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
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

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。）
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◆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。
◆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。

　　又、トラスト活動は積極的に支援する。
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）


