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◆出席報告　　　　　出席委員長　衛藤　秀子
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出 席 者
事前メイクアップ
理 事 会 承 認
出 席 免 除
欠 席 数
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・メイクアップ
　　事前　中尾（IA 年次大会）
　　事後　岐部（大分城西）、河村（別府）
　　　　　堀（別府東）、中尾（インターアクト年次大会）
　　欠席　堀、梶原、森園、髙宮、大島、椛田
　　出席免除　溝部、鳴海、梅津
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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　　「ラジオ深夜便・
にっぽんの歌、こころの歌」より

風はそよ風
朝だ元気で
春の唄　　　　他

◆ゲ ス ト　　安藤康夫氏
（ＲＩ第2720地区大分第３分区ガバナー補佐）

会長の時間 会長　亀井　　孝

　本日は安藤ガバナー補佐を迎えての例会と、第
二回クラブ協議会を開催いたしますので、よろし
くお願い致します。

　新会長になり１ヶ月が過ぎました！
　31日のもみじ谷整美作業に参加されました皆
様、大変暑い中ありがとうございました。
　又、新入会員の皆様が気持ち良く参加、活動し
ていただき、我が別府中央ＲＣの未来を見ている

1059ＶＯＬ．24 - ５
2011 年８月２日

ようでした。又、すばらしい仲間が増えて感謝感
激です。
　明豊高校野球部の、夏の甲子園大会出場が決ま
りました。おめでとうございます。別府市、県の
代表として、正々堂々のファインプレーで頑張っ
ていただきたいと思います。
　別府夏の宵まつりが31日、花火大会をもちまし
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て終了しました。別府観光、市民の為に尽力され
ました関係者の方々に、感謝申し上げます。

　以前の村津会員のコラム “出舟の構え” が、私
の心に残っています。

　『心臓の手術をすると決めた時、執刀医から「１
％位の確立で死ぬ覚悟をして下さい」と言われ、
改めて「出舟の構え」に附いて自問致しました。
葬祭場の祭壇をモミジの枝葉で飾る事を含めて葬
儀の見積、弔辞の順番、六つの立場での死亡広告
の原稿等、時間はたっぷり有りましたので、清書
まで致しました。ですが、六つの立場の後継体制
を問い直した時、「出舟の構え」万全のものは２
つだけでした。今回の手術は一応成功致しました
が、年齢的に何れ「その日」は間違いなく参ります。
その様な思いで、今、「出舟の構え」構築中です。』

と、ありました。又ひとつ、別府中央ＲＣに入会
して良い勉強をさせていただいたな～と思いまし
た。

　本日は、例会、第二回クラブ協議会、第二回定
例理事、役員会と、スケジュールが押しています
ので、これにて会長卓話を終了します。
　ありがとうございました。

幹 事 報 告 幹事　森園　伸也

―会員増強および拡大月間―
…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
安
あん

藤
どう

　康
やす

夫
お

 氏
（ＲＩ第2720地区大分第３分区ガバナー補佐）

２．国際ロータリー日本事務局より、平野英壽会
員に「マルチプル・ポールハリス・フェロー」
のピンが、後藤　隆会員と、木村きぬゑ会員
に「ポールハリス・フェロー」の証書とピン
が届きました。本日、ご披露し、お渡しいた
します。

３．財団法人ロータリー米山記念奨学会より後藤
　隆会員と木村きぬゑ会員へ第１回米山功労
者の感謝状が届きました。本日、御披露し、
お渡し致します。

４．委員会報告
村津忠久社会奉仕委員長より

５．７月30日（土）～７月31日（日）まで、湯布
院自然の家ゆふの丘プラザに於いて、ＲＩ第
2720地区第27回インターアクト年次大会が開
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、生徒４名、顧問教諭１名が参
加し、当クラブより中尾　誠新世代委員長が
引率致しました。
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６．７月31日（日）８：30～別府もみじ谷に於い
て「もみじ谷整美作業」を行いました。参加
会員の皆様、ご協力ありがとうございました。
当日の参加者は、亀井　孝会長、平野教康、
梶原和朗、岐部光男、村津忠久、森　宗明、佐々
木久宜各会員及び、（平野工務店より）寺西氏、

（前田会員代理として）杉本氏、（平野教康会
員令夫人）平野なるみさん、コーラスグルー
プ４名、陸上自衛隊別府駐屯地曹友会荷宮会
長以下21名の計35名でした。

７．本日、クラブ協議会終了後、「第２回定例理
事・役員会」を開催致します。

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９日（火）の例会は、早朝職

場例会の為　同日上林寺に時間・
場所変更

竹田ＲＣ ８月９日（火）の例会は、本田ガ
バナー公式訪問／三重ＲＣとの合
同例会の為　同日17：00～ホテル
岩城屋に時間変更

10．次週の予定
「会員増強フォーラム」

11．本日の回覧
① 佐伯ＲＣ　週報

12．本日の配布
①ガバナー月信No.1
②2010-11年度ガバナー月信No.13
③ロータリーの友８月号

スマイルボックス 副委員長　平野　教康

○大分第３分区ガバナー補佐　安藤康夫氏
　家庭的な雰囲気の中央ＲＣに参加できまし
た。クラブ協議会での活発な協議を楽しみにし
ています。

○亀井会長
　安藤ガバナー補佐、ようこそ別府中央ＲＣへ
よろしくご指導して下さい。

○村津会員
　一昨日・日曜日の「もみじ谷奉仕作業」は、
先程の委員会報告の通りですが、私は、梶原会
員、佐々木会員にすっかりお世話になりました。
上り坂、下り坂、段差35センチの鉄階段の上り
下り、両会員に支えられて歩いたお陰で、一回
も転倒しないですみました。
　梶原さん、佐々木さんに厚く感謝申し上げス
マイル致します。

○衛藤会員
　土用中

ちゅう

、猫もぐったり昨日今日
　毎日暑いですね。今日は安藤ガバナー補佐、
ご苦労様です。いつもお世話になります。私、
何もわかりませんので、お手やわらかに。

○平野（英）会員
　ビリヤード第15回九州レディースオープンが
先週末、30～31日に無事開催いたしました。全
国より45名の女子プロが集結し、熱い闘いが終
わりました。
　又、倫理法人会の普及達成にも協力いただき
ました我がクラブ会員のみなさま、大変ありが
とうございました。

○河村会員
　先週、タワーでの例会は出席できましたが定
例会場での出席は久しぶりです。その分、協議
会は全力で臨みます。

○後藤会員
　安藤ガバナー補佐、ようこそ。協議会、どう
ぞお手やわらかに。

○堀会員
　先日、ホテル山水館にて倫理法人会の会員交
流会及び普及達成祝賀会があり、参加させてい
ただきました。
　会の最後に抽選会があり、今か今かとドキド
キしていましたが、なかなか当たらずに諦めて
いました。いよいよ最後の特別賞、ホテルサン
バリーのビアガーデン招待券４名様分。抽選す
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て見守ってゆこうとする企画で、昨年７月から始
めました。
　昨年11月に345本であった苗木が、今回318本（森
会員調査）でした。今後少なくとも15年間は追跡
調査を続けて頂きたいと思います。
　参加者は幹事報告の通り、ロータリー10名、コー
ラス４名、曹友会21名の計35名。
　作業終了直前、曹友会の使用中のチェーンソー
にトラブルがあって、７名が残留して処置に当
たった為、作業終了式は28名でした。
　「坊ヶつる賛歌」と「我は海の子」を高唱して
11時10分に散会致しました。

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　髙宮　勝美　　副委員長　後藤　　隆
１．新しい会員が増えたので楽しく出席出来る、

時代にマッチした例会にしていきたい。
２．昨年度復活した家族例会を複数回実施し、会

員の家族がロータリアンを誇りに思える企画を
作りたい。

３．ロータリーに入会する事で人間的にも社会的
にも成長出来る。例会運営と会員の親睦を図り、
次代をリードする若者を入会させ成長させる。

◇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　河村　貴雄
１．今年度目標
　会員総数　30名達成
２．具体的な活動

①充填・未充填の職業分類を調査、検討し、未
充填職業分類を充填するために会員の資格条
件に適合した人々を推薦するようクラブ会員
に積極的に働きかける。

②２：１計画の推進…会員２人に対して１人の
新会員候補者を会員増強及び拡大月間（8月）
までにリストアップし、勧誘活動をする。

③当クラブの特徴のひとつでもある女性会員の
入会を勧奨する。

◇出席委員会
　委員長　衛藤　秀子　　副委員長　津末美代子
　例会出席率、メイクアップを含め60％以上と規
定になっていますが、皆さんの努力により最近は

るのは、わが別府中央ロータリーの平野英壽社
長。平野英壽会員が引きました。
　黄色の２番…まさに私の番号…やった～（幸）
　確実に平野会員の愛を感じた瞬間でした。ひ
としきり、喜んで席に戻ろうとしたら、『スマ
イルせんと～。スマイルせんと～』と、後ろの
方から森園会員ともう一人の平野会員の恐～い
声。
　喜びが少し目減りましたが、平野英壽会員の
愛と私の幸運を、お祝いしてスマイルさせてい
ただきます。

○大江会員
　真面目に、コツコツしていたら別府でもこん
なに笑顔を頂きました。（チラシ）
　盆提灯や盛籠も承っております。宜しくお願
い致します。

○木村会員
　先日ワイワイ市があり、別府商工会議所女性
会が初めて出店しました。
　私の一員として我が家でかしわめし２コ入り
300個、トッポギ150個、煮卵200個、キュウリ
の漬物150本、作りました。若い人は楽しいなー、
よかったネの言葉。私は老体にムチ打ち、朝早
くから疲れました。疲れながら良かったの一言。

○森会員
　スマイルしようと思ったっら1000円札があり
ません。それでも書こうと思ったら万年筆のイ
ンキが無い、それでもスマイルします。

○平野（教）会員
　もみじ谷の草刈り、嫁と仲良く参加して疲れ
ました。生まれて初めてギックリ腰になりまし
た。

社会奉仕委員会報告 委員長　村津　忠久

　一昨日・日曜日・７月31日の「もみじ谷奉仕」
に御参加頂いたみなさん、ありがとうございまし
た。
　当日は良過ぎる天気で、気温は朝28℃、作業終
了の頃は31℃、気持ち良い汗をかきました。
　８時25分に準備体操、作業開始式の後、現場へ。
　曹友会はＡ地区の草刈り、秋の植樹準備。
　ロータリーとコーラスは、08・09地域の「こだ
わり整美」。これは、08年と09年に植樹された600
本の苗木が、どの様に育ってゆくかを特に注意し
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ラウエンコール」だけです。
　練習は毎週月曜日の夜・7：30から9：00までで
す。難しく考えないで、気軽に御参加下さい。

◇スマイルボックス委員会
　委員長　堀　　由美　　副委員長　平野　教康
　未曾有の景気低迷の最中での東日本大震災で、
会員皆様も支援・義援でなかなかスマイルまでは、
行き届かないとは存じます。催促なしの自主申告
が基本のスマイルです。
　という状況の中で、今年度の活動計画を報告し
ます。
①例会を休む会員様には、是非スマイルだけでも

参加をして頂きたいを思います。
②お誕生日の会員様には、誕生日記念スマイルを

お願いしたいと思います。
以上、今年度も昨年度同様、価値あるスマイルボッ
クスになりますように勤めます。

◇プログラム委員会
　委員長　前田　哲矢　　副委員長　近藤　賢司
　年度のプログラムを作成するにあたり、会長、
幹事、各委員長との連絡を密にする。
１．新会員卓話の時には会員の皆様の意見を聞い

てアドバイスをする。
２．ゲスト卓話者には、週報、写真を郵送する。
３．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　河村　貴雄
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。

１．補足事項
　とくに新会員のためにロータリーの基礎をわか
りやすく解説したいと思う。

◇広報・雑誌・会報委員会
　委員長　大島由美子　　副委員長　森　　宗明
１．奉仕活動等、広報の必要のあることに対して

80％を維持している様で、大変喜ばしいことです
が、100％になる様頑張りましょう。
　欠席の多い人には電話などして出席を促し、明
るく楽しい風格ある別府中央ＲＣにして行きたい
と思います。

◇親睦活動委員会
　委員長　岐部　光男　　副委員長　後藤　　隆
　新会員も増えて、和気藹々と心おきなく話し合
う雰囲気を親睦活動で創りたいと思います。
　会員・夫人誕生日・結婚記念日には祝品を贈呈
し、お祝い祝福する。
〇活動予定

①７月下旬　夕涼み例会
②９月中旬　ソフトボール練習試合
③10月上旬　近隣７ＲＣソフトボール大会
④10月　　　月見例会
⑤11月　　　職場例会
⑥12月下旬　忘年会
⑦１月上旬　新年会
⑧１月　　　スキー講習会（講師：佐々木会員）
⑨４月上旬　花見例会
⑩４月　　　近隣７ＲＣ親睦ゴルフコンペ
⑪６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。

◇健康増進委員会
　委員長　村津　忠久　　副委員長　椛田　健治
　私は26歳の折、食事・睡眠の不摂生の為に、心
臓・腎臓・肝臓をボロボロにして、臨死体験をし
た事から、以後56年間、睡眠は職業上とれません
でしたが、食事・栄養は徹底的に研究し、実行を
してきました。その経験に基づくものを指針とし
て、今年度の活動計画（クラブ現況に記載）に沿っ
て活動したいと思っております。

◇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
　「クラブの現況」に記載した活動計画の通り、
実行して行き度いと思っております。
　2720地区13分区の中で、「全日本ロータリーク
ラブ親睦合唱祭」に毎年参加出演しているのは、
別府市内４Ｒ.Ｃ.で組織している「男声合唱団・
別府ロータリーコール」と「別府ロータリー・フ
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積極的に報道機関に取材を依頼する。
２．月間誌ロータリーの友の購読はロータリアン

の義務の一つに位置づけられているので、購読
を一層推奨する。

３．週報は正確な記録を心がける。

◇ＳＡＡ
　ＳＡＡ　木村きぬゑ　　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　森　　宗明　　副委員長　梅津ヤヨイ
１）職業奉仕に係わる資料を会員に配布して、職

業奉仕への理解を深める。
２）職業表彰の実施と表彰者の卓話の実施。
３）職場例会の実施。

◇社会奉仕委員会
　委員長　村津　忠久　　副委員長　平野　英壽
　今年度活動の骨子は「クラブの現況」に記載の
通りですが、各会員個々の社会奉仕、例えば「ゴ
ルフプレイの途中、フェアウェイのゴミを拾った」
とか、「町内会の一斉清掃に参加した」とか、軽
い行動でも「スマイルボックス」で御発表頂ける
とありがたいと思います。
　「もみじ谷奉仕」は今後15年間程、作業当初に、

「08・09地区」のモミジ育成、及び観察に拘りた
いと思います。作業の軽重内容は勿論大切ですが、
それ以上に、会員及び御家族の参加実績が貴重で
す。
　７月・11月・３月、と年３回ですので、出来る
だけ御参加頂けますよう御願いします。

◇新世代委員会
　委員長　中尾　　誠　　副委員長　椛田　健治
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。

５．これまでのプログラムでは取り上げられな
かった14歳以下の、小学生またはそれ以下の子
どもに対して、夢と感動を与えるプログラム（例
えば子ども会を開いて油屋熊八物語などをスラ
イドを見せながら説明する）を考えている。

◇国際奉仕委員会
　委員長　近藤　賢司　　副委員長　溝部　　仁
１．当地域で国際奉仕を行っている団体と交流し、

その団体の活動を支援する。
２．その団体に国際的視野に立った卓話をしてい

ただき、世界理解月間を盛り上げたい。

◇ロータリー財団委員会
　委員長　河村　貴雄　　副委員長　津末美代子
１．ロータリー財団への貢献について

財団プログラム推進のため積極的な財団へ寄付
を推奨する。
①年間10ドルの一般寄付
②100万ドルの食事の実施（Ｒ財団月間11月）
③ロータリー財団準フェロー、ポール・ハリス

・フェローへの特別寄付を奨励する。
④ロータリー財団準フェローの毎月の積み立て

を希望者に対して実施する。
２．ロータリー財団月間にＲ財団学友生を招いて

卓話してもらう。

◇米山奨学委員会
　委員長　梅津ヤヨイ　　副委員長　岐部　光男
１．米山奨学事業への協力

・米山奨学普通寄付
・特別寄付しやすいように月々に分割しても良い。

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
グェン・ティ・ツィ・ユンさん
　（立命館アジア太平洋大学）


