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◆点　　鐘　　12：30
◆国　　歌　　君が代
◆Ｒ　　Ｓ　　奉仕の理想
◆唱　　歌　　うみ
◆ゲ ス ト　　平野　英壽 氏（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　森園　伸也

　本日の会長に時間は、お知らせが２つ程御座い
ます。
　まず１つ目が昨日19時より春香苑さんに於い
て、皆様にもご紹介がいっているかと思います新
会員候補者の藤原光生さんへのインフォメーショ
ンが推薦者の髙宮さん、ロータリー情報副委員長
の森さん、会員増強委員長の堀さん、親睦委員長
の梶原さんと私が参加し無事に終了致しました。
本日はお仕事の関係上、出席ができないとのこと
ですので再来週に入会式を行いたいと思います。
藤原さんにはソフトボールでの活躍を期待して
いますと伝えましたので、本日あたりから自主トレに
励んでいただけているのではないかと思います。（笑）
　２つ目が８月３日土曜日にホテル山水館に於い
て、平野英壽ガバナー補佐の呼びかけによる「大分
第３グループＩＭ」開催に向けての打合せ会が第３
グループ各クラブの代表者等が出席し、御座いまし
た。ＩＭとは“地区内の幾つかのクラブ集団に分けて
ロータリー情報及び教育の手段として研究・討議す
る会合で普通、年度後半の午後か夜に開催され儀礼
的時間を含めて５時間が推奨された。地区ガバナー
から任命されたリーダーが部門別司会をし、参加ク
ラブより提出された事項について意見を出し合い討
議をし、経験豊かなロータリアンのカウンセラーが
助言をし、最後の全体討論では元ＲＩ役員のゼネラ

ルリーダーが概評をする方法が普通行われている。”
とあります。まだ正式に決定した訳ではありません
が、今後の打合せの中でホストクラブを決めていき
ますが、我がクラブからガバナー補佐が出ておりま
すので、私どもがホストクラブになることが予想さ
れます、その際には皆様にも何かとご足労かけると
思いますがご協力の程、よろしくお願いいたします。
　本日の会長の時間は以上です。

◆出席報告　　　　　　　委員長　衛藤　秀子

・メイクアップ
　　事前　
　　事後　木村、中尾（別府東）
　　欠席　佐々木、大島、梅津、中尾、堀
　　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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ロータリーを実践し	みんなに豊かな人生を
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幹 事 報 告	 平野　教康

―会員増強および拡大月間―
…本日の例会は、第２回クラブ協議会を開催いたします。…
１．本日のゲスト

平
ひら

野
の

　英
えい

壽
じ

 氏（RI第2720地区大分第３グループガバナー補佐）
文
ムン

　智
ジ

炫
ヒョン

さん（米山奨学生）
２．『ロータリー適用相場変更』のお知らせ

８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　１００円　（現行99円）
３．第２回臨時理事・役員会報告

（平成25年７月23日（火）　持ち回り）
審議事項
１）新会員候補者入会審査の件。※承認
２）2012-2013年度決算報告／2013-2014年度予

算書の件。※承認
４．第30回近隣７ＲＣ親睦ソフトボール大会開催のお知らせ

日　時　平成25年10月14日（祝・月）
　　　　＊少雨決行。雨天中止
場　所　野口原ソフトボールグランドＡ，Ｂ面
ホスト　別府中央ロータリークラブ
参加クラブ　館山、別府、別府北、別府東、杵築、

日出、湯布院、別府中央ＲＣ
負担金　各クラブ　40,000円（ボール・保険代含む）
開会式　午前９時：Ｂ面グランド（集合８時30分）
試合時刻　午前10時（Ａ・Ｂグランド）
懇親会　ホテル山水館（☎66-3211）
　　　　18時30分～　7,000円

≪第30回別府近隣７ＲＣ親睦ソフトボール大会対戦表≫
Ａグランド Ｂグランド

A1 別府東―湯布院 9:30～10:30 B1 別　府―別府中央
A2 日　出―別府北 10:40～11:40 B2 杵　築―館　山

昼休み 11:40～　　 　昼休み
A3Ａ１勝者―Ａ２勝者 12:30～13:30 B3Ｂ１勝者―Ｂ２勝者
A4Ａ１負者―Ａ２負者 13:40～14:40 B4Ｂ１負者―Ｂ２負者
A5 　３位決定戦　 14:50～　　 B5 　　決勝戦　　

※今年度は、千葉より館山ロータリークラブが参加し８チームでの対戦です。
５．７月28日（日）８：30～別府もみじ谷に於いて「もみ

じ谷奉仕作業」を行いました。参加会員の皆様、
ご協力ありがとうございました。当日の参加者は、
森園伸也会長、梶原和朗、亀井孝、村津忠久、
森宗明、佐々木久宜、平野教康各会員、平野工
務店より、大野剛さん、陸上氏自衛隊別府駐屯地
曹友会より大野会長以下25名の計33名でした。

６．８月３日（土）12：30～ホテル山水館に於いて、
2013-2014年度大分第３グループＩＭの開催に
ついての打ち合わせが開催され、平野英壽ガ
バナー補佐と森園伸也会長が出席されました。

７．８月４日（日）～５日（月）熊本県阿蘇ＹＭＣＡ
研修施設に於いて「米山奨学生夏季研修会」

が開催され、平野英壽ガバナー補佐と、米山
奨学生の文智炫さんが参加されました。

８．８月５日（月）19：00～春香苑に於いて新会員候
補者へのインフォメーションを開催致しました。
出席者：森園伸也会長、髙宮勝美推薦者、森

宗明Ｒ情報副委員長、堀由美増強委
員長、梶原和朗親睦委員長

９．本日、例会終了後、「第２回定例理事・役員会」
を開催いたします。

10．委員会報告
○社会奉仕委員会より　佐々木久宜社会奉仕委員長
○鳴海淳郎初代会長より　
　「わたしの「ロータリー哲学」信奉の推移について」

11．お祝い（次週、定款休会の為、本日２週分お
祝い致します。）
会員誕生日　溝部　仁会員（８月６日）
配偶者誕生日　堀　　誠さん（８月17日）

※記念品をお渡し致します。
皆　　　勤　髙宮勝美会員（８月２日＝在籍８年）
　　　　　　堀　由美会員（８月10日＝在籍３年）

12．例会変更のお知らせ
大分臨海ＲＣ ８月12日（火）の例会は、北浦項

ＲＣ歓迎例会の為　８月９日（金）
18：30～大分オアシスタワーホテ
ル21Ｆに日時・場所変更

杵築ＲＣ ８月15日（木）の例会は、杵築市
青延神社清掃の為　８月10日（土）
６：00～に日時・場所変更

13．次週例会の予定（８月13日）
「定款第６条第１節（Ｃ）に基づき休会」

14．次々週例会の予定（８月20日）
「ゲスト卓話」別府商工会議所青年部　
第27代　会長　寺崎　賢治 氏

15．本日の回覧
①中津中央・くにさきＲＣ　週報
②自衛隊父兄会より「おやばと」
③2013-2014年度会員名簿（住所のチェック

をお願いいたします。）
16．本日の配布

①週報No.1151、1152
②ロータリーの友８月号
③ガバナー月信No.2
④ロータリー探究：No.501「わたしの「ロー

タリー哲学」信奉の推移」

スマイルボックス	 委員長　森　　宗明

平野○ （英）会員
　ムンさん、米山奨学生夏季修会「阿蘇山登山」
おつかれさん。キリと雨で初日は大変でした。
２日目はいかがでしたか？楽しんで帰りました
か？

http://www.beppu4rc.jp/chuo/
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村津会員○
　68年前の今朝、８時15分に、私は広島市から
15km離れた江田島で原爆に被爆致しました。
　朝の全校点呼が終わり、学術講堂に向かって
課業行進を始めた直後に前方15kmの上空で写
真のフラッシュをたいた様な大きな眩い音のな
い爆発が起こり、その大きな閃光がやがて縮小
されて金色に輝く金斗雲になったかと思う頃、
大爆発音と共に講堂のガラスが数百枚砕けて落
ちてきました。
　その夜、新型爆弾と知らされました。
　２日後から、江田島湾口の津久茂岬にも被爆者
の遺体が運ばれ、10日以上も煙が立ち続けました。
　改めて冥福を祈りつつスマイル。
衛藤会員○
　傘寿近し心にしみる蝉時雨
　明日は立秋と言うのに毎日暑いですね。今日
のお客様、平野様、文様、ようこそ。どうぞご
ゆっくり。
　今月もがんばりましょう。
河村会員○
　先月、３人目の孫が生まれました。盆に大阪
から帰ってきます。私に似ているのか妻に似て
いるのか、今から楽しみです。
　感謝してスマイル。
亀井会員○
　日曜日に“終戦のエンペラー”と言う題名の映
画を観に行きました。日本の敗戦、そして直後
の天皇をあらためて考える映画でした。
前田会員○
　千葉から小学１年の孫と０才の男の子が別府
に夏休みで遊びにきています。明日帰りますが、
大分、別府、楽しんでいました。暑いですので
夏バテ気を付けましょう。
近藤会員○
　暑い暑いと言っても決して涼しくならないと
いうのが人生60年にしてやっとわかってきました。
これからは暑い夏を涼しい顔で過ごすぞスマイル。
西馬会員○
　先日のゴルフ親睦会は、左足首を捻挫した為、
参加できず、誠に申し訳ありませんでした。こ
の場をお借りしてお詫びいたします。まだ完治
しておりませんが、サポーターを購入しました
ので、臨戦態姿は整っています。今度こそとの
想いでおりますので、これに懲りず、どうぞこ
れからもよろしくお願い致します。）決して亀
井さんのにぎり宣言に腰が引けた訳ではありま
せん（笑））
森会員○
　13：45までしか居られません。途中退席になっ
たらお願いします。あしからず。

第２回クラブ協議会	

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　佐々木久宜
　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

E-mail:info@beppu4rc.jp
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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。
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　圭ニ
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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