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会長の時間	 会長　前田　哲矢

　ガバナー月信が更新されましたのでガバナー
メッセージをお伝えします。
　季節は将に春。弥生の由来は、草木がいよいよ
生い茂る月「木草弥や生ひ月（きくさいやおひづ
き）」が詰まって「やよひ」となったという説が
有力で、これに対する異論は特にないそうです。
　以下省略しまして、
　いよいよ地区大会が近づいてきました。ホスト
・コホストクラブの実行委員会のメンバーは、地
区の皆さんをお迎えする準備に余念がありませ
ん。その奮闘ぶりには本当に頭が下がる思いがし
ます。皆さんを最高のおもてなしを持ってお迎え
するためには何が必要か、プログラム、会場設営
のあらゆる細部にまでわたって議論し、地区大会
をすばらしいものに作り上げようと必死に働いて
います。皆さんに、地区大会に参加いただくこと
で新たなロータリーを体得体感していただきたい
のです。そのためには、皆さんも傍観者でいては
なりません。地区大会の一つ一つの行事に思い
きって飛びこんでください。そうして、参加者全
員が親睦の興奮の渦の中でロータリーとして一体
になって輝きましょう。親睦がロータリーの根幹
です。
　さ、地区大会の会場で「風の寒さ」を吹き飛ば
しましょう。
　以上となっています。

幹 事 報 告	 近藤　賢司

―識字率向上月間―

１．本日の例会は、第４回クラブ協議会を開催い
たします。

・メイクアップ
　　事前　
　　事後　
　　欠席　衛藤、島田、西林、大島、堀、
　　　　　中尾、佐藤
　　理事会承認　椛田
　　出 席 免 除　溝部、河村、木村
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◆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
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理事
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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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２．RI第2720地区2015-2016年度地区研修・協議
会開催のご案内
日　時：平成27年５月10日（日）10：00～16：00
場　所：熊本保健大学
　　　　熊本市北区和泉町325番地 ☎096-275-2111
出席義務者：次年度ガバナー補佐、会長、幹事、

各部門委員長
３．３月８日（日）９：30～パシフィックゴルフ＆

リゾート国東に於いて別府中央ＲＣ親睦ゴル
フコンペが開催され、森園伸也会員が優勝致
しました。
参加者：前田哲矢会長、平野英壽、亀井 孝、

森園伸也、佐々木久宜、梅津圭二　
各会員

４．本日、例会終了後、「第９回定例理事・役員会」
を開催致します。

５．委員会報告
○「最近のロータリー」ロータリー探究No.532
　鳴海淳郎Ｒ情報委長
○社会奉仕委員会より

６．お祝い
結婚記念日　前田哲矢会員（３月10日）

※ご自宅にお花が届きます。
　　　　　　村津忠久会員（３月15日）

７．例会変更のお知らせ
大分1985ＲＣ ３月23日（月）の例会は、定款第６

条第１節（Ｃ）に基づき休会
大分臨海ＲＣ ３月23日（月）の例会は、新会員歓

迎会・地区大会打上げ例会の為　
同日18：30～大分オアシスタワー
ホテルに時間変更

大分城西ＲＣ ３月25日（水）の例会は、職場例会
の為　同日12：30～森のクレヨン
に場所変更

宇佐ＲＣ ３月26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

大分臨海ＲＣ ３月30日（月）の例会は定款第６条
第１節（Ｃ）に基づき休会

津久見ＲＣ ３月31日（火）の例会は、臼津三ク
ラブ合同観桜例会の為　４月２日

（木）18：30～臼杵喜楽庵に日時・
場所変更

豊後高田ＲＣ ３月31日（火）の例会は、家族野外
例会の為　同日18：30～大きな樹
に時間・場所変更

８．次週の予定
　　「ＰＲＥＮＧＯ授与式」
９．本日の回覧

① 「もみじ谷植樹作業」出・欠席（３月15日）
② 「花見例会」出・欠席（３月31日）
③ 「別府近隣７ＲＣ親睦ゴルフコンペ」出・

欠席（４月12日）
④ ガバナー月信No.9

10．本日の配布
① 週報No.1224
② ロータリー探究No.532　「最近のロータ

リー」
③ ロータリーの友３月号

スマイルボックス	 大江　知巳

前田会長○
　明日３月11日は東日本大震災がおきて４年目
です。東京にいる小学２年生の孫娘の誕生日で
もあります。忘れられない日です。
平野○ （教）会員
　父　平野正志の葬儀に際し、大変お世話にな
りました。ありがとうございました。
鳴海会員○
　去る２月28日に開催された、平成26年度『別
府市医師会学術講演会』において、わたしは「中
高年のスキンケアについて」を発表しましたが、
これに対しわたしだけが審査委員特別賞をいた
だきました。
　そして、賞状とともに高額の特別賞をいただ
きました。
　これを記念して大いにスマイルしたいと思い
ます。
村津会員○
　来月12日（日）に開催される「第28回べっぷ
鶴見岳一気登山大会」の参加申込者が、今年も
3,000人を超えました。
　当日のお天気と盛会無事を祈念してスマイル。
後藤会員○
　伸也君、優勝おめでとうございます。
森園会員○
　連覇!!　スマイル。
亀井会員○
　突然の雪で、朝、車が動けませんでした。（積
雪の為）急な気候変動です。皆様、健康に気を
付けて下さい！ゴルフはもうやめようと思いま
す。２回連続の100点でした。またまた平野兄
に寄附をしました。平野兄のスマイルに期待し
ています。
平野○ （英）会員
　今日、米山奨学金第一回回収日です。何人か
の奨学金の寄付をいただきました。ありがとう
ございます。第二回目は５月に回収します。又
よろしく。

http://www.beppu4rc.jp/chuo/
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第４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　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19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17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31日　花見例会 春香苑
４月12日　別府近隣７ＲＣ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。
◆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。

E-mail:info@beppu4rc.jp
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◆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。
◆ＳＡＡ　　　　　　　　　
　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．年間10ドルの一般寄付
　　＄10×102円×28名＝28,560円（＄280）
２．特別寄付（3/10 現在）

・近藤賢司会員　$ 100
・梶原和朗会員　$ 100
・村津忠久会員　$ 100
・森園伸也会員　$ 100
・平野英壽会員　$ 100
・後藤　隆会員　$ 100

３．100万ドルの食事の実施（H26年10月21日）
　　＄2×112円×28名＝6,272円（$56）
◆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

普通寄付　前期2,500円×28名＝70,000円
後期2,500円×27名＝67,500円

２．特別寄付（3/10 現在）
　　・近藤賢司会員　　10,000円
　　・鳴海淳郎会員　　20,000円
　　・村津忠久会員　　20,000円
　　・平野英壽会員　　20,000円
　　・木村きぬゑ会員　10,000円
　　・髙宮勝美会員　　10,000円
　　・島田光男会員　　10,000円
　　・梶原和朗会員　　10,000円
　　・堀　由美会員　　10,000円
　　・衛藤秀子会員　　10,000円
　　・大江知巳会員　　10,000円
　　・前田哲矢会員　　10,000円
　　・梅津圭二会員　　10,000円
　　・森　宗明会員　　10,000円
　　・亀井　孝会員　　10,000円
　　・後藤　隆会員　　10,000円
　　・森園伸也会員　　10,000円
３．米山ランチ、米山クラブ寄付の実施
　　（H26年10月7日）
　　・米山ランチ　＠1,000×28名＝28,000円
　　・クラブ寄付　12,500円
４．米山奨学生卓話（H26年10月7日）
　　朴

ボク

　天
テン

文
ブン

君（世話クラブ：別府ＲＣ）
５．米山記念奨学会ＤＶＤ上映（H26年11月11日）
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