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◆点　　鐘　　12：30
◆Ｒ　　Ｓ　　それでこそロータリー
◆唱　　歌　　ふじの山
◆ゲ ス ト　　上野  公則氏（2014-2015年度大分

第３グループガバナー補佐）
平野 英壽氏（2013-2014年度大分
第３グループガバナー補佐）

◆ビジター　　村上　有紀（別府ＲＣ）

会長の時間	 会長　森園　伸也

　皆さん、こんにちは。
　先週は１年を振り返ってと言うことで卓話を致
しましたが、ラスト２回の会長の時間です。
　本日はクラブ協議会となっております。１年間
委員長をしていただいた方、ありがとうございま
した。今年度最後のお仕事として、次年度の委員
長さんがスムーズに活動出来るように、後ほど活
動報告をお願い致します。
　以上で会長の時間を終わります。

幹 事 報 告	 平野　教康

―ロータリー親睦活動月間―

１．本日は第４回（新・旧）クラブ協議会を開催
致します。

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）

上
うえ

野
の

　公
きみ

則
のり

 氏（2014-2015年度 RI第2720地区 
大分第３グループ ガバナー補佐）

３．RI第2720地区2014-2015年度 第30回インター
アクト年次大会開催のご案内
日　時　平成26年７月26日（土）～27日（日）
　　　　12：00～登録　13：00～開会

・メイクアップ
　　事前　森、大島（日出ＲＣ30周年）
　　事後　大江（別府東）
　　　　　西林、中尾（日出ＲＣ30周年）
　　欠席　堀
　　理事会承認　椛田、岐部
　　出 席 免 除　溝部

29
23
2
2
1
1

88.46

2 回
747 回

84.62
3
2
1

100

100
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◆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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場　所　安心院文化会館・安心院高等学校
大会テーマ　「つなぐ～未来への懸け橋～」
登録料　ＩＡ　4,000円　　顧問　4,000円
　　　　ロータリアン　4,000円

４．６月14日（土）10：00～豊泉荘に於いて大分
県インターアクトクラブ連絡協議会が開催さ
れ、髙宮勝美次年度新世代委員長が出席され
ました。

５．６月15日（日）13：30～別府湾ロイヤルホテル
に於いて「RI第2720地区日出ロータリーク
ラブ創立30周年記念式典」が開催されました。
出席者：平野英壽ガバナー補佐、後藤　隆、

梶原和朗、亀井　孝、木村きぬゑ、
近藤賢司、前田哲矢、村津忠久、鳴
海淳郎、髙宮勝美、梅津圭二、平野
教康　各会員

６．６月16日（月）18：30～湯元旅館かなわ荘に
於いて「（新旧）別府市内４ＲＣ会長・幹事会」
が開催されました。
出席者：平野英壽ガバナー補佐、森園伸也会

長、前田哲矢次年度会長、近藤賢司
次年度幹事、平野教康幹事

７．2013-2014年度「皆勤お祝い」※対象者の方
に記念品をお渡し致します。
溝部　　仁会員（６月20日＝在籍30年）
椛田　健治会員（３月28日＝在籍25年）
河村　貴雄会員（３月28日＝在籍25年）
衛藤　秀子会員（10月７日＝在籍10年）
岐部　光男会員（７月６日＝在籍３年）
堀　　由美会員（８月10日＝在籍３年）
前田　哲矢会員（10月５日＝在籍３年）
平野　教康会員（10月５日＝在籍３年）
梶原　和朗会員（４月12日＝在籍３年）
佐々木久宜会員（５月17日＝在籍３年）
大江　知巳会員（５月24年＝在籍３年）

８．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　西馬節子さん（６月17日）
　　　　　　　梶原由起さん（６月22日）
　　　　　　　森　北実さん（６月30日）

※記念品をお渡し致します。
９．例会変更のお知らせ

中津中央ＲＣ ６月24日（火）の例会は会長・最
終例会の為　同日18：00～グラン

プラザ中津ホテルに時間変更
大分臨海ＲＣ ６月30日（月）の例会は、最終夜

の例会の為　同日18：00～場所未
定に時間・場所変更

10．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。
11．本日の回覧

① 「会長・幹事慰労会」出・欠席（６月24日）
② 「新年度第１回例会」出・欠席（７月１日）
③ 中津中央ＲＣ　週報

12． 本日の配布
① 週報No.1190
② ガバナー月信No.12

スマイルボックス	 委員長　森　　宗明

森園会長○
　一年間ご協力ありがとうございました。
平野○ （英）会員
　一年間、ガバナー補佐として皆様にご協力い
ただいたことに感謝してスマイル。
河村会員○
　我が事務所は３月決算５月提出の時期が終わ
り、６月は一年の内で一番リラックスできる時
です。これから例会出席頑張るぞー。
村津会員○
　一昨日の日曜日、大分のグランシアターで「第
46回大分県合唱祭」が開催され、私共のクール
・あおやまも出演致しました。
　組曲「鶴見火山」の第６曲・「秀嶺讃歌」１
曲のみの演奏でしたが、好評でした。
　感謝してスマイル。
森会員○
　昨日東京出張より帰って参りましたが、一週
間張り切り過ぎて動けません、悪しからず…。
近藤会員○
　今日は我が別府中央ＲＣの森園会長にとって
実質的に最後の例会となりましたことに心から
お慶び申し上げます。
　なぜこんなに幸せな日に森園会長からスマイ
ルがでないのかと寂しく思いながらスマイル。

http://www.beppu4rc.jp/chuo/
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第４回（新・旧）クラブ協議会	

◆2013〜2014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　前田　哲矢　　副委員長　平野　教康
１．各委員の人選が奉仕プロジェクトを十分周知

されて活動されていました。
２．親睦会等を通して会員歴の若い人達が先輩会

員のロータリーについての話の中で活動の意義
等、理解してもらう機会があった。
◆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
　今年度目標33名に対し、２名増えて29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　衛藤　秀子　　副委員長　津末美代子
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。

３．３月末までの通算出席率は89.87％で例年よ
りも良いと思います。
◆親睦活動委員会　　　　　　　　　
　委員長　梶原　和朗　　副委員長　佐々木久宜
・活動報告
 7月23日 夕涼み例会 別府タワー
 8月21日 ソフトボール練習 野口原グランド
 9月 8日 親睦ゴルフコンペ 別府の森ゴルフ倶楽部
 9月17日 月見例会 割烹旅館ゆめさき
 9月28日 湯布院ＲＣとのソフトボール練習試合
   湯布院総合運動場
 10月14日 別府近隣８RCソフトボール大会 ５位 （館山ＲＣ参加）
   野口原グランド
 12月17日 忘年会 ホテル山水館
 1月 7日 新年会 割烹旅館ゆめさき
 1月26日 親睦ゴルフコンペ 別府の森ゴルフ倶楽部
 4月 8日 花見例会 春香苑　
 4月20日 別府市近隣７ＲＣ合同親睦ゴルフ大会 
  ※懇親会のみ春香苑
 5月25日 親睦ゴルフコンペ 大分カントリー月形コース
  6月24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　亀井　　孝　　副委員長　島田　光男
１．毎例会前に体調を確認する為の「ラジオ体操」

を楽しく実施する事が出来ました。
２．健康情報は、発信する事が出来ませんでした。
◆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　森　　宗明　　副委員長　近藤　賢司
①全て自主申告によって提供されたスマイル実績
（先週6/10現在）

①職業奉仕関連 20件
②社会奉仕関連 ６件
③身辺慶事・ほほえみ 32件
④その他 289件
⑤ゲスト・ビジター ９件
　　計　356件　598,600円

②台風30号によるフィリピン被災地区に対する義
捐金

　＠1,000×29名＝29,000円をスマイルより支出。
　紹介する時に出来るだけ楽しくさせていただこ
うと私なりに工夫致しました。
　数カ月休会の為その間ご迷惑をかけた皆さんに
お礼申します。
◆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、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　河村　貴雄　　副委員長　森　　宗明
　例年に引き続き、鳴海淳郎会員に詳細でわかり
やすいロータリー情報を提供して頂いた。
　残念ながら、家庭集会を開催することはかなわ
なかった。

E-mail:info@beppu4rc.jp
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◆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については新世代委員会の活動を毎日新聞、大

分合同新聞、今日新聞、又はＣＴＢ等から取材
をしていただきました。

②の「ロータリーの友」の紹介は、具体的な活動
はできませんでした。

③の週報については、正確な記録ができたと思い
ます。
◆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。
　上記　活動計画については、計画通り実行でき
たと思います。
◆職業奉仕委員会　　　　　　　　　
　委員長　森　　宗明　　副委員長　堀　　由美
１．職場例会の実施
　　H25.10.22　別府市美術館に於いて職場例会
　　H26.1.14  ＡＰＵに於いて職場例会
　　思うように活動できませんでした。
◆社会奉仕委員会　　　　　　　　　
　委員長　佐々木久宜　　副委員長　森　　宗明
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。
■平成25年年7月28日（日）
　8：30～参加者は、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、大野氏、陸上氏自衛
隊別府駐屯地曹友会25名の計33名でした。
■平成25年11月3日（日）　雨天の為　中止
■平成26年3月23日（日）
　8：30～参加者は、森園伸也会長、平野英壽、
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。
◆新世代委員会
　委員長　後藤　　隆　　副委員長　木村きぬゑ
１．インターアクトクラブとの連携は機会に恵ま

れなかった。
２．前年から始めた善行表彰は対象校８校（児童

数3800名）の中から126名を表彰した。
◆国際奉仕委員会　　　　　　　　　
　委員長　近藤　賢司　　副委員長　梅津　圭二
１．１月14月の例会をＡＰＵにて行い、ロータリ

アンとして各人が留学生に接し、別府の良さ、
日本の良さを日本語で教えた。

２．当地域で国際的な奉仕団体として活動してい
る大学公認ＮＧＯ団体プレンゴを通して、タイ
王国の貧困地域、マハド地区の小学校に当クラ
ブ25周年記念に25万円の図書を寄贈した。

３．国際的な団体で世界中で講演会を開催してい
るＴＥＤカンファレンスのローカル支部として
ＴＥＤ×ＡＰＵを立ち上げた倉地栄子氏、石田
小百合氏に卓話をお願いした。
◆ロータリー財団委員会
　委員長　中尾　　誠　　副委員長　後藤　　隆
　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×99円×27名＝26,730円
２．特別寄付（6/17 現在です。）

・ 村津忠久会員　$ 100（11月）
・ 椛田健治会員　$ 200（4月）
・ 平野英壽会員　$ 100（6月）
・ 森園伸也会員　$ 100（6月）

３．100万ドルの食事の実施（H26年11月22日）
　　　２㌦×100円×29名＝5,800円
◆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

普通寄付　前期2,500円×27名＝67,500円
後期2,500円×29名＝72,500円
　　　　　特別寄付（6/17 現在です。）
　　　　　平野英壽会員　20,000円
　　　　　森園伸也会員　10,000円
大分第３グループＩＭ余剰金
別府中央ＲＣ分　＠2,090×29名＝60,610円

２．米山ランチの実施（10/1）
　　　　＠1,000×29名＝29,000円

http://www.beppu4rc.jp/chuo/
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３．米山奨学生卓話(10/1)
　　ムン　ジヒョン　さん
　　※病気加療で帰国の為、１月で奨学生終了

◇2014〜2015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　平野　教康　　副委員長　佐々木久宜
１．クラブ活動の意義を皆で理解し活動する。
２．広報委員会とロータリー情報委員会と連携す

る。
◇会員増強・職業分類・会員選考委員会
　委員長　木村きぬゑ　　副委員長　平野　英壽
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　津末美代子　　副委員長　木村きぬゑ
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　佐々木久宜　　副委員長　梅津　圭二
　年齢性別に関係なく、楽しく語らい、全員が親
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。
 7月 7日 ソフトボール練習 野口原グラウンド
 7月22日 夕涼み例会 別府タワー
 8月 4日 ソフトボール練習試合 湯布院ＲＣ
 9月 1日 ソフトボール練習試合 日出ＲＣ
 9月 6日 ソフトボール練習試合 湯布院ＲＣ
 9月16日 月見例会 割烹旅館ゆめさき
 9月28日 別府近隣７RCソフトボール大会 野口原グランド

 10月12日 ゴルフコンペ
 11月 9日 別府近隣4ＲＣゴルフコンペ
 12月16日 忘年会 ホテル山水館
 1月 6日 新年会 割烹旅館ゆめさき
 1月10～12日　スキー合宿（家族親睦）
 2月10日 フラワーアレジメント講習会（梅津講師）
 3月15日 ゴルフコンペ or バトミントン大会 or ミニバレー
 3月　　 別府近隣7ＲＣゴルフコンペ
 3月31日 花見例会 春香苑　
 4月12日 ゴルフコンペ
 5月10日 ゴルフコンペ
 6月23日 会長・幹事慰労会 ホテル山水館
◇健康増進委員会　　　　　　　　　
　委員長　島田　光男　　副委員長　藤原　光生
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　河村　貴雄　　副委員長　村津　忠久
　例年同様、季節に合った唱歌や動揺を皆さんと
力強く大きな声で歌うことを推進する。
◇スマイルボックス委員会
　委員長　藤原　光生　　副委員長　大江　知巳
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　梶原　和朗　　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　鳴海　淳郎　　副委員長　森　　宗明
１．毎例会時に努めてロータリー情報を提供する。
２．会員候補者にロータリーの説明を充分行い、

新会員に対するロータリー情報の徹底を計る。
その際、当クラブが先に作った「ロータリーク
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ラブ入会のしおり」や「ロータリー物語」を活
用する。

　会員増強委員会と連絡をとり、新会員候補者の
インフォメーションに力を入れて会員増強を計
る。

３．例会行事とは別に、特に会員歴の浅い会員の
為のロータリー情報研修会を開催する。

４．親睦活動委員会と共同で家庭集会などの実施
に努める。

５．ロータリー理解推進月間には卓話を行う。
６．週報に出来るだけロータリー情報を掲載する。
◇広報・雑誌・会報委員会
　委員長　衛藤　秀子　　副委員長　堀　　由美
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。
４．週報に掲載する会員コラムを募集する。旬の

話題など、ジャンルは問いませんので、何回で
も衛藤委員長までご提出下さい。
◇Ｓ　　Ａ　　Ａ　　　　　　　　　
　ＳＡＡ　森園　伸也　　副ＳＡＡ　衛藤　秀子
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　大江　知巳　　副委員長　島田　光男
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　森　　宗明　　副委員長　後藤　　隆
　社会奉仕はロータリークラブの存在意義を示す
重要な柱です。
１．ロータリークラブの社会奉仕について学習す

る資料を提供する。

２．「NPO法人・別府もみじ谷トラスト機構」主
催の奉仕作業には、四季を通じ、出来る限り参
加する。

３．もみじ谷の植樹に必要な苗木は別府中央ロー
タリークラブが提供する。
◇新世代委員会
　委員長　髙宮　勝美　　副委員長　西馬　良和
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　梅津　圭二　　副委員長　西馬　良和
１．国際学生（留学生）に日本の伝統文化いけば

な」を体験してもらう。
２．国際的視野に立ったゲストを招き、卓話を企

画する
３．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。
４．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。
◇ロータリー財団委員会
　委員長　後藤　　隆　　副委員長　河村　貴雄
１．地区補助金は平成26年２月４日に理事会で見

送りが決定しているので、今年度は財団への募
金活動に力を入れる。

２．年間10ドルの一般寄付や100万ドルの食事は
例年どうり行う。

３．ロータリー財団やその活動について詳しい人
に教育卓話をお願いする。
◇米山奨学委員会　　　　　　　　　
　委員長　平野　英壽　　副委員長　中尾　　誠
１．米山奨学事業への協力

・米山学友生の卓話を実施
２．米山特別寄付への奨励

・つもり寄付のお願い
・米山ボックスの設置

３．米山奨学生の交流と親睦
４．米山ランチの実施　10月
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