
会 員 総 数
出 席 者
事前メイクアップ
理 事 会 承 認
出 席 免 除
欠 席 数
出 席 率

本

日

の

出

席

前
々
回
の
訂
正

名
名
名
名
名
名
％

出 席 率
事後メイクアップ
理 事 会 承 認
出 席 免 除
修 正 出 席 率

連　続
通　算

％
名
名
名
％

％

◆点　　鐘　　12：30
◆国　　歌　　君が代
◆Ｒ　　Ｓ　　奉仕の理想
◆唱　　歌　　うみ
◆ゲ ス ト　　塩地亜希子さん

（2010-2011年度ロータリー財団国際親善奨学生）

会長の時間	 会長　前田　哲矢

　昨日雨の中、別府ロータリークラブとソフト
ボールの練習試合をしましたが検討空しく惨敗で
した。まだ日出、湯布院との練習試合があります
から頑張りましょう。今日はクラブ協議会です。
協議会の意義についてお話します。
　クラブ役員、理事、及び各委員長の協議会で、
奉仕プロジェクトや活動、会員増強・退会防止、
地区大会や他の会合への出席などについて話し合
い、また、会員の教育の場となり、会員の奉仕活
動への関心を喚起することなどである。年度中４
－６回のクラブ協議会お開くことが推奨されてい
る。クラブによって開催日は異なる場合もある。
①地区会議会の直後　会長エレクトが主催する。
②７月１日直後　年度計画について話し合い、採
択する③公式訪問の２週間前④公式訪問　ガバ
ナー補佐と地区ガバナーとクラブの現状を話し合
う⑤ロータリー年度の半ば　目標への進展状況と
年度後半のクラブ・プログラムの決定⑥地区大会
の後　クラブ計画を完了させるためのアイディア
や提案について話し合う。クラブの他の会員の出
席も歓迎される。

幹 事 報 告	 近藤　賢司

―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
塩地亜希子さん
（2010-2011年度ロータリー財団
国際親善奨学生）

２．７月27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

・メイクアップ
　　事前　
　　事後　藤原（別府）
　　　　　西馬、大江、森園（別府東）
　　欠席　中尾、森園、髙宮、西林、島田
　　理事会承認　椛田
　　出 席 免 除　溝部
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◆出席報告　　　　　　　委員長　津末美代子
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村津　忠久	
大江　知巳

森　　宗明
梅津　圭二
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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
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加会員の皆様、ご協力ありがとうございまし
た。尚、参加者で「クラブ創立20周年記念樹
の記念碑除幕式」を執り行いました。当日の
参加者は、前田会長、平野英壽、村津忠久、
梶原和朗、佐々木久宜、森　宗明、近藤賢司
各会員、陸上氏自衛隊別府駐屯地曹友会より
大野会長以下12名の計20名でした。

３．７月29日（火）19：00～旬菜食堂うみの森に
於いて「日出ロータリークラブ親睦例会」が
開催され、前田哲矢会長と近藤賢司幹事が出
席致しました。

４．８月４日（月）19：00～野口原グラウンドに
於いて「別府中央ＲＣ対別府ＲＣのソフト
ボール練習試合」を開催いたしました。
出席者：前田哲矢会長、藤原光生、後藤　隆、

平野教康、梶原和朗、亀井　孝、西
馬良和、佐々木久宜、島田光男、梅
津圭二、近藤賢司　各会員

５．本日、クラブ協議会終了後「第２回定例理事
・役員会」を開催いたします。

６．委員会報告
　・社会奉仕委員会より
　　「もみじ谷奉仕作業」報告
　・Ｒ情報委員会より
　　鳴海初代会長よりの提言
「クラブにおけるロータリー情報
の徹底を期して」

７．お祝い
会員誕生日　溝部　仁会員（８月６日）

※記念品をお渡し致します。
配偶者誕生日　堀　　誠さん（８月17日）
皆　　　勤　髙宮勝美会員（８月２日＝在籍９年）
　　　　　　堀　由美会員（８月10日＝在籍４年）

８．例会変更のお知らせ
別府東ＲＣ　８月７日（木）の例会は祈願例会の

為　同日12：30～火男火売神社に
場所変更

定款第６条第１節（ｃ）により休会のクラブ
８月11日（月）：大分1985ＲＣ
８月12日（火）：別府中央ＲＣ、中津中央ＲＣ、

大分ＲＣ、大分中央ＲＣ、竹田
ＲＣ、日出ＲＣ、津久見ＲＣ

８月13日（水）：大分キャピタルＲＣ、中津ＲＣ、
大分中央ＲＣ、大分城西ＲＣ、

　　　　　　　湯布院ＲＣ
８月14日（木）：中津平成ＲＣ、別府東ＲＣ、

杵築ＲＣ、大分東ＲＣ
８月15日（金）：別府ＲＣ、大分南ＲＣ

９．次週の予定（８月12日）
「定款第６条第１節（Ｃ）に基づき休会」

10．次々週の予定（８月19日）
「会員増強フォーラム」

11．本日の回覧
①	くにさきＲＣ　週報

②	「第31回別府近隣７ＲＣ親睦ソフトボール
大会」出・欠席
③	ソフトボール練習試合　日程
④	ガバナー月信No.2
⑤	自衛隊父兄会より「おやばと」

12．本日の配布
①	週報No.1196,1197
②	米山学友	全紅女さんより「開店のご挨拶」

スマイルボックス	 委員長　藤原　光生

前田会長○
　塩地さん、ようこそ中央ロータリークラブへ。
例会、楽しんで下さい。千葉より孫が来ていま
す。雨は降り続いていますが、大分・別府を楽
しんでいます。
近藤会員○
　先程の幹事報告の通り、昨夜、ソフトボール
の練習試合があり、別府ロータリークラブには、
これでもかと言わんばかりにコテンパンにやっ
つけられました……。前田会長！もう優勝を夢
見るのは諦めてください。
衛藤会員○
　塩地さん、お久し振りです。どうぞごゆっく
りなさって下さい。
　トリニータの皆様、がんばって…。
平野○ （英）会員
　塩地亜希子さん、遠いヨーロッパよりお帰り
なさい。ますます女性美が磨かれてきましたね。
森会員○
　急用にて途中退席致します。あっこちゃんお
かえり！
村津会員○
　先月末、27日・日曜日、小雨の中を「もみじ
谷奉仕作業」に御参加下された会員のみなさん、
曹友会のみなさん、ありがとうございました。
　感謝してスマイル。
後藤会員○
　先日、博多の中州で同業者と飲食している時、
近藤さんから電話がありました。「今、北浜の
M（店名）にいるから。」「今、中州なんですよ。」
「３時間あったら来れるやろ。」……。
　近藤さんってこんな人なんですよ、皆さん!!
梅津会員○
　昨日ソフトボール１回表これはいけるか？と
思ったら、ボロ負けでした。本番まであと２試
合コピッとがんばれし。
佐々木会員○
　昨日の別府RCとの練習試合おつかれさまで
した。結果は残念でしたが、大変よい試合がで
きました。帰りに高そうな「カサ」をひろいま
した。欲しい方は金額の相談に応じます。18日
（月）日出RCとの練習試合の勝利を願ってスマ
イル！

http://www.beppu4rc.jp/chuo/
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大江会員○
　8/15	７：00よりお盆の藤ヶ谷霊園では、満
天に輝く星空の下、別府湾の夜景を眺め、たく
さんの灯篭を並べた、まさに万灯篭の世界の中、
今回はプロの女性ピアニストとヴォーカルによ
るコンサートを行います。テーマは「命と親子
の絆」です。是非、皆様もお越し下さい。
藤原会員○
　明日、亀井さんがプロデュースしたミニモー
ルが別府駅前のつるみカーパーク１Fにオープ
ンします。
　亀井さんの地域活性化を念頭においた取り組
みに敬意を表します。

社会奉仕委員会報告	 委員長　森　　宗明

もみじ谷奉仕作業報告
平成26年７月27日（日曜日）

　８時30分鶴見山ロープウェイ駐車場に集合。自
衛隊曹友会大野会長他12名の計13名、ロータリー
クラブから前田会長、近藤幹事、平野英、村津、
梶原、佐々木、森が参加。参加者で「クラブ創立
20周年記念樹の記念碑除幕式」を執り行いました。
その後整美作業に入りましたが、雨が降り、暫く
もみじの下で雨宿りを致しましたが、結局雨の中
で作業を致しました。
　作業終了後、自衛隊曹友会の方たちと唱歌を２
曲歌い、解散いたしました。皆様ご苦労様でした。
作業を行った場所での残留本数は177本でした。

第２回クラブ協議会	

◆2014～2015年度委員会活動計画書◆

◆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22日	 夕涼み例会	 別府タワー
	7月23日	 ソフトボール練習	 野口原グラウンド
		8月	4日	 ソフトボール練習試合	 野口原グラウンド
	8月18日	 ソフトボール練習試合	 野口原グラウンド
	 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	 野口原グラウンド
	10月12日	 ゴルフコンペ
	11月16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
１．点鐘後、国歌、ロータリーソング、童謡をで
きるだけ元気よく大きな声で斉唱し、明るい雰
囲気で例会に臨めるようにする。
２．会員誕生日のバースデーソングを歌う時は全
員起立し、なるべくファーストネームを入れる。
３．例会が始まる前や食事中はバックグラウンド
ミュージックをかける。
◆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。

E-mail:info@beppu4rc.jp

BEPPU	CHUO	ROTARY	CLUB



◆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
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。
◆青少年奉仕委員会
　委員長　髙宮　勝美　　副委員長　西林　勲二
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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