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◆点　　鐘　　12：30

◆Ｒ　　Ｓ　　我等の生業

◆唱　　歌　　坊がつる賛歌

会長の時間	 会長　前田　哲矢

　会長の時間何を話そうかと思い６月ロータリー
の友を読んでいましたらロータリーを「一口で言
う」ならばの記事が掲載されていましたので読ま
れた方には申し訳ないですが紹介します。
　「ロータリーとは何ですか」と聞かれた時、ど
のように答えたらいいのでしょう。から始まり米
山梅吉氏曰く「ロータリーの例会は人生の道場」、

「ロータリーは見えないところに仕事があり、目
立たないところに妙味がある」、井坂孝氏は「ロー
タリー着物の裏を整えて着心地を良くするような
仕事をしている」また村田省蔵は「ロータリーは
銭湯のごとし、着物を脱いで裸になれば身分はな
い。浴槽に一緒につかって本音で語り合う」とロー
リーの先人たちはこのように言っています。
　最後に「ロータリーの使命とは、例会において
会員を立派なロータリアンに育てることにありま
す」と言うことになるのではと思います。
　さて、あなたがロータリーを「一口で言う」と
したらどのように言いますか？で終っています。

・メイクアップ
　　事前　
　　事後　
　　欠席　梶原、津末、西馬、中尾、森園
　　理事会承認　椛田、森
　　出 席 免 除　溝部、河村
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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
　〃
　〃
　〃

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

http://www.beppu4rc.jp/chuo/

2720 地区
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幹 事 報 告	 近藤　賢司

―ロータリー親睦活動月間―

１．本日の卓話
　　「一年を振り返って」前田哲矢会長　　        

２．ガバナー事務所移転のお知らせ
ガバナー事務所は隣接する商業施設建設の
為、下記の住所に移転しました。
＊電話、ＦＡＸ、Ｅメールは変更ありません。

新住所  〒860-0808 熊本市中央区手取本町
11-1　銀染コア地下1階

３．2015-2016年度管理運営セミナー開催のご案内
【大分開催】
日　時　平成27年７月18日（土）13：30～16：30
場　所　ホルトホール大分（大分駅南）
　　　　大分市金池南１-５-１　☎097-576-7555

【熊本開催】　
日　時　平成27年７月25日（土）９：30～12：30
場　所　熊本保健科学大学　
　　　　熊本市 和泉町325　☎096-275-2111
対象者　クラブ会長、次年度クラブ会長予定

者、クラブ幹事、クラブ管理運営（ク
ラブ奉仕）、出席、プログラム、ス
マイル、親睦　各委員長、他参加希
望者

　　※どちらかの研修会にご登録お願いいたします。

４．RI第2720地区第31回（2015-2016年度）インター
アクト年次大会のご案内
日　時　平成27年８月１日（土）～２日（日）
場　所　熊本県立あしきた青少年の家
　　　　（葦北郡芦北町芦北鶴木山）☎0966-82-3092
対象者　インターアクトクラブ会員・顧問・

提唱ＲＣインターアクト委員長
登録料　４，000円（インターアクター・顧

問・ロータリアン）
ホスト校　熊本県立水俣高等学校
提唱クラブ　水俣ロータリークラブ

５．第12回定例理事・役員会報告
（平成27年６月２日（火）例会終了後～　

ホテルニューツルタ例会場　５名）
１）例会場の件。※次年度は現状維持
２）大江知巳会員退会の為、普通預金口座代表

者名変更の件。※承認
　　　※豊和銀行／別府支店（普）№1367273

　　　　別府中央ロータリークラブ　
　　　　会計　西馬良和　

３）ホテルニューツルタへお礼の件。（20,000円）
※承認

４）６月・７月例会予定の確認。
 ６月２日 「会員卓話」鳴海淳郎会員
 ９日 「会員卓話」前田哲矢会長
 16日 「第５回(新・旧)クラブ協議会」
 23日 「会長・幹事慰労会」
  於：ホテル山水館
 30日 「定款休会」
新年度
 ７月７日 「就任挨拶」
  会長、副会長、幹事、会計、ＳＡＡ
 14日 「第２回クラブ協議会」
  （公式訪問２週間前）
 21日 「野田三郎ガバナー公式訪問例会」
 28日 「　　　　　」

６．６月７日（日）７：00～大分サニーヒルゴル
フ倶楽部に於いて別府中央ＲＣ親睦ゴルフコ
ンペを開催致しました。
優勝：近藤賢司幹事　準優勝　前田哲矢会長
参加者：前田哲矢会長、後藤隆、平野英壽、

亀井孝、梅津圭二、近藤賢司各会員

７．本日、12：00～ホテルニューツルタ例会場に
於いて「第10回臨時理事・役員会」を開催致
しました。

８．委員会報告
○「ロータリー財団の使命とプログラム」ロー

タリー探究No.315 鳴海淳郎Ｒ情報委員長
○「日本の伝統文化「華道 茶道」体験イベ

ント」開催のお知らせ　梅津圭二国際奉仕
委員長

９．お祝い
結婚記念日　島田　光男会員（６月９日）
　　　　　　津末美代子会員（６月10日）
　　　　　　西馬　良和会員（６月13日）

　　　　　
10．例会変更のお知らせ

津久見ＲＣ ６ 月16日（火）の 例 会 は、 第28回
ロータリー童話祭の為　同日９：00
～市民会館に時間変更

日出ＲＣ ６月16日（火）の例会は、職場例会
の為　同日12：30～大分みらい信
用金庫日出支店に時間・場所変更

http://www.beppu4rc.jp/chuo/
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大分1985ＲＣ ６月22日（月）の例会は、夜の例
会の為　同日19：00～にしおかに
時間・場所変更

津久見ＲＣ ６月23日（火）の例会は、夜間例
会の為　同日18：30～市民会館に
時間変更

湯布院ＲＣ ６月24日（水）の例会は、第４回献
血事業の為　６月26日（金）10：00
～湯布院庁舎に日時・場所変更

別府北ＲＣ ６月24日（水）の例会は、新旧会長
・幹事歓送迎会の為　同日18：00
～ホテル白菊に時間変更

別府東ＲＣ ６月25日（木）の例会は、例会場
の都合の為　同日12：30～ホテル
サンバリーアネックスに場所変更

宇佐ＲＣ ６月25日（木）の例会は、最終例会
・クラブ協議会の為　18：30～は
ちまんの郷宇佐に時間・場所変更

中津平成ＲＣ ６月25日（木）の例会は、最終夜
間例会の為　同日19：00～筑紫亭
に時間・場所変更

別府ＲＣ ６月26日（金）の例会は、会長・
幹事慰労会の為　６月24日（水）
18：30～かなわ荘に日時・場所変
更

11．次週の予定  
「第５回（新・旧）クラブ協議会」
　＊協議会は全員参加です。（特に入会３年
未満の会員の方はぜひご出席下さい。）
各委員会の委員長で万一欠席される方は、必
ず代理者を幹事までお知らせ下さい。
審議の進行上、ご協力お願い致します。

12．本日の回覧
① 「第５回（新・旧）クラブ協議会」出・欠席
② 「会長・幹事慰労会」出・欠席
③ 「別府中央ＲＣ親睦ゴルフコンペ」出・欠席
④ 「ソフトボール練習」出・欠席

13．本日の配布
① 週報No.1235、1236
② Ｂ混記念合唱団・クールあおやま第21回

定期演奏会招待券

スマイルボックス	 梅津　圭二

前田会長○
　初めてＩＴ機器を使っての卓話です。ガンバ
リマス。

島田会員○
　今日結婚記念日30年です。５月４日長男が結
婚しました。

佐々木会員○
　３週間、滋賀県で研修をしてきました。毎日
5:30に起きてマラソンして夜まで研修。少しだ
け痩せました。やっぱり下界は最高です。

村津会員○
　私共の合唱団クール・あおやまの第21回定期
演奏会を来月５日ビーコンプラザ・フィルハー
モニアホールで開催致します。
　本日、皆様に御招待券を差し上げております
ので、２時から４時頃まで、お時間のとれる方
は是非御来場下さい。

平野○ （英）会員
　先日日曜日、ゴルフのコンペ、私は優勝しな
くて良かったけど近藤幹事はカード番号が欲し
かったです（笑）（７７７）
　又、本年度、米山奨学特別寄付をまだしてく
れていない方は予算が許せば是非よろしくお願
いします。

近藤会員○
　今回のサニーヒルゴルフクラブで行われたゴ
ルフ大会で優勝することができました。なんと
ゴルフ場から渡された私のカード番号が７７７
でしたので、ゴルフをする前から優勝を確信し
ておりました。すべてラッキースリーセブンの
お陰です。

亀井会員○
　ゴルフ場にゴルフバッグを忘れて帰りまし
た！
　クラブからＴＥＬがあり、ビックリしました。

E-mail:info@beppu4rc.jp
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　ガバナー月信等プロジェクターを使い会員の皆様に紹介しなさいとのことでしたがメカに弱く今日初め
て挑戦します。
　2014年７月－2015年６までの各例会週報ホームページを見ながら皆さんと一年を振り返りたいとおもい
ます。うまく操作できるかわからないですが宜しくお願い致します。

７/１ 第１回例会 於：ホテルニューツルタ
７/３ 各メディア表敬訪問
７/22 夕涼み例会 於：別府タワー
７/27 もみじ谷奉仕作業

８/４ 別府中央ＲＣ対別府ＲＣソフトボール練習試合 於：野口原グラウンド
８/26 別府中央ＲＣ1200回例会 於：ホテル山水館

９/６ 別府中央ＲＣ対湯布院ＲＣソフトボール練習試合 於：ゆふの丘プラザ
９/９ 月見例会 於：割烹旅館 ゆめさき
９/14 親睦ゴルフコンペ 於：大分サニーヒルゴルフ倶楽部
９/16 インターアクト活動報告例会 於：紅灯籠
９/28 第31回別府市近隣７ＲＣ親睦ソフトボール大会 於：野口原グラウンド（４位）

10/６ 別府市内校長会（こどもの善行表彰打ち合わせ） 於：別府市役所
10/４ 職場例会 於：藤ケ谷霊園
10/19 親睦ゴルフコンペ 於：城島高原ゴルフ倶楽部

11/３ もみじ谷奉仕作業
11/４ 小山康直ガバナー公式訪問大分第３グループ６ＲＣ合同例会 於：別府湾ロイヤルホテル
11/18 歴代会長・幹事会 於：春香苑

12/９ 年次総会
12/14 親睦ゴルフコンペ 於：大分中央ゴルフクラブ
12/16 忘年会 於：ホテル山水館

１/ ６ 新年会 於：割烹旅館 ゆめさき
１/20 新会員候補者インフォメーション（佐藤真広氏） 於：春香苑
１/25 親睦ゴルフコンペ 於：大分竹中カントリークラブ
１/31 大分第３グループＩＭ（インターシティミーティング） 於：亀の井ホテル

２/３～27　第３会別府中央ＲＣ子どもの善行表彰
２/10 佐藤真広会員　入会
２/17 フラワーアレンジ例会

３/５ 別府市内４ＲＣ合同例会 於：ホテルサンバリーアネックス
３/８  親睦ゴルフコンペ 於：パシフィックゴルフ＆リゾート国東
３/17 ＰＲＥＮＧＯ授与式例会　
３/21-22　地区大会 於：iichikoグランシアタ他
３/24 創立26周年記念例会（鳴海会員・村津会員卓話）
３/31 花見例会 於：春香苑

４/９ 新会員候補者インフォメーション（土谷昌志氏） 於：春香苑
４/12 別府近隣７ＲＣ親睦ゴルフ大会　懇親会：春香苑 於：城島高原ゴルフクラブ

５/８ 日本語ボランティア例会 於：ＡＰＵ

６/７ 親睦ゴルフコンペ 於：大分サニーヒルゴルフ倶楽部
６/23 会長幹事慰労会 於：ホテル山水館

卓　　話	 前田　哲矢
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