
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
◆Ｒ　　Ｓ　　Ｂ・Ｃ・Ｒ・Ｃの歌
◆唱　　歌　　めだかの学校

会長の時間	 会長　前田　哲矢

　今日は我がクラブ創立26周年記念例会です。人
生、ロータリーアンの大先輩でもあります鳴海初
代会長、村津第５代会長に結成等についての卓話
お願いしてあります。楽しみです。
　又、地区大会にご参加された会員の皆様はご苦
労様でした。
　地区大会について簡単にご報告させていただき
ます。
　20日金曜日夕方６時からRI会長代理歓迎晩餐
会で始まり、21日・22日までの三日間の日程で行
なわれました。今年度RI会長「ロータリーに輝き
を」のテーマに基づき、李	翼文（Ye-Wen	Lee）
RＩ会長代理の挨拶があり、第2720地区スローガ
ン「ロータリーを学び直し、新たな第一歩を踏み
だそう」の小山ガバナーの挨拶で大会が始まりま
した。詳しい内容に付きましてはガバナー月信等
に掲載されると思います。
　我がクラブは出席率向上実績優秀クラブ他、多
数の部門で名誉ある表彰をうけました。
　これからも色々な部門で表彰されるように会員
の皆様とともに心がけたいものです。

幹 事 報 告	 近藤　賢司

―識字率向上月間―
…本日は「創立26周年記念例会」を

開催いたします。…
１．本日の卓話
「創立26周年記念卓話」

　初代会長　鳴海淳郎	氏
第５代会長　村津忠久	氏

２．３月21日（土）13：00～翌22日（日）12：00
までiichiko総合文化センターiichikoグランシ
アタに於いて「RI第2720地区2014-2015年度
地区大会」が開催され、21日（土）18：00～
レンブラントホテル大分に於いて会員交流懇

・メイクアップ
　　事前　梶原（地区大会）
　　事後　衛藤、大島、佐藤（別府）
　　欠席　島田、大江、髙宮、中尾
　　理事会承認　椛田
　　出 席 免 除　溝部、河村、木村

28
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◆出席報告　　　　　　　委員長　津末美代子
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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
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例会日　火曜日　12時 30 分
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　　　　TEL	（0977）22-1110　FAX	21-1019
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村津　忠久	
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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
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親会が開催されました。又、当クラブは下記
の表彰を受けましたのでご報告いたします。
☆出席率向上実績優秀クラブ（6.13％）
☆地区役員表彰（感謝状）　平野英壽ガバナー
補佐
☆高齢会員地区大会出席者（85歳以上）鳴海
淳郎会員、村津忠久会員
☆永年皆勤会員（25年以上40年未満）　平野
英壽会員、椛田健治会員、河村貴雄会員
登録者：平野英壽、平野教康、梶原和朗、亀井

孝、近藤賢司、前田哲矢、村津忠久、
森宗明、鳴海淳郎、梅津圭二　各会員

３．委員会報告
１）「別府中央ロータリークラブ結成について」
２）皮膚科医として・この道60年

４．お祝い（次週、夜例会の為、本日週分お祝い
いたします。）
結婚記念日　堀　　由美会員（３月24日）
　　　　　　近藤　賢司会員（３月26日）
配偶者誕生日　鳴海　静子さん（３月30日）
　　　　　　村津久美子さん（４月４日）
皆　　　勤　大島由美子会員（３月23日＝16年）
　　　　　　椛田　健治会員（３月28日＝26年）
　　　　　　河村　貴雄会員（３月28日＝26年）

５．例会変更のお知らせ
大分ＲＣ　４月７日（火）の例会は、職場例会

の為　同日12：30～大分ヤナセ㈱
に場所変更

中津中央ＲＣ　４月７日（火）の例会は、花見例会
の為　同日18：30～ＳＯＬに時間
・場所変更

日出ＲＣ	 ４月７日（火）の例会は、豊後大野
・日出・別府東３ＲＣ合同花見例
会の為、同日18：30～ますの井に
時間・場所変更

別府東ＲＣ	 ４月９日（木）の例会は、豊後大野
・日出・別府東３ＲＣ合同花見例
会の為、４月７日（火）18：30～ま
すの井に日時・場所変更

別府ＲＣ	 ４月10日（金）の例会は、職場例会
の為　同日12：30～児童養護施設
別府平和園に場所変更

６．次週の予定
「花見例会」　18：30～春香苑に於いて開催い
たします。

７．本日の回覧
①	宇佐ＲＣ　週報
②	「別府近隣７ＲＣ親睦ゴルフコンペ」出・
欠席（４月12日）
③	第25回日米草の根交流サミット2015ホス
トファミリー募集案内

８．本日の配布
①	週報No.1226

②１）「別府中央ロータリークラブ結成につ
いて」
２）皮膚科医として・この道60年（小冊子）
　鳴海淳郎初代会長より

スマイルボックス	 大江　知巳

鳴海会員○
　意義ある本例会を記念しスマイル致します。
椛田会員○
　創立26周年おめでとうございます。
前田会長○
　別府中央創立26周年です。初代会長鳴海会員、
第５代会長村津会員、卓話楽しみです。
近藤会員○
　今年の地区大会で我が別府中央ロータリーク
ラブは、出席率向上実績優秀クラブとして表彰
されました。これは前田会長が出席優秀者を表
彰したり、津末出席委員長が出席率に関してや
かましく言っていることが、この表彰につな
がったと思いました。これからも出席率の高い
活気溢れる別府中央ロータリークラブであり続
けるよう、お互い頑張りましょう！！
村津会員○
　今年から高校生となる曾孫の晴仁は、第１志
望の学校に合格することが出来ました。
　彼の大成を祈念してスマイル。
森園会員○
　娘が無事に高校生になれました。良かった。
スマイル。
後藤会員○
　26周年、早いものですね。私も入会して25年
…。良かったのか悪かったのか？友人も出来た
し、まぁ良かったとしよう。
衛藤会員○
　今日は26周年例会おめでとうございます。こ
んにち別府中央ロータリークラブがあるのは、
鳴海先生始めチャーターメンバーの皆様のおか
げです。感謝してスマイル。今後共よろしくお
願いします。
堀会員○
　ビックリした！今日結婚記念日だった。18周
年かな？早速主人に『今日は忘れものないよう
に帰っておいで』と電話します。
　皆様にもありがとうございました。
平野○ （英）会員
　先日、地区大会で森会員が出席して座るはず
のイスに私が座って話を聞いていたら、なぜか
すごく眠くなりました。なぜでしょう？
　又、26周年おめでとう。みなさんに感謝。
亀井会員○
　チャーターメンバーに感謝してスマイル申し
上げます。

http://www.beppu4rc.jp/chuo/
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森会員○
　一、クラブ創立26周年おめでとうございます。
　二、鳴海先生のご本を作らせて頂きました。
ありがとうございました。只々光栄です。
　三、椛田先生に今朝奥歯を入れていただきま
した。26周年のお祝いよろしくとのこと。

創立26周年記念卓話	

クラブ創立26周年記念日を迎えて
～クラブの結成について思う

　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26	
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。
　その経過を簡単に纏めますと次のようになりま
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
　同時に委嘱された２人の特別代表補佐と共に度々協議
を重ねる
宮本末吉（別府北ＲＣ）・千寿健夫（別府東ＲＣ）

1988・７・20：　第１回目の会合
　　　８・２：　第２回目の会合
　　　９・10：　第３回目の会合
　　　12・30：　第４回目の会合
1989・１・28：　第５回目の会合
　　　２・10：　第６回目の会合
　　　２・28：　新クラブ結成グループ第１回会議開催
　　　３・28：　創立総会
　　　４・17：　RI加盟承認
　　　11・26：　チャーターナイト

※　新クラブ結成の歩み
　新クラブ結成における実際の経過をまとめてみ
ますと次のようになります。
1988年
７・１：特別代表に委嘱される
７・20：第１回目の会合（ホテル白菊）
　　　出席者　…　鳴海特別代表、宮本・千寿両

特別代表補佐
・keymenについて、一応４人を推薦
・テリトリーの問題
・新クラブの結成について－会員の移籍
によりすぐにでも結成できうな気配。
・新人として一応下記の人の名前がでた
　（西田滋弘、牧野哲朗、篠　力、その他）

７・21：拡大調査報告書の提出
　　　　ロータリー・クラブの元会員

岡嶋大弼・久保不二朗・村上侃・安達
昭一（以上別府RC）
孫田秋義・川又三郎・菊池宏（以上別
府北RC）

　　　　KeyMen中心人物
川又三郎　　　医師
菊池　宏　　　医師
西田滋弘　　　旅館
高平憲吉　　　酒精飲料配布

７・24：ロータリアン有志の懇談会－新クラブ結
成の問題について

　　　　会長・幹事を中心に、
　　　　　（別府RC・６名、別府北RC・３名、

別府東RC・４名=計13名）
８・２：第２回目の会合（たつのや）

スポンサークラブは別府RCで、別府北
・別府東両RCをコ・スポンサーとし、
別府市全域をテリトリーとみなし、その
上に２階建てのアディショナル・クラブ
をつくることを建前とする。
出来るだけ新会員を掘り起こすこと、ど
うしても無理な場合は各クラブより会員
移籍を考える。

８・11：別府東RC例会で挨拶
８・17：別府北RC例会で挨拶
８・19：別府RC第1807回例会:　アディショナル

・クラブ結成承認の決議
９・９：３RCより・アディショナル・クラブ結

成の承認書を受け取る
９・10：第３回目の会合（たつのや）

・新会員候補者の推薦があまり出な
・候補者の推薦を急いでもらうことにした

９・20：別府RCより新クラブ設立に関する合意
書を受け取る。

９・21：ガバナー事務所に書類の提出
・別府RCのロータリー・クラブ設立に
関する合意書
・別府３RCのアディショナル・クラブ
結成の承認書

10・７：別府RC第４回定例理事会（新クラブ設
立に関する特別委員会）で現時点におけ
る報告を行う。

11・４：別府RC・歴代会長、幹事会でこれまで
の経過報告

12・２：別府RC第６回定例理事会（新クラブ設
立に関する特別委員会）で新クラブ初代
会長には岡本芳生会員が適任と決定

12・４：岡本会員訪問、体調をこわしているとの
理由で新クラブ会長になることを辞退

12・８：小野高人氏をKeymenに推薦
12・16：別府RC第３回臨時理事会・役員会（新

クラブ設立に関する特別委員会）
　新クラブ設立のためのKeymenとなる
移籍会員について協議

12・30：第４回目の会合（たつのや）
出席者：黒木ガバナー、加藤分区代理、
鳴海特別代表、宮本・千寿両特別代表補
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佐…遅くとも来年１月までに創立会員を
具体的に選ぶ。

1989年
１・28：第５回目の会合（たつのや）

出席者：特別代表、特別代表補佐の３名
各クラブよりの移籍会員、並びに現段階
での新会員候補者が出揃う。

２・３：別府RC第８回定例理事会（新クラブ設
立に関する特別委員会）

　　　　　現段階の報告と移籍会員の確認
２・10：第６回目の会合（たつのや）
　　　　出席者：特別代表、特別大経補佐の３名
　　　　現段階における移籍会員、並びに新会員

候補者の名簿作成
　　　　別府RC関係　・・・11名
　　　　別府北RC関係・・・８名
　　　　別府東RC関係・・・８名　　以上	27名
２・17：別府RC第1832例会において新クラブ結

成の現状を説明
２月28日に新クラブ結成グループの第１
回会議を開くことに決定
（場所：コスモピア・トキハ別府店７階
・牡丹の間）

　　　　案内状の発送：31名
２・28：新クラブ結成グループ第１回会議開催
　　　　会員候補者22名出席　：　新会員候補者

に対するロータリー情報
　　　　当日　入会カード提出者・・・19名
３・３：別府RC第９回定例理事・役員会で　新

クラブ結成の経過報告、一応３月28日を
創立総会の予定と報告

３・７：別府中央仮クラブ第１回例会
３・９：今後の予定を全会員に通知
３・14：別府中央仮クラブ第２回
３・21：休会
３・26：千寿特別代表補佐の推薦で伊藤秀憲氏の

入会決定、23名となる。
３・28：別府中央仮クラブ第３回例会…創立総会

総会当日残念ながら２名の欠席…結局21
名となる。
結局チャーターメンバーは21名となる。
（移籍会員３名、元会員３名、新会員15名）

４・17：RI加盟承認
４・27：特別代表・特別代表補佐との第７回会合

（たつのや）
別府中央RCRI加盟承認の報告とこれま
でのご協力に感謝

おわりに　
　特別代表に委嘱されてより少なくとも半年以上
にわたる、気の許せない毎日の連続であった。
　新クラブ設立は骨の折れるもので、大変な努力
が必要であったが、新しいクラブをつくったとい
う満足感は、本人以外誰も味わうことの出来ない

ものと思われる。
◇　　◇　　◇

第５代会長　村津　忠久
　1988年（昭和63年）夏に別府市に４番目のロー
タリー・クラブがつくられる事が決まり、別府市
全域を区域限界とする「別府中央ロータリークラ
ブ」が誕生することになりました。
　別府Ｒ．Ｃ．の鳴海淳郎会員が特別代表となっ
て産婆役を務められ、別府Ｒ．Ｃ．の会員で希望
者は新しいクラブに替われる事になり、私は希望
して新しいクラブのチャーターメンバーとなりま
した。
　折角新しいクラブのパイオニアとなりましたの
で、別府Ｒ．Ｃ．時代の経験を生かして次のよう
な努力を致しました。
１）ロータリーの為に費やされる時間を出来るだ
け少なくする。
２）ロータリーの為に費やされる経費を出来るだ
け少なくする。
３）スマイル・ボックスは自主申告だけにして、
スマイル委員長の提唱による徴収はしない。
４）年間約50回の例会に於ける卓話者は、期首に
ほぼ決定しておく。
５）卓話の内容は卓話者に原稿を提出して頂く。
６）例会中の私語は、思いやりの精神で厳かに慎
むこと。

その時から26年が経ちました。
　会員みんなでつくり上げて来たわがクラブの在
り方は、今、立派だと思います。
　ただ一つ、心残りは例会出席です。
　週に一度一時間、ロータリー例会という別天地
・別空間に身を置く事は得難いリセットになると
思います。
　その気になって頂きたいと切に願っています。

◇　　◇　　◇
椛田　健治

　この度、26周年を迎えられ、心よりお慶び申し
上げます。
　私は、亀川に開業と同時に当時チャーターメン
バーとして入会をさせて頂きました。
　鳴海先生、村津様、溝部先生には厳しくご指導
頂いた事を懐かしく思い出されます。また、チャー
ターナイトでは太極拳をはじめ温かい雰囲気の
中、色々な行事に参加させて頂きました。私自身、
出席率が悪くご迷惑をおかけしておりますが、常
にロータリー精神を心がけ、私は永遠にロータリ
アンであると自負しております。これまで多くの
方々と出会い、多くを学ばせて頂き、感謝申し上
げます。
　若い会員の方々も増え、活気あふれたロータ
リークラブに成長されている今、皆様のご健康と
益々のご発展を祈念申し上げます。
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