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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
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理事
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◆出席報告　　　　出席副委員長　津末美代子
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・メイクアップ
　　事前　
　　事後　大島（別府北）
　　　　　平野（英）、河村（別府東）
　　　　　椛田（ロータリー家族月間・合同清掃活動）
　　欠席　平野（教）、椛田、森園、大島
　　出席免除　溝部、梅津
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◆点　　鐘　　12：30

◆体　　操　　自律神経強化体操

◆Ｒ　　Ｓ　　別府中央Ｒ.Ｃ.の歌中央

◆唱　　歌　　冬の夜

◆Ｂ. Ｇ. Ｍ　　「宗次郎こころのうた」より
ゴンドラの唄
時計台の鐘
波浮の港　　　　他

会長の時間 会長　木村きぬゑ

　会長を仰せつかってから半年が過ぎました。ま
さに光陰矢の如しです。何もかも手探りの私を良
く助けてくださいました「後藤隆幹事」本当にあ
りがとうございました。そして暖かく見守ってく
ださった会員のみなさんに心から感謝申し上げま
す。後半年ありますが、精一杯頑張りますので、
よろしくお願いいたします。
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幹 事 報 告 幹事　後藤　　隆

―家族月間―
本日は、別府中央ロータリークラブ

細則５条第１節により
『年次総会』を開催致します。

１．会員住所変更のお知らせ
髙宮勝美会員の御自宅の住所が下記の通り変
更となりました。
旧住所：〒879-1507 速見郡日出町豊岡6100-118
　　↓
新住所：〒874-0918 別府市汐見町７番43号
　　　　TEL0977-27-1181 FAX0977-27-1183

２．12月12日（日）10：00～別府公園駐車場集合
にて「ロータリー家族月間RI第2720地区大
分第３分区ロータリークラブ、ローターアク
ト、インターアクト合同清掃活動」が開催さ
れました。当日の参加者は、木村きぬゑ、椛
田健治、梶原和廣、亀井　孝、岐部光男各会
員と、会員ご夫人の椛田喜代子さん、亀井京
子さん、梶原会員友人の河野吉秀さん、林幸
一さん、別府溝部学園高等学校ＩＡクラブよ
り、菅本ミイ教諭、生徒６名の計16名でした。

３．第６回定例理事・役員会報告
（平成22年12月７日（火）13：40～於：ホテ
ルニューツルタ例会場　８名）

報告事項
１）別府市内４ＲＣ会長・幹事会報告

（H21.11.16　於：春香苑）
・定款休会並びに年末年始に係る合同事務局

閉鎖期間の件。
閉鎖期間：平成22年12月28日（火）午後～
　　　　　平成23年１月３日（月）

・次年度より「湯けむり健康マラソン大会広
告看板」協力中止の件。
看板設置代　80,000円

・「ＩＭ／市内４ＲＣ合同例会」開催の件。
　（今年度ホスト　別府東ＲＣ）

開催日時：平成23年２月19日（土）
＊当クラブ15日（火）を変更

　　　　　　15：00～ＩＭ／合同例会（予定）
　　　　　　18：30～懇親会（予定）
　場　　所：ホテルサンバリーアネックス

審議事項
１）募金協力依頼の件。

・「歳末たすけあい募金：愛の袋募金」（別府
市社会福祉協議会）※承認

２）12月・１月例会予定の確認
 12月７日 「会員卓話」津末美代子会員
 14日 「年次総会」
 21日 「忘年会」18：30～　
  於：ホテル山水館
 28日 「定款第６条第１節（Ｃ）に基づ

き休会」
平成23年
 １月４日 「定款第６条第１節（Ｃ）に基づ

き休会」
 11日 「新年会」18：30～　
  於：割烹旅館 ゆめさき
 18日 「会員卓話」鳴海淳郎会員
  （ロータリー理解推進月間）
 25日 「会員卓話」溝部　仁会員

４．お祝い（次週、夜例会の為　本日２週分お祝
い致します。）

　　会員誕生日　鳴海　淳郎会員（１月１日）
※記念品をお渡し致します。

　　結婚記念日　平野　英壽会員（12月25日）
※ご自宅にお花が届きます。

　　配偶者誕生日　溝部　佳子さん（12月22日）
　　　　　　　　岐部さゆりさん（１月２日）
　　　　　　　　河村貴世子さん（１月５日）

※記念品をお渡し致します。

５．例会変更のお知らせ

定款第６条第１節（ｃ）により休会のクラブ
12月24日（金）：佐伯MARINEＲＣ、別府ＲＣ
12月27日（月）：大分臨海ＲＣ、大分1985ＲＣ
12月28日（火）：中津中央ＲＣ、大分ＲＣ
12月29日（水）：大分キャピタルＲＣ、中津ＲＣ、

別府北ＲＣ、湯布院ＲＣ、くに
さきＲＣ、大分中央ＲＣ、大分
城西ＲＣ

12月30日（木）：中津平成ＲＣ、別府東ＲＣ、
杵築ＲＣ、宇佐ＲＣ、玖珠ＲＣ、
大分東ＲＣ

12月31日（金）：佐伯MARINEＲＣ、大分南ＲＣ
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６．次週の予定
「忘年会」
＊時間・場所を変更し、18：30～ホテル山水

館に於いて開催いたします。
お間違えのない様ご注意下さい。

７．本日の回覧
①「ダメ。ゼッタイ。」募金箱
②宇佐ＲＣ　週報
⑤「忘年会」出・欠席（12月21日）
⑥「新年会」出・欠席（１月11日）

８．本日の配布
①週報No.1029
②歳末たすけあい募金：愛の袋募金
③ロータリー探究「ロータリー・クラブの管

理主体」
　「別府中央ロータリー・クラブ　クラブ細

則の抜粋」
鳴海淳郎Ｒ情報委員長より

スマイルボックス 委員長　森　　宗明

○木村会長
　今日の年次総会、よろしくお願いします。ス
ムーズに運ぶ事を願い、スマイルします。

○村津会員
　「第34回大分第九の夕べ」は、一昨日、いい
ちこグランシアターに於いて、「正正堂堂・王
道の第九」の印象を披露して、無事、盛会裡に
終了致しました。
　全てに感謝してスマイル。

○鳴海会員
　12月12日、結婚記念日の当日、早速にクラブ
より立派なお花をいただき、本当に有難うござ
いました。
　また、夕方は『大分第九の夕べ』を聴きに行
き、今まで経験したことのない感動を味わうこ
とができました。
　演奏の素晴らしさは勿論、隣の席に座られた
県立芸術短期大学中山学長との話もはずみ、ま
たとない演奏会でした。
　このような機会を与えてくれた村津さんに改
めて感謝し、スマイル致します。

○亀井会員
　12日の合同清掃活動参加の皆様、おつかれ様
でした。思いついた事があります。荘園にあり
ます釘宮メガネ店の方は、毎朝お店の周囲をて
いねいに清掃しています。おかげでいつもきれ
いです。
　今回清掃した時も思いました。通りに面した
方々が同じ様にしていただければ、別府の街は
ゴミの無いすばらしい街になると思いました。
よろしくお願いします。

○後藤会員
　12月12日の清掃活動は都合で出席できません
でした。出席された皆様、ご苦労様でした。

○河村会員
　この席からヨットハーバーが見えて少しリッ
チになったような気分です。別府は本当にすば
らしい町だと再認識しています。

○森園会員
　本日は、仕事の都合上、例会参加できません。
来年は幹事をしろとのことを急に言われました
が、お役に立てるかわかりませんが、頑張りま
す。

○近藤会員
　先程、森宗明会員から一冊の本をいただきま
した。題目は「鈴木規夫のゴルフは心」なので
す。なぜ森さんには私の一番の欠点を見抜かれ
ていたんだろう？

○平野会員
　今月、12月24日朝６～７時まで私がお世話さ
せていただいております別府市倫理法人会の
100社モーニングセミナーがあります。講話者
は今別府から世界へ伸び続けているオーリッド
の三浦社長さんです。みなさん、たまには早起
きして是非お越し下さい。
　結婚記念日のお祝いありがとうございます。

○森会員
　昨夜のテレビ、島田紳助の “１分間の深イイ
話”（21時から２時間の特番）の旨い話に日出
町の “マインズ” というレストランのハンバー
グが出て紳助さん、田崎さんらの大絶賛。番組
途中の21時半から電話、ＦＡＸ、ネットで注文
が殺到。４時間で１万個の受注！　少し前から
販促支援をさせていただいている当社の社員も
張りついています。今も受注が止まりません。
町の小さなレストランが大ブレイクします。感
謝してスマイル。
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年次総会 

2010－2011年度
別府中央ロータリークラブ年次総会

日　時：平成22年12月14日　
場　所：ホテルニューツルタ

１．総会成立宣言　〔後藤幹事〕
「本クラブ定款・細則第５条第３節に『年次
総会は、会員総数の３分の１をもって定足数』
となっております。従って、本総会の出席者 
17名は、会員総数 23 名の３分の１を超え
ますので、定足数に達しております。よって、
本総会の成立を宣言いたします。」

２．点　　鐘　〔木村会長〕

３．会長挨拶
「本日は、別府中央ＲＣ細則第５条第１節の
規定による、年次総会です。年次総会は、次
年度の理事を決定する重要な会議です。慎重
審議をお願いいたします。」

４．議長選出　〔後藤幹事〕
「クラブ細則第４条第１節に『本クラブの会
合及び理事会において議長を努め、その他通
常その職に付随する任務を行うことをもって
会長の任務とする。』とありますので　木村
きぬゑ　会長を議長に選任いたします。」

５．議　　事　〔木村会長〕
①当クラブ理事・役員の選挙については、例

年のとおり、指名委員会の指名によって
次々年度会長・次年度副会長（中央ＲＣで
は次々年度会長と同一人）・幹事・会計・
並びに　３名の理事候補者を決定しご承認
いただきたいと思います。当クラブの指名
委員会（すなわち歴代会長・幹事会）の決
定を発表させていただきます。

『会長から次年度理事・役員の発表』　〔後藤
幹事〕
理事・役員 委員長名 氏　名 概要
次年度会　長 亀井　孝
次年度副会長 クラブ奉仕委員長 髙宮勝美
次年度幹　事 森園伸也
次年度会　計 河村貴雄

次年度理　事 村津忠久
〃 森　宗明
〃 近藤賢司

以上のとおりです。「この指名にご賛同いた
だけますか？」

「なお、ＳＡＡの選任は、クラブ細則第３条
第２節の規定によりまして、年次総会後、１
週間以内に決定するとありますが、当クラブ
は慣例によりＳＡＡと無任所理事３名は、１
月の定例理事会で選出したいと思います。」　

〔木村会長〕
②それでは、「次年度の理事と役員候補者が

決まりましたので、名前を呼ばれた会員で、
四大奉仕委員長等を決定します。その間、
暫時休憩します。名前を呼ばれた次年度理
事と役員候補者は、別室へ移動をお願いし
ます。」　〔木村会長〕

　＊エレベーターホールを別室に見立てる？
③「次年度の四大奉仕委員長等が決定しまし

たので次年度会長　　亀井　孝　氏より発
表していただきます。」　　〔木村会長〕

④次年度会長より「次年度理事の発表」　〔亀
井次年度会長〕
先程、幹事が書いた氏名の前に『職名』記
載　〔森園次年度幹事〕
　　　　　⬇
社会奉仕委員長　　　　村津　忠久　氏
職業奉仕委員長　　　　森　　宗明　氏
国際奉仕委員長　　　　近藤　賢司　氏

⑤「これで正式に次年度の役員・理事が決ま
りました。それでは、ここで次年度会長と
幹事に新理事・役員を代表してご挨拶いた
だきたいと思います。」　〔木村会長〕

６．次年度会長・幹事挨拶　
（次年度会長　亀井　　孝　氏・
　　　　幹事　森園　伸也　氏）

７．年次総会の終了の挨拶　〔木村会長〕
「皆様のご協力で、2010－2011年度『年次総会』
が無事に終わりました。ありがとうございま
した。」

８．点　　鐘　〔木村会長〕


