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◆点　　鐘　　12：30
◆Ｒ　　Ｓ　　我等の生業
◆唱　　歌　　我は海の子
◆ゲ ス ト　　

上野公則氏
（ＲＩ第2720地区大分第３グループガバナー補佐）

堀　秀史氏（別府ロータリークラブ会長）
笹森俊雄氏（別府ロータリークラブ幹事）

浦松　傳氏（別府北ロータリークラブ会長）
堀　高志氏（別府北ロータリークラブ幹事）

荒金信治氏（別府東ロータリークラブ会長）

・メイクアップ
　　事前　
　　事後　
　　欠席　梶原、中尾、大江、河村、西林
　　理事会承認　椛田
　　出 席 免 除　溝部

28
21
0
1
1
5

80.77

－ 回
748 回

88.89
0
1
1

92.59

100

6/24

◆出席報告　　　　　　　委員長　津末美代子

2014 ～ 2015 年度
			ＲＩテーマ　　　　

国際ロータリー会長　　ゲイリー	C.K.	ホァン	（国籍・台湾）
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
　〃
　〃

前田　哲矢
平野　教康
村津　忠久 
大江　知巳

森　　宗明
梅津　圭二
佐々木久宜

ＳＡＡ　森園　伸也
直前会長　森園　伸也

役員　会　長　前田　哲矢
　　　副会長　平野　教康
　　　幹　事　近藤　賢司
　　　会　計　西馬　良和

会報委員長　衛藤　秀子第 　 　 回 例 会

Light		Up		Rotary
ロータリーに輝きを
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会長の時間	 会長　前田　哲矢

　上野ガバナー補佐始め別府３ロータリクラブの
会長、幹事の皆様ご列席有難うございます。今日
で二回目の会長の時間です。まだ始まったばかり
ですが後何回で会長の時間を次期会長にバトン
タッチできるか早くも待遠しいです。ところで第
一回目の会長の時間に新年度を迎えてのFAXが
小山ガバナーから７月２日に届きましたので第一
回目が当クラブ７月１日で間に合いませんでした
ので内容についてご報告いたします。
　会長の時間では会長エレクト研修セミナーでの
本田地区研修リーダーの指導にありましたように
是非RIテーマと活動方針を会員の皆様に説明し
てください。又、地区のスローガンと地区の方針
の説明もお願いします。その際には「ロータリーの
友」を参照にし、例会の中でタブレットやノートパ
ソコンをプロジェクターに繋いで、大きなスクーリ
ンで第2720地区のホームページを紹介して下さい。
ガバナー月信やガバナー公式訪問のスケジュール、
地区の活動の予定や各委員会についても説明をお
願いいたします。皆様のクラブからの情報発信（周
年記念の案内や報告、ガバナー公式訪問の報告ク
ラブの未来の夢などの紹介・活動報告）もこれから地
区のホームページに掲載していきたいとかんがえて
います。皆様からのご提案、アドバイスも頂ければ幸
いです。最初からすべてが充実したものは提供出来
ないと思いますが、皆様と協力しながら一歩一歩前
に進めていきたいと思います。新し事へのチャレンジ
です。この世界に少しでも良い事を広げていきましょ
う。これから一年宜しくお願いします。とあります。
　第一回目でお話ししましたが再度ゲイリー
C.K.ホアンRI会長のテーマは「ロータリーに輝き」
をです。又、地区スローガンは「ロータリーを学
び直し、新たな第一歩を踏み出そう」です。当ク
ラブは親睦を持って友好を深め例会を楽しく自信
を持って新会員を増やそうです。又、例会でのタ
ブレット、ノートパソコン、スクーリンにての紹
介についてはにがて意識がありますが挑戦してい
きたいと思います。今日、社員に教えてもらい始
めてパソコンでロータリーの友７月号を印刷しま
した。まだ読んでいませんが次回話す事がなくな
りますので今から読んで次回の会長の時間に話を
したいと思います。公式訪問のスケジュール地区
の活動予定等については今後、各委員のかたと打
ち合わせをしていきたいと思います。

幹 事 報 告	 近藤　賢司

１．本日の卓話
『役員就任挨拶』
森園伸也ＳＡＡ、平野教康クラブ奉仕委員長、
森　宗明社会奉仕委員長、梅津圭二国際奉仕
委員長、髙宮勝美青少年奉仕委員長

２．本日のゲスト
上
うえ

野
の

公
きみ

則
のり

氏（ＲＩ第2720地区大分第３グループガバナー補佐）
堀
ほり

　秀
ひで

史
し

氏（別　府ロータリークラブ　会長）
笹
ささ

森
もり

俊
とし

雄
お

氏（　　　　〃　　　　　　　幹事）
浦
うら

松
まつ

　傅
つたえ

氏（別府北ロータリークラブ　会長）
堀
ほり

　高
たか

志
し

氏（　　　　〃　　　　　　　幹事）
荒
あら

金
かね

信
のぶ

治
はる

氏（別府東ロータリークラブ　会長）
３．RI第2720地区三重ロータリークラブからの

お知らせ
新年度より、三重ロータリークラブは「豊後
大野ロータリークラブ」とクラブ名称が変更
されましたのでお知らせ致します。

４．ブライダル少子化対策委員会大分担当会議開催のご案内
日　時　平成26年７月18日（金）18：00～20：00
場　所　ホルトホール大分　406号
議　題　年間の取り組み、スケジュール、その他
出席者　森宗明ブライダル少子化対策担当者

５．第１回定例理事・役員会報告
（平成26年７月１日（火）13：40～ 於：ホテル山水館 ６名）

審議事項
１）2013－2014年度決算報告（概算）の件。※承認
２）2014－2015年度予算書（案）の件。※承認
３）2014－2015年度年間スケジュール（案）の件。※承認
４）2014－2015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）
＊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26年７月22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。※承認（親
睦委員会より）

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

９）創立20周年記念樹　標柱の件。※承認
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10）別府青年会議所より「九州地区大会2014別
府大会」のご案内の件。※承認

確認事項
11）７月・８月例会予定の確認。

 ７月１日 「役員就任挨拶」
  会長、副会長、幹事、会計
 ８日 「就任挨拶（活動計画）」
  SAA、クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉

仕、国際奉仕、青少年奉仕各委員長
 15日 「就任挨拶（活動計画）」５大奉仕以

外の各委員長
 22日 「夕涼み例会」
 29日 「定款休会」
 ８月５日 「第２回クラブ協議会」
 12日 「定款休会」
 19日 「　　　　」
 26日 「会員増強フォーラム」
６．７月３日（木）12：30～別府東ＲＣの例会に就

任挨拶の為、前田哲矢会長、近藤賢司幹事が
出席しました。

７．７月３日（木）14：15～上野公則ガバナー補佐、
別府市内４ＲＣ会長・幹事で、ＣＴＢメディ
ア㈱、大分合同新聞別府支社、今日新聞社を
表敬訪問いたしました。

８．委員会報告　　
鳴海淳郎Ｒ情報委員長より「ロータリー探究
No.1　ロータリーとは」

９．お祝い
会員誕生日　
西馬良和会員

（７月14日）
※記念品をお渡し
　いたします。

10．例会変更のお知らせ
別府東ＲＣ　７月17日（木）の例会は、例会場の

都合により同日12：30～ホテルサ
ンバリーアネックスに場所変更

大分城西ＲＣ　７月23日（水）の例会は職場例会の
為　同日12：30～大分県護国神社
に場所変更

大分東ＲＣ　７月24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

中津平成ＲＣ　７月24日（木）の例会は納涼例会の
為　同日19：00～割烹嘉乃に時間
・場所変更

別府東ＲＣ　７月24日（木）の例会は夕涼みビア
ガーデン例会の為　同日18：30～
ホテルサンバリーアネックスに時
間・場所変更

11．次週の予定（原稿をお願いします。）
「就任挨拶（活動計画）」
木村きぬゑ会員増強委員長、津末美代子出席
委員長、佐々木久宜親睦委員長、島田光男健
康増進委員長、河村貴雄Ｒソング委員長、藤
原光生スマイルボックス委員長、梶原和朗プ
ログラム委員長、鳴海淳郎Ｒ情報委員長、衛
藤秀子広報・雑誌・会報委員長、後藤　隆Ｒ
財団委員長、平野英壽米山奨学委員長　

12．本日の回覧
① 「ロータリー入門書」希望購入
② 「PRENGO贈呈式」出・欠席
③ 「夕涼み例会」出・欠席
④ 「記念品回覧」

13．本日の配布
① 週報No.1194
② ロータリーの友７月号

スマイルボックス	 委員長　藤原　光生

上野ガバナー補佐○
　一年間よろしくお願いいたします。
別府ＲＣ　堀会長・笹森幹事○
　宜しくお願いします。
別府北ＲＣ　浦松会長・堀幹事○
　一年間宜しくお願い致します。
別府東ＲＣ　荒金会長○
　一年間よろしくお願いいたします。
前田会長○
　上野ガバナー補佐、別府３ロータリークラブ
会長、幹事の皆様、当クラブの例会楽しんでく
ださい。私は終了の点鐘２回目で、慣れないで
すが頑張ります。
近藤会員○
　今年もソフトボール大会が近づいてきまし
た。昨年はクラブ創立以来47連敗してきました
が、とうとう悲願の一勝を果たしました。
　今年は２勝目を目指して頑張りましょう。
　昨日、久し振りに千葉館山ＲＣの梅津さんに連
絡したところ、毎年無理だが５周年毎に必ず出場
する旨を聞きました。皆さんこの大会を盛り上げ
る為に一勝と言わずに２勝を目指して頑張ろう！

E-mail:info@beppu4rc.jp
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衛藤会員○
　今回は上野ガバナー補佐様はじめ会長、幹事
の皆様ようこそお越し下さいました。今年度も
宜しくお願いします。今日はどうぞごゆっくり
なさって下さいませ。
髙宮会員○
　上野ガバナー補佐を初め、４ＲＣの会長、幹
事さん、一年間指導を宜しくお願い致します。
大島会員○
　上野ガバナー補佐はじめ、ゲストの皆様ようこそ！
　一年間頑張って下さい。
木村会員○
　今日のゲスト上野さん、堀秀史さん、笹森さ
ん、浦松さん、堀高志さん、荒金さん、今期も
よろしくお願いします。
平野○ （英）会員
　2014～15年度ガバナー補佐、上野公則様初め
別府４クラブの会長、幹事様、ようこそ別府中
央ＲＣへ。前年度は私も大変お世話になりまし
た。今年度、皆様の御活躍を期待申し上げます。
　上野ガバナー補佐、私が出来なかった事もビ
シビシよろしく。
村津会員○
　一昨日の日曜日に、ビーコンプラザ・フィル
ハーモニアホールで「クール・あおやま第20回
定期演奏会」が開催され、鳴海先生御夫妻をは
じめ、多くの会員、そして御家族の方がお出で
下さいました。
　感謝感激です。
　これまでの一年間、一所懸命に練習をしてき
た甲斐がありました。感謝してスマイル。
鳴海会員○
　遅ればせながら新年度における執行部と皆さ
んの御健勝を祈念し、スマイル致します。
　村津さん、先日のクールあおやま第20回記念
演奏会の盛会を祝し、大いにスマイルしたいと
思います。

森会員○
　先日、クールあおやまの定期演奏会に出場し
た家内は、その夜まで寝言で歌いました。まさ
に寝ても覚めても歌っています。ごくろうさま。
亀井会員○
　今日、午前中に免許証の更新に行きました。
２時間の講習でした。その中で１日１回でもヒ
ヤッ！ハッ！とした運転をされる方は、１年以
内に必ず交通事故を起こすと説明されました。
会員の皆様も気を付けて下さい！尚、本日のゲ
スト浦松会長の会社では、よく会社の前で交通
安全啓蒙運動をされています。その前の道路を
通って頭を下げながら通勤しています！お疲れ
様です。感謝！
森園会員○
　久し振りの後ろの席です。うれしい。スマイル。
島田会員○
　８月から大分三佐の営業所を開業することに
なりました。皆さん宜しくお願いします。
藤原会員○
　先般６月27日、我が社では株主総会が行われ、
役員も大幅に入れ替わり、新しいスタートを切
りました。早いもので、私は着任して１年が経
ちましたが引き続き別府で頑張りますので、宜
しくお願い致します。

就任挨拶	 ＳＡＡ　森園　伸也

　今年度ＳＡＡに就任しま
した森園です。ＳＡＡの事
につきましては何もわか
りませんので、インター
ネットで “ＳＡＡ　ロータ
リー” で検索しました。
　すると鳴海先生のＨＰが
１番目にヒットしました。あらためて私たちのク
ラブには偉大な先輩がいることを実感しました。
偉大な先輩たちに学びながら、一生懸命頑張って
前田会長を盛り立てていければと思います。
　簡単ではありますがＳＡＡ就任の挨拶とさせて
いただきます。

就任挨拶	 クラブ奉仕委員長　平野　教康

　この度、当クラブのクラブ奉仕委員長をさせて
いただくことになった平野教康です。

http://www.beppu4rc.jp/chuo/
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　ロータリー歴３年10カ月で職業分類は保険業で
す。４月には株式会社九州クリーンスペースとい
う会社を立ち上げ古物商も営んでいます。クラブ
奉仕はロータリーの総務というべき立場なので全
ての委員会のお手伝いと思っています。当クラブ
が抱える増強しかりソフトボールでの新たな1勝も
大事なことです。また会員を構成する年齢も30代
から80代とかなりの開きがあり若い我々が諸先輩
にロータリーの事を教えていただかなければなり
ません。そういう場をもっと多く持ちたいと考え
ております。１年間何卒よろしくお願いいたします。

就任挨拶	 社会奉仕委員長　森　　宗明

１）別府もみじ谷の植樹用
の苗木は今後も別府中央
ロータリークラブが提供
する、別府市民の水源地
に植え続けているもみじ
が50年後にどうなってい
るかを考えるとわくわく
致します。管理主体はNPO法人「別府もみじ
たにトラスト機行」に委嘱していますが、今後
も整美作業や、植樹に我がクラブ会員の積極的
な参加を促してゆきます。

２）新しく社会奉仕の事業となる事案を模索して
行きます。

就任挨拶	 国際奉仕委員長　梅津　圭二

　今年度国際奉仕委員長を
担当させていただきます。
梅津圭二です。
　今年度の国際奉仕委員会
の活動計画は、
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。

となっています。特に１番目は私にできる国際奉
仕という点で考えてチャレンジしてみようと思っ

ております。
　それと前年度からの引き継ぎで、当クラブ25周
年記念事業でタイ王国の貧困地域、マハド地区の
小学校に25万円の図書を寄贈した贈呈式を９月２
日に予定していますので、贈呈式の中継等のこと
を、大学公認ＮＧＯ団体プレンゴと前年度国際奉
仕委員長に相談して、進めてまいります。
　その他の各活動計画も会員の皆様のご協力をい
ただきながら実行していきたいと思っております
ので、どうぞ１年間よろしくお願いいたします。

就任挨拶	 青少年奉仕委員長　髙宮　勝美

　皆さんこんにちは。上野
ガバナー補佐を初め、市内
ロータリークラブの各会長
・幹事さん、別府中央ロー
タリークラブの例会にご出
席頂き有難うございます。
　私は当クラブの青少年奉
仕委員長の高宮勝美です。ロータリー歴は８年と
11ヶ月、職種は不動産管理業です。
　今年の私達の委員会メンバーは西林勲二、梶原
和朗会員です。
　活動予定は、
・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。
・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。
・前年に引き続き、市内の小学生、中学生の善行

表彰を行う。

ロータリー探究　No.523	 　鳴海　淳郎

ロータリー情報の失われた最近のロータリー
　最近の国際ロータリーの状況をみますと、プロ
グラムは多様化し、拡大されて、組織的に発展は
したものの、一方において会員の減少が目立つよ
うになりました。
　そこで、これを防ぐためにロータリーの諸規則
が緩和され、はじめの厳しさが失われてきました。
　その結果、ロータリーの基本的理念が失われて
例会は形骸化し、奉仕活動の中軸であった職業奉
仕の概念が忘れ去られ、人道主義に基づく奉仕活
動がロータリー奉仕活動の主流となり、安易なボ
ランティア団体に移行してしまうのではないかと 
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懸念される状態になりました。
　一方、最近の不況で会員が激減していますが、
ロータリーに出す会費が不況で出せなくなって退
会するという企業も出てきました。
　このようなことに共通して言えることは、何れ
もロータリー情報が不徹底なために、企業家であ
る会員が真のロータリアンになり切れず、不況を
乗り切るために必要なロータリアンとしての真価
を発揮することができない状態を示すものと思わ
れます。
　ロータリーにおける職業奉仕の概念は企業への
投資であって、ここにロータリー情報並びに広報
の大切さがあると思う次第です。

　そこで、手続要覧にみられる＜ロータリー情報
に関する記載の推移＞を次の表でみていただきた
いと思います。

○　2013年手続
要覧　第1部 組
織構造 １ロー
タ リ ー ク ラ ブ
の項で ロータ
リー章典7,030,1
が引用され、「ク
ラブは、会員に
ロータリーの情

報を伝え、指導力養成研修を提供することのみを
目的とした例会を開く」と記載されている。
　　
　この表からわかりますように、各年号の手続要
覧をみますと、2004年の手続要覧からは、推奨ク
ラブ細則にはロータリー情報委員会の記載は残っ
ていますが、第1部、第1章ロータリークラブの項
からロータリー情報の記載がなくなっています。
　ついで、2007年、2010年手続要覧からクラブ・
リーダーシップ・プランが取り入れられ、同時に
ロータリー情報の記載がなくなり、推奨クラブ細
則にクラブ・リーダーシップ・プランに基づく新
しいクラブ委員会が記載され、その中からロータ
リー情報並びにロータリー情報委員会に関する記
載がなくなってしまいました。

　そこで、その対策として最も大切なこと、それ
はロータリー情報の徹底
　　　わたしの強調するロータリー情報

　わたしが折りにふれて述べてきましたことを次
に羅列しますと
１．ロータリーを説明する場合、色々な例を引用

しながら、まわりくどく説明するよりも、ロー
タリーの核心にふれるclear cutな説明の方が印
象深いのではないでしょうか。

　≪ロータリー情報はロータリーの理念である
ロータリー哲学を会員一人一人の心に刻む大切
な手段≫であります。

２．定款・細則やロータリー用語の解説に終始す
ることなく、会員自身がロータリーに興味をも
ち、自らがもっとロータリーを知ろうとする、
そして一人でも多くの会員にロータリーが好き
になるきっかけを与えることが大切ではないで
しょうか。

３．こうしてロータリーを知ることにより、ロー
タリーに情熱を燃やすようになり、意欲的な
ロータリアンになるとされています。

４．そして、ガイ・ガンディカ―の言う如く、≪
あたかも昼のあとに夜が続くように、ロータ
リーの実践がはじまる≫　これがロータリアン
の理想像ですが、このような意欲をかき立てる
のがロータリー情報の真髄と思う次第です。

５．最後に、「ロータリーの真髄」を最も簡潔に
説明しますと、次のようになります。

　ロータリーの奉仕は“Thoughtfulness of and 
helpfulness to others” 『思いやりの心をもって他
人のために尽くす』とか、“He Profits Most Who 
Serves Best”『最もよく奉仕する者、最も多く報
いられる』というロータリー哲学の実践にありま
す。これを次の表にまとめてみました。

BEPPU	CHUO	ROTARY	CLUB

E-mail:info@beppu4rc.jp


