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◆点　　鐘　　12：30
◆Ｒ　　Ｓ　　我等の生業
◆唱　　歌　　我は海の子
◆ゲ ス ト　　田内　康男氏（ＲＩ第2720地区

大分第３グループガバナー補佐）
日名子　光氏（別　府ＲＣ会長）
田中　俊一氏（別府北ＲＣ会長）
神宮司　円氏（別府北ＲＣ幹事）
桝田　　浩氏（別府東ＲＣ会長）
竹内　孝夫氏（別府東ＲＣ幹事）
上野　公則氏（日　出ＲＣ会長）
河野　一幸氏（日　出ＲＣ幹事）
田中　皆人氏（湯布院ＲＣ会長）
花村　純一氏（湯布院ＲＣ幹事）

◆ビジター　　染原　浩二　　徳永　淳一
阿部　清治　　堀　　秀史
尾林　邦生　　永松　直樹
後藤　謙治　　三浦　政人
　　　　　　　（以上別府）
浦松　　傅　　芦刈　　直
堀　　　順　　神　日出男
草本　修三　　鈴木　義孝
　　　　　　　（以上別府北）
坂本　　敦　　笠木　隆弘
髙橋　　郁　　西　　謙二
檀上　陽一　　梅津　　亮
持永　登茂　　（以上別府東）

会長の時間	 会長　髙宮　勝美

　本日は、国際ロータリー第2720地区、大分第３

グループ田内康男ガバナー補佐を初め、各ロータ
リークラブ会長、幹事を、お迎えして例会を開催
出来ることを大変有難く思っています。
　我が別府中央ロータリークラブは、別府市内で
最後に誕生し会員数も24名と最も少なく、しかも
若い会員が多数を占め、長年会員数が少ない為、
一人の会員が重要役職を幾つも長期に渡り兼務し

◆出席報告　　　　　出席委員長　平野　英壽

・メイクアップ
　　事前　
　　事後　
　　欠席　平野（教）、堀、岐部、村津、大江
　　理事会承認　椛田
　　出席免除　溝部、鳴海
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国際ロータリー会長　　田　中　作　次	（国籍・日本）
2720 地区

別府中央ロータリークラブ
例会日　火曜日　12時 30 分
ところ　ホテルニューツルタ	〒₈₇₄︲₀₉₂₀	別府市北浜1-14-15
　　　　TEL	（0977）22-1110　FAX	21-1019
事務所　別府市西野口町 1番 1号	青山通りビル 3F
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理事
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髙宮　勝美
森園　伸也
木村きぬゑ
森　　宗明

大島由美子
村津　忠久
近藤　賢司

ＳＡＡ　亀井　　孝
直前会長　亀井　　孝

役員　会　長　髙宮　勝美
　　　副会長　森園　伸也
　　　幹　事　前田　哲矢
　　　会　計　大江　知巳

会報委員長　河村　貴雄第 　 　 回 例 会
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閉塞感が漂っていました。しかし、２年前に入会
された６名の会員を委員長、役員のポストに就
けたところ、タドタドしさは有るものの逆に若 し々く、
活動的に見え頼もしいクラブが誕生したと思えます。
　今日は多くのゲストの皆様を迎え賑やかな例会
となります。私と前田幹事と一緒に市内のロータ
リークラブに就任の挨拶にまわりながら、多くの
人々と出会い、楽しい一時を過ごさせて頂き、我
がクラブの新しい会員も是非他クラブを訪れ、先
輩方と仲良くなれるといいなと思いました。これ
からも時間を作り３グループの皆様方のクラブ訪
問を致しますので宜しくお願いします。
　私は、今年度の別府中央ロータリークラブの会
長と別府市内４クラブの代表に指名され多くの
ロータリアンと意見交換する中で、会員の減少と
いう大変な組織の存亡に関わる事態に直面してい
る事に気づきました。一番の問題点は、ロータリー
役員の任期が1年であり、任期中の「事なかれ主義」
でないかと思います。
　何か問題点が見つかると「以前から」「去年も」

「誰々がやってるから」で過ごし、解決しないため、
バブルのツケを先送りにして、合同事務局の留保
金資金も、今年か来年には底を突き、一人ひとり
の分担金（この分担金については会員各位は全く
知らない人が多いと思います）が 100,000円を超
えるのは目に見えています。昨年度も一部の人々
が問題を提起したが解決に至っていません。
　私たちはロータリーとその仲間たちが好きです。
この組織を存続させる為、市内４クラブ合同の管
理委員会を、又、我がクラブ独自の管理検討委員
会を立ち上げて行きたいと思います。しかし、こ
れには相当な困難が待ち受けていると思います。
　私たちは最近ロータリーに希望を持って入会さ
れた方々と後世の方々に素晴らしいクラブを残し
ていくため、一緒に努力しましょう。

幹 事 報 告	 前田　哲矢

１．本日の卓話
「就任挨拶（活動計画）」
森園伸也クラブ奉仕委員長、木村きぬゑ職業
奉仕委員長、森宗明社会奉仕委員長、大島由
美子国際奉仕委員長、堀由美新世代委員長

２．本日のゲスト
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一氏（湯布院ロータリークラブ　幹事）
３． 訃　報 

当クラブ大江知巳会員のご母堂様（大江春代
様）が７月７日享年85歳にてご逝去されまし
た。通夜が７月８日（日）19：00～、葬儀が
７月９日（月） 13：00～いずれも葵祭会館斎
苑中津に於いて執り行われました。謹んで故
人のご冥福をお祈り申し上げます。

４．RI第2720地区・ＲＩ3660地区（韓国・釜山）
日韓インターアクト親善交歓会のご案内
日　時　平成24年７月22日（日）18：00～20：00
場　所　豊泉荘
登録料　ロータリアン　3,000円
ホスト　別府北ロータリークラブ
＊参加ご希望の方は、幹事または事務局まで

お申し出下さい。
５．RI第3660地区（韓国・釜山）インターアクト

親善訪問団のホームステイ受け入れのお願い
日　時　７月23日（月）16：00　
　　　　富士観ホテルにて引き取り
　　　　７月24日（火）　9：00
　　　　富士観ホテルへ送り込み
訪問団　40名

（14歳から18歳までの青少年または
高校生）

＊ホームステイにご協力いただける方は、幹
事または事務局までお申し出下さい。

今年度新会長幹事の皆さんとガバナー補佐

http://www.beppu4rc.jp/chuo/
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６．2012-2013年度「RI第2720地区インターアクト
海外親善交流会事業」のご案内
期　間　平成24年８月６日（月）～９日（木）３泊４日
場　所　韓国・釜山
派遣人員　各インターアクトクラブより２名以上
費　用　インターアクター　　　　62,000円
　　　　ロータリアン、顧問教官   77,000円

※費用は原則として提唱クラブと参
加者（IA）での折半負担

登録締切　７月17日（火）
７．2012学年度RI第2720地区米山奨学生夏季研

修会のご案内
日　時　平成24年８月５日（日）～６日（月）
場　所　阿蘇ＹＭＣＡ研修施設
　　　　熊本県阿蘇市車帰358　☎0967-35-0124
出席義務者　米山奨学生、米山カウンセラー、
　　　　地区米山奨学委員
登録締切　７月17日（火）

８．第１回定例理事・役員会報告
（平成24年７月３日（火）例会終了後～

於：ホテルニューツルタ　９名）
審議事項
１）2012－2013年度予算（案）の件。※承認
２）2012－2013年度年間スケジュール（案）の件。

※承認
３）2012－2013年度前期納入金徴収の件。
　　※承認
４）出席規定免除者承認の件。※承認

定款第９条第３節(a)（椛田健治会員）
＊出席・欠席ともに、出席率に算入される
定款第９条第３節(b)（溝部仁会員、鳴海
淳郎会員）
＊欠席の場合、出席率に算入されない

５）ＲＩ第2720地区・ＲＩ第3660地区日韓イ
ンターアクト親善交歓会参加並びにＲＩ第
3660地区インターアクト親善訪問団ホーム
ステイ受入れ要請の件。
※平野教康会員、ホームステイ受入れ承諾。

６）夕涼み例会の件。※承認
 日　時　平成24年７月24日（火）18：30～
 場　所　別府タワー
 会　費　5,000円（個人より3,000円+

例会食費より補助2,000円）
７）ロータリーコール負担金の件。
　　※親睦委員会より拠出承認。

８）会員全員に「別府中央ロータリークラブ」
の名刺（100枚）作成の件。
※会員増強委員長分を承認。他希望回覧。

９）「お祝い（会員誕生日・配偶者誕生日・結
婚記念日）」記念品の件。※承認
＊会員誕生日―前年度同様、クラブ負担に

て5,000円の「お祝い品」贈呈。
＊配偶者誕生日・結婚記念日―個人負担と

し、希望を回覧確認。
＊皆勤―幹事報告に記載し、披露のみ。

確認事項
１）2012―2013年度より幹事報告・週報・理事

会資料のサイズ変更（B5→A4）
２）会長、幹事、ＳＡＡ、プログラムは、例会

開始30分前に集合。
３）会員は、例会時に必ず、ロータリーバッジ

着用のこと。
４）委員長（出席、プログラム、スマイルボッ

クス等）で欠席される場合は、必ず副委員
長へ代行依頼をすること。

５）例会場の都合により、例会場所変更の件。
日　時　平成24年７月10日（火）12：30～
場　所　ホテル山水館
＊別府市内３クラブ会長・幹事の就任挨拶

訪問あり。
＊例会終了後、「大分第３グループ会長・

幹事会」を開催。
６）スマイル原稿は、例会開始前に委員長へ

提出すること。
７）７月・８月例会予定の確認。

 ７月３日 「役員就任挨拶」会長、副会長、
  幹事、会計、ＳＡＡ
 10日 「就任挨拶（活動計画）」
  クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉

仕、国際奉仕、新世代各委員長
 17日 「就任挨拶（活動計画）」
  ５大奉仕以外の各委員長

会場風景
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 ７月24日 「夕涼み例会」
 31日 「会員卓話」大江知巳会員、
  河村貴雄会員
 ８月７日 「第２回クラブ協議会」
 14日 「定款休会」
 21日 「会員増強クラブフォーラム」
 28日 「ゲスト卓話」
９．７月５日（木）12：30～杉乃井ホテルにて開

催の別府東ＲＣ例会、並びに７月６日（金）
12：30～ホテルニューツルタに於いて開催の
別府ＲＣ例会に就任挨拶の為、髙宮勝美会長、
前田哲矢幹事の両名で出席致しました。

10．例会変更のお知らせ
別府東ＲＣ ７月19日（木）の例会は、夕涼みビ

アガーデン例会の為　同日18：30～
ホテルサンバリー10Ｆに時間・場
所変更

別府ＲＣ ７月20日（金）の例会は、夜例会の
為　同日18：30～杉乃井ホテルに
時間・場所変更

大分臨海ＲＣ ７月23日（月）の例会は、親睦例会
の為　同日18：30～大分オアシス
タワーホテル折鶴に時間・場所変更

大分1985ＲＣ ７月23日（月）の例会は、職場例会
の為　同日12：30～大分こども病
院に場所変更

大分東ＲＣ ７月26日（木）の例会は、夜の例会
の為　同日18：30～丸福に時間・
場所変更

中津平成ＲＣ ７月26日（木）の例会は、納涼夜間
例会の為　同日18：30～グランプ
ラザ中津ホテルに時間変更

別府ＲＣ ７月27日（金）の例会は、第２回
クラブ協議会の為　同日18：30～
ホテルニューツルタに時間変更

11．次週の予定（原稿をお願いします。）
「就任挨拶（活動計画）」
会員増強・職業分類・会員選考、出席、親睦、
健康増進、Rソング、スマイルボックス、プ
ログラム、Ｒ情報・研修、広報・雑誌・会報、
Ｒ財団、米山奨学　各委員長

12．本日の回覧
①「夕涼み例会」出・欠席（７月24日）
②「もみじ谷整美作業」出・欠席（７月29日）

13．本日の配布
①週報No.1102

スマイルボックス	 副委員長　梶原　和朗

○田内ガバナー補佐
　田内ガバナー補佐より多額のスマイルをいた
だきました。
○日出ロータリー会長・幹事

　会長・幹事より多額にスマイルをいただいて
おります。
○湯布院ロータリークラブ会長・幹事

　食事代をスマイルにいただきました。
○前田会員

　田内ガバナー補佐、ゲストの皆様、今日は別
府中央ＲＣの例会、楽しんでください！
○村津会員

　先月末、配布させていただいた「クールあ
おやま合唱団の定期演奏会」が今度の日曜日、
フィルハーモニアホールで午後２時から開かれ
ます。私も元気を取り戻して出演します。お時
間をいただける方は是非ご来場下さい。ご案内
に代えてスマイル。
○中尾会員

　田内ガバナー補佐はじめ別府・別府北・別府
東・日出・湯布院各ロータリークラブの会長・
幹事の皆様、ようこそ。
○河村会員

　今日は多くのゲスト・ビジターの皆様、よう
こそ別府中央へ。今年度一年間どうぞよろしく
お願いします。
○衛藤会員

　今日は５ロータリークラブの会長・幹事、お
忙しい中をお越し下さいまして、ありがとうござ
います。どうぞごゆっくりなさって下さいませ。
○大島会員

　皆様こんにちは！　本日ゲストの田内康男ガ
バナー補佐はじめ各クラブの会長・幹事の皆様、
ようこそ！　一年間頑張って下さい。
　そして宜しくお願い申し上げます。

http://www.beppu4rc.jp/chuo/
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就任挨拶	 クラブ奉仕委員長　森園　伸也

　クラブ奉仕委員長を仰せつかりました森園です。
　クラブ奉仕委員長は各委員会にかかわり、委員
会を補佐することが役割と伺っております。
　今年度の委員長の方々と協力し、委員会活動が
活発に行われ、クラブの運営に有意義な活動にな
るようにしていきたいと思います。

就任挨拶	 職業奉仕委員長　木村きぬゑ

　今期職業奉仕委員長を務めます木村です。事業
及び専門職務の道徳的水準を高め、品位ある業務
はすべて尊重されるべきであるとの認識を深め、
決してボランティアが組織ではない事を改めて感
じる意識を持つ事。
１．職業奉仕の表彰の実施
２．職場例会の実施
３．会員の職業奉仕に関する体験発表を行う

就任挨拶	 社会奉仕委員長　森　　宗明

　今年度社会奉仕委員長をさせて頂きます、別府
中央ロータリークラブの社会奉仕事業はクラブ創
立以来「もみじ谷」の諸事業に集中して展開して
参りました。「もみじ谷」の事業はクラブ創立20
周年の折「NPO法人別府もみじ谷トラスト機構」
に管理をゆだねました。別紙にこれまでの「もみ
じ谷とクラブの関わり」をまとめましたので目を
通して頂いて、ご理解頂きたいと考えています。
　尚、本年度より、新しい奉仕活動の対象を見つ
けて、奉仕をして行きたいと考えています。会員
の皆さんにもご協力頂きながら進めて参りますの
でよろしくお願いいたします。

※以下、別紙内容。

別府中央ロータリークラブと「もみじ谷」について
　別府もみじ谷は阿蘇くじゅう国立公園第二種特
別地域の入り口にあたる、大分県別府市大字南立
石字温水及び字木オトシの一帯約30ヘクタールの
地域及び関連する地域（もみじ谷）に、モミジ及
び広葉樹を植栽育成し、別府観光の生命線、日本
一の温泉の水源である朝見川源流地域の環境を保
全し、それを市民生活の中に生かしながら、後世
に伝え、将来は、「別府もみじ谷公園」として、
市民・県民・国民並びに他国からの来訪者の憩い
の場となすとともに、美しい自然を誇りとする別
府市民憲章の理念実現に寄与することを大きな目
的とし継続されてきました。
　この事業は平成２年11月４日に別府中央ロータ
リークラブ会員の手により、第１回目の植樹が実
施されました。これは、当初「地球にやさしい別
府の街おこし運動」に連動したものでしたが、以
後毎年継続して実行され、今年で23年続けられク
ラブの提供した苗木は累計10,000本を数え、途中
何度も台風と害虫による被害はありましたが、現
在約3,500本が、生育しています。　
この谷は朝見川の源流地域であり、大切な温泉の
水源でもあります。それ故、モミジの植樹による
この谷の環境保全は、温泉都市別府の生命線に関
る大切な必須事業と言えます。
　また、この谷を北側から俯瞰する形で湯布院方
面へ行く（別府～一宮）道路が走っています。将
来この30ヘクタールの谷全体が６万本のモミジで
覆われた時、秋の紅葉時はもちろん、初夏の若葉、
盛夏から初秋の照葉と、その景観は日本随一のも
のとなりましょう。
　行政当局の事業施行に併せ、別府中央ロータ
リークラブの社会奉仕事業として、クラブ会員、
陸上自衛隊別府駐屯地曹友会、コーラスグループ
等、一般市民ボランティアの奉仕活動が年３回定
期的に行われて、苗木の成育を続けて来ましたが、
ロータリークラブの社会奉仕事業の基本理念とし
て、当該事業の安定を見るまでの奉仕活動を事業
の主たる目的とするところがあります。当事業の
基礎となる部分、壮大な当事業が継続されるため
の基礎はほぼできあがったものと別府中央ロータ
リークラブでは判断を致しまして2006年7月に事
業継続の為の管理運営を「NPO別府もみじ谷ト
ラスト機構」に託しました。
　本事業の管理運営は「NPO別府もみじ谷トラ会場風景
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スト機構」に託しましたが、事業開始当初の目的
である「美しい自然を誇りとする別府市民憲章の
理念実現に寄与すると言う大きな目的」が成就さ
れるまで、これまでの別府中央ロータリークラブ
の多大な貢献をおろそかにしないためにも、今後
もこの事業に寄り添って、手を添えて、見守って
いかねばなりません。
※2006年７月31日NPO法人別府もみじ谷トラスト
機構認証

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
以下、鳴海淳郎会員の「ロータリー探求」
2009年８月30日　第385号「わがクラブの実績と誇り」より
　チャーターメンバー21名で発足したわが別府中
央ロータリークラブは、その後20年を経過した現
在、いろいろな事情で現在会員数は20名に過ぎな
いが、このうち女性会員は5名で、その入会は地
区で２番目、県下でははじめてである。女性会員
のいることで、女性でなければみられない細かい
気配りが発揮され、小さいクラブなりに次のよう
な幾つかの美風をもったクラブに成長した。
　次にわがクラブ例会の特色と、他に類例をみな
い当クラブ独自の奉仕活動の実績について述べて
みたいと思う。
<途中割愛>
創立20周年を経過した別府中央ＲＣ独自の奉仕活
動とその主要実績
別府中央ロータリークラブが創立以来取り組んで
いる ｢もみじ谷植樹｣
　別府もみじ谷は阿蘇くじゅう国立公園の入口に
位置する広さ約30ヘクタールの谷で、別府温泉の
大切な水源である朝見川の源流地域である。モミ
ジの植樹によるこの谷の環境保全は、温泉都市別
府の生命線に関わる大切な必須事業と言える。
　また、将来この谷全体が６万本のモミジで覆わ
れた時は、秋の紅葉時は勿論、四季の景観は日本
随一のものになると思われる。
　当クラブでは、このような夢を抱いて平成２年
11月４日に第１回の植樹を始め、今年で20年目に
なるが、陸上自衛隊別府駐屯地曹友会やコーラス
グループの皆さんのご協力を得て、年３回定期的
に作業が行われ、これまで8,442本（2009年８月
30日現在）が植樹されている。　　　　　　以上
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【2012年6月現在の植樹本数と生育数】
※累積植樹本数10,393本
※生育本数ほぼ 3,500本

【現時点での別府もみじ谷奉仕作業と苗木寄贈の
クラブでの扱いと位置づけ】
※苗木代のみクラブから寄贈。

（トラスト機構設立以降も、別府中央ロータリー
クラブとして苗木の寄贈だけはクラブの社会奉仕
の対象としては続けようとのことから、現在も苗
木の提供は継続されている。トラスト機構設立以
前はクラブが負担してきた、草刈り・作業機材購
入・会員募集等の苗木代と有志による整備作業参
加以外は全てトラスト機構が管理し、その費用を
歳出している）
※別府もみじ谷奉仕作業は平成２年当初より現在

もメイキャップ対象とされている。
※メイキャップ認証及び苗木寄贈はその都度理事

会に諮り実行されている。
【「NPO法人別府もみじ谷トラスト機構」設立以
降の苗木寄贈本数と金額】
2006年８月９日NPO法人別府もみじ谷トラスト
機構設立。

2006～2007　500本157,290円
2007～2008　500本179,080円
2008～2009　501本147,000円　
2009～2010　450本133,140円
2010～2011　300本 89,040円　
2011～2012　200本 59,640円（11月）
　　　　　　500本147,840円 （３月）

※本数と単価の違いは、もみじともみじ以外の広
葉樹の割合による。

※2005年度まで年額50万だった社会奉仕の予算
は、年額20万に削減され現在に至っている。

就任挨拶	 国際奉仕委員長　大島由美子

　昨年は立命館アジア太平洋大学のＮＧＯ団体、
プレンゴを支援いたしました。この団体は「タイ
の最貧地域の子供に教育を与え、リーダーを育て
あげた後に産業を立ち上げるという国際的な奉仕
活動をしている団体です。

就任挨拶	 新世代委員長　堀　　由美

　本年度、新世代委員長に就任いたしました堀です。
　新世代については、まだまだこれから勉強して
いかなければならない立場ですので、ぜひ皆様の
ご指導、ご協力を御願いいたします。
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