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◆点　　鐘　　12：30
◆Ｒ　　Ｓ　　別府中央Ｒ.Ｃ.の歌
◆唱　　歌　　茶摘み

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。
　４月21日は貴重な日曜日に、次期の役員研修会
の為、12名もの会員が熊本県人吉市まで遠路行き、
勉強をして頂き大変お疲れ様でした。勉強の成果
を本日と次回の例会の時間に皆様から伺える事を
楽しみにしております。
　そして、いよいよ次期の体制が整ってきており、
私達の任期が残り２ケ月になり、早く６月末が来
るのを私は心待ちにしております。
　今日、例会場で久し振りに鳴海会員のロータ
リー研究のレポートを頂き目を通しました。後程、
鳴海会員からの解説を頂きますが、ロータリーク
ラブ全体の現状について私も憂いております。私
自身、ロータリーの厳しさに憧れ入会したのです
が、一クラブ同業者が５名まで良いとか、何の為
の異業種の奉仕団体かと思っています。
　まだまだ我がクラブに所属していない業種があ
ります。私も鳴海会員同様にロータリーの経費の
増大も心配でケチる訳では有りませんが、折角
作ってくれた食事を無駄に捨てたりしないよう
に、ほんの少し努力する事で我がクラブは前年会
費の10％カットを実現しました。しかし、まだま
だ無駄な経費が多く、市内４クラブ合同事務所の
見直しの為、諮問委員会を設置しましたので来期
からの運営を楽しみにしています。
　会員の入会資格についても大変批判を頂いてい
ますが、私は現在の会員を大切にするため、同業
者の入会はたとえ当クラブのＯＢでもあっても
断って来ました。私は今、一緒に頑張っている仲
間が意見の衝突が有っても、お互いクラブの為を

思っての事だと思い、全力で退会防止の為の食事
代免除や同一業種入会拒否、食事代の切り詰め、
特定会員に委員長等が偏るのでなく新会員を含む
全会員へ責任ある役職のお願いをして、より一人
一人の会員がロータリアンとして自分のクラブに
於ける存在感を認識して頂き、例会出席を楽しみ
にして参加できるような素晴らしい会であれば、
あの人もこの友も誘いたくなり、会員皆で会員総

◆出席報告　　　　　　　委員長　平野　英壽

・メイクアップ
　　事前　
　　事後　
　　欠席　河村、村津、佐藤、島田、中尾
　　理事会承認　椛田、岐部
　　出席免除　溝部
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数過去最高へのチャレンジを自主的に行ってくれ
る、またそうなって欲しいと願います。
　一般の人々へのロータリーＰＲと、子供達への
ロータリークラブへの関心度アップ等を考慮し
て、新規事業（市内小中学生善行表彰制度）等を
私は副会長の時から企画していた事業を実施致し
ました。独断的と思われる事が多々あるかも知れ
ませんが、時が評価をしてくれると思います。
　次期の役員の方々に今までの流れの中の事業で
無く、委員会毎にひとつずつ積み上げて、今から
起案し、予算組をした新しいクラブ運営を期待い
たします。
　今迄と違っているや過去に実績が無い等、ベテ
ラン組は口を挟まず、失敗も楽しい思い出と評価
し実践させて下さい。次期の役員各位の健闘を祈
り会長の時間を終わります。

幹 事 報 告	 前田　哲矢

―雑誌月間―
１．本日の卓話
「地区協議会報告」

２．『ロータリー適用相場変更』のお知らせ
５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　９８円　（現行94円）
３．第７回臨時理事・役員会報告
　　（平成25年４月16日（火）　持ち回り）
審議事項
１）新会員候補者の件。※受理
４．４月21日（日）10：00～熊本県の人吉カル
チャーパレス・人吉スポーツパレスに於いて、
「2013-2014年度RI第2720地区	地区協議会」が
開催され、次年度に向けて該当委員会の次年
度委員長が出席されました。
出席者：平野英壽、森園伸也、平野教康、大

島由美子、梶原和朗、森宗明、後藤
隆、佐々木久宜、近藤賢司、亀井孝、
津末美代子、前田哲矢　各会員

５．委員会報告
「ロータリーの現状に対する反省と、その対策」
鳴海淳郎初代会長より

６．お祝い
会員誕生日　木村きぬゑ会員（４月19日）

※記念品をお渡し致します。
結婚記念日　亀井　　孝会員（４月29日）

※ご自宅にお花が届きます。
７．例会変更のお知らせ
宇佐ＲＣ　５月２日（木）の例会は、定款第６

条第１節（Ｃ）に基づき休会
日出ＲＣ　５月７日（火）の例会は、定款第６

条第１節（Ｃ）に基づき休会
大分臨海ＲＣ　５月13日（月）の例会は、職場訪問

例会の為　同日12：30～三井造船
㈱大分事業所に場所変更

大分ＲＣ　５月14日（火）の例会は、夜間例会
の為　同日18：30～大分オアシス
タワーホテル21Ｆに時間・場所変更

別府東ＲＣ　５月16日（木）の例会は、新入会員
歓迎会の為　同日18：30～ホテル
サンバリーアネックスに時間・場
所変更

別府ＲＣ　５月17日（金）の例会は、職場例
会の為　同日12：30～㈲小野自動
車工場に場所変更

８．次週の予定（４月30日）
「定款第６条第１節（Ｃ）に基づき休会」

９．次々週の予定（５月７日）
「会員卓話」梶原和朗会員／森　宗明会員
「会員コラム」溝部　仁会員

＊原稿をお願い致します。
10．本日の回覧
①宇佐ＲＣ　週報
②「もみじ植樹作業」出・欠席（５月12日）

11．本日の配布
①週報No.1139
②ロータリー探究：No.497
　「ロータリーの現状に対する反省と、その対策」

スマイルボックス	 委員長　大江　知巳

髙宮会長○
　地区協議会出席の皆様、おつかれ様でした。
別府中央ロータリークラブ発展の為、頑張って
下さい。
木村会員○
　先日の地区協議会、おつかれ様でした。熊本
は楽しかったですか？昨夜他のクラブの方から
中央すごいなーと言われました。地区協議会出
席人数でびっくりしていましたよ。これからも
中央がんばろうね。
　誕生日お祝い、有難う。嬉しい気持ちとさみ
しい気持ちです。
村津会員○
　海軍兵学校同期生・安江正之君の葬儀参列の
為、ホームクラブ欠席します。メイキャップは
４月26日（金）に致します。お詫びしてスマイル。
梅津会員○
　４月からいけばなを教え始めたのですが、生
徒さんが、初めて、小原流大分支部研究会に参
加しました。３名中２名が「準優秀花」に輝
き、御家元からの賞状をいただきました。残り
１名は桜子５歳で無事いけばなデビューできま
した。ありがとうございます。
佐々木会員○
　地区協議会の昼食の弁当を食べ、鮭の骨がの
どにささりました。いろいろ試してみましたが
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取れず、翌日耳鼻科でとってもらいました。２
cmぐらいの細い骨でしたが強者でした。皆さ
んも気を付けましょう！
近藤会員○
　一昨日のクラブ協議会の前日に、玉名カント
リークラブでゴルフ大会をしましたが、雨で
ショットが乱れたりパットが入らなかったのを
全て佐々木さんのせいにして終了することがで
きました。
　佐々木さん、皆の悪いものを全て背負ってく
れて、親睦委員長としてとても良いクラブ奉仕
ができましたね！スマイル。
前田会員○
　親睦ゴルフ、佐々木さんとデビュー。雨降り
でしたが楽しかったです。おまけにブービー賞
までいただきました。ありがとうございました。
後藤会員○
　地区協議会、出席の皆さん、お疲れ様でした。
特に運転手役の森園、梶原、両会員、ご苦労様
でした。人吉は遠かった！もう行かん。
森園会員○
　地区協議会、ご参加の皆様、お疲れ様でした。
事故なく帰ってこれたことにスマイル。

地区協議会報告	 　

◇ガバナー補佐・会長・幹事部会
次年度ガバナー補佐エレクト　平野　英壽

　４月21日に開催されました。「2013~14年度　
国際ロータリー第2720地区　地区協議会」に大変
遠距離の人吉の地へ、朝早くよりご参加いただき
ましてありがとうございました。
　我中央クラブからは会長エレクト始めとする各
委員長の方々12名が出席していただき、次年度に
向けての意気込みを感じさせていただきました。
私のお世話させていただく第３グループ、他のク
ラブの方々も多数ご参加くださり大変感謝してお
ります。
　皆様方におかれましては、今回の地区協議会で
学ばれた事が次年度クラブ運営の元気なクラブづ
くりの為に役だっていただければ嬉しく思います。
　私も７月から第３グループのガバナー補佐とし

ての活動に向け、精進致す所存です。
　別府中央Ｒ・Ｃを始めとし第３グループの各ク
ラブの皆様方のご支援、ご協力の程よろしくお願
い致します。

◇◇◇　◇◇◇　◇◇◇
◇ガバナー補佐・会長・幹事部会　　森園　伸也
　地区協議会に参加されました皆様大変お疲れ様
でした。
　時間がありませんので２つほどご報告致します。
　１つめは次年度の地区予算で、地区運営資金で
500円とガバナー事務所費で500円の１人当たり
1,000円負担金が増えております。
　２つ目は来年３月の地区大会が今回と同じく人
吉で行われます。　講演には「たかじんのそこま
で言って委員会」に出演してます竹田恒泰さん、
元皇族の方です。
　次週以降事務局を通じまして地区大会へのアン
ケートをお配りしますのでご協力お願いいたしま
す。来年３月のことで気が早い気も致しますが、
宿泊施設の手配の関係上どうしても必要とのこと
ですのでよろしくお願いいたします。
　報告は以上です。

◇◇◇　◇◇◇　◇◇◇
◇ガバナー補佐・会長・幹事部会　　平野　教康
　人吉での会議に12名の参加ができ大変嬉しかっ
たです。大分県内、九州内に多くの知り合いがロー
タリアンになっているのを知り改めてロータリー
の高さを感じました。今後もロータリーと携わっ
ていきたいと思いました。参加した皆様に感謝し
ています。ありがとうございました。

◇◇◇　◇◇◇　◇◇◇
◇広報・IT部会　　　　　　　　　　大島由美子
　広報委員会の第一の責務は地域社会でクラブ奉
仕プロジェクトや活動に対する認識を高めると同
時にロータリーが世界に与える影響やロータリー
の価値観を伝えること、又、人々はメディアや評
判を通じてロータリーを知ることが多いためクラ
ブの取り組みについて会員とメディアに最新かつ
的確情報を提供する事が不可欠。
　そして優れた広報活動は新会員をもたらすだけ
でなく現会員の維持にもつながるという重要な役
割がある。

協議会会場 ガバナー 講演

E-mail:info@beppu4rc.jp

BEPPU	CHUO	ROTARY	CLUB



　又、ＩＴ化が今後進むにつれ委員の選考にあ
たっても資質や能力に考慮すること。

◇◇◇　◇◇◇　◇◇◇
◇職業奉仕部会　　　　　　　　　　森　　宗明
　2013～2014年度地区協議会に次期職業奉仕委員
長として参加して来ましたので報告いたします。
　４月20日早朝森園次期会長の車に同乗させて頂
きました。同乗者は近藤、後藤会員と私そして往
復運転手をしてくれた森園次期会長です。
　20日土曜日は「玉名カントリークラブ」にて、
クラブ会員とゴルフ。冷たい雨のなかで10名翌頑
張りました、私個人的にはほぼ一年ぶりのゴルフ
で、散々でしたがもっと散々な会員も居りました
ね。どうあれ楽しいゴルフでした。夜は津末、大
島両会員と合流して懇親会で美味しいお酒を頂き
ました。
　４月21日は８時過ぎに熊本を出発、迷走しなが
らどうやら人吉の「地区協議会」に間に会いまし
た。参加者800人であったようです。
　ガバナーエレクトのあいさつなどありました
が、基調講演でRI2680地区パストガバナー深川
純一氏の「ロータリーの魅力」と題して話された
内容にただただ同感致しました。
「ロータリーの原理の魅力」
・まず初めに親睦ありき、互いに仲良くして助け
合うのが原則。
・但しロータリーの親睦は単なる飲み食いの親睦
で終わってはいけない、親睦をする中で対人関
係における考え方の向上、人間関係の改善、そ
して何より同僚、先輩を尊敬しかつ学び自己の
向上をすることである。つまり精神的親睦をす
るのである。
・ポールハリスがロータリークラブを作ったのは
「寂しかったから」
そしてロータリークラブの原則
①一業種一会員制の原則：とても大切。

　①・・について2001年の規定審議会で一業種複
数会員をRIは認めたが、これをするかしない
かの判断は各クラブの自治権に任せられてお
り、現在でも多くのクラブが一業種一会員制
を貫いている、実はこのことはとても大切な
ことで、自分達の地区の一つの業種からその
業種の中で一番の人格者を選び会員にする、
そして全ての業種にロータリアンがいる事で
その地区の全ての業種の質が向上し、地区に
貢献するのである。何より会員一人一人の存
在理由、存在価値はその所属クラブが担保し
守る。そのためにも「一業種一会員制」はと
ても大切な原則なのです。

②規則的例会出席の原則：遅刻をしない、途中で
帰らない、私語を慎む。
③ロータリークラブは奉仕クラブでは無く社交ク
ラブであります、つまりロータリークラブが奉
仕するのでは無く、「奉仕する人材を育てる」
のがロータリークラブであります。そして奉仕
から学ぶのです。
④最後に・・全てのロータリアンは「紳士たれ」
以上
■職業奉仕委員会
①職業奉仕がロータリークラブの中核となる事が
らであることは間違いない
②「四つのテスト」を各人が日々の仕事で判断の
指針とし、自己の事業の道徳的水準の向上に努
める
③10月の「職業奉仕月間」にはロータリーの友の
内容は職業奉仕に関わる記事がたくさん出てい
るので是非参考にして頂きたい。
　以上

◇◇◇　◇◇◇　◇◇◇
◇管理運営部会　　　　　　　　　　前田　哲矢
　クラブ奉仕委員会
　新会員を一年未満で辞めさせない為には魅力あ
るクラブにすることである。その為には戦略委員
会を設置し、ベテランの会員と長期的戦略をたて
クラブを活性化させることが必要である。ゲスト
卓話の時間はできる限り30分の時間を取り、用意
された資料は欠席された会員にも渡す気配りが大
事である。

　2013~2014年度2720地区第３グループガバナー補
佐を拝命させていただくにあたり、今の心境を一言。
　私が、我別府中央R.Cに入会させていただいて
早24年になりますが、今回、この大役をやってみ
ろと言われ、「私で大丈夫？」と思いましたが、
ロータリーにＮＯはないという言葉を思い出しま
した。私のロータリーに育てられたお礼の気持と、
ロータリーへの集大成と思うべき大役であります
のでお受けいたしました。

　ガバナー補佐をお引き受けして、今まで何度か
人吉市や熊本市で行われたガバナー補佐研修に参
加させていただき、今までとは違う新たな勉強を
させていただきました。自分で体験してガバナー
補佐の大変さを知り、又、改めて喜んで頑張って
みようと言う気持ちになりました。赤山ガバナー
の会員に対する思いをどれだけお伝えできるかは
不安ですが、頑張ってやらせていただきますので、
皆様、ご協力とご支援を宜しくお願い致します。

会員コラム	 　平野　英壽

20日飲み会 神様仏様平野様
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