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◆点　　鐘　　12：30
◆Ｒ　　Ｓ　　ＢＣＲＣの歌
◆唱　　歌　　虫の声
◆ゲ ス ト　　田内　康男

（国際ロータリー
第2720地区大分
第３グループガバナー補佐）

会長の時間	 会長　髙宮　勝美

　皆さん、こんにちは。　会長の髙宮勝美です。
　今日はゲストに、田内康男氏（国際ロータリー
第2720地区大分第３グループガバナー補佐）をお
迎えして例会を進めさせて頂きます。尚、例会終
了後は、引き続き「第３回クラブ協議会」を開催
致します。このクラブ協議会は、岡村泰岳ガバナー
の公式訪問の諮問に関するクラブ内の方針確認の
意味が有りますので、しっかり討議をして頂きた
いと思います。
　又、新入会員の申し込みが２名出ています。こ
の２名の方は、先週の「理事・役員会」で了承頂
いていますが、会員各位に書類をお届け致します
ので、入会審査の検討をお願い致します。他に金
融機関２社から入会希望の意向を頂いております
ので、書類が届き次第、皆様の審査をお願い致し
ます。
　現在28名の会員数が見えて来ました。過去最高
の会員数は29名です。皆様の協力を得て年内に30
名の会員のクラブを達成しましょう。会員として
推薦して頂ける方がいらっしゃいましたら、私　
髙宮も同行いたしますから遠慮なくお電話下さ
い。

幹 事 報 告	 前田　哲矢

―職業奉仕・米山月間―
…本日の例会は、第３回クラブ協議会を開催いたします。…
１．本日のゲスト

田
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内
うち

 康
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お
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（国際ロータリー第2720地区大分第３グループガバナー補佐）

◆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）、衛藤、大島、河村、中尾
　　理事会承認　椛田、岐部
　　出席免除　溝部、鳴海
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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
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２．第４回定例理事・役員会報告
（平成24年10月２日㈫例会終了後～於：ホテルニューツルタ ７名）

審議事項
１）職場例会開催並びに職業活動表彰の件。※承認

実施日　平成24年10月16日（火）12：30～
場　所　春香苑（木村きぬゑ会員事業所）

２）2012－2013年度前期立替金徴収の件。※承認
３）委員長交替の件。※承認
　　プログラム委員長、Ｒ財団委員長を副委員

長と交替する。
４）100万ドルの食事実施の件。※承認
　　（11月はロータリー財団月間）

　　　実施日　平成24年11月20日（火）
　　　寄付額　２ドル×24名＝48ドル
　　　　　　　（現レート　１ドル80円＝3,840円）

５）10月・11月例会予定の確認
 10月２日 「米山奨学生卓話」
  ホッセイン・モハマッド・イムランさん
 ９日 「第３回クラブ協議会」（公式訪問２週間前）
 16日 「職場例会」於：春香苑
 23日	26日㈮「岡村泰岳ガバナー公式訪問例会」
 30日 「定款第６条第１節により休会」
 11月６日 「会員卓話」中尾誠会員、後藤隆会員
 13日 「ゲスト卓話」別府税務署長
 20日 「会員卓話」佐々木久宜会員、平野英壽会員
 27日 「会員卓話」堀由美会員、近藤賢司会員

６）その他
○もみじ谷奉仕作業について
　（11月４日（日））※回覧
○公益財団法人ボーイスカウト日本連盟よ

り「第23回世界スカウトジャンボリー」
招致に係る開催支援依頼の件。

　金額　年額１万円を一口
　　　（2011年７月～2016年６月30日）

　※市内３ＲＣ足並みを揃える。
　　　○新会員候補者の件（２名）※推薦資料受理
３．第２回臨時理事・役員会報告
　　（平成24年10月３日（水）　持ち回り）
審議事項
１）新会員候補者入会審査の件。※承認

４．10月５日（金）14：00～ホテルニューツルタに
於いて「大分第３グループ会長・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。

５．例会変更のお知らせ
竹田ＲＣ 10月９日（火）の例会は、「岡村泰岳

ガバナー公式訪問」開催の為 18：00
～ホテル岩城屋に時間・場所変更

大分1985ＲＣ 10月22日（月）の例会は、「森の木」

への寄贈プロジェクトの為　10月
21日（日）10：00～トキハ会館４Ｆ
に日時変更

竹田ＲＣ 10月23日（火）の例会は、第30回第
５グループ親善ソフトボール参加
の為、10月21日（日）に日時・場所
変更

日出ＲＣ 10月23日（火）の例会は、岡村泰岳
ガバナー公式訪問６ＲＣ合同例会
の為、10月26日（金）ホテルニュー
ツルタに日時・場所変更

湯布院ＲＣ 10月24日（水）の例会は、合同公式
訪問例会の為、10月26日（金）ホテ
ルニューツルタに日時・場所変更

６．次週の予定
「職場例会」
※場所を変更し、「春香苑」に於いて開催い

たします。
７．本日の回覧

①「職場例会」出・欠席
②「もみじ谷奉仕作業」出・欠席
③宇佐ＲＣ　週報

８．本日の配布
①週報No.1114

スマイルボックス	 委員長　大江　知巳

○田内康男ガバナー補佐
○髙宮会長

　最近、私の友達で「階段を踏み外して落ちた」
とか、「歩いていて躓いて顔からこけた」と聞
きます。運動不足、歩く事が大事です。気候が
良い今から散歩を始めませんか。
☆星空に今日の幸せ祈る海　波の囁き松風の唄
　　　上人ヶ浜　朝の散歩
☆茜空鶴見の尾根は萌えよとも　我が初恋の君

いまいずこ
　　　別府ロープウェイ　開業50周年に回顧
○村津会員

　昨日、快晴微風の秋晴れの下、豊岡で２年振
りのゴルフを致しました。
　第九の本番指揮者・現田先生の接待ゴルフで
すが、私はグリーンでパターだけ楽しみました。
　久しぶりにコースを歩き、夜はロータリー・
コールの練習で有意義な一日でした。感謝して
スマイル。
○後藤会員

　昨日秋晴れに誘われて阿蘇までドライブに
行って来ました。風が涼しくて気持ちが良かっ

http://www.beppu4rc.jp/chuo/
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たですヨ。ハンドルキーパーなのがチョッピリ
残念な一日でした。
○大江会員

　昨日、地区は違いますが同じロータリアンの
本家が創業100年の記念のパーティーに行って
きました。明治・大正・昭和・平成と激動の時
代を切り抜け、よく頑張ったなぁとスマイル！

第３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
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　佐々木久宜　　副委員長　岐部　光男
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。

E-mail:info@beppu4rc.jp

BEPPU	CHUO	ROTARY	CLUB



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実施する。
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　中尾　　誠　　副委員長　村津　忠久
　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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