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◆点　　鐘　　12：30
◆Ｒ　　Ｓ　　それでこそロータリー
◆唱　　歌　　上を向いて歩こう
◆ゲ ス ト　　平野英壽氏（2013-2014年度ＲＩ第2720地区

大分第３グループガバナー補佐）
文　智炫さん（米山奨学生）

会長の時間	 会長　髙宮　勝美

　皆さん、こんにちは。毎日、湿度の高い梅雨の
日々が続きますが、体調は如何でしょうか？沖縄
地方は梅雨明け宣言が出たようですが、大分県も
間もなく熱い夏が来ます。体調管理は十分に注意
をして下さい。
　さて、今日は高宮年度の総決算で有ります、ク
ラブ協議会が例会閉会後に行われます。次年度に
繋ぐための建設的な意見が多数出ることを期待し
ています。
　本年度の各委員長さん、大変お疲れさまでした。
そして、引き続き行われる次年度のクラブ協議会
は、多くの要望を取り入れて、明るく楽しいクラ
ブ運営が出来ます様に祈念致しております。
　次期のガバナー補佐の役職が、日出クラブの都
合に依り一年早く回って来て、少し戸惑いました
が、私が入会した時の会長でいらした平野英壽会
員が、依頼を快く引き受けて頂き、感謝すると共
に、本日少し早いのですが、今期のガバナー補佐
の出席を頂いておりませんので、出身クラブの気
心知れた人達の会でデビュー戦を迎えて総評を頂

きたいと思います。皆様のご協力を宜しくお願い
致します。

幹 事 報 告	 前田　哲矢

―ロータリー親睦活動月間―
１．本日は第５回（新・旧）クラブ協議会を開催

致します。

◆出席報告　　　　　　　委員長　平野　英壽

・メイクアップ
　　事前　佐々木（別府東）
　　事後　
　　欠席　堀、中尾
　　理事会承認　椛田、岐部
　　出席免除　溝部、鳴海
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2012 ～ 2013 年度
			ＲＩテーマ　　　　

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
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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
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２．本日のゲスト
平
ひら

野
の

　英
えい

壽
じ

 氏（2013-2014年度 RI第2720地区
 大分第３グループ ガバナー補佐）

文
ムン

　智
ジヒョン

炫さん（米山奨学生）
３．６月14日（金）19：00～割烹旅館 ゆめさきに

於いて「第８回（新旧）別府市内４ＲＣ会長
・幹事会」が開催されました。
出席者：髙宮勝美会長、平野英壽次年度ガバ

ナー補佐、森園伸也副会長、平野教
康副幹事、前田哲矢幹事

４．お祝い（次週、夜例会の為、２週分合わせて
お祝い致します。）
会員誕生日　衛藤秀子会員（６月25日）
　　　　　　島田光男会員（６月26日）
　　　　　　亀井　孝会員（６月27日）

※記念品をお渡し致します。

配偶者誕生日　森　北実さん（６月30日）
※ご自宅にお花が届きます。

５．例会変更のお知らせ
竹田ＲＣ　６月25日（火）の例会は会長・幹

事慰労会の為　同日18：00～ホテ
ル岩城屋に時間変更

６．次週の予定
「会長・幹事慰労会」
＊時間・場所を変更し、18：30～　ホテル山
水館に於いて開催いたします。

７．本日の回覧
①杵築ＲＣ　週報
②「７月９日（火）例会」出・欠席

８．本日の配布
①週報No.1146

ホテルニューツルタ
　　　　　　　女将

スマイルボックス	 委員長　大江　知巳

髙宮会長○
　沖縄では梅雨も明け、大分県ももうすぐ梅雨
明けですね。暑い暑い夏がすぐそこです。皆さ
ん体調管理をしっかりして下さい。
　今日はクラブ協議会です。明日のクラブ運営
の為、しっかり討議しましょう。

前田会員○
　夏風邪ひきました。１週間目です。幹事報告、
あと１回です。頑張ります。
平野○ （英）会員
　前に座らせられて舞い上がってしまいまし
た。2013～14年度ガバナー補佐、がんばってやっ
てみます。みなさんよろしく。
佐藤会員○
　先週私が食べに行って美味しかった冷麺のお
店をご紹介します。店の名は「一休」。場所は
大分のパークプレイス内。味は麺に腰があり、
スープはコクがあるカツオ風味、おにぎりはお
米に拘ってました。大分方面に行くことがござ
いましたら是非行ってみて下さい。ちなみに店
主は平野英壽会員でした。
　今日はシングルの予定で来ました。大江スマ
イル委員長の熱烈な押し売りを受けたので1000
円プラスします。
河村会員○
　もう少しで大江会員の楽しいスマイル年度が
終わるのはさびしいなー。大江委員長に心より
スマイル。
近藤会員○
　いつも元気な大江さんがスマイルボックスの基
金が少ないとガラにもなくしょげているので、以
前の大江さん戻れるように元気一杯スマイル!!
堀会員○
　本日は年に１度の慰安旅行で道後温泉に行っ
てます。新旧クラブ協議会にも出席できません。
ごめんなさい…!!
　お詫びしてスマイルします。
亀井会員○
　皆様のおかげで60歳を迎える事ができます。
感謝、全てに感謝です。
木村会員○
　１年の過ぎるのは本当に早いですね。自分の
年を忘れるぐらい早い!!
　来期、我らの英ちゃんガバナー補佐ガンバレ！
村津会員○
　先週の日曜日、エイトピア・オオノで大分県
合唱祭がありました。
　私共のクール・あおやま合唱団も出演して好
評でした。
　感謝してスマイル。
森会員○
　12：30で退場します。悪しからず。
　家内の誕生日のお祝いありがとうございま
す。還暦まであと一年。
　痰がからんで声がかれるので病院へ行きまし
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た。ひとこと「加齢ですね」。あ～。
後藤会員○
　ついにあと１回!!
大江会員○
　先週は中国出張のため、みなさんにお会いで
きなくて残念でした。いよいよスマイルの時間
もあと２回！来週は最初にお約束したように

『スマイル大賞』の発表です！お楽しみに!!

第５回（新・旧）クラブ協議会	

◇2012～2013年度　委員会活動報告◇

◇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。
　上記については、ほぼ達成出来たと思います。
◇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
　今年度目標３０名に対し、４名増えて２８名に
なっております。
　女性会員がなかったのは残念です。
　残り少ないですが１名でも多くの入会していた
だくよう努力をします。
◇出席委員会　　　　　　　　　
　委員長　平野　英壽　　副委員長　衛藤　秀子
１．当クラブはいつでも楽しい例会であり、雰囲

気はとても良いと思っています。
２．他クラブのメイキャップや地区大会や他のイ

ベント等の事業に参加して出席率アップにつな
がった。

３．もう少し出席率を上げてほしい。（平均８０
％くらい）
◇親睦活動委員会　　　　　　　　　
　委員長　佐々木久宜　　副委員長　大島由美子
・活動報告
 7月24日 夕涼み例会 別府タワー
 8月30日 ソフトボール練習 野口原グランド
 9月11日 ソフトボール練習 野口原グランド
 9月18日 月見例会 割烹旅館ゆめさき
 9月23日 別府近隣７RCソフトボール大会 野口原グランド
 10月16日 職場例会 春香苑
 12月18日 忘年会 ホテル山水館
 1月 8日 新年会 割烹旅館ゆめさき
 4月 2日 花見例会 春香苑　
 4月20日 別府中央RC親睦ゴルフ 玉名カントリークラブ

 4月29日 別府市近隣７ＲＣ合同親睦ゴルフ大会 別府扇山ゴルフ場
 6月25日 会長・幹事慰労会 ホテル山水館
　　以上の活動を行いました。
・会員誕生日・配偶者誕生日・結婚記念日には祝

品を贈呈し、ハッピーバースデーを歌い、皆で
お祝いしました。

・親睦活動に多くの会員の参加をいただき、皆で
親睦を深めることができました。
◇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。
　上記について１．は達成出来たと思います。
　２．３については特に機会がありませんでした。
◇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した。
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した。
◇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
①全て自主申告によって提供されたスマイル実績
（先週6/11現在）

　①職業奉仕関連　　　　１３件
　②社会奉仕関連　　　　１８件
　③身辺慶事・ほほえみ　３９件
　④その他　　　　　　２５３件
　⑤ゲスト・ビジター　　　６件
　　　　　　　　　計　３４９件　５５２，４００円
　経済状況の厳しいさなかですが、大変多額のス
マイルを頂戴しました。ありがとうございました。
◇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、例会、

年間プログラムを実行できた。
２. ゲスト卓話者に週報と写真を郵送しました
３. 新会員による卓話をおこなうことができました
４. 例会をスムーズに進行するための準備を念入

りに行うことができました。
◇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．平成24年11月1日　島田・梅津・佐藤　３氏

のインフォメーション（割烹ゆめさき）
２．平成24年11月8日　家庭集会（楠町まちなか

E-mail:info@beppu4rc.jp
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カフェ）
３．平成24年2月16～17日　指導者研修セミナー
（大分）

４．平成25年5月23日　西馬氏のインフォメーショ
ン（ホテル晴海）
◇広報・雑誌・会報委員会
　委員長　河村　貴雄　　副委員長　後藤　　隆
１．会員に原稿の締め切り日を着実に守って頂い

た為、会報のゲラ刷りを早めに確認でき、タイ
ミング良く会報の配布ができた。

２．今年度は小学生対象の善行表彰授与式の様子
が数多くマスコミに取り上げられた。
◇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例会中の禁煙。

２．例会中の携帯電話マナーモードの徹底。
３．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。
４．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。
　上記　活動計画の１．２．３．については、計画
通り実行できたと思います。４．はあくまでも実
験的に数ヶ月実施しましたが、好き嫌いもあるよ
うで、その後は中止しました。
◇職業奉仕委員会　　　　　　　　　
　委員長　木村きぬゑ　　副委員長　森　　宗明
１．職業奉仕表彰の実施

H24.10.16　日本舞踊花柳流稽古所教授　花
柳 笹良志 氏に職業活動表彰を行った。

２．職場例会
H24.10.16　春香苑に於いて職場例会を行い、
日本舞踊花柳流稽古所教授　花柳 笹良志 氏
に卓話をして頂いた。

◇社会奉仕委員会　　　　　　　　　
　委員長　森　　宗明　　副委員長　岐部　光男
もみじ谷奉仕作業
　NPO法人、別府もみじ谷トラスト機構の主催する
奉仕作業には出来るだけ参加する事を活動計画に
定め以下のように参加し、実行した。（5月29日現在）
■2013年7月29日（日）
　8：30～参加者は、森園伸也副会長、平野英壽、
平野教康、梶原和朗、亀井孝、村津忠久、森宗明、
佐々木久宜、前田哲矢各会員、平野なるみさん、
平野工務店より、寺西氏、柚野氏、陸上氏自衛隊
別府駐屯地曹友会27名の計39名でした。
■11月4日（日）
　9：30～参加者は、亀井孝、森園伸也、村津忠久、

森宗明、佐々木久宜各会員及び、平野工務店より
寺西氏、陸上自衛隊別府駐屯地曹友会より大野会
長以下27名、一気登山実行委員会より伊豆副委員
長以下4名の計37名でした。
■5月12日（日）
　8：30～参加者は、森園伸也副会長、梶原和朗、
亀井孝、村津忠久、森宗明、佐々木久宜各会員、
平野工務店より寺西氏、チャレンジスペースより
酒井皓平氏、県立農業大学校より中村進先生、コー
ラスグループより7名の計16名でした。
苗木代
　2013年３月31日植樹　200本　　58，800円
　2013年４月４日植樹　300本　　88，200円
　　合計　147，000円（税込）
◇新世代委員会
　委員長　堀　　由美　　副委員長　溝部　　仁
・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。
・市内の小学校、８校（第一区分）を回り、地域

社会に対して優れた奉仕活動を行った生徒の善
行表彰を行った。

①西小学校…該当者なし
②青山小学校…６名　2/15　校長室にて表彰
③南小学校…３名　2/5　全校集会にて表彰
④春木川小学校…10名+団体1名
　　　　　　　　2/5 全国集会にて表彰
⑤別府中央小学校…29名　2/5 全校集会にて表彰
⑥東山小学校…該当者なし
⑦山の手中学校･･･22名　2/25 全校集会にて表彰
⑧浜脇中学校･･･4名　2/4　全校集会にて表彰
◇国際奉仕委員会　　　　　　　　　
　委員長　大島由美子　副委員長　近藤　賢司
１．前年度に引き続き、立命館アジア太平洋大学
（ＡＰＵ）のＮＧＯ団体であるＰＲＥＮＧＯと
ハビタットＡＰＵに当クラブより支援金15000
円づつを贈りました。

２．５月14日にハビタット、28日にＰＲＥＮＧＯ
の代表が卓話で国際的な奉仕活動を報告した。
◇ロータリー財団委員会
　委員長　中尾　　誠　　副委員長　村津　忠久
　活動計画通り実施致しました。
１．年間10ドルの一般寄付
　　10㌦×80円×24名＝19,200円
２．特別寄付（6/18 現在です。）
　・大江知巳会員　$1000（10/31 恒久基金）
　・村津忠久会員　$ 100（11/7）
　・平野英壽会員　$ 100（11/20）
３．100万ドルの食事の実施（H25年11月20日）
　　２㌦×80円×24名＝3,840円
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◇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
　　普通寄付　前期2,500円×24名＝60,000円
　　　　　　　後期2,500円×27名＝67,500円
　　特別寄付（6/18 現在です。）
　　　平野　教康会員　10,000円
　　　木村きぬゑ会員　10,000円
　　　堀　　由美会員　10,000円
　　　河村　貴雄会員　10,000円
２．米山ランチの実施（10/2）
　　　　＠1,000×24名＝24,000円
３．米山奨学生卓話(10/2)
　　ホッセイン・モハマッド・イムランさん

　10/16,日田中央ＲＣ，10/24宇佐2001ＲＣ
へ引率して卓話へ行きました。

◆2013～2014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　前田　哲矢　　副委員長　平野　教康
１．広報委員会と協力し、奉仕プロジェクトが十

分に関知されるようにする。
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　堀　　由美　　副委員長　木村きぬゑ
１．今年度目標
　　会員総数　３３名
２．具体的な活動

①未加入職業分類を調査して現会員の協力のも
と、会員増強活動を行う。

②現会員が最低１人の新会員候補者をリスト
アップし、委員長に報告する。

③当クラブの特徴である女性会員や若手会員の
入会を勧める。

◆出席委員会　　　　　　　　　
　委員長　衛藤　秀子　　副委員長　津末美代子
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　梶原　和朗　　副委員長　佐藤　公亮
　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
 10月14日 別府近隣７ＲＣ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　亀井　　孝　　副委員長　島田　光男
１．例会５分前に当日の体調を確認するための体

操を、楽しく実施したい。
２．健康に関する情報等があれば、各会員より情

報を頂き発表もしたいと思います。
◆ロータリーソング委員会
　委員長　木村きぬゑ　　副委員長　河村　貴雄
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　森　　宗明　　副委員長　近藤　賢司
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　大江　知巳　　副委員長　亀井　　孝
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。

E-mail:info@beppu4rc.jp
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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　河村　貴雄　　副委員長　森　　宗明
１．ロータリー歴の浅い会員の為に、ロータリー

の基礎用語の解説をわかりやすくする。
２．先輩会員が作成された「ロータリークラブ入

会のしおり」や「ロータリー物語」等を利用し
て、会員にロータリーの知識を伝えてゆく。
◆広報・雑誌・会報委員会
　委員長　大島由美子　　副委員長　佐々木久宜
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　髙宮　勝美　　副ＳＡＡ　大島由美子
１．開会３０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．例会中の私語を厳禁。
５．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。
６．クラブ会員及び、ビジターの早退防止（最後

まで出席して戴く）
７．座席の場所は、毎会抽選にて決める。色々な

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　森　　宗明　　副委員長　堀　　由美
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　佐々木久宜　　副委員長　森　　宗明
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．「NPO別府もみじ谷トラスト機構」主催の社

会奉仕作業へのクラブ会員の参加を呼びかけ
る。

３．もみじ谷の植樹作業への苗木の提供をクラブ
理事会の承認を経て実行する。

◆新世代委員会
　委員長　後藤　　隆　　副委員長　堀　　由美
１．溝部学園のインターアクトクラブと積極的に

連携し、活動を支援する。
２．別府中央ロータリークラブ会員と溝部学園イ

ンターアクトクラブ会員の連携を深める。
３．前年に引き続き、市内の小学生・中学生の善

行表彰を行う。
◆国際奉仕委員会　　　　　　　　　
　委員長　近藤　賢司　　副委員長　梅津　圭二
１．国際学生（留学生）に日本語を教えるボラン

ティアに参加する。
２．当地域で国際奉仕を行っている団体と交流し、

活動を支援する。
３．国際的視野に立ったゲストを招き、卓話を企

画する。
◆ロータリー財団委員会
　委員長　中尾　　誠　　副委員長　後藤　　隆
　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　津末美代子　　副委員長　大江　知巳
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
文　知炫（ムンジヒョン）さん

（立命館アジア太平洋大学）
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