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◆点　　鐘　　18：30
◆Ｒ　　Ｓ　　四つのテスト
◆唱　　歌　　さくら
◆ゲ ス ト　　西

にし

岡
おか

 航
こう

平
へい

 さん
（国際ＮＧＯ団体 ＰＲＥＮＧＯ　代表）

◆ビジター　　日名子祐一　　林　　昭三
　　　　　　　（以上大分中央）
宮本　洋一　　（大分1985）
染原　浩二　　菊口　邦弘
川本　尚哉　　村上　有紀
阿部　清治　　中村　由美
　　　　　　　（以上別府）
渡辺　純一　　下郡　　隆
三ヶ尻英明　　田中　俊一
メイルマノフ・セリック
パルド・フィリップ
神宮司　円　　三笠　日朗
　　　　　　　（以上別府北）
和田　　修　　木村　健三
髙橋　　郁　　久保　利彦
但馬　　建　　栗本　真宏
岡本　信哉　　瑞木　一博
笠木　隆弘　　中塚　茂次
　　　　　　　（以上別府東）

会長の時間	 会長　森園　伸也

　本日はクラブ創立25周年の記念例会です。卓話
には初代会長の鳴海先生にクラブ創立時のお話を
していただきますが、私はこのクラブで出会えた

人、経験させていただいたことを思うとクラブを
作っていただいたチャーターメンバーの方たちに
感謝の思いしかありません。先日ももみじ谷にも
行ってきましたが、別府中央ＲＣとして25年間支
援している事業の素晴らしさをあらためて感じま
したし、今後も支援が必要なことも感じました。

・メイクアップ
　　事前　
　　事後　河村、大島（別府）
　　　　　梶原（地区大会）
　　欠席　河村、西馬、大江、大島
　　理事会承認　椛田、岐部、森
　　出 席 免 除　溝部
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745 回

80
3
3
1

96

100

3/11

◆出席報告　　　　　　　委員長　衛藤　秀子

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

ENGAGE	ROTARY	CHANGE	LIVES
ロータリーを実践し	みんなに豊かな人生を
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昨年から始まった小中学生への善行表彰、本日ゲ
ストのＰＲＥＮＧＯの方たちを通じて行っている
タイの子供たちへの図書の寄贈など、素晴らしい
奉仕活動にも参加できていることにも感謝してい
ます。クラブは25周年という節目を迎えたわけで
ありますが、別府中央ＲＣの素晴らしさを再確認
し、この先25年をさらに素晴らしいクラブになる
ためのスタートの例会となることを願います。
　以上で会長の時間を終わります。

幹 事 報 告	 平野　教康

―識字率向上月間―
…本日はホテル山水館に於いて

「創立25周年記念例会」を開催いたします。…
１．本日の卓話

「創立25周年に因んで」鳴海 淳郎 初代会長
２．本日のゲスト

西
にし

岡
おか

 航
こう

平
へい

 さん（国際ＮＧＯ団体 ＰＲＥＮＧＯ　代表）
３．2013-2014年度ＲＩ会長ロンＤ・バートン氏

より、創立25周年のお祝いメッセージが届い
ておりますので本日ご披露いたします。

４．３月21日（祝・金）13：00～翌22日（土）11：30ま
で、大分県労働福祉会館（全労済ソレイユ）
に於いて「2014-2015年度RI第2720地区会長
エレクト研修セミナー（PETS）」が開催され、
前田哲矢次期会長が出席致しました。

５．３月22日（土）15：00～グランプラザ中津ホテ
ルに於いて「中津ＲＣ創立60周年記念式典」
が開催され、平野英壽ガバナー補佐が出席さ
れました。

６．３月23日（日）８：30～別府もみじ谷に於いて
「もみじ谷植樹作業」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、平野英壽ガ
バナー補佐、藤原光生、梶原和朗、亀井　孝、
前田哲矢、村津
忠久、西林勲二、
佐々木久宜、各
会員、平野工務
店 よ り 寺 西 氏、
コーラスより藤
島氏、陸上氏自
衛隊別府駐屯地
曹友会より大野
会長以下31名の
計42名でした。

７．委員会報告　　
佐々木久宜社会奉仕委員長より

８．例会変更のお知らせ
別府北ＲＣ ４月２日（水）の例会は、花見家族

例会の為　同日18：00～鈴よしに
時間・場所変更

中津ＲＣ ４月２日（水）の例会は、60周年打
上げ観桜夜例会の為　同日18：30
～ＳＯＬに時間・場所変更

くにさきＲＣ ４月２日（水）の例会は、花見例会
の為　同日19：00～東（さき）に時
間・場所変更

宇佐ＲＣ ４月３日（木）の例会は、花見例会
の為　同日18：30～米沢観光園に
時間・場所変更

大分東ＲＣ ４月３日（木）の例会は、職場例会
の為　同日12：30～ひまわり幼稚
園に場所変更

別府ＲＣ ４月４日（金）の例会は、花見家族
会の為　同日18：30～両築別邸に
時間・場所変更

http://www.beppu4rc.jp/chuo/
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日出ＲＣ ４月８日（火）の例会は、三重・日出
・別府東ＲＣ合同花見例会の為　
４月10日（木）18：30～ホテルサン
バリーアネックスに日時・場所変更

大分ＲＣ ４月８日（火）の例会は新会員歓迎
夜の例会の為　同日18：30～大分
アリストンホテルに時間・場所変更

大分南ＲＣ ４月11日（金）の例会は基隆東南扶
輪社創立例会の為　台湾基隆に変
更

別府東ＲＣ ４月10日（木）の例会は、三重・日出
・別府東ＲＣ合同花見例会の為　
同日18：30～ホテルサンバリーア
ネックスに時間・場所変更

９．次週例会の予定
「会員卓話」

10．本日の回覧
① 「花見例会」出・欠席（４月８日）
② 「別府市近隣７ＲＣ合同親睦ゴルフ大会」

出・欠席（４月20日）

スマイルボックス	 副委員長　近藤　賢司

森園会長○
　本日、電話が壊れ、電話帳が全て消えました。
電話機は高宮さんのかげで新品になりました。
25周年記念に私の過去を消去して、今日から新
たに25年頑張りたいと思います。
前田会員○
　25周年、山水館のおいしい料理、お酒をたっ
ぷり飲みましょう。

鳴海会員○
　創立25周年を記念して。
村津会員○
　一昨日・日曜日の「モミジ谷奉仕作業」。晴天、
無風、気温15℃。
　42名の参加者のみなさん、大感謝です。あり
がとうございました。曹友会のみなさんは、あ
の後、午後２時まで作業されたそうです。
　感謝！感謝でスマイル。
平野○ （英）会員
　思えばこの25年いろいろありました。いろん
な会員の方々の顔が浮かんできます。中央ロー
タリーを支えて来たロータリアンに感謝します。
衛藤会員○
　25周年記念例会に在席出来たことを喜び感謝
してスマイル。
　西岡様、ようこそお越し下さいました。どう
ぞごゆっくりなさって下さい。
津末会員○
　創立25周年おめでとうございます。これから
もみんなで頑張りましょう。
森会員○
　別府中央ロータリークラブ創立25周年おめで
とうございます。出席出来なくて残念ですがス
マイルさせて頂きます。
　３月末に病院での治療を終えて退院いたしま
す。４月から暫く自宅療養のあと職場復帰を致
します。クラブ例会には５月から出させて頂こ
うと考えていますが、早く皆さんに会いたいで
す。運良くまだ生きています、ラッキー！

卓　　話	 　鳴海　淳郎

創立25周年に因んで
わがクラブの歴史を振りかえる

初代会長 鳴海淳郎

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

ロータリー・クラブが創設されましたが、その２５

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

��に委嘱され�2�の特別代表����に�������る

�����別府�RC）・�����別府�RC）

1988 ・ 7・20       第1��の��

8・ 2 第2��の��

9・10      第3��の��

12・30     第4��の��

1989 ・ 1 ・28      第5��の��

2 ・10     第6��の��

2・ 28      �クラブ結成��ー�第1�����

3 ・28      ����

4 ・17      RI ����

11 ・26     ��ーター���	 1	 2	 3

E-mail:info@beppu4rc.jp

BEPPU	CHUO	ROTARY	CLUB



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、

すべては初めが肝心と思い、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いだ。

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おいて

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た。

別府中央ＲＣ認証状伝達式

創立記念事業（その３）
「もみじ谷」植樹開始（1990年11月4日）

①入場者約６００人、市民の感性を育むことに

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
。

別府中央ＲＣ創立5周年記念演奏会（1993年5月8日）

創立10周年記念事業

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

別府中央ロータリー・クラブの創立

創 立 1989年3月28日

Ｒ．Ｉ．加盟認証

1989年4月17日

認症状伝達式

1989年11月26日

創立記念事業（その１）
「鶴見岳一気登山」下山用道標の整備

（1989～90年度に工費約70万円を投資して50本を新設）

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。

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。

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

一般の人にロータリーを分かりやすく解説するために
2000年1月23日・1000部発行

別府中央ＲＣ認証状伝達式（日伯ホテル・ロイヤルホール）
１９８９年１１月２６日

創立記念事業（その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。

別府中央ＲＣの歌

創立10周年記念事業
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」

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

	 4	 5	 6

	 7	 8	 9

	 10	 11	 12

	 13	 14	 15

	 16	 17	 18

	 19	 20	 21
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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周年記念演奏会の開催

２．別府もみじ谷記念植樹（平成21年3月15日）

３．「少年少女のための油屋熊八物語」の再発行と配布

３．「少年少女のための油屋熊八物語」の再発行と配布
2000部再発行して、ご来場の皆さんに配布

別府観光の父・油屋熊八翁の心を現代の子ども達に伝え、
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。

１）毎例会時におけるロータリー情報の徹底

①創立当初の1年間、毎例会時に55回にわたり

「ロータリー�語の開設」�お���た�

②その後は、2001年8月1日に開設され、毎週更新されている、

��初�会�の�ー��ー�「ロータリー��」�り、 その

�リ������た�の�毎例会時に会�に���て説��、

ロータリー情報の説����た�

③一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

�ロータリー�解��月間������て2000�発行�、�書��は�����
����た��2000年1月）

�ロータリー100�年��に、当���創立15�年����て、

「ロータリー物語」����2000�発行�た��2004年3月）

「ロータリー物語」の広報について

��������������ー�������に�2004年11月26�����ー��ー
���に�いて� �����ー�����の����������ー��つ���

子どもに夢と感動を与える奉仕活動の展開

１．「新世代フォーラム」の開催（1997年2月9日）

・・・「子どもに����の�を育�るに�」・・・

２．インターシティー・ミーティングの開催（1999年1月31日）

・・・「子どもに夢と感動を与え��」・・・

３．少年少女のための「油屋熊八物語」発行（1999年3月）

４．青少年の健全育成につながる ～

別府中央ロータリー・クラブ子どもの善行表彰制度の実施

（2013年2月）

表彰する学校

2013年2月より実施 表 彰 日

①南小学校・・・３名・・・・・・・・・・ ・・2月 5日
②春木川小学校・・・１０名・・・・・・・2月 5日
③別府中央小学校・・・２９名・・・・・2月 5日
④浜脇中学校・・・４名・・・・・・・・ ・・2月 4日
⑤山の手中学校・・・２２名・・・・・・・3月上旬

⑥青山小学校・・・６名・・・・・・・・・・ 2月15日

20

わがクラブの歴史の中で特に銘記すべき事柄

１．ロータリー情報並びに広報活動の展開

２．創立後20年にわたる「もみじ谷」植樹事業

３．青少年の健全育成につながる奉仕活動の展開

４．会員数の年次的数位とクラブ独自のスマイルボックスの推移

１）例会�にお�
る

ロータリー��

の��

毎例会において

「ロータリー探究」

のプリントアウト

したものを会員

に配る

２．創立後20年にわたる「もみじ谷」植樹事業

別府中央ロータリークラブ子どもの善行表彰について

子どもの善行表彰制度の開設

2012年10月9日 第３回クラブ協議会

����員会 ����員�の��

��・�中���回�����会に��て��������行�て

い�������表彰������年���度�

���・・・��� 中��・・・��

2012年12月4日 第6回定例理事・役員会

����員会・・・�会���員会�の������の����て

�別府中央ロータリークラブ子どもの善行表彰制度�開設の��定�

別府中央ロータリークラブ子どもの善行表彰

２．別府もみじ谷記念植樹（2009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本を植樹しました。

１）毎例会時におけるロータリー情報の徹底

２）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」の発行

１．ロータリー情報並びに広報活動の展開

1．ロータリー情報並びに広報活動の展開

２）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23��ロータリー�解��月������2000�発行

2004年3月28��ロータリー100�年��に�

�����15�年��������2000�発行

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日開催の大分県第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

インターアクトクラブ結成、１９９９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．青少年のための「油屋熊八物語」発刊

1999年3月 クラブ創立10周年を記念�て2000部発行

2009年3月 クラブ創立20周年を記念�て2000部�発行

４．子どもの善行表彰制度の発足

2012年12月4日第6回定例理事会で決定、2013年2月より実施

子どもの善行表彰制度の趣旨

２１世紀は「こころの時代」とされているが、今日ほど「他人の

ことを思い、他人を助ける」というロータリーの心を必要とする時

代はない。

今の日本にとって、２１世紀を担う青少年の健全育成はとくに

大切で、子どもに夢と感動を与える奉仕の必要性を痛感する。

この度わがクラブは、その一環として「子どもの善行表彰制」

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。

4 ‐� ����年����

����年���������

�������21名�����

����31名�������

�����������

2009年7月1日 19名

2012年7月3日 24名

2012年11月13日 26名�2名���
����������

2012年12月4日 27名�1名���
�����

2013年 5月28日 28名�1名���
�����

2013年 10月1日 29名�1名��
�����

2014年3月25日�� 29名
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2014年3月25����

����29名�����5名
�������

わがクラブと米山奨学事業（その１）

・ わがクラブの存在する別府市には80を超える国・地域から学

生が集まる、立命館アジヤ太平洋大学が開学されています
ので、米山奨学生の受け入れも他クラブに比して容易で、こ
こ数年来、世話クラブとしての受け入れ、カウンセラーになる
会員も、小さいクラブの割には目立つ存在となっています。
次に最近のそれを示しますと、

・ 2007年� 米山奨学生の世話クラブ��カウンセラー
��ン・��ン・�ン
��・21�・ 国�����・立命館アジヤ太平洋大学
奨学���2007年4月�2009年3月 / 2年�
世話クラブ・別府�����カウンセラー���ヤ��会員

・ 2009年� 米山奨学生の世話クラブ��カウンセラー
�ン�ウ��ー�・���ン
��・21�・国���・立命館アジヤ太平洋大学学�4年
世話クラブ・別府�����カウンセラー�大����会員

別府中央ロータリークラブ
親睦ゴルフコンペ

日時：2013年9月8日（日）10:00～
場所：別府の森ゴルフ倶楽部

森園伸也会長が優勝

出席者：森園伸也会長、平野英壽、河村貴雄、

後藤隆、近藤賢司、岐部光男、前田

哲矢、梶原和朗、梅津圭二 各会員

4 ‐②スマイルボックスの年次的推移（円単位）

わがクラブと米山奨学事業（その２）
奨学生の例会出席と卓話

2008年10月 7�� ���������� ���の�������

2009年10月 6�� ������������� ������業�����と�

2010年10月12�� ��������ク� ������

2011年10月 4�� ������������ �学生生������と�

2012年10月 2�� ��������������ラ� ��������ラ����

2013年10月 8�� � ��（������）

第30回別府近隣親睦７RCソフトボール大会( 2013年10月14日）
����第2720��大�第3�����ー��

����別府���ー��ー���会�

米山記念奨学事業について

日本独自のロータリープログラム

1920年:東京ロータリークラブ立案

1953年: 「米山基金」の募金開始

1958年:新組織最初の奨学生8人を採用

1959年：世話クラブ制度設置

1960年：「ロータリー米山記念奨学会」と改称

1967年：「財団法人ロータリー米山記念奨学会」設立

新しいクラブの歌をつくる（2012年7月31日）
作詞・作曲 大江知巳

2014年1月14日

APU における

「日本語教室例会」

創 立 2 5 周 年 記 念 例 会
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