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◆点　　鐘　　12：30
◆国　　歌　　君が代
◆Ｒ　　Ｓ　　奉仕の理想
◆唱　　歌　　雪の降る町を
◆ゲ ス ト　　ジュド ディルシャン君（米山奨学生）
◆ビジター　　瑞木　一博（別府東ＲＣ）

会長の時間	 会長　平野　教康

　皆さん、こんにちは会長の時間です。会長の平
野です。
　本日はクラブ協議会です。本年度が始まり折り
返しの時期になりました。当初の目標に対しての
現在の報告をお願いいたします。

幹 事 報 告	 佐々木久宜

―平和と紛争予防／紛争解決月間―
１．本日は、第３回クラブ協議会を開催致します。
２．本日のゲスト
　　　ジュド　ディルシャンさん（米山奨学生）
３．2016-2017年度　地区研修・協議会開催のご

案内
開催日　平成28年４月10日（日）10：00～16：30
場　所　ホルトホール大分
出席義務者  ガバナー補佐・地区研修委員会・地

区部門長・地区委員長・地区委員
４．RI第2720地区日田中央ロータリークラブ創

立40周年記念式典のご案内
開催日　平成28年４月23日（土曜日）

　　　　17：00～受付開始
　　　　18：00～記念式典・記念事業報告
　　　　19：30～祝賀会
場　所　マリエールオークパイン日田
登録料　会員12,000円　ご夫人8,000円
＊詳細・登録申込みは、幹事または事務局ま

でお申し出ください。

・メイクアップ
　　事前　近藤（別府東）
　　事後　大島、佐々木、土谷、堀（別府東）
　　欠席　後藤、堀、中尾、森園、森、大島、
　　　　　島田、佐藤
　　出席免除　溝部、河村、木村
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◆出席報告　　　　　　　委員長　衛藤　秀子

2015 〜 2016 年度
			ＲＩテーマ　　　　

国際ロータリー会長　　K.	R.	ラビンドラン	（国籍・スリランカ）
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　別府亀の井ホテル	〒874-0936	別府市中央町5-17
　　　　TEL	（0977）22-3301　FAX	21-1232
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/
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理事
　〃
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理事
　〃
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平野　教康
梶原　和朗
後藤　　隆 
森園　伸也

西馬　良和
村津　忠久
亀井　　孝

ＳＡＡ　前田　哲矢
直前会長　前田　哲矢

役員　会　長　平野　教康
　　　副会長　梶原　和朗
　　　幹　事　佐々木久宜
　　　会　計　衛藤　秀子

会報委員長　堀　　由美第 　 　 回 例 会
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５．１月28日（木）13：40～杉乃井ホテルに於いて
「別府市内４ＲＣ会長・幹事会」と、その後
「大分第３グループ会長・幹事会」開催され、
平野教康会長と佐々木久宜幹事が出席致しま
した。

６．１月31日（日）13：30～熊本市富合ホールに
於いて「Ｒ財団部門地区補助金セミナー」が
開催され、平野教康会長、梶原和朗会長エレ
クト、佐々木久宜幹事が出席致した。

７．本日、クラブ協議会終了後～「第８回定例理
事・役員会」を開催いたします。

８．委員会報告
○ロータリー探求No.275「クラブ協議会（Club 

Assembly）について」
鳴海淳郎初代会長より

９．例会変更のお知らせ
別府ＲＣ　２月５日（金）の例会はもつ鍋例会

の為　２月６日（土）18：30～かな
わ荘に日時・場所変更

大分ＲＣ  ２月16日（火）の例会は、職場例会
の為　同日12：30～西日本電信電
話㈱大分支店に場所変更

津久見ＲＣ　２月16日（火）の例会は、河津桜ま
つり視察鑑賞会の為　同日12：30
～四浦半島に場所変更

大分キャピタルＲＣ　２月17日（水）の例会は梅見例会
の為　同日18：30～壷中の天地に
時間・場所変更

中津平成ＲＣ  ２月18日（木）の例会は夜間例会の
為　同日19：00～グランプラザ中
津ホテルに時間変更

10．次回例会の予定
「ＰＲＥＮＧＯ活動報告」

11．本日の回覧
① 中津中央ＲＣ　週報
② ガバナー月信No.8
③ 抜萃のつゞり　その七十五
④ 「別府市内４ＲＣ合同例会」出・欠席
⑤ 「2015-2016年度地区大会」出・欠席

12．本日の配布
① 週報No.1264
② ロータリー探求No.275
　 「クラブ協議会（Club Assembly）について

スマイルボックス	 委員長　近藤　賢司

別府東ＲＣ　瑞木一博氏○
　会長の紹介におつきあいしてスマイル致します。
平野○ （教）会長
　本日はクラブ協議会です。よろしくお願い致
します。瑞木さん、ようこそ別府中央ロータリー
クラブへ。楽しんで下さい。
梶原会員○
　先週末、熊本にロータリー財団のセミナーに
出席しました。
　各クラブの寄付額を見てビックリ！　みなさ
ん、少しでいいので寄付をしましょう。
村津会員○
　12月８日（日）の「第40回大分第九の夕べ」に
出演して戴く合唱団の団員募集を昨日から始め
ました。
　約１年掛かりの練習を経て、大分第九伝統の
素晴らしい合唱団となりますよう祈念してスマ
イル。
前田会員○
　今週も寒そうです。体調管理して風邪ひかな
いようにしましょう。
西林会員○
　瑞木さん、ジュドさん、ようこそいらっしゃ
いました。本日は宜しくお願いします。
田添会員○
　パチンコやめます。タバコもやめます。
土谷会員○
　瑞木さん、ようこそいらっしゃいました。今
日は楽しんでください。これからもよろしくお
願い致します。

http://www.beppu4rc.jp/chuo/
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第３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　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３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

かさねられるよう働きかける。
４．地区研修・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　西林　勲二
　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22日　忘年会 割烹旅館ゆめさき
１月12日　新年会 ホテル山水館
１月26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　真広　　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
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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。
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
・10月27日に豊和銀行別府支店で職場例会を実施

し、大分インフォメーションハウスの宮崎和恵社
長を職業表彰し、卓話をお願いした。
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
・11月10日に100万ドルの食事を実施した。
・現在までのところ100ドル寄付は村津氏の一人

だけです。私は委員長ですがまだしていません。
あと５カ月ありますので皆さんも是非寄付をお
願いします。もちろん私も寄付する…つもりです。
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
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