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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　　別府中央Ｒ.Ｃ.の歌

◆唱　　歌　　夏は来ぬ

◆Ｂ.Ｇ.Ｍ　　「ムード音楽ベストセレクション」より
誇り高き男
イエスタデイ
ムーンライト・セレナーデ　　他

◆ゲ ス ト　　安藤　康夫氏
（2011-2012年度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

別府市の観光客入込み数が激減の訳・・・・
　観光庁の新基準により算出された数は、従来の
発表が1400万人の入込数だったところを、793万
人と発表されました。内訳は、宿泊232万人、日
帰り客561万人となり、より実態に近い数であろ
うという見解です。別府市は観光により成り立っ
ていますので、今後も一市民一企業の益々の努力
が必要だと思います。例えば、鉄輪地区にある「地
獄蒸し工房」では、年間54,000人もの利用客が集
まる人気スポットになっているのです。

1099ＶＯＬ．24 -45
2012 年６月 12 日

　本日は、安藤現ガバナー補佐、次期田内ガバナー
補佐をお迎えしての新旧クラブ協議会ですので、
現委員長はこの一年を振り返り、又、来期の委員
長は今後の方針と抱負を発表する機会です。よろ
しくお願いします。
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幹 事 報 告 幹事　森園　伸也

―ロータリー親睦活動月間―

１．本日は、「第４回（新・旧）クラブ協議会」
を開催致します。

２．本日のゲスト
安
あん

藤
どう

　康
やす

夫
お

氏（2011-2012年度ＲＩ第2720地区
大分第３分区ガバナー補佐）

３．第12回定例理事・役員会報告
（平成24年６月５日（火）18：00～

　於：春香苑　８名）
報告事項
１）「第４回（新・旧）クラブ協議会」開催日
変更の件。
例会日　　平成24年６月12日（火）
　　　　　12：30～例会
　　　　　例会終了後～クラブ協議会
場　所　　ホテルニューツルタ

審議事項
１）ホテルニューツルタへお礼の件。（※昨年
は20,000円）※承認

２）2012-2013年度週報の件。
　　７月よりＢ５→Ａ４へサイズ変更（週報・
現況資料）※承認

３）６月・７月例会予定の確認
	 ６月５日	「親睦家族例会」
	 12日	「第４回（新・旧）クラブ協議会」
	 19日	「ゲスト卓話」
	 	 ＮＨＫ大分放送局　局長
	 26日	「会長・幹事慰労会」於：山水館
	新年度７月３日	「就任挨拶」会長、副会長、幹事、

会計、ＳＡＡ
	 10日	「　　　　」※ホテルニューツル

タ閉館日（ホテル山水館予定）
	 17日	「　　　　」
	 24日	「　　　　」
	 31日	「　　　　」
４）その他
○もみじ谷奉仕作業のお知らせ（７月29日）
※メイキャップ対応にする。

４．６月９日（土）10：00～豊泉荘に於いて、イ
ンターアクトクラブ次期会長・幹事研修会及
び大分県インターアクト連絡協議会が開催さ
れました。
出席者：髙宮勝美次年度会長、溝部学園高等

学校より教諭１名、生徒４名

５．６月11日（月）18：30～百膳の夢に於いて、
別府市内４ＲＣ新旧会長・幹事会が開催され
ました。
出席者：亀井　孝会長、髙宮勝美次年度会長、

前田哲矢次年度幹事、森園伸也幹事

６．委員会報告
「クラブ協議会（Club	Assembly）について」
「ロータリー物語」
「ウェブ上のロータリー情報源」

鳴海淳郎Ｒ情報委員長より

７．例会変更のお知らせ
大分城西ＲＣ	 ６月20日（水）の例会は、感謝の

つどいの為　同日18：30～ぎんな
んに時間・場所変更

８．次週例会の予定
「ゲスト卓話」　ＮＨＫ大分放送局
　　　　　　　局長　早見英一氏（大分ＲＣ）

９．本日の回覧
①「会長・幹事慰労会」出・欠席（６月26日）
②中津中央・くにさき・杵築ＲＣ　週報

10．本日の配布
①ガバナー月信No.12
②ロータリーの友６月号
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スマイルボックス 副委員長　平野　教康

○安藤康夫氏
　ファミリーな雰囲気の例会に楽しく参加して
います。

○村津会員
　一昨日・10日・日曜日、iichiko総合文化セン
ター・グランシアタで開催された「第44回大分
県合唱祭」に私共の合唱団も42名で出演し、好
評でした。感謝してスマイル。

○森園会員
　やっと普通にゴルフが出来る体に戻りまし
た。

○衛藤会員
　今日はうっとうしい梅雨空の中を安藤補佐
様、お越し頂きありがとうございます。どうぞ
よろしくお願い致します。

○平野（英）会員
　安藤ガバナー補佐、今日はようこそ。一年間
大変おつかれさまでした。別府クラブの60周年
の準備でお忙しい折、本当にありがとうござい
ます。

○河村会員
　安藤ガバナー補佐、ようこそ中央クラブへ。
　クラブ協議会、よろしく御指導下さい。

○森会員
　安藤ガバナー補佐、一年間ご苦労様でした。
ありがとうございました。

○後藤会員
　安藤ガバナー補佐、一年間ご苦労様でした。
後はガバナーですね。がんばって下さい！

○岐部会員
　先日のゴルフ、お疲れ様でした。ニアピンを
３本いただきましたので、スマイルします。

○平野（教）会員
　６月10日のゴルフ、皆様お疲れ様でした。
　皆様のおかげで身も心も豊かになりました。
ありがとうございました。スマイル。

第４回クラブ協議会 

2011〜2012年度　委員会活動報告

◆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
今年度は
１．昨年入会されたロータリアンの出席率が良
かったので、クラブ全体の出席率が向上して新
しい話題も増え、例会が盛り上がった。
２．前年から始まった家族例会を今年も木村会員
の協力により実施され、大いに盛り上がり、次
年からもぜひ継続してほしい。
３．次年度の各委員長が新しい会員を中心に構成
され、事前勉強会を行っているが、大変楽しく
前向きな勉強会と会員相互の絆が出来たと思っ
ている。

◆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．今期は目標の30名達成はなりませんでした。
　　又、梅津会員の死去により24名に現在なって
います。いろいろな方に入会のお誘いをしまし
たが、今一歩の所で入会していただいておりま
せん。
２．２：１計画の推進も８月の拡大月間に皆さん
に組合せを作りお願いしましたが、入会の推薦
はありませんでした。
３．来期は１人でも２人でも入会の勧誘に行ける
ような情報をいただきたいと思います。
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◆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．例会開始点鐘後のロータリーソングと童謡・
唱歌の斉唱は、年間予定表の通り、楽しく実行
出来た。
２．会員誕生日のバースディ・ソングもファース
トネーム入りで楽しく歌う事が出来た。
３．昨年10日16日（日）にビーコンプラザ・フィ
ルハーモニアホールで行なわれた「第35回別府
市民合唱祭」と、今年５月19日（土）に横浜み
なとみらいホールで開催された「第17回全日本
ロータリークラブ親睦合唱祭」に、ロータリー
コールと別府ロータリーフラウエンコールが出
演し、好評だった。この日の会議で３年先、平
成27年５月に別府市で「第20回全日本ロータ
リークラブ親睦合唱祭」が開催されることが提
案され、来年神戸で開催される第19回合唱祭の
折に決定される見通しとなった。

◆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
１．全て自主申告によって提供されたスマイルで
す。
　　①職業奉仕関連　6件
　　②社会奉仕関連　31件
　　③身辺慶事・ほほえみ　46件
　　④その他　333件
　　⑤ゲスト・ビジター　14件

計　430件　662,000円（６月５日現在）
２．各会員の日々の出来事を中心に、たくさんの
楽しいスマイルを頂きました。例会が明るく和
やかに出来た事、ありがとうございました。価
値あるスマイルになりました。

◆プログラム委員会
　委員長　前田　哲矢　　副委員長　近藤　賢司
１．会長、幹事にお願いする事が多かった。
２．新会員の皆様が先輩会員に相談されたりして、
卓話をよく理解されていたので、アドバイスす
るまでもなかった。
３．ゲスト卓話者には週報等郵送いたしました。
４．事務局、会長、幹事にまかせっぱなしのこと
があった。確認だけはしました。

◆出席委員会
　委員長　衛藤秀子　　副委員長　津末美代子
１．当クラブはいつでも楽しい例会であり、雰囲
気はとても良いと思っています。
２．他クラブのメイキャップや地区大会や他のイ
ベント等の事業に参加して出席率アップにつな
がった。
３．お蔭様で出席率の最近は常に80％位を維持し
ているので、今後も100％に近付けるように努
力します。

◆親睦活動委員会
　委員長　岐部　光男　　副委員長　後藤　　隆
〇活動報告
①７月26目	 夕涼み例会	 別府タワー
②９月１日	 第１回ソフトボール練習	 野口席グランド
③９月14日	 第２回ソフトボール練習	 野口原グランド
④９月20月	 月見例会	 割烹旅館ゆめさき
⑤９月22日	 第３回ソフトボール練習	 野口原グランド
⑥10月２日	 近隣7RCソフトボール大会	 野口原グランド
⑦10月16日	 近隣4RC親睦ゴルフコンペ	 別府の森ゴルフ倶楽部
⑧10月25日	 職場例会	 ＢＭハラダしいたけ農場
⑨12月20日	 忘年会	 ホテル山水館
⑩１月10日	 新年会	 割烹旅館ゆめさき
⑪１月15日	 第１回　スキー教室	 九重森林公園スキー場
⑫３月25日	 近隣4RC親睦ゴルフコンペ	 湯布院ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ
⑬４月３日	 花見例会	 春香苑
⑭４月８日	 近隣7RC親睦ゴルフコンペ	 扇山ゴルフ場
⑮６月５日	 親睦家族例会	 春香苑
⑯６月26日	 会長・幹事慰労会	 ホテル山水館
以上、活動しました。
○会員、夫人誕生日、結婚記念日には祝い品を贈
呈し、お祝いを祝福しました。
○親睦活動に多くの会員様が参加して頂きありが
とうございました。おかげさまで、新会員にと
ても良い雰囲気のクラブになったと思います。

◆健康増進委員会
　委員長　村津　忠久　　副委員長　椛田　健治
１．例会場に於ける「自律神経強化ストレッチ」
は予定通り実行した。
２．ご来訪が初回のゲスト、ヴィジターが居られ
る時は、なるべく解説を行い、説明入りのイラ
ストを差し上げた。
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◆社会奉仕委員会
　委員長　村津　忠久　　副委員長　平野　英壽
１．ＮＰＯ法人、別府もみじ谷トラスト機構の主
催する奉仕作業には四季を通じ、出来るだけ参
加することを年初の活動計画で決め、次のとお
り参加し、奉仕作業を実行した。
○平成23年７月31日
参加者は、ＲＣ，会員家族10名、曹友会21
名コーラスグループ４名、計35名
○平成23年11月３日
　当初、３月20日に予定されていた曹友会
の植樹が東日本大震災の為、この日に変更
され、200本の苗木が植樹された。
参加者は、ＲＣ，会員家族11名、曹友会28
名コーラスグループ３名、計42名
○平成24年３月18日
　森林組合による植樹300本（苗木はわが
クラブより提供）
○平成24年３月25日
　当初予定の３月18日が雨の為、一週間延
期された為、ＲＣ，及びコーラスグループ
の参加は少なかった。
　参加者は、ＲＣ，会員家族　６名、曹友
会40名計35名、植樹本数は200本、先週と
併せて今年度の植樹は500本、平成２年以
来の累計は10,393本となりました。

２．「スマイルボックス」を通して報告された各
会員の夫々の地域に於ける社会奉仕は６月５日
現在で、スマイル総数430件の内、31件であった。

◆新世代委員会
　委員長　中尾　　誠　　副委員長　椛田　健治
１．７月30～31日湯布院自然の家ゆふの丘プラザ
に於いてインターアクト年次大会が開催されま
した。
　当クラブからは委員長、別府溝部学園高等学
校からは先生１人、生徒５人で参加致しました。
２．９月13日インターアクト活動報告実施。
ゲスト：別府溝部学園高等学校　吉田　菜美先生
　　　　　〃インターアクト生　安楽麻利菜さん
　　　　　　　　　　　　　　　滝上　勝貴さん

◆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．今年度も出来るだけ毎例会時に私のホーム
ページ「ロータリー探究」より一項目づつ
ロータリー情報を提供し、そのプリントを配布
したが、残念ながら週報にその実績が残されて
いない。
２．当クラブのホームページの案内板に表示され
ているように、「ロータリー物語」を希望され
る方にはその都度、事務局より発送しているが、
当クラブ創立15周年に増刷した改訂版2000冊の
中、現在まで他クラブに寄贈したものは1033冊
で、在庫は残り967冊となっている。最近４月
３日、神奈川の葉山ＲＣより次年度の新会員用
教材として購入を検討しているということで一
冊送付した。

◆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
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。
　については具体的な活動はできませんでした。
　週報は正確な記録ができたと思います。

◆Ｓ　Ａ　Ａ
　ＳＡＡ　木村きぬゑ　　副ＳＡＡ　衛藤　秀子
１．例会場には開会30分前に入り、会員、ゲスト、
ビジターをお迎えしました。
２．食事中の禁煙の協力をお願いし、卓話中は私
語、携帯電話を自粛してもらった。
３．心地よいＢＧＭは会場に流れ、楽しい雰囲気
で食事をしていただけたと思います。

◆職業奉仕委員会
　委員長　森　　宗明
１．職業表彰の実施
　ぶたまんの店幸崎の	幸崎雅弘氏を表彰し
ました。

２．職場例会の実施
　H23.10.25　ＢＭハラダ椎茸農園に於いて
職場例会を行い、岐部光男会員に椎茸農園概
要説明の卓話をして頂いた。
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2012〜2013年度　委員会活動計画

◇クラブ奉仕（ロータリー家族委員会）
　委員長　森園　伸也　　副委員長　前田　哲矢
１．会員間の意見交換の場を増やす。
２．クラブで行っている活動の意義や意味が理解
できる機会をもっと設ける。

◇会員増強・職業分類・会員選考委員会
　委員長　平野　教康　　副委員長　平野　英壽
１．今年度目標
　　　会員総数　30名
２．具体的な活動
①これから未加入職業分類を調査し、現会員
に知らせ積極的に会員増強活動を働きかけ
る。
②現会員が最低２人の新会員候補者をリスト
アップし実績をあげる。
③当クラブの特徴である女性会員の入会を勧
奨する。

◇出席委員会　　　　　　　　　
　委員長　平野　英壽　　副委員長　衛藤　秀子
１．クラブ例会に規則正しく出席する事は会員の
条件で有り、又義務であると認識してもらう。
２．やむをえず欠席せざるえない場合は事務局に
事前に連絡してもらう様奨励する。
３．会員が例会で親睦を楽しみ、価値ある出席が
かさねられる様働きかける。
４．地区協議会、地区大会、合同例会など他の会
合への出席を推奨する。

◇親睦活動委員会　　　　　　　　　
　委員長　佐々木久宜　　副委員長　大島由美子
　年齢性別に関係なく、楽しく語らい、会員が親
睦を深めることが出来る活動を行います。
会員誕生日・配偶者誕生日・結婚記念日には祝品
を贈呈し、皆で祝福する。
・活動予定
７月下旬　夕涼み例会
９月　　　ソフトボール練習試合
９月23日　別府近隣７ＲＣソフトボール大会
10月　　　月見例会
11月　　　職場例会
12月下旬　忘年会

◆国際奉仕委員会
　委員長　近藤　賢司　　副委員長　溝部　　仁
１．別府市内にある立命館アジア太平洋大学（Ａ
ＰＵ）のＮＧＯ団体で、国内外で奉仕活動を展
開しているＰＲＥＮＧＯを当クラブで表彰し、
支援金30,000円を贈った。
２．11月22日にＰＲＥＮＧＯの代表者が卓話の時
間にタイの最貧地域を再生、自立させていくと
いう国際的な奉仕活動を報告した。

◆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特別寄付
・河村貴雄会員　$700	マルチプルポールハリスフェロー
・村津忠久会員　$100	マルチプルポールハリス準フェロー
																											(3回目／累計43回)
２．年間10ドルの一般寄付
　　　　10㌦×80円×25名＝20,000円
３．100万ドルの食事の実施（2011年11月1日）
　　　２㌦×78円×25名＝3,900円

◆米山奨学委員会
　委員長　岐部　光男
１．米山奨学事集への協力
普通寄付　前期2,500×25名＝62,500円
　　　　　後期2,500×24名＝60,000円
特別寄付　大江知巳会員　10,000円　10/4
　　　　　前田哲矢会員　10,000円　10/4
　　　　　近藤賢司会員　10,000円　10/4
　　　　　森　宗明会員　10,000円　10/18
　　　　　堀　由美会員　10,000円　11/8
　　　　　平野英壽会員　10,000円　12/6

２．米山ランチの実施（10月4日）
　　＠1,000×25名＝25,000円
３．米山奨学生卓話（10月4日）
　　「学生生活で感じたこと」　
　　グエン・ティ・ツイ・ユンさん
４．会員卓話
　	　「米山月間に思う」鳴海淳郎会員（10月18日）
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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と思います。
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　岐部　光男　　副委員長　佐々木久宜
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、特に部外者の卓話をお願い
している時は必ず前以て連絡し、確認する。）

◇ロータリー情報・研修委員会
　委員長　後藤　　隆　　副委員長　河村　貴雄
１．年間の行事等にあわせてタイムリーなロータ
リー情報の提供に努める。
２．当クラブでは会員構成が偏っており、ロータ
リー歴の浅い会員が多いので、こまめに研修会
を企画し、ロータリーの理解に務める。
３．会員増強委員会と連絡を取り、新会員候補者
のインフォメーションに力をいれて会員増強に
協力する。

◇広報・雑誌・会報委員会
　委員長　河村　貴雄　　副委員長　後藤　　隆
１．クラブの奉仕活動等、積極的に報道機関に知
らせて取材を依頼する。
２．ロータリーの友の中で、特に会員に読んで欲
しい箇所を紹介する。
３．週報は正確な記録を心がける。

◇Ｓ　Ａ　Ａ
　ＳＡＡ　亀井　　孝　　副ＳＡＡ　津末美代子
１．開会10分前には、例会場入口にて、タスキを
掛け、ゲスト・ビジターを大きな声の挨拶で迎
え、和やかな例会運営に努める
２．例会中の禁煙。
３．例会中の携帯電話マナーモードの徹底。
４．食事中のＢＧＭ（ロータリーソング委員長）で、

１月上旬　新年会
１月　　　スキー講習会
４月　　　近隣７ＲＣゴルフコンペ
５月　　　家族例会
６月下旬　会長・幹事慰労会
その他（案）
別府中央親睦ゴルフコンペ、お花見やボーリング
など、季節に応じて皆で楽しめる活動を行います。

◇健康増進委員会
　委員長　梶原　和朗　　副委員長　大江　知巳
　「健康が一番である事は鉄則」
　各会員の意識向上に資する活動を心掛けたい。
１．例会前５分前に「ラジオ体操」を楽しく行う。
２．健康増進に寄与する情報を随時提供する。
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　近藤　賢司　　副委員長　椛田　健治
１．点鐘後、ロータリーソングと童謡を斉唱し、
気持ちよく例会に入れるようにする。
２．食事中はバックグラウンドミュージックをか
け、楽しく食事ができるようにする。

◇スマイルボックス委員会
　委員長　大江　知巳　　副委員長　梶原　和朗
　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。
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和やかで楽しい食事をして戴く。
５．実験的に座席の場所は、例会毎に抽選にて決
める。色々な会員、ゲストと食事、会話を楽し
んで戴く。

◇職業奉仕委員会
　委員長　木村きぬゑ　　副委員長　森　　宗明
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　森　　宗明　　副委員長　岐部　光男
１．新しい社会奉仕の対象をクラブ会員のご協力
を頂きながら模索する。
２．もみじ谷の植樹の折、メイクアップ対象の承
認と苗木の提供をクラブ理事会の承認を経て提
供する。
３．「NPO別府もみじ谷トラスト機構」主催の奉
仕作業へのクラブ会員の参加を呼びかける。

◇新世代委員会
　委員長　堀　　由美　　副委員長　溝部　　仁
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．市内の小学校・中学校を回り、地域社会に対

して優れた奉仕活動を行った生徒や学校を表彰
する。
　　（各学年ひとり程度）
　　小学校・・・17校　　中学校・・・８校

◇国際奉仕委員会
　委員長　大島由美子　　副委員長　近藤　賢司
１．世界理解月間（２月）に国際的視野に立った
ゲストを招き、卓話を企画する。
２．当地域で国際奉仕を行っている団体と交流を
深め、その団体の活動を支援する。

◇ロータリー財団委員会
　委員長　村津　忠久　　副委員長　中尾　　誠
　地区で策定される「未来の夢計画」の意図する
ところに沿うべく、次のように活動する。
１．年間10ドルの一般寄付
２．Ｒ財団月間に、財団への意識強化を意図して
100万ドルの食事を実施する。
３．ロータリー財団準フェローへの特別寄付を懇
慂する。

◇米山奨学委員会
　委員長　中尾　　誠　　副委員長　津末美代子
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　
ホッセイン・モハマッド・イムランさん
　（立命館アジア太平洋大学）


