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◆点　　鐘　　12：30

◆国　　歌　　君が代

◆Ｒ　　Ｓ　　奉仕の理想

◆唱　　歌　　うみ

会長の時間	 会長　髙宮　勝美

　今日は、第２回のクラブ協議会です。
　新しく会員に成られ、早くも委員長として今日
の協議会を迎えた多くの委員長さん。
　肩に力を入れずに平常心で対応してください。
　私も会長に就任するまでは、アレモコレモ会長
の時間に話そうと考えていましたが、会長の時間
に話した言葉を週報の原稿として、慣れないパソ
コンに向かうのは大変苦痛ですし、今朝は、ロン
ドンオリンピックのテレビ観戦で寝不足な上に、
大切なクラブ協議会を控えています。
　因って、今回はこれで会長の時間を終わります。

幹 事 報 告	 前田　哲矢

―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．「別府ロータリークラブ創立60周年記念式典」

のご案内

　　日　時　平成24年９月15日（土）
　　　　　　記念式典（点鐘）　14：30～
　　　　　　記　念　講　演　16：00～
　　　　　　祝　　賀　　会　17：30～
　　場　所　杉乃井ホテル　パレス２Ｆ
　　登録料　会員12,000円　同伴者8,000円

＊前年度に全員登録を理事会にて承認済です。

◆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　堀、平野（英）、河村、岐部、森園
　　理事会承認　椛田
　　出席免除　溝部
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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
　　　　〒 874-0931　TEL（0977）23-9000
　　　　　　　　　	　FAX（0977）23-9019
　　　　http://www.beppu4rc.jp/chuo/
　　　　E-mail:info@beppu4rc.jp

理事
　〃
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理事
　〃
　〃

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

Peace		Through	Service
奉仕を通じて	平和を

2720 地区

別府中央ロータリークラブ

http://www.beppu4rc.jp/chuo/

1107ＶＯＬ．25	-	6
2012 年８月７日



２．2012-13年度ロータリー財団セミナー（未来の夢
計画勉強会）開催のお知らせ
日　時　平成24年９月９日（日）
　　　　12：30～17：00
場　所　大分県看護科大学
　　　　（大分市大字廻栖野2944-9 ☎097-586-4300）
出席義務者　ガバナー、ガバナーエレクト、ガバナー

補佐、地区Ｒ財団部門委員、会長、
幹事、ロータリー財団委員、希望者

３．７月31日（火）13：40～ホテルニューツルタに
於いて「別府市内４ＲＣ会長・幹事会」が開
催され、髙宮勝美会長、前田哲矢幹事が出席
致しました。

４．８月５日（日）～６日（月）まで、熊本県阿蘇Ｙ
ＭＣＡ研修施設に於いて「2012学年度2720地
区米山奨学生夏季研修会」が開催され、当ク
ラブが世話クラブの米山奨学生ホッセイン・
モハマッド・イムランさんが参加致しました。

５．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。

６．お祝い
会員誕生日　溝部　仁会員（８月６日）

※ご自宅に記念品が届きます。
配偶者誕生日　堀　　誠さん（８月17日）
皆　　　勤　髙宮勝美会員（８月２日＝７年）
　　　　　　堀　由美会員（８月10日＝２年）

７．例会変更のお知らせ
別府東ＲＣ ８月９日（木）の例会は、例会場の

都合により　同日12：30～ホテル
サンバリーアネックスに場所変更

定款第６条第１節（ｃ）により休会のクラブ
８月13日（月）　大分臨海ＲＣ、大分1985ＲＣ
８月14日（火）　中津中央ＲＣ、大分ＲＣ、
　　　　　　　大分中央ＲＣ、日出ＲＣ
８月15日（水）　中津ＲＣ、大分城西ＲＣ、
　　　　　　　大分キャピタルＲＣ、
　　　　　　　湯布院ＲＣ、別府北ＲＣ
８月16日（木）　中津平成ＲＣ、宇佐ＲＣ、
　　　　　　　杵築ＲＣ、大分東ＲＣ、
　　　　　　　別府東ＲＣ
８月17日（金）　大分南ＲＣ、別府ＲＣ

８．次週の予定（８月14日）
「定款第６条第１節（Ｃ）に基づき休会」

９．次々週の予定（８月21日）
「会員増強フォーラム」

10．本日の回覧
①「別府ロータリークラブ創立60周年記念式典」

出・欠席
11．本日の配布

①週報No.1106
②ガバナー月信No.2
③ロータリーの友８月号

スマイルボックス	 委員長　大江　知巳

○亀井会員
　ビバ！！Ｂ．Ｃ．Ｒ．Ｃ．
○大江会員

　８月15日（水曜日）午後７：00より藤ヶ谷霊園
『送り火供養祭』を開催します。最近では、生前
にお墓をご準備するご家族が増えているので、
お経のあとバイオリン演奏で、懐かしい歌を皆
様と楽しみます。別府市と大分市の綺麗な夜景
と、満天の星空の下で、数々の灯篭が織りなす、
まさに万灯篭です。この世とは思えない幻想的
な供養祭です。自由参加の無料ですから是非、
皆さんをご招待したいと思います。
○佐々木会員

　先日、平野（兄）さんにとある場所で会いま
した。２人共たくさんの銀の玉が出ていてとて
も楽しいひとときでした。たくさん出たので、
しばらくスマイル出来そうです。
○村津会員

　如何にも夏らしい夏空に感謝してスマイル。
○森会員

　塩地亜希子さんとビールを飲むかい？
　ロータリー学友の塩地さんが帰国していま
す。８月末日にはまたオーストラリアに渡るそ
うです。元気に活躍されているようで頼もしい
限りです。せっかくなのでご馳走でも食べなが
らあちらでの活躍の様子を聞こうかなぁと考え
ています。一緒に一杯やるかと言う方は森まで
ご一報ください。場所も此処が良いでと言う方
がいれば、ご提案願います。
　８月16日木曜日の夜を予定しています。
　帰国している間に二つのコンサートが企画さ
れていますので、チラシを配ります。お時間が
許せば聴きに行ってあげて下さい。
○木村会員

　夏一番、冷麺の季節です。今が一番旬です。

http://www.beppu4rc.jp/chuo/
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○平野（教）会員
　大江様、Ｂ．Ｃ．Ｒ．Ｃの詩大変すばらしいで
す。提案ですが、歌詩の中でコスモスの中をも
みじ谷の中に変えたらいかがでしょうか？
　８月になり会社の保険を３社依頼をもらいま
した。これも別府中央ロータリー様のおかげで
す。感謝感謝してスマイル。

第２回クラブ協議会	

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よう奨励する。
３．会員が例会で親睦を楽しみ、価値ある出席が

かさねられるよう働きかける。
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６ＲＣ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
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。
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

E-mail:info@beppu4rc.jp
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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、

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、毎会抽選にて決める。

色 な々会員、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）職業表彰の実施と被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。

今年度受入れ米山奨学生　
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）
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