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◆出席報告　　　　　出席委員長　衛藤　秀子
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◆点　　鐘　　12：30

◆体　　操　　自律神経強化体操

◆Ｒ　　Ｓ　　Ｒ-Ｏ-Ｔ-Ａ-Ｒ-Ｙ

◆唱　　歌　　坊がつる讃歌

◆Ｂ. Ｇ. Ｍ　　「ムード音楽ベストセレクション」より
ムーンリバー
ひまわり
シャレード　　他

◆ビジター　　萩尾　憲司（別府北ＲＣ）

会長の時間 会長　亀井　　孝

　地区協議会は、毎年１回、地区内すべてのクラ
ブの重要な次期クラブ指導者たちが招請される知
識・情報交換の場です。協議会の主目的は、３点
にまとめられます。①会員基を維持・増強、②地
元や外国の地域社会で、その地域の実情に即した
プロジェクトを実行し成功できるように、③プロ
グラムへの参加と寄付金を通じ、ロータリー財団
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を支援すること、この３点について、ロータリー
クラブの指導者たちに、必要とされる能力を育成
し、知識を持ち、やる気を起こすように図ること
です。大切なことは、次年度クラブ会長になる人
の参加が義務づけられていることで、もし出席し
なければ、その人はクラブ会長に就任することが
できません。このことは、セミナーの重要性を表
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しています。
　ロータリーでは会長以下各担当者が基本的に毎
年替わりますが、ロータリーの基本的な考え方は
変わるものではありません。新指導者が、ロータ
リーの基本、並びに新年度のＲＩ会長やガバナー
の方針を理解し、それをクラブの仲間と共有し、
さらにクラブの事情も考えながら活動に結び付け
ていく。出席者は大切な橋渡し役です。地区協議
会は、ロータリーの奉仕のプロジェクトについて、
新しい考えをいれながら、永遠に続く継続性を持
たせるために行われる、大切な会合なのです。

幹 事 報 告 幹事　森園　伸也

１．本日の卓話
「地区協議会報告」地区協議会出席会員より

２．５月26日（土）13：00～別府大学大分キャ
ンパスに於いて、「2012-13年度地区会員増強
【チャレンジ2720プロジェクト】セミナー」
が開催されました。
出席者：髙宮勝美次年度会長、前田哲矢次年

度幹事、平野教康次年度会員増強委
員長

３．本日例会終了後、「第４回臨時理事・役員会」
を開催いたします。

４．委員会報告
「再びロータリーのコミュニケーションについて」
鳴海淳郎ロータリー情報委員長より

５．お祝い
会員誕生日　　大江知巳会員（５月29日）
配偶者誕生日　森園美香さん（６月１日）

※記念品をお渡し致します。

６．例会変更のお知らせ
別府東ＲＣ	 ６月14日（木）の例会は、職場例

会の為　同日11：00～別府市美術
館に時間・場所変更

７．次週例会の予定
「親睦家族例会」

８．本日の回覧
①全国自衛隊父兄会より「おやばと」
②「第４回クラブ協議会」出・欠席
③「会長・幹事慰労会」出・欠席
④RI第2720地区ブライダル推進対策委員会
主催「ブライダルパーティ」参加者募集

９．本日の配布
①週報No.1096

スマイルボックス 副委員長　平野　教康

○大島会員
　お久し振りです
　今月は出張が多く、出席ができませんでした。
お詫びしてスマイル。

○近藤会員
　先月、ロータリーのソフトボール監督会議が
ありました。我々別府中央ロータリーは、Ａパー
トで別府ロータリーと湯布院ロータリーと対戦
することになりました。とにかく宿敵湯布院に
は絶対に勝って、夢である悲願の一勝を目指し
ましょう。

○村津会員
　一昨日・５月27日は108年前に長崎県対馬の
沖で、日本海軍連合艦隊がロシアのバルチック
艦隊を撃滅し、日露戦争を勝利へと導いた海軍
記念日でした。毎年この日に海軍兵学校・機関
学校・経理学校の生き残りが集まる事にしてい
ます。25年前には141名だった戦友が、今、46
名です。その内、７名が集まりました。
　皆、来年のこの日まで元気でおられる事を祈
念してスマイル。
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○森会員
　“今日は地区協議会報告です” とのアナウン
スに木村会員が私の前でなにやらあたふたして
います。どうしたんだろう？

○平野（教）会員
　大江さん、お誕生日おめでとうございます。
やっと同じ年になりましたね。
　昨日から新事務所で過ごしています。皆さん、
これからよろしくお願いいたします。

地区協議会報告 前田　哲矢

「幹事の心得10箇条」
　「幹事の心得10箇条」で地区協議会講議を受け
ました。下記がその内容です。

第１条「幹事は、クラブの肝心要である。」
クラブが良いか悪いかは幹事さん次第とい
うことです。

第２条「幹事は、会長の女房である。」
昔の大和撫子の女房ですので誤解のないよ
うに。

第３条「幹事は、クラブ書記である。」
Secretaryには、記録とか、そういったも
のをきちっと整理する－「事務方」という
意味があります。

第４条「幹事は、クラブのスチュワーデス、スチュ
アートである。」
会員に対します御もてなしを大切に。

第５条「幹事は、ロータリーの博士である。」
あの読みにくい手続き要覧を一通り眺めた
のはちょうど幹事の時です。
そして、クラブの定款・細則を見直すこと
も必要です。
本来ロータリー・クラブとは何かというこ
とをもう一度見つめ直す時でもあります。

第６条「幹事は、ロータリーの演出家である。」
やはりクラブが活気づく原泉は幹事の活動

にあると思います。

第７条「幹事は、ロータリーの宣伝カーであれ。」
クラブの代表者の一人であるとこを理解す
ること。

第８条「幹事は、ロータリーの清涼剤である。」
幹事さんが陰気でガタガタやっているので
は、クラブも意気消沈になるものですから
やっぱり爽やかな感じであって欲しいとい
うことです。

第９条「幹事は、ロータリーの防腐剤である。」
茶道では炭仕舞いというのがありますが、
いつも湯がちんちんと湯立っている。その
ためには新しい炭を常に加えていって火勢
を絶やさないでいくといいます。
そういった意味で、色々な面で幹事という
のは防腐剤たるべきです。

第10条「幹事は、この一年間、ロータリーの囚人
である。」
幹事は、ロータリーの囚われ人だから、こ
の一年間だけは全てをロータリーに捧げて
欲しいということです。

地区協議会報告 大江　知巳

地区広報・ＩＴ部門　運営方針
　広報・ＩＴ委員会はロータリーを一般の人々に
広め、ロータリーのプログラムの理解、評価、支
援を推進する役割を担っています。一般社会に向
けて効果的で有利な広報活動や好ましいイメージ
が、ロータリーにとって望ましい目標である事を、
ロータリアンに広く認識して頂けるよう推進する
役割を担っています。
●広報・ＩＴ委員会は、ＲＩや地区内のロータリー
に関する最新情報を外部に向けてリアルタイム
に発信するとともに、各クラブの広報・ＩＴ支
援を行います。
●広報・ＩＴ委員会の責務と活動方法
１．地区ガバナーや他の主要な委員長との連
絡を保ち、地区プロジェクトや活動の事
情を常に把握する。連絡連携を図るため
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が期待できるロータリアンの奉仕活動に焦点を
絞ること。
③世界的目標と地元の目標の両方を果たすための
プログラムを提供すること。
④意志決定をさらに地区に移行することによっ
て、地区レベルとクラブレベルで、ロータリー
財団が自分たちのものであるという自覚を高め
ること。
⑤ロータリー財団の活動に対する理解を深め、
ロータリーの公共イメージを高めること。

地区協議会報告 森　　宗明

社会奉仕委員会
　創立以来20年続けてきたもみじ谷奉仕作業と植
樹事業は、クラブ創立20周年記念事業として、そ
の運営と管理を「NPO法人別府もみじ谷トラス
ト機構」に託されております。ただ、もみじの苗
木はこれまでもそしてこれからも私たちのクラブ
がある限りクラブから提供していきます。これは
トラスト機構創設の折に決めた事であります。こ
れが私共のクラブの恒久的な社会奉仕の一つとし
て確立致しました。今後はトラスト機構から積極
的にNPOへの入会を呼びかけます、またこれま
で以上にもみじ谷の奉仕作業への別府中央ロータ
リークラブ会員が参加して下さるよう呼び掛けて
参ります。
　もみじ谷の奉仕作業はこれで一段落した物と考
えて、今年度からは新しい社会奉仕の対象を模索
してまいります。皆さんのご意見も頂戴しながら
進めて行きたいと考えていますのでよろしくお願
い致します。

Facebookやメールを活用する。
２．広報・ＩＴを優先させるよう地区内ロータ
リークラブに奨励・支援する。

具体的な活動として（以下会場にて説明）
①iPad及びスマートフォンで、すべてのロータ
リー関係の文章を取り入れて、いつでも持ち歩
きが出来るようにしたい。将来は、アナログ
の要素は残しつつ、電子化及び用紙を無くす
（ECOも考えて）方向に進めていきたい。
②ＨＰの活用で、広報活動もやっていこう。→リ
ニューアルさせることも必要である。ＨＰに会
員・員外に向けて、広告スペースを設けて収益
につなげる地区もある。
③これからの例会々場は、インターネット（無線
ラン）の環境を整える必要がある。今後は、Ｔ
Ｖ電話を利用しての卓話も考えられるので、特
に重要になります。
④マスコミの上手な利用→大分合同新聞（日曜日）
の今週の卓話欄を利用して、話を聞いてみたい
ゲスト卓話を掲載するのも広報の智恵である。
⑤ＩＴに詳しい関係者を会員に取り込む。（会員
増強にもつながる。）
上記ＩＴ化のメリット・デメリットを踏まえて、
各ロータリーで早急に検討する。

地区協議会報告 村津　忠久

財団委員会報告
　４月14日の財団部会では次のような提案があり
ました。
　「未来の夢計画準備委員会」が組織されました。
この委員会の意図するものは次の通りです。
　ロータリー財団の使命は、ロータリアンが健康
状態を改善し、教育への支援を高め、貧困を救済
する事を通じて、世界理解、親善、平和を達成で
きるようにすることです。
　そして「世界でよいことをしよう」という新し
い標語のもと、未来の夢計画は以下を目的として
います。
①財団の使命に沿って、プログラムと運営を簡素
化すること。
②ロータリアンにとって関連性のある世界の優先
的ニーズに取り組むことによって、最大の成果
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地区協議会報告 髙宮　勝美

　私は最近、会長エレクト研修会、クラブ研修リー
ダー育成セミナー、地区大会・地区協議会と多く
のロータリークラブの会議に出席させて頂き、結
論から言うと「クラブ員が大幅に減少しているの
で増強して欲しい｣ということです。多くの理屈
をつけているが、結果的には別府市内の４ロータ
リーにしても10年前より約50人の減少、ライオン
ズクラブにしては１クラブ少なくなってきていま
す。
　ロータリーもライオンズも高齢化が進み、活力
が無くなり、衰退の一途を辿っているので頑張っ
て増強してほしいと言う事でした。
　我がクラブにしても、	１～２年前は17～18人ま
で落ち込み、前期８名の増員、今期は１名の減と
なっており、気を抜くと例外ではありません。
　問題点として見えてきたことは、会費が高すぎ
ることです。私の勉強不足は予め詫びておきます
が、入会時、入会案内には入会金30,000円、年会
費132,000円（11,000円×12ケ月）と記されていま
したが、最近、他のクラブからの指摘で気付けば、
食事代人頭割など当然年会費に入るべきものが別
途請求され、年会費の意味が誰もわからないとい
います。１回毎の食事代2,000円が別会費で徴収
されるなら、当然事前連絡の上で会を欠席した場
合の請求は発生しないはずだと考えます。
　前期納入金額の半分以上が年会費に当然含まれ
る金額で、二重徴収となっているのです。先輩方
に伺っても、要領を得ません。年会費132,000円
であれば、もっと多くの方が入会できると思いま
す。花見、月見、家族忘年会などは、理事会の承
認を受けて希望者のみの参加である為、理解でき
るが、他に疑問が多くあります。
　この年会費について分析してみたいと思いま
す。
　各種、奉仕活動にしても同じです。RI会長も、
多くのガバナー、会長、経験者、先輩ロータリア
ンも、他の公私にお願いできることは早くロータ
リーから手を離すべきだと言われています。
　ロータリー設立当初より行っているからとか、
前年も行っているからでは進歩がありません。新
しく入会してきた方々の意見を聞き、全てゼロか
らの視点で物事を見つめなければ、全ての事は時
代に取り残されて、その組織は衰退していくと考
えます。

地区協議会報告 木村きぬゑ

職業奉仕委員会
　別府東クラブの端木さんが進行係をされまし
た。
　職業奉仕はロータリークラブの根幹をなす理念
で、基本的には「会員それぞれが自らの職業を通
して社会に奉仕する」と言う事のようです。委員
長としての役割は、例会を通して会員に更に「職
業奉仕」についての理解を頂けるよう、折に触れ
て情報を提供してまいります。昨年熊本で開催し
た職業奉仕セミナーを今年は大分で開催したいの
で大分でホストになってくれるクラブを探します
とのことでした。
　委員会の運営に皆さんのご協力をお願致しま
す。

地区協議会報告 後藤　　隆

研修委員会報告
　近年、会員数の減少やクラブの活動の低下など
でロータリークラブが低迷しているが、会員増強
や退会防止の観点からもクラブの活性化が重要と
なっている。新会員にロータリー活動に魅力を感
じてもらい、各人のモチベーションを高めるため
に委員会活動の活性化が急務でありクラブ内での
研修や委員会活動を通してロータリーを理解して
もらうように研修会を企画する。

地区協議会報告 大島由美子

ブライダル推進対策委員会報告
　少子化・晩婚化等様々な理由で結婚に積極的で
はない若者が増えてきています。少子高齢化は今
後の日本の国力に大きく影響してくることは間違
いの無いところのようです。若者が安心して「所
帯」をもてる国にしてゆかねばならないのは当然
のことですが、私たちロータリアンが積極的に若
者の結婚に対する意識高揚にまで踏み込んで、人
家庭でも多く新しい家庭の基礎を作るお手伝いを
して行きましょう。と言うことのようでうので頑
張ります。
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　私は、	25周年を迎える前の会長として、新しい
組織のロータリーが進むべき方向を次を担う人々
と共に考えて行き、積極的に改革を実行していき
ます。私は、会社でも組織でも「昨日までの組織
は間違えている。たった今から全てを攻めるべき
だ」と述べています。
　全て、明日に向かって前進して欲しいと願いま
す。

　別紙４－①～④の項目の差額124,963円が年会
費ではないかと思います。
４－①　　→　　２－８	 57,860円
４－②　　→　　　　　	 0円
４－③　　→　　２－13	 67,103円
４－④　　→　　　　　	 0円
　　　　　　　　　　　	 124,963円

　合同事務所経費が必要であれば、会員に全て報
告するべきだと思います。


