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◆点　　鐘　　12：30

◆Ｒ　　Ｓ　　それでこそロータリー

◆唱　　歌　　夏は来ぬ

◆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）

◆ビジター　　菅　眞男（松山西ＲＣ）

会長の時間	 会長　前田　哲矢

　ガバナー補佐お忙しい中、クラブ協議会におこ
しいただきまして有難う御座います。
　又、松山西ロータリークラブの菅様ようこそ。
　今日はクラブ協議会です。３年未満の会員歴の
方もいらっしゃいますので、私も勉強のためクラ
ブ協議会について最初と最後だけふれてみます。
　クラブ協議会の開催頻度はクラブによりことな
りますが、
第１回目：次年度のための地区協議会終了後、次

年度のＲI及び地区の活動方針につい
て報告と協議を行い、同時に次年度ク
ラブ会長の運営方針の発表を行う場と
する。

から始まり、

第６回目：次年度の役員・理事・委員長と合同で
開催し、本年度活動の総括と次年度へ
の引継ぎを行なう。

となっています。

・メイクアップ
　　事前　
　　事後　村津（別府）
　　欠席　佐々木、島田、堀、大島、佐藤
　　理事会承認　椛田、森
　　出 席 免 除　溝部、木村、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
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幹 事 報 告	 近藤　賢司

―ロータリー親睦活動月間―

１．本日は第５回（新・旧）クラブ協議会を開催
致します。

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）

３．米山記念奨学会夏季研修会開催のご案内
日　時　平成27年７月26日（日曜）12：30～  
　　　　翌27日（月曜）９：30まで
場　所　阿蘇ＹＭＣＡ
　　　　（熊本県阿蘇市車帰358 TEL 0967-35-0124）
参加者　奨学生、カウンセラー　

４．第10回臨時理事・役員会報告
（平成27年６月９日（火）12：00～　

於：ホテルニューツルタ　５名）
１）大江知巳会員（５月31日付）退会による、

理事・役員エレクト選任の件。※承認
　　　2015-2016年度　
　　　　副会長（会長エレクト）…梶原　和朗会員
　　　　幹　事　　　　　　　…佐々木久宜会員
　　　　副幹事　　　　　　　…梅津　圭二会員

２）職業分類　新規開設の件。※承認
　　　「生活プロデュース」
３）職業分類変更の件。※承認
　　　平野教康会員「生命保険・損害保険」　

→　「生活プロデュース」
４）日本の伝統文化「華道 茶道」体験イベン

トの件。※承認　　　

５．６月15日（月）18：30～「別府市内（新旧引
継）会長・幹事会」引き続き19：00～「大分
第３グループ（新旧引継）会長・幹事会」を
開催致しました。
出席者：前田哲矢会長、平野教康次年度会長、

佐々木久宜次年度幹事、近藤賢司幹事

６．委員会報告
「ロータリーの定義」
「ロータリーの奉仕とは」
「わたしの信奉するロータ
リー哲学」　
鳴海淳郎Ｒ情報委員長より

７．2014-2015年度「皆勤お祝い」※対象者の方
に記念品をお渡し致します。
・平野　英壽会員（９月19日＝25年）
・森　　宗明会員（１月10日＝20年）
・津末美代子会員（１月18日＝15年）
・後藤　　隆会員（５月22日＝25年）

８．お祝い（次週、夜例会の為、２週分 合わせ
てお祝い致します。）
会員誕生日　衛藤秀子会員（６月25日）
　　　　　　島田光男会員（６月26日）
　　　　　　亀井　孝会員（６月27日）

※記念品をお渡し致します。
配偶者誕生日　西馬節子さん（６月17日）
　　　　　　梶原由起さん（６月22日）

※記念品をお渡し致します。
　　　　　　森　北実さん（６月30日）

※ご自宅にお花が届きます。
皆　　　勤　溝部　仁会員（６月20日＝31年）

http://www.beppu4rc.jp/chuo/
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９．例会変更のお知らせ
大分臨海ＲＣ ６月29日（月）の例会は最終夜の例

会の為　同日18：30～場所未定に
時間・場所変更

大分ＲＣ ６月30日（火）の例会は、さよなら
夜の例会の為　同日18：30～アリ
ストンホテル大分に時間・場所変更

中津中央ＲＣ ６月30日の例会は、最終例会の為
　同日18：30～ヴィラルーチェに
時間・場所変更

豊後高田ＲＣ ６月30日（火）の例会は最終夜の
例会の為　同日18：30～向日葵に
時間・場所変更

10．次週の予定
「会長・幹事慰労会」
＊時間・場所を変更し、18：30～　ホテル山

水館に於いて開催いたします。

11．本日の回覧
①「会長・幹事慰労会」出・欠席（６月23日）
②「別府中央ＲＣ親睦ゴルフコンペ」出・欠席
③「ソフトボール練習」出・欠席
④ハイライトよねやま183
⑤杵築ＲＣ　週報

12．本日の配布
①週報No.1237
②「ロータリーの定義」「ロータリーの奉仕と

は」「わたしの信奉するロータリー哲学」

スマイルボックス	 梅津　圭二

大分第３グループガバナー補佐　上野公則氏○
　本日は、よろしくお願いします。
松山西ＲＣ　菅眞男氏○
　５月24日に50周年式典を無事終える事が出来
ました。
　今期４回目の例会に出席が出来ました事、会
員のみな様には大変お世話になりました。来期
も宜しくお願い致します。
前田会長○
　今年度ツルタ例会。最後の鐘を鳴らします。
近藤会員○
　やっと終わったぁ～。来週は最後の飲み会
だぁ～。来週は力一杯頑張るぞ～。
平野○ （英）会員
　上野ガバナー補佐、今日はようこそ。いよい
よフィナーレですね。１年間大変お疲れ様でし
た。お気持ち大変よくわかります（笑）
　又、菅様、いつも中央ＲＣへお越し頂いてあ
りがとうございます。坊ちゃんのお土産も感謝
です。
土谷会員○
　初のソフトボールの練習に出席できないた
め、申し訳なく思い、スマイルいたします。
梶原会員○
　亀井さん、２週間ありがとうございます。感
謝してスマイル。
衛藤会員○
　上野様、菅様、今日はお足元の悪い中、よう
こそお越し下さいました。どうぞごゆっくりな
さって下さい。
　今日は私の誕生祝いを頂ける由、この年に
なっても毎年ありがとうございます。
村津会員○
　森会員の手術は、５時間をかけて無事成功し
たそうです。
　一日も早い全快を祈り念じまして、ダブルス
マイル致します。

E-mail:info@beppu4rc.jp
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第５回（新・旧）クラブ協議会	

2014～2015年度　委員会活動報告

◇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
　クラブ奉仕について一年を総括します。
各委員会の総務的な立場で動かさせていただきま
した。
　また他ロータリークラブとの親睦も参加させて
いただいたので今後につながる事ができたと思い
ます。
　一年ありがとうございました。

◇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
　今年度目標33名に対し、２名入会いたしました
が、２名退会されまして28名になっております。
　女性会員がなかったのは残念です。

◇出席委員会　　　　　　　　　
　委員長　津末美代子　　副委員長　木村きぬゑ
１．当クラブはいつでも楽しい例会であり、雰囲

気はとても良いと思っています。
２．地区大会や他のイベント等の事業に参加して

出席率アップにつながったと思います。

◇親睦活動委員会
　委員長　佐々木久宜　　副委員長　梅津　圭二
・活動報告
７月22日　夕涼み例会 別府タワー
８月４日　ソフトボール練習試合 野口原グランド
９月６日　ソフトボール練習試合 ゆふの丘プラザ
９月９日　月見例会 割烹旅館ゆめさき
９月14日　親睦ゴルフコンペ 大分サニーヒルゴルフ倶楽部
９月28日　別府近隣７RCソフトボール大会４位
 野口原グランド
10月19日　親睦ゴルフコンペ 城島高原ゴルフ倶楽部
12月14日　親睦ゴルフコンペ 大分中央ゴルフクラブ
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25日　親睦ゴルフコンペ 大分竹中カントリークラブ
３月８日　親睦ゴルフコンペ パシフィックゴルフ＆リゾート国東
３月31日　花見例会 春香苑

４月12日　別府市近隣７ＲＣ合同親睦ゴルフ大会
 城島高原ゴルフ倶楽部
６月７日　親睦ゴルフコンペ サニーヒルゴルフ倶楽部
６月23日　会長・幹事慰労会 ホテル山水館
　以上の活動を行いました。
・会員誕生日には祝品を贈呈し、ハッピーバース
デーを歌い、皆でお祝いしました。
・親睦活動に多くの会員の参加をいただき、皆で
親睦を深めることができました。

◇健康増進委員会
　委員長　島田　光男　　副委員長　（藤原光生）
１．毎例会前に体調を確認する為の「ラジオ体操」

を楽しく実施する事が出来ました。
２．健康情報は、発信する事が出来ませんでした。

◇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
　今年度は出席免除になったこともあり、私自身
の例会出席がかないませんでしたので、皆様にご
迷惑をおかけしました。
　例会時には村津忠久副委員長さんがソングリー
ダーとして楽しい雰囲気を作って下り会員の皆様
に歌唱指導をして頂きました。

◇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全て自主申告によって提供されたスマイル実績
　（先週6/9現在）
　①職業奉仕関連 23件
　②社会奉仕関連 9件
　③身辺慶事・ほほえみ 43件
　④職場PR 4件
　⑤その他 286件
　⑥ゲスト・ビジター 13件
　　　　　計 378件 648,000円
②広島土砂災害に対する義捐金
　10,000円をスマイルより支出。
③ネパール地震に対する義捐金
　@1,000×29名=29,000円をスマイルより支出。

◇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、例会、

年間プログラムを実行できた。

http://www.beppu4rc.jp/chuo/
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２. ゲスト卓話者に週報と写真を郵送しました。
３. 新会員による卓話をおこなうことができまし

た。
４. 例会をスムーズに進行するための準備を念入

りに行うことができました。

◇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．今年度も出来るだけ毎例会時に私のホーム

ページ「ロータリー探究」より一項目づつロー
タリー情報を提供し、そのプリントを配布した。

２．新会員に対する入会前インフォメーションの
実施。
①佐藤真広氏
　平成27年１月19日18：30～春香苑
　２月10日入会
②土谷昌志氏
　平成27年４月９日18：30～春香苑
　４月14日入会

◇広報・雑誌・会報委員会
　委員長　衛藤　秀子　　副委員長　堀　　由美
　当初、活動計画として４項目あげていましたが、
残念乍ら不十分でした。先週も前田会長の卓話で
写真が少ないとご指摘をいただきましたが、云わ
れるまでもなく私自身も一番気にしていたことで
した。申し訳ございません。
　唯一、週報のみは出来たかと思われます。あり
がとうございました。

◇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。
上記　活動計画については、計画通り進めるよう

心がけました。

◇職業奉仕委員会
　委員長　（大江知巳）　　副委員長　島田　光男
１．平成26年10月14日に「藤ケ谷霊園」於いて職

場例会を実施いたしました。

◇社会奉仕委員会
　委員長　森　　宗明　　副委員長　後藤　　隆
１．もみじ谷奉仕作業
　NPO法人、別府もみじ谷トラスト機構の主催
する奉仕作業には出来るだけ参加する事を活動計
画に定め以下のように参加し、実行した。
■平成26年年７月27日（日）

　８：30～参加者で「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。

■平成26年11月３日（日）
　８：30～参加者は、前田哲矢会長、村津忠
久、梶原和朗、佐々木久宜、島田光男、梅津圭
二各会員、別府東ＲＣより瑞木一博氏、陸上自
衛隊曹友会より大野会長以下17名の合計24名で
した。

■平成27年３月15日（日）
　陸上自衛隊別府駐屯地曹友会・大野会長以下
44名参加

２．別府アール･ブリュット展（障害を持った方
の芸術活動を支援する展覧会）の支援

◇青少年奉仕委員会
　委員長　髙宮　勝美　　副委員長　西林　勲二
１．インターアクトクラブとの連携は機会に恵ま

れなかった。
２．9月16日の例会にてインターアクトクラブ学

生による活動報告を実施（於：紅灯籠）
３．一昨年から始めた善行表彰は対象校６校（児

童数約2600名）の中から113名を表彰した。

◇国際奉仕委員会
　委員長　梅津　圭二　　副委員長　西馬　良和
１．９月２日に立命館アジア太平洋大学公認団体

学生ＮＧＯ「ＰＲＥＮＧＯ」とタイ現地からス

E-mail:info@beppu4rc.jp
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カイプ中継でクラブ創立25周年記念図書の授与
式を行う。

２．３月12日に「ＲＰＥＮＧＯ」を例会ゲストに
招き、タイでの活動報告をしてもらいました。

３．５月８日にＡＰＵに於いて日本語会話ボラン
ディア例会を開催

４．６月17月に立命館アジア太平洋大学ＡＰＵカ
フェテリアで日本の伝統文化、華道・茶道を体
験してもらうイベントを学生ＮＧＯ「ＰＲＥＮ
ＧＯ」の協力のもと開催します。

◇ロータリー財団委員会
　委員長　後藤　　隆　　副委員長　河村　貴雄
活動計画通り実施致しました。
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（3/12 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（6/12 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
　　　・大島由美子会員　　10,000円
　　　・土谷　昌志会員　　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)

◇　　◆　　◇　　◆　　◇

2015～2016年度　委員会活動計画

◆クラブ奉仕（ロータリー家族委員会）
　委員長　梶原　和朗　　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　平野　英壽　　副委員長　髙宮　勝美
１．今年度目標会員総数30名（僅か２名増）断固

として！
２．具体的活動

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。

④体験例会のおすすめ、新会員候補者の方々に
例会体験を招待して参加していただく。

◆出席委員会
　委員長　衛藤　秀子　　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

http://www.beppu4rc.jp/chuo/
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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　梅津　圭二　　副委員長　西馬　良和
　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27日　ソフトボール練習 野口原グラウンド
７月28日　夕涼み例会 別府タワー
８月24日　ソフトボール練習 野口原グラウンド
９月７日　ソフトボール練習試合 野口原グラウンド
９月15日　月見例会 割烹旅館ゆめさき
９月26日　ソフトボール練習試合 湯布院ＲＣ
10月19日　ソフトボール練習試合 野口原グラウンド
10月26日　ソフトボール練習試合 野口原グラウンド
11月１日　別府近隣７ＲＣソフトボール大会 野口原グラウンド
12月15日　忘年会 ホテル山水館
１月12日　新年会 割烹旅館ゆめさき
２月23日　フラワーアレジメント講習会（梅津講師）
３月29日　花見例会 春香苑
４月　日　別府近隣７ＲＣゴルフコンペ
６月21日　会長・幹事慰労会　　　ホテル山水館
　この他、月例親睦ゴルフコンペを開催

◆健康増進委員会
　委員長　佐藤　真弘　　副委員長　木村きぬゑ
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　村津　忠久　　副委員長　佐々木久宜
１．例会開始直後のロータリーソング及び唱歌の

ＣＤ音出しに、若干時間が掛かっているので、
今期はこれを短くしたい。

◆スマイルボックス委員会
　委員長　近藤　賢司　　副委員長　土谷　昌志
１．スマイルの意義を会員に理解してもらい、我

がクラブの伝統である自己申告を継承して、よ
り楽しい時間にできるよう努力します。

２．個人的な記念日や誕生日には多くの会員から
スマイルをしてもらえるようにしていきたい。

３．年間スマイル特別賞を作り発表、表彰する（予
算3,000円）

◆プログラム委員会
　委員長　梅津　圭二　　副委員長　西馬　良和
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　森　　宗明　　副委員長　鳴海　淳郎
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。

４．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。

５．親睦活動委員会と共同で家庭集会などの実施
に努める。

６．ロータリー理解推進月間には卓話を行う。
７．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　堀　　由美　　副委員長　大島由美子
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
もご提出下さい。

E-mail:info@beppu4rc.jp
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◆Ｓ　　Ａ　　Ａ
　ＳＡＡ　前田　哲矢　　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・ビジター会員を迎えます。
２．例会中の禁煙。
３．例会中の報告・卓話等時の私語を厳禁。
４．食事中のＢＧＭで楽しい食事をして戴く。
５．新会員には紹介者会員が３カ月間は極力隣に

同席する。

◆職業奉仕委員会
　委員長　後藤　　隆　　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　森園　伸也　　副委員長　亀井　　孝
　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。

４．「別府アール・ブリュット展」の支援。

◆青少年奉仕委員会
　委員長　西林　勲二　　副委員長　平野　英壽
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　西馬　良和　　副委員長　近藤　賢司
１．国際的視野に立ったゲストを招き、卓話を企

画する
２．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。
３．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　中尾　　誠
１．年間10ドルの一般寄付
２．ロータリー財団月間に100ドルの食事の実施
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　中尾　　誠　　副委員長　前田　哲矢
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

ホテルニューツルタ様へ
一年間のお礼
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