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◆出席報告　　　　　出席委員長　大島由美子
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　　事後　大島（大分 1989）、中尾（米山歓送会）
　　　　　森園（ＩＭ）
　　欠席　衛藤、平野（教）、堀、河村
　　出席免除　溝部

本

日

の

出

席

前
々
回
の
訂
正

名
名
名
名
名
名
％

23
18
0
0
1
4

81.82

－回
742 回

出 席 率
事後メイクアップ
理 事 会 承 認
出 席 免 除
修 正 出 席 率

連　続
通　算

63.64
3
0
1

77.27

100

％
名
名
名
％

％

2/8

◆点　　鐘　　12：30

◆体　　操　　自律神経強化体操

◆Ｒ　　Ｓ　　手に手つないで

◆唱　　歌　　どこかで春が

◆Ｂ. Ｇ. Ｍ　　「パーシーフェイス・オーケストラの
ムード音楽」より

魅惑のワルツ
ムーランルージュの歌
タテのテーマ　　　　　他

会長の時間 会長　木村きぬゑ

　先日は2720地区ＩＭに多くの会員に出席いただ
いてありがとうございました。私も歓迎のあいさ
つ以外に特別檀上に上がってしゃべる事はなかっ
たのですが、胸がドキドキしました。新会員はな
おさらと思います。何事も、なれない事をすると胸
がドキドキします。最近では結構大変な事でも、今
まで出来なかった経験ができてよかった、と思える
ようになりました。いくつになっても前向きにチャ
レンジすることは大事なことと思っています。
　IMのパネラーをした森さん、さすがにキャリ
ア有り、他の新入会員と違ってロータリーの良さ
をわかりやすく表現してくれたと思いました。良
いパネルディスカッションが出来たと思っていま
す。ご苦労さまでした。

1038ＶＯＬ．23 -30
2011 年２月 22 日

　何事も継続は力だと思いますが、ロータリーを
何年も重ねてゆくとロータリーでしか得られない
想いが、広く、暖かく感じられるのは私だけでは
ないと思います。ロータリーの新人さんもきっと
何年か先にこの様な思いを抱く事でしょう。ロー
タリーを通して良い友人とつながっている事に改
めて感謝した一日でした。
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幹 事 報 告 幹事　後藤　　隆

―世界理解月間―
ロータリー創立記念日・世界理解と平和の日（２月23日）
１．本日の例会は、第３回クラブ協議会を開催致します。
２．「熊本西ロータリークラブ創立25周年記念式
典・祝賀会」のご案内
日　時　平成23年４月９日（土）登録受付16：30～
　　　　記念式典17：00～、祝賀会19：00～
場　所　記念式典：熊本ホテルキャッスル地階
　　　　祝 賀 会：熊本ホテルキャッスル２Ｆ
登録料　会員10,000円／ご同伴8,000円
※詳細・登録ご希望の方は、幹事または事務局までお申し出ください。

３．「玖珠ロータリークラブ創立30周年記念式典」
のご案内
日　時　平成23年５月15日（日）登録受付15：00～
　　　　記念式典16：00～、祝賀会17：30～
場　所　九重悠々亭（玖珠郡九重町筋湯温泉）
登録料　会員10,000円／ご同伴8,000円
※詳細・登録ご希望の方は、幹事または事務局までお申し出ください。

４．２月19日（土）16：00～ホテルサンバリーアネッ
クスに於いて、「2010-2011年度大分第３分区
ＩＭ」が開催され、森　宗明会員がパネラー
を務められました。ＩＭ終了後、18：00～懇
親会が開催されました。
出席者：木村きぬゑ、亀井孝、近藤賢司、岐部

光男、前田哲矢、村津忠久、森宗明、森
園伸也、鳴海淳郎、髙宮勝美、津末美
代子、梅津ヤヨイ、後藤隆　各会員

５．お祝い
　　会員誕生日　津末美代子会員（２月22日）
　　　　　　　　椛田　健治会員（２月26日）

※記念品をお渡し致します。
６．例会変更のお知らせ
別府ＲＣ	 ３月11日（金）の例会は、地区大

会懇親部会リハーサル例会の為　
同日18：30～別府ビーコンプラザ
へ時間・場所変更

７．次週例会の予定
「会員卓話」森　宗明会員
「会員コラム」鳴海　淳郎会員

８．本日の回覧
①くにさきＲＣ週報
②「2011-2012年度版ロータリー手帳」希望購入

９．本日の配布
①週報No.1036、1037
②ロータリー探究
　「Intercity	Meeting	(IM)	とわたし」
　「再び理事会について」

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
　先日のＩＭおつかれ様でした。新人の方のパ
ネラー、急な事でとまどったと思います。その
気持が伝わりました。ベテランの森さんが出て
引き締め役、最高でした。さすが中央と思いま
した。
　美代ちゃん誕生日おめでとう。今からは楽し
い人生を送ろうネ。

○亀井会員
　先日のＩＭ、ご参加の方おつかれ様でした。湯
布院ＲＣのパネラーの正直な意見に大賛成です。

○村津会員
　今月１月に参加者募集を始めた「一気登山」
が２月10日に、早や1,080名となりました。
　４月９日（土）、10日（日）、両日の晴天と、
ボランティア、参加者全員の無事を祈りまして
スマイル。

○平野会員
　スマイルを書く場所がないので、知らん顔し
てたら、森ちゃんが目で（書け書け）とサイン
を送って来ました。
　ＩＭは倫理でいけなくてごめんなさい。

○津末会員
　誕生日のお祝い有難うございます。誕生日が
来るのは、あまりうれしく有りません。でも何
時も明るく過ごしたいと思います。

○平野会員
　先日、米山奨学生の歓送会がありました。パ
ニットナンタナクン・ナッタニットさんは歓送
会の後、引っ越して行きました。川口市（埼玉
です）。中央ＲＣの皆さんによろしくお伝え下
さいとのことでした。

○椛田会員
　土曜日のＩＭはカゼの為、出席できませんで
した。申し訳ございません。
　又、本日は誕生日の祝いありがとうございま
した。「健治カンレキ」（秀樹カンゲキ）調で…。

○大島会員
　（津末さん、椛田さん）お誕生日おめでとう
ございます。
　津末会員においては出席報告で何かとご迷惑
をおかけいたします。母の具合が悪いので、又
お願いすることになりますが、宜しくお願いし
ます。

○梅津会員
　長男のところの孫が願望の国立大分大学医学
部に合格し、皆で大喜びをしています。本人は
地域の医療のために一生懸命勉強して頑張りま
すと言っています。
　ちなみに私がロータリーに入会した時に生ま
れた男の子です。時の流れの速さに感動します。

○森会員
　先日20日の日曜日、久し振りに孫２人と少し
遊びましたが、自転車に乗れるようになったか
らと嬉しそうでした。お兄ちゃんは今春から小
学生です。家内が通った小学校に孫が51年経っ
て入学するのです。春がそこまで来ていること
もあって心がほっこりあたたかくなりました。
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第３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
　広報、雑誌、会報委員会と連携し、活動等を報
告したいと思います。
◇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
１．例会５分前の「村津式自律神経強かストレッ
チ」は予定通り実施してきた。
２．11月２日付・第1025回例会週報の “会員コラ
ム” 欄に、いとう循環器・麻酔科クリニック提
供の「爪もみ療法」を掲載した。

◇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
１．10月17日・第33回別府市民合唱祭に、ロータ
リーコールとロータリーフラウエンコールが出
演し好評だった。
２．３月12日、ＲＩ第2720地区・地区大会の懇親
会に於いて、Ｒ・コールとＲ・フラウエンコー
ルが混声合唱で出演する。
３．６月４日（土）、滋賀県大津市の琵琶湖ホール
で開催される「全日本ロータリークラブ親睦合
唱祭」に前記両チームが出演する。
４．毎年秋に開催される「別府市民合唱祭」の由
来に就て、３月８日、私の卓話の時間に聞いて
頂く予定です。

◇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
　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
　副委員長の髙宮さんの協力もあり、何とか進め
てゆくことができたものと思っております。
　残りの期間も精一杯努めて参ります。
◇ロータリー情報委員会
　委員長　鳴海　淳郎　　副委員長　溝部　　仁
・この活動計画に沿って新会員の方にもわかりや
すく実施しているつもりですが、如何でしょう
か。
・次に、第1036回例会の幹事報告によりますと、
第8回定例理事・役員会において、2010年手続
要覧購入の件が、Ｒ情報委員会より購入するこ
とで承認されていますが、これは委員長として
は納得できません。
　何故なら、ロータリー・クラブ定款第14条に、
「国際ロータリーから発行されている雑誌は、
会員である限り購読義務があり、購読料は半年
ごとに、クラブが、その前払金を各会員から徴
収し、送金しなければならない。」と記載され
ているからです。
　しかし、一度理事会決定された事項は、2007
年手続要覧第10条第3節－「理事会による最終
決定」に基づいて、「クラブに提訴する以外に、
これを覆すことのできないもの」ということに
なっております。

◇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。
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◇ＳＡＡ
　ＳＡＡ　近藤　賢司　　副ＳＡＡ　衛藤　秀子
１．開会30分前に例会場に入り開場をチェックし、
ゲスト、ビジター会員を迎えるように努力をし
ております。
２．食事中の禁煙、卓話中の私語、携帯電話につ
いては、当会員はマナーが良く大変感謝してい
ます。
３．食事中のＢＧＭに関しては村津会員の協力の
もと心安まる音楽を聞きながら楽しく食事がで
きていると思います。
４．ニューツルタホテルの会場に移ってからは、
会員の座る席が常に定まることなく多くの会員
と話す機会が増えてよかった。

◇職業奉仕委員会
　委員長　河村　貴雄　　副委員長　大島由美子
　10月26日、河村会計事務所に於いて「職場例
会」を実施。当クラブ職業奉仕表彰の表彰者に医
療法人上人豊田歯科　歯科衛生士チーフ　佐藤由
子（ゆうこ）氏を選定、同日表彰式を行いました。
◇社会奉仕委員会
　委員長　村津　忠久　　副委員長　平野　英壽
１．７月25日（日）、クラブ会員、コーラスグルー
プ、曹友会、併せて32名で草刈り等整美作業を
行った。
２．11月７日（日）、クラブ会員家族のコーラス
グループ、曹友会、併せて45名で整美作業を行っ
た。この日、新会員及び家族の方には「もみじ
谷20年の歴史」の概略を説明した。
３．３月20日（日）、今年度の植樹500本を植栽予
定です。会員・家族の皆さん、よろしく御奉仕、
御協力をお願い申し上げます。
４．７月１日以来、スマイルボックスを通して報
告された社会奉仕の件数は、１月末で16件で
あった。

◇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
　米山奨学生であったパニットナンタナクン・
ナッタニットさんも無事就職でき、安心しており
ます。
　中津と杵築への卓話も無事に終わり、ナッタ
ニットさんが観光を授業に取っていたことより、
レポート作成の一助になれたと感じております。
他のクラブが積極的に例会以外の参加を推し進め
ていたことを考えると、来期は一考の余地がある
と感じます。

第3回クラブ協議会におけるカウンセラーとしてのまとめ
鳴　海　淳　郎

・会員増強は最近うまく行っているようですが、
折角入会した以上は早くロータリーの良いとこ
ろをつかんで、さらに一層努力されることを祈
ります。

・出席率は大体平均値を維持しているようですが、
更に一層の向上を目指して努力することをお願
いします。
・当クラブの親睦活動については申し分ありませ
ん。この調子で持続することをお願いします。
・スマイルボックスは、他のクラブには見られな
い、当クラブ独特の良さがありますので、引き
続き維持されることを希望します。
・プログラム委員会は、今のところ殆ど理事会で決
定されているようですが、本来は、もっとプログ
ラム委員会がきめ細かくやるべきと思います。
・ロータリー情報は当クラブ独自の努力がなされ
ていますが、広報面が少したりないように思わ
れます。
・ＳＡＡは当クラブ独自の良さがありますので、
引き続き努力されることをお願いします。
・社会奉仕：創立以来のもみじ谷の植樹は既に20
年の実績を有していますが、このほか会員自身
の社会奉仕活動、とくに自分の職業を通じての
社会奉仕活動を加味されると申し分のないよう
に思います。
・中々目立った国際奉仕に手を出すことは、小さ
いクラブとしては少々無理かと思われますが、
新世代委員会や米山奨学委員会との関連におい
て、ＡＰＵ留学生にコンタクトをとり、より広
い視野の奉仕活動を行えば、小さいクラブとし
てもできる国際奉仕活動が行えるのではないで
しょうか。
・ロータリー財団は平野委員長のご努力で寄付金
額は他のクラブに勝っているようですが、米山
奨学寄付の更なる推進と共に、当クラブに地区
で2番目のメジャー・ドナーについで第3のメ
ジャー・ドナーの出現することを祈るものです。


