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◆点　　鐘　　12：30
◆Ｒ　　Ｓ　　手に手つないで
◆唱　　歌　　花
◆ビジター　　萩尾　憲司（別府北ＲＣ）

会長の時間	 会長　髙宮　勝美

　皆さん、今日は。会長の髙宮勝美です。
　昨日、２月25日、我がクラブの新企画である別
府市内の小中学生を対象にした善行表彰のため、
別府市立山の手中学校を私と堀新世代委員長、木
村元会長の３人で訪問致しました。
　堀委員長はご存じなかったことですが、偶然に
も今回選ばれた山の手中学校は、私が昭和34年に
卒業した母校で有り、在校生は後輩にあたります。
偶然にしても大変に良い思い出を作ってくれた堀
委員長に感謝致します。
　訪問日も寒い朝でしたが、８時15分から全校生
徒が朝礼の為、体育館に整然と集合して
私達の到着を待っていてくれました。中学校の訪
問は初めてでしたが、先日訪問をした小学校の生
徒と同様に、中学生の目は輝いていました。
　私はまず最初に「おはようございます」と朝の
挨拶を行いました。その後、私の父が税務職員で
あり、転勤で昭和33年の８月、ここ山の手中学校
に転校してきたこと。同級生は高校の受験勉強の
真っ最中で、普段なら転校生の私に構っている時
間は無いはずなのに、クラスメートは皆、優しく
してくれた事が今でも心に残っているとのお話を
しました。そのクラスメートや他のクラスの同窓
生達と今も仲良くしており、毎月20日の日には、
「二十日会」という親睦会を作って、毎回20名位
の友達が集まり、食事をしたり、花見をしたりし
ています。また、情報交換の場として、時には一

泊旅行や、５年に一度の同窓会は多くの仲間が集
まります。
　近所の学校区内から集まってお互いの家族構成
まで知り合い、休みの日は皆で誘い会って近くの
公園で遊んだ仲間達との絆が一番深く、卒業して
54年経っても仲良く友達でいられる事は大変有難
い事だと私は考えます。

◆出席報告　　　　　出席委員長　平野　英壽

・メイクアップ
　　事前　佐々木（大分東）
　　　　　森（別府東）
　　事後　
　　欠席　中尾、大島、島田
　　理事会承認　椛田、岐部
　　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）
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　その当時も、虐めっ子は居たと思いますが、毎
月逢う仲間にはそういう印象が残っていません。
と言う事は、当時の虐めっ子は、この会に来たく
ても自分に後ろめたさがあるから来られないのか
な…と可愛そうに思います。
　この学校には、その様な虐めっ子は居ないと思
いますが、もし少しでも心に感じる人は、今日、
今から自分自身に言い聞かせ、虐めを止めて、明
日の朝から出会った人々に「おはよう」と声を掛
けて下さい。廊下を歩いている時に紙クズ等のゴ
ミが落ちていたら拾ってゴミ箱に入れて下さい。
簡単な様ですが初めは大変勇気の要る事です。是
非、今日から本当の勇気にチャレンジして、何時
までも何時までも続く友達の絆を大切な育ててく
ださい…と挨拶をして来ました。
　本日は例会終了後、第４回クラブ協議会が開催
されます。皆さんの意見を会の運営に反映させた
いと思います。忌憚のない意見をお待ちしてます。
私自身、少し体調を崩していますが、最後まで頑
張りますので宜しくお願い致します。

幹 事 報 告	 前田　哲矢

―世界理解月間―
…本日の例会は、第４回クラブ協議会を

開催いたします。…
１．『ロータリー適用相場変更』のお知らせ
	 ３月１日より、全ての振込みに対する適用相
場（ロータリーレート）が下記の通り変更と
なりましたのでお知らせ致します。

	 　　１ドル　９２円　（現行88円）
２．国際ロータリー第2720地区
岡村泰岳ガバナーより、後
藤　隆会員へ「2012-2013
年度第２回クラブ研修リー
ダー育成セミナー」修了証
が届きましたので、本日お
渡し致します。

３．２月25日（月）山の手中学校全校集会に於い
て、「別府中央ロータリークラブ子どもの善
行表彰」が行われ、髙宮勝美会長、堀　由美
新世代委員長、木村きぬゑ
会員が出席され、表彰状と
記念品を贈呈致しました。

４．お祝い
会員誕生日
椛田健治会員（２月26日）
堀　由美会員（３月４日）

　※記念品をお渡し致します。
５．例会変更のお知らせ
別府ＲＣ　３月１日（金）の例会は、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

大分南ＲＣ　３月８日（金）の例会は、定款第
６条第１節（Ｃ）に基づき休会

大分中央ＲＣ　３月12日	(火)	の例会は、定款第
６条第１節（Ｃ）に基づき休会

大分ＲＣ	 ３月12日	(火)	の例会は、夜例会
の為　同日18：30～大分オアシス
タワーホテル21Ｆに時間変更

６．次週の予定
「会員卓話」岐部光男会員、津末美代子会員

７．本日の回覧
①全国自衛隊父兄会より「おやばと」
②「もみじ谷植樹作業」出・欠席（３月31日）

８．本日の配布
①週報No.1131

スマイルボックス	 委員長　大江　知巳

髙宮会長○
　大江スマイル委員長、久し振り。
　会員の皆様、本日のクラブ協議会を宜しく。
佐藤会員○
　他のロータリーの会員の方から、別府中央
ロータリーは最近良い事をやっていると褒めら
れました。学校への善行表彰の事だと思います。
私は何も携わっておりませんが、褒められて嬉
しかったです。スマイル。
堀会員○
　別府市子どもの善行表彰が無事に終了しまし
た。御協力ありがとうございました。大きな事
は出来なくても小さな良い事を続けていくこと
がとても大切なことだと痛感しております。
近藤会員○
　私は、このロータリークラブに入会して、こ
んなにショックだったことはありません。先週、
津末さんの誕生日祝いだと聞き、今日の唱歌に
若き頃の津末さんをイメージして誰でも知って
いる歌だと思い、ベギー葉山の「学生時代」を
選びましたが、半分近くの人が、この歌を知ら
なかったことに驚き、自分がいかに年をとって
きているかを思い知らされました。でも、へこ
たれません！
　来週の唱歌は「いい湯だな」を皆で歌いたい
と思います。
後藤会員○
　ロータリー情報委員会の低調な活動を心から
お詫びしてスマイル！
亀井会員○
　先週例会は“うっかり”欠席しました！
村津会員○
　第26回べっぷ鶴見岳一気登山大会の参加申込
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みが昨日1,900名を超えました。晴天、微風と
成功無事を祈念してスマイル。
河村会員○
　今日は朝４：30に起床し、大分臨海倫理法人
会のモーニングセミナーに参加して来ました。
おかげで明るくプラス発想で一日のスタートが
切れました。心もスマイルです。
木村会員○
　２月も終わり、いよいよ春です。元気者の私
も少し体がきつくなりました。春だから元気出
そうとがんばっている所ですが、由美ちゃんの
誕生日おめでとう！！そして学校表彰お疲れ
様。若さを少しちょうだい！

クラブ協議会報告	

社会奉仕委員会
委員長代理　村津　忠久

　新世代委員会・堀委員長の御ほねおり「別府市
子供の善行表彰」が実施されました。
　次世代につながる大きな社会奉仕の姿の一つだ
と思います。今後の制度継続を希望します。
　今年度の「もみじ谷植樹」は来月31日（日）に
実施されます。
　これ迄の24年間と同様、今年植樹される500本
の苗木は、わがクラブから提供される事が今月の
定例理事会で決定致しました。
　また当日の奉仕作業参加は、例会出席のメー
キャップになることも理事会で承認されておりま
す。
　３月の植樹、７月と11月の整美作業の主催は「Ｎ
ＰＯ法人別府もみじ谷トラスト機構」ですが、奉
仕活動の主体はロータリークラブ会員と陸上自衛
隊曹友会、コーラスグループ会員ですので、なる
べく御参加下さいますよう御願いします。

第４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。

E-mail:info@beppu4rc.jp

BEPPU	CHUO	ROTARY	CLUB



　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。
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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