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◆点　　鐘　　12：30

◆Ｒ　　Ｓ　　別府中央Ｒ.Ｃ.の歌

◆唱　　歌　　Ｂ.Ｃ.Ｒ.Ｃ.の歌

◆ビジター　　田中　俊一（別府北ＲＣ）
高田　利徳（別府北ＲＣ）

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。
　今日の例会は、先程、食事の前にシャンパンで
乾杯の音頭を取らせて頂きましたが、当、別府中
央ロータリークラブが、1989年３月28日に設立総
会を開催して24周年を迎え、いよいよ25期のス
タートになりました。
　当時、チャーターメンバー21名で発足しました
が、現在在籍している会員は５名です。そうして、
その後多くの会員による入会の勧奨により、本日
の会員総数は27名と大幅に増加致しました。しか
し、会員の高齢化は高く、どこのクラブも大きな
問題となって来ています。今からは若い会員を一
人でも多く入会して頂き、会の繁栄を図り、奉仕
の輪を広げるために、我がクラブは会員増強につ
いても、もっと深刻に考え行動をしていきたいと
思います。
　その一環として先日、当クラブが実施した『市
内小中学生の善行表彰』の様なマスコミに訴え、
人々の目に見えるロータリークラブの活動を通し

て、市民の皆さんに関心を持って頂く為、地道に
ＰＲしながら新しい会員募集のバックアップ作り
と、誰にでも愛されるロータリアンに私共も成長
して行きましょう。
　今日の卓話は当クラブ設立のチャーターメン
バーであり、代表を務められ、現在も現役で我々
を指導し、現在の繁栄に寄与された、鳴海初代会

◆出席報告　　　　　出席委員長　平野　英壽

・メイクアップ
　　事前　河村（別府）
　　事後　堀（別府）
　　欠席　堀、中尾、大島
　　理事会承認　椛田、岐部
　　出席免除　溝部
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長のお話を伺い、10年後の当クラブはどうあるべ
きかを考えたいと思います。
　尚、今日の例会には、別府北ＲＣの田中俊一会
長と高田利徳副会長が東北支援のチャリティーコ
ンサートのご紹介でいらっしゃっており、先程ご
案内の通りですから、是非、皆様もご協力をお願
い致します。

幹 事 報 告	 前田　哲矢

―識字率向上月間―

１．本日の卓話
	 「創立24周年記念卓話」鳴海淳郎会員

２．『ロータリー適用相場変更』のお知らせ
４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　９４円　（現行92円）

３．お祝い
結婚記念日　近藤　賢司会員（３月26日）

※記念品をお渡し致します。
配偶者誕生日　鳴海　静子さん（３月30日）
皆　　　勤　大島由美子会員（３月23日=14年）

　　　　　　
４．例会変更のお知らせ

中津中央ＲＣ	 ４月９日（火）の例会は、向笠記念
公演清掃例会の為、同日12：30～
福沢茶屋に場所変更

大分キャピタルＲＣ	 ４月10日（水）の例会は職場訪問例
会の為、同日12：30～介護有料老
人ホームおおいた南に場所変更

５．次週の予定
「花見例会」於：春香苑　18：30～
＊当日は18：00～「第10回定例理事・役員会」
を開催致します。理事・役員の方はご出席
をお願いいたします。

６．本日の回覧
①	「もみじ谷植樹作業」出・欠席（３月31日）
②	「花見例会」出・欠席（４月２日）
③	「別府中央ＲＣ親睦ゴルフ」出・欠席

④	「別府市近隣７ＲＣ合同親睦ゴルフ大会」
出・欠席
⑤	麻薬・覚せい剤乱用防止センター　№87
・№88
⑥	別府北ＲＣより「東日本大震災復興支援
チャリティーコンサート」ご案内

７．本日の配布
①週報No.1135

スマイルボックス	 委員長　大江　知巳

別府北ＲＣ　田中俊一会長○
高田利徳チャリティーコンサート実行委員長○
　別府北ロータリークラブ主催「東日本大震災
復興支援チャリティーコンサート」のご案内
髙宮会長○
　別府北ＲＣの田中会長、高田副会長、本日は
ユックリして下さい。
　鳴海会員、卓話を楽しみにしています。
鳴海会員○
　当クラブの創立24周年記念例会にあたり、卓
話をすることになりましたが、当クラブを設立
し、初代会長を努めたものとして非常に感無量
です。皆さんに感謝してスマイルしたいと思い
ます。
後藤会員○
　今日の歌はＢ・Ｃ・Ｒ・Ｃです。上手く歌え
ないと又大江会員の機嫌が悪くなります。
　上手く歌えますように！
森会員○
　29日（金）から31日（日）まで宇部に、来月
２日から８日まで大阪へ連続出張です。出来る
ことならどこにも行きたくないなぁ。
森園会員○
　本日、仕事の都合上、途中で失礼いたします。
おわびしてスマイル。
平野○ （教）会員
　90日免停がやっと終わり、昨日より車の運転
が出来るようになりました。来年の３月24日ま
で無事故無違反で過ごします。長かったなぁ～
村津会員○
　昨年の７月、２度に亘る大水害を受け、第
２九電橋の流失等、大被害で損壊した「もみじ
谷」の中の一気登山道が、市の災害復旧事業で
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立派に復旧されました。
　元の道より風情もあり、楽しく歩ける道に
なっております。
　わざわざでも是非一度歩いてみて下さい。モ
ミジの芽立ちも間もなくです。
　感謝してスマイル致します。
亀井会員○
　別府北ＲＣの田中会長、高田副会長、ようこ
そ別府中央ＲＣへ。チャリティーコンサート、
新聞に出ていましたね！頑張って下さい。
衛藤会員○
　今日は鳴海先生の卓話ですね。かつては海運
王国（菓子安）、現在はドクター王国、ロータリー
では生き字引、尊敬する先生の卓話、楽しみに
しています。
　高田様、田中様、わざわざお越し下さいまし
てありがとうございます。どうぞごゆくりな
さって下さいませ。
平野○ （英）会員
　別府北クラブの田中会長、高田会長エレクト
さん、ようこそ別府中央ＲＣへ。とくに高田会
長エレクトには先日のペッツでお世話になりま
した。来期はよろしく。

卓　　話	 鳴海　淳郎

再び わがクラブの歴史を振りかえる

　わたしが特別代表で、市内３クラブの二階建て
クラブとして別府市全域を区域とする別府中央 
クラブが創設されましたが、その24周年にあたり、
これまでの歴史を振り返ってみたいと思います。

別府中央ロータリー・クラブの結成について

 1988・7・  1：  特別代表に委嘱される 
同時に委嘱された２人の特別代表補佐と共に
度々協議を重ねる 
宮本末吉（別府北RC）・千寿健夫（別府東RC） 

 1988 ・ 7・20  第１回目の会合 
  8・  2  第２回目の会合 
 9・10 第３回目の会合 
 12・30  第４回目の会合 
 1989 ・ 1 ・28 第５回目の会合 
 2 ・10  第６回目の会合 
 2・ 28  新クラブ結成グループ第１回会議

開催
 3 ・28 創立総会 
 4 ・17 RI 加盟承認 
 11 ・26 チャーターナイト 

※　別府中央ロータリー・クラブの創立
創立		・・・・・・・		1989年	3月28日
ＲＩ加盟認証		・・・		1989年	4月17日
認症状伝達式		・・・		1989年11月26日

※毎例会の「会長の時間」を大切に
　特別代表より新クラブの初代会長になったわた
しは、すべては初めが肝腎と思い、とにかくロー
タリーの基本に忠実に、｢早くロータリーになじ
み、ロータリーを身につけよう｣ をテーマに、新
しいクラブづくりに全力を注ぎました。
　即ち、毎例会の ｢会長の時間｣ には努めてロー
タリー情報を提供し、また、ロータリー情報委員
会の名に於いて各例会毎にタイムリーなテーマを
もとにした ｢ロータリー用語の解説｣ を用意し、
これを各会員に配布しました。

会長の時間｣ の内容を一覧表で示す 
　1989年３月28日より1990年６月30日）まで、１
年３ヶ月にわたり、会長として100％クラブ例会
に出席して行った「会長の時間」を次の一覧表に
纏めてみました。
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※　創立記念事業
１．「鶴見岳一気登山」下山用道標の整備
1989～90年度に工費約70万円を投じて50本を
新設した。

２．養護施設「栄光園」児童に対する愛のワクチ
ン接種
1989年から1993年にかけて延べ150人以上の
児童に「水痘・風疹・おたふくかぜ」のワク
チンを接種し、子ども達の疾病予防に貢献し
た。

３．「もみじ谷」植樹開始（平成２年11月４日）

※　バナーの紹介
　清楚と情熱		この二つの心をコバルトブルーの
ロータリーカラーに白と赤のストライブによって
交差させデザインした。イメージは青い別府湾に
浮かぶ白いヨットのように。

※　別府中央ロータリー・クラブの歌 制定
　　（平成３年３月）
作詞：鳴海淳郎			作曲：村津忠久

※　別府中央ロータリー・クラブ創立５周年記念
演奏会

（1993年５月８日・別府市中央公民館に於いて）
１．入場者約600人、市民の感性を育むに役立った。
２．もみじ谷の植樹推進のための奉仕演奏会であ
り、益金の一部（405,000円）を植樹費用に
あてた。

３．日伊親善をローカルに行ういい機会であった。
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※  創立10周年記念事業
１．明日の別府を担う少年少女のための小冊子
「油屋熊八物語」発行
子どもに夢と感動を与える奉仕は未来への投
資であるが、別府観光の父・油屋熊八翁の物
語を子ども向けに書き、2000部発行して市に
寄贈した。

２．インターアクトクラブの結成
「別府女子短期大学付属高等学校インターア
クトクラブ」

３．別府を夢見る「もみじ谷植樹」の継続と「も
みじトラスト機構」結成の推進

※　ロータリー理解推進月間を記念して「ロータ
リー物語」発行（2000年１月23日）
一般の人にロータリーを分かりやすく解説す
るために1000部発行

※　創立15周年記念事業
ロータリー100周年を前に、「ロータリー物語」
改定版を2000部発行

※　別府中央ＲＣ創立20周年記念事業
１．別府中央ロータリー・クラブ創立20周年記念
演奏会

２．別府もみじ谷記念植樹（平成21年３月15日）
1990年に始められた植樹は、以後20年間継続
され、今日までに8,943本が植樹された。

３．「少年少女のための油屋熊八物語」の再発行
と配布
別府観光の父・油屋熊八の心を現代の子ども
達に伝えて夢と感動を与え、別府の未来を築
く人づくりに役立てたいと願った。

別府中央ロータリー・クラブの特色と実績

１．ロータリー情報並びに広報活動の展開
１）一般向けのわかりやすいロータリー解説書

「ロータリー物語」発行
・2000年１月ロータリー理解推進月間記念事
業として1000部発行、県下RC会員へ540部
配布、市立図書館・教育庁。新聞社等へ
170部寄贈。
・2004年３月28日、ロータリー100周年を前
に、当クラブ創立15周年を記念して改訂版
を2000部発行
・2004年５月６日、「ロータリー物語」刊行
についてケーブルテレビＣＴＢの取材を受
け、これが10分ぐらいにまとめられ、12日、
13日、14日と３日間にわたり放映された。
・2004年11月26日・広島リーガロイアルホテ
ルで行われたメジャー・ドナー午餐会で、
当時のエステスＲＩ会長並びにラビツッ
アー財団管理委員長に進呈、感謝された。

２）毎例会におけるロータリー情報の徹底
・｢ロータリー探究｣	開設（2001年８月１日）
・更新495回（2013年３月３日現在）
・ロータリー情報並びにロータリー広報の徹
底
・毎例会において ｢ロータリー探究｣ のプリ
ントアウトしたものを逐次会員に配布。

２．別府中央RCが創立以来取り組んでいる「も
みじ谷植樹活動」
　クラブ発足当初からの継続事業である「鶴
見岳一気登山道」周辺整備の一環としての「も
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みじ谷植樹」は、平成２年度（1990～91年度）
より市民運動としての「地域にやさしい別府
の町おこし運動」にも連動して今年で24年目、
植栽本数も10,393本を数えるに至る。

３．青少年の健全育成につながる奉仕活動の展開
１）「新世代フォーラム」のホストを務める
1997年２月９日に実施された大分県第５分区
主催のIM「子どもに思いやりの心を育てる
には」のホストを務める。

２）インターアクトクラブの結成
1999年１月、溝部学園別府女子短期大学付属
高等学校にインターアクト結成、1994年３月
28日別府中央RC創立10周年記念式典におい
て認証状の伝達。

３）子どもの善行表彰制度の発足
　2013年２月、わがクラブでは、その一環と
して「子どもの善行表彰制度」を開設し、『奉
仕』『親切』、『努力』、『挨拶』という四つの
部門を設けて別府市内小学校、中学校の中か
ら地域のために優れた奉仕活動をしている生
徒や学校を選び、表彰することを計画した。
　地域社会に対して優れた奉仕活動を行った
小中学校の生徒や学校を表彰。（各学年ひと
り程度）
　市内の小学校・・・・・17校
　市内の中学校・・・・・８校

４．会員数の年次的推移とクラブ独自のスマイル
ボックスの推移

１．会員数の推移については下記の表の如く、21
名に始まり、多い時は31名の時もあったがその
後少しずつ減少し、現在は19名を数える。
　女性会員の入会は県下では初めてで、1990年
に１名の入会があり、その後は表のように入会
と退会が繰り返され、2010年１月現在、会員総
数19名中女性会員５名となっている。
2012年７月３日　24名
2012年11月13日　26名（２名入会・島田光男
　　　　　　　　　　　　　　・梅津圭二）
2012年12月４日　27名（１名入会・佐藤公亮）

２．わがクラブ独自のスマイルボックスの推移
　創立以来すべて自主申告で、独日のスタイル
で行われており、その和やかな雰囲気はゲスト、
ビジターにも良い印象を与え、小さいクラブな
がら他にみられない成績をあげている。
　その成績を示すと、初年度においては会員数
27名で年間323件（596,000円）、1997～98年度
は会員数26名で年間540件（997,000円）、1999
～2000年度より会員数は少しずつ減ってはいる
が年間100万円を超え、2005～2006年度は会員
数25名でこれまでの最高121万となり、その後
会員数の多少の減少とともに85万、84万、83万
円と低下している。
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