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◆点　　鐘　　12：30
◆Ｒ　　Ｓ　　我等の生業
◆唱　　歌　　我は海の子
◆ビジター　　染原　浩二　　菊口　邦弘

中村　由美　　後藤　龍哉
阿部　清治　　権藤　和雄
　　　　　　　（以上別府）
下郡　　隆　　大附　嘉孝
パルド・フィリップ
メイルマノフ・セリック
クーパー・マルコム
　　　　　　　（以上別府北）
安部　　勇　　和田　　修
持永　登茂　　桝田　　浩
中塚　茂次　　瑞木　一博
　　　　　　　（以上別府東）

会長の時間	 会長　森園　伸也

　２回目の会長の時間ですが早くも話す内容に困
りまして、何かないかとロータリーの友をめくり
ました。７月号のロータリーの友に今年度のＲＩ
会長メッセージ記事が載っていましたので、ご紹
介したいと思います。
　記事の中程に“全会員が真のロータリアンにな
れば…”とあった後に
　『私たちがロータリーで達成できることを認識
した時、すなわち、私たちがロータリーを真に実
践した時、人々の人生は豊かになります。私たち
を必要とする人々の人生を私たちは変えます。そ
れは当然のことです。同じように、私たちの人生
も変わります。これも必ずそうなります。これが、
2013－2014年度の私たちのテーマ「ロータリーを
実践し、みんなに豊かな人生を」の一番大切なと

ころです。』とあります。この文章の私たちを必
要とする人々とは、いろんな意味が含まれている
と思います。家族、会社の社員やお客様、地域社
会等です。しかし、この中に忘れないで欲しいの
が会員同士です。前回の会長の時間でも申しまし
たが、縁あって入会したクラブです。様々な個性
を持った会員さんがいます。会員同士で良い刺激
を受けあえば、求めるものがきっと見つかると思

◆出席報告　　　　　　　委員長　衛藤　秀子

・メイクアップ
　　事前　
　　事後　平野（教）、河村（別府東）
　　欠席　西馬、大江、島田
　　理事会承認　椛田、岐部
　　出席免除　溝部
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2013 〜 2014 年度
			ＲＩテーマ　　　　

国際ロータリー会長　　ロン	D・バートン	（国籍・アメリカ）
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

理事
　〃
　〃
　〃

理事
　〃
　〃

森園　伸也
前田　哲矢
後藤　　隆
近藤　賢司

森　　宗明
村津　忠久
佐々木久宜

ＳＡＡ　髙宮　勝美
直前会長　髙宮　勝美

役員　会　長　森園　伸也
　　　副会長　前田　哲矢
　　　幹　事　平野　教康
　　　会　計　木村きぬゑ

会報委員長　大島由美子第 　 　 回 例 会
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います。
　以上で会長の時間を終わります。

幹 事 報 告	 平野　教康

１．「就任挨拶（活動計画）」
前田哲矢クラブ奉仕委員長、森　宗明職業奉
仕委員長、佐々木久宜社会奉仕委員長、近藤
賢司国際奉仕委員長、後藤　隆新世代委員長

２．第１回定例理事・役員会報告
（平成25年７月２日（火）13：40～

於；ホテルニューツルタ　10名）
審議事項
１）佐藤公亮会員退会願いの件。（平成25年６

月30日付）※承認
２）2013－2014年度予算（案）の件。※承認
３）2013－2014年度年間スケジュール（案）の

件。※承認
４）2013－2014年度前期納入金徴収の件。※承

認
５）出席規定免除者承認の件。※承認

定款第９条第３節（a）（椛田健治会員、岐
部光男会員）
＊欠席の場合、出席率に参入されない。
定款第９条第３節（ｂ）（溝部　仁会員、
鳴海淳郎会員）
＊欠席の場合、出席率に参入されない

６）夕涼み例会の件。※承認
日　時　平成25年７月23日（火）18：30～
場　所　別府タワー
会　費　5,000円（個人より3,000円+例会

食費より補助2,000円）
７）ロータリーコール負担金の件。[例年各ク

ラブ20,000円（親睦委員会より）]※承認
８）「お祝い（会員誕生日・配偶者誕生日・結

婚記念日）」記念品の件。
※承認（本日より回覧しています。）
会員誕生日　＊ササキ電器、春香苑、梅津生花

店より　クラブ負担 5,000円
配偶者誕生日　＊　　　〃　　　　個人負担
結婚記念日　＊　　　〃　　　　個人負担
精　　　勤　＊毎年３･５・10・15・20・25・30～

の会員へ年度末に例会で表彰
（記念品約5,000円）

＊本年度より会員１年の方に会員章を贈呈
（1,000円）

＊本年度より新会員の推薦者会員には会員
章を贈呈（10,000円）

確認事項
１）例会場に都合により、例会場所変更の件。

日　時　平成25年７月９日（火）12：30～
場　所　ホテル山水館
＊例会終了後、「近隣７ＲＣソフトボール

大会監督会議」を開催
２）７月・８月例会予定の確認。

 ７月２日 「役員就任挨拶」会長、副会長、幹事、
会計、ＳＡＡ

 ９日 「就任挨拶（活動計画）」
  クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、

国際奉仕、新世代各委員長
 16日 「就任挨拶（活動計画）」５大奉仕以

外の各委員長
 23日 「夕涼み例会」
 30日 定款第６条第１節（Ｃ）に基づき休会
 ８月６日 「第２回クラブ協議会」
 13日 定款第６条第１節（Ｃ）に基づき休会
 20日 「会員増強クラブフォーラム」
 27日 「会員卓話」村津忠久会員

３．2013学年度RI第2720地区米山奨学生夏季研
修会のご案内
日　　時　平成25年８月４日（日）～５日（月）
場　　所　阿蘇ＹＭＣＡ研修施設
　　　　　熊本県阿蘇市車帰358 ☎0967-35-0124
出席義務者　米山奨学生、米山カウンセラー、

地区米山奨学委員
会　　費　3,000円
登録締切　７月16日（火）

４．委員会報告
鳴海淳郎初代会長より　〈初代会長からの提
言〉毎例会の「会長の時間」を大切に

５．お祝い
精　　勤　岐部光男会員（６日＝在籍３年）

６．例会変更のお知らせ
大分1985ＲＣ　７月22日（月）の例会は、クラブ

内研修の為　同日12：30～コンパ
ルホールに場所変更

大分中央ＲＣ　７月23日（火）の例会は暑気払い
笑談会の為　同日18：00～大分セ
ンチュリーホテル地下１Ｆ琥珀の
間に時間・場所変更

中津ＲＣ　７月24日（水）の例会は職場例会
の為　同日12：30～童心会館に場
所変更

http://www.beppu4rc.jp/chuo/
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中津平成ＲＣ　７月25日（木）の例会は、納涼例
会の為　同日18：30～割烹嘉乃に
時間・場所変更

大分東ＲＣ　７月25日（木）の例会は、夜の例
会の為　同日18：30～丸福に時間
・場所変更

７．次週の予定（原稿をお願いします。）
「就任挨拶（活動計画）」
（会員増強・職業分類・会員選考）、出席、親睦、
健康増進、Rソング、スマイルボックス、プ
ログラム、（Ｒ情報・研修委員会）、（広報・
雑誌・会報）、Ｒ財団、米山奨学　各委員長

８．本日の回覧
①宇佐ＲＣ週報
②「夕涼み例会」出・欠席（７月23日）
③「第２回クラブ協議会」出・欠席（８月６日）
④お祝い記念品アンケート
⑤自衛隊父兄会より「おやばと」

９．本日の配布
①週報No.1149
②ロータリー探究No.479
　「毎例会の「会長の時間」を大切に」
③ガバナー月信No.1
④月信綴り

スマイルボックス	 委員長　森　　宗明

森園会長○
　先日、ゴルフで後藤さんからいただいたお小
遣いでグリップ交換出来ました。またお願いし
ます。
平野○ （教）会員
　久し振りに山水館で感激です。あと46回の例
会頑張ります！
　今日は会長と同じブレザーで参加です。似合
うでしょう！スマイル。
平野○ （英）会員
　梅雨があがり、暑いですね。この暑さの中、
後３クラブ例会出席しなくてはなりません。へ
こたれず頑張ります。
村津会員○
　私共の合唱団クール・あおやまは53年前に誕
生して活動を継続しているチームです。
　一昨日７月７日（日）、ビーコンプラザ、フィ
ルハーモニアホールで「第19回・定期演奏会」
を公演致しました。

　御来場下さった会員のみなさん、ありがとう
ございました。感謝です。
　盛会裡に無事終了しました事に感謝してスマ
イル。
河村会員○
　森園会長、平野幹事、本年度よろしくお願い
します。ロータリー情報委員長の務めを鳴海先
生の絶大なるご協力のもと果たしたいと思います。
前田会員○
　今日も暑いです。熱中症にならないように、
充分に水分補給をしてがんばりましょう。
亀井会員○
　本日は、北浜海岸まちづくり協議会出席の為、
途中退席します。
後藤会員○
　森園会長にお小遣いを取られたのでスマイル
したくないのですが、隣席がうるさいのでスマ
イル！
木村会員○
　久し振りにロータリー、お昼のごちそう。う
れしい！
　まだまだカセットレコーダーに慣れず会長に
頼ってしまって…早く慣れなければと思ってい
ます。２～３ヶ月待ってくださいネ。
　ソングの指揮もまだまだ村津さんを横目で見
ながらふります。
堀会員○
　今日の食事はおいしかった～！　出席して良
かったー！
　新年度が始まり、また新たな気持ちで頑張り
ます。
森会員○
　ギックリ腰です。なにもしてないのにギック
リ腰です。“使わんからや”と言われて“そうか！！”

就任挨拶	 クラブ奉仕委員長　前田　哲矢

　活動計画は、広報委員会と協力し、奉仕プロ
ジェクトが充分に関知されるようにするとクラブ
で行っている活動の意義や意味が理解できる機会
をもっと設けていきます。
　広報については、委員長の大島さんが積極的に
報道機関に知らせての取材と計画されていますの
で、お互いの連携のもと活動できたらと思います。
　又、活動の意義や意味が理解できる機会をもっ
と設ける例会は当然ですが、森園会長が就任挨拶
のなかで夜例会の話もされていましたので、この
ような機会を活用できればとおもいます。 

E-mail:info@beppu4rc.jp
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就任挨拶	 職業奉仕委員長　森　　宗明

　　職業奉仕はロータリークラブの奉仕の中でも
根幹となる奉仕であると言われますが、その解釈
は様々で難解であるとも言われます。
　私は「職業奉仕」を二つの側面から見て行こう
と考えています。
　一つは「個人的に行われる事」としてとらえる
ことですが、幾つかの言葉で表せば
・奉仕の手段として職業が用いられればこれは職
業奉仕と言えます
・ロータリーでは、自分の職業を通して奉仕する
ことが主軸でありこれがロータリアンの使命であ
ると言えます。
・職業は社会に奉仕する機会であります。
・ロータリーで言う職業奉仕とは、クラブ奉仕に
よって培われた奉仕の心を自分の職業に活かす事
です。
　今一つは「クラブのプログラム」としてとらえ
る一面ですこれも言葉で表せば、
・クラブの役割は職業奉仕の模範を示し、会員が
寄与援助できるプロジェクトを開発し、会員は
ロータリーの基本方針に従って実践し、クラブの
開発したプロジェクトに応え協力する事によっ
て、職業奉仕の実績を挙げることである。
・職業奉仕とは、あらゆる職業に携わる中で、奉
仕の理想を活かして行く事をロータリーが育成、
支援する方法である。
・職業奉仕は、ロータリークラブとクラブ会員両
方の責務である。クラブの役割は、模範となる実
例を示すことによって、また、クラブ会員が自己
の職業上の手腕を発揮できるようなプロジェクト
を開発する事によって、目標を実践奨励すること
である。クラブ会員の役割はロータリーの原則に
沿って、自らと自分の職業を律し、併せてクラブ
が開発したプロジェクトに応える事である。
　等等。
　「個人的に行われる事」としての職業奉仕の概
念は解かりやすいものです、まづこれから実践し
ては如何でしょうか。

就任挨拶	 社会奉仕委員長　佐々木久宜

　今年度社会奉仕委員長を仰せつかりました佐々
木です。
　別府中央ロータリークラブの社会奉仕事業はク
ラブ創設時から『もみじ谷』の支援を続けています。
　『別府もみじ谷』は阿蘇くじゅう国立公園の入
り口に位置する広さ約30ヘクタールの谷で、別府
温泉の大切な水源である朝見川の源流地域である。

もみじの植樹によるこの谷の環境保全には、温泉都
市別府の生命線にかかわる大切な必須事業です。
　別府中央RCでは平成２年11月２日より、第１
回目の植樹を実地し、毎年継続して続けられ、今
年で24年続けられています。
　陸上自衛隊別府駐屯地曹友会、コーラスグルー
プも皆さんのご協力を得て、年３回の定期的作業
が行われ、当クラブより提供したもみじの苗木は
累計10,000本を数え、途中何度も台風、害虫によ
る被害はありましたが、現在約3,500本が、生育
しております。
　2006年７月に『もみじ谷』の事業はクラブ創
立20周年の折『NPO法人もみじ谷トラスト機構』
に管理・運営をゆだねましたが、これまでの別府
中央ロータリークラブの多大な貢献をおろそかに
しないためにも、今後もこの事業に寄り添って、
手を添えて、見守っていきたいと思います。
　11月と３月に『もみじ谷』での社会奉仕作業を
おこなっています、メーキャップの対象にもなっ
ていますので、クラブ会員の皆様の参加もよろし
くお願いします。
　本年度より、新しい社会奉仕活動の対象も探し
ていきたいと考えています。
　会員の皆さんのご協力を頂きながら進めていた
だきたいと思いますので、よろしくお願いします。

就任挨拶	 国際奉仕委員長　近藤　賢司

国際奉仕委員会＝２つの目標
※１つ目の活動
　一昨年、国際的な奉仕団体PRENGOに支援金
を送りました。昨年大島委員長の時に別府大学と
接したが国際的奉仕団体は存在しなかったので、
再度ＡＰＵのPRENGO＆ハビタットＡＰＵに２
年間金銭面のみの支援をしました。今年はもっと
深く接してＲ財団の地区補助金の対象となるよう
な活動をする。
※２つ目の活動
　別府中央ロータリークラブみんなが国際奉仕に
参加していただきたい。留学生に私達の力で日本
を別府を好きになり知ってもらう為に、日本語を
教えることをして国際奉仕をする。

就任挨拶	 新世代委員長　後藤　　隆

　前年の髙宮年度から始まった『善行表彰』を、
堀前委員長に指導してもらい今年度も継続して行
いたい。また、溝部学園のインターアクターとも、
その活動に積極的にかかわり学生たちのリーダー
シップの発揮に手を貸していきたい。
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