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◆点　　鐘　　12：30

◆Ｒ　　Ｓ　　手に手つないで

◆唱　　歌　　夏の思い出

◆ゲ ス ト　　田中　俊一 氏
（2015-2016年度ＲＩ第2720地区

大分第３グループ ガバナー補佐）
小野　哲夫 氏

（2016-2017年度ＲＩ第2720地区
大分第３グループ ガバナー補佐）

会長の時間	 会長　平野　教康

　皆さん、こんにちは。
　本日はクラブ協議会です。本年度の活動報告の
成果を述べてください。また次年度の活動報告も
よろしくお願いいたします。
　本日は田中ガバナー補佐と次年度ガバナー補佐
の小野様がお見えです。活動報告の評価及びアド
バイスをお願いいたします。
　皆さんよろしくお願いいたします。

・メイクアップ
　　事前　
　　事後　
　　欠席　衛藤、佐々木、森、島田、堀、中尾
　　理事会承認　
　　出席免除　溝部、河村

28
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0
0
3
6

76

－ 回
750 回

58.33
0
0
4

62.50

100

5/31

◆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/
　　　　E-mail:info@beppu4rc.jp

理事
　〃
　〃
　〃

理事
　〃
　〃

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

Be	a	gift	to	the	world
世界へのプレゼントになろう
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幹 事 報 告	 佐々木久宜

―ロータリー親睦活動月間―

１．本日は第４回（新・旧）クラブ協議会を開催
致します。

２．本日のゲスト
田
た

中
なか

 俊
しゅんいち

一 氏（2015-2016年度RI第2720地区 
大分第３グループ ガバナー補佐）
小
お

野
の

 哲
てつ

夫
お

 氏（2016-2017年度RI第2720地区 
大分第３グループ ガバナー補佐）

３． 訃報 （＊慶弔規定によりクラブからお花と弔電を贈りました。）
○当クラブの河村貴雄会員のご尊父様（河

かわ

村
むら

好
よし

雄
お

様　享年92歳）が６月９日（木）ご逝去
されました。通夜が６月12日（日）19：00～、
葬儀が６月13日（月）12：00～いずれもＪＡ
べっぷ日出プリエール天寿の杜に於いて執
り行われました。謹んで故人のご冥福をお
祈り申し上げます。

４．第12回定例理事・役員会報告
（平成28年６月７日（火）例会終了後～ 於：亀の井ホテル ９名）

審議事項
１）村津忠久会員出席免除願いの件。※承認
２）亀の井ホテルへのお礼の件。※承認（20,000円）
３）次年度クラブカレンダー（案）の件。※承認
４）夕涼み例会の件。※承認

日時：平成28年７月25日（月）18：30～
場所：別府タワー
会費：5,000円/個人会費3,000円+例会食事費2,000円

５）６月・７月例会予定の確認
 ６月７日 「ゲスト卓話」
  ㈲鈴木養鶏場 代表取締役社長 鈴木智久氏
 14日 「第４回（新・旧）クラブ協議会」
 21日 「会長・幹事慰労会」於：ホテル山水館
 28日 「定款第６条第１節（Ｃ）に基づき休会」
 ７月５日 「会長・副会長・幹事就任挨拶」
 12日 「就任挨拶」
 19日 「就任挨拶」※夜例会
 26日→25日㈪ 「夕涼み例会」於：別府タワー

　６）その他
○もみじ谷整美作業の件。（Ｈ28.7.24㈰）※承認

５．６月10日（金）18：30～お茶屋お福に於いて「第
７回別府市内４ＲＣ（新旧）会長・幹事会が
開催されました。
出席者：平野教康会長、梶原和朗次期会長、

梅津圭二次期幹事、佐々木久宜幹事

６．委員会報告
鳴海淳郎初代会長より　

「クラブ協議会(Club Assembly)について　
ロータリー探求No.275

７．お祝い
　　配偶者誕生日　西馬節子さん（６月17日）

８．例会変更のお知らせ
杵築ＲＣ　６月16日（木）の例会は、定款第６

条第１節（Ｃ）に基づき休会
杵築ＲＣ　６月23日（木）の例会は、会長幹事

慰労会の為　同日18：30～割烹日
向屋に時間・場所変更

中津中央ＲＣ　６月28日（火）の例会は、2000回記
念例会の為　同日18：30～グラン
プラザ中津ホテルに時間変更

大分ＲＣ　６月28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

http://www.beppu4rc.jp/chuo/
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別府北ＲＣ　６月29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

湯布院ＲＣ　６月29日（水）の例会は、献血事業
及び会長幹事慰労会の為　同日
18：30～場所未定に時間・場所変更

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

別府東ＲＣ　６月30日（木）の例会は、会長幹事
慰労会の為 同日18：30～べっぷ
昭和園に時間変更

中津平成ＲＣ　６月30日（木）の例会は定款第６条
第１節（Ｃ）に基づき休会

９．次週例会の予定
「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。

10．本日の回覧
① 「会長・幹事慰労会」出・欠席

11．本日の配布　
① 「クラブ協議会(Club Assembly)について

　ロータリー探求No.275
② Ｂ混記念合唱団・クールあおやま第22回

定期演奏会招待券

スマイルボックス	 委員長　近藤　賢司

田中大分第３グループガバナー補佐○
　もう少しでガバナー補佐の大役が終わりま
す。
　一年間大変お世話になりました。任期終了ま
で頑張りますのでよろしくお願いします。
小野次期ガバナー補佐○
　次年度、当地区のガバナー補佐を致しますの
で、よろしくお願いします。
平野○ （教）会長
　田中ガバナー補佐、小野次年度ガバナー補佐、
ようこそ当クラブへ。本日のクラブ協議、よろ
しくお願い致します。
梶原会員○
　みなさん、お久し振りです。色 と々忙しくて…。次
年度は休まないで出てくるのでお願いしま～す！
　お詫びをこめて。
村津会員○
　来月３日（日）午後２時よりＢコンプラザフィ
ルハーモニアホールで、私どもの「クールあお
やま定期演奏会」を致します。
　お時間のとれる方は、是非お越し下さい。
　御案内、お願いに代えてスマイル。
平野○ （英）会員
　今日は田中ガバナー補佐、ようこそ。一年間
お疲れ様でした。又、小野次年度ガバナー補佐
もようこそ。若き中央ＲＣのご指導をよろしく。
後藤会員○
　田中ガバナー補佐、小野次年度ガバナー補佐、
ようこそ中央ロータリークラブへ。小野哲ちゃ
んがガバナー補佐って、世も末やね（笑）。
森園会員○
　平野年度もあと２回。平野会長の１年を振り
返っての卓話はいつだろう～？楽しみだなぁ～。
スマイル！
前田会員○
　今年度最後の亀の井ホテルクラブ協議会です。
会長、幹事、又各会員の皆様、ご苦労様でした。

E-mail:info@beppu4rc.jp
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第４回（新・旧）クラブ協議会	

◇2015〜2016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　梶原　和朗　　副委員長　佐々木久宜
　何を活動すればいいのかわからないまま、一年
が過ぎてしまいました。

◇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
　今期30名の目標に対し、現在28名で新入会員１
名となっております。あと２名なんとか増員した
いのですが、今一歩踏み出せない状態です。みな
さんご協力をお願いします。
　尚、退会を考えていた会員と話し合い、退会を
阻止しました。

◇出席委員会　　　　　　　　　
　委員長　衛藤　秀子　　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．今年度は出席率がそれほど良くなかったので

委員長として申し訳なく思います。

◇親睦活動委員会　　　　　　　　　
　委員長　梅津　圭二　　副委員長　西林　勲二
・活動報告
７月５日　親睦ゴルフコンペ 別府ゴルフ倶楽部
７月28日　夕涼み例会 別府タワー
７月27日　ソフトボール練習 野口原グランド
８月24日　ソフトボール練習 野口原グランド
９月７日　ソフトボール練習試合vs日出 野口原グランド
９月26日　ソフトボール練習試合vs湯布院 山崎総合グランド
　～27日　親睦ゴルフコンペ 由布高原ゴルフクラブ
９月29日　月見例会 割烹旅館ゆめさき
10月19日　ソフトボール練習試合vs別府 野口原グランド
10月25日　親睦ゴルフコンペ 大分中央ゴルフクラブ
10月26日　ソフトボール練習試合vs別府北 野口原グランド
11月１日　別府近隣７RCソフトボール大会 野口原グランド
11月15日　親睦ゴルフコンペ 別府の森ゴルフ倶楽部
12月13日　親睦ゴルフコンペ 臼杵カントリークラブ
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　フラワーアレンジメント例会 亀の井ホテル
３月39日　花見例会 春香苑
４月24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21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　佐藤　真広　　副委員長　木村きぬゑ
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。

3/8に大分県東部保健所地域保健課課長補佐 西
本真由美氏による「健康経営のススメ」の卓話
を実施。

◇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
　概ね、予定通り実行できた。

◇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．土谷副委員長の力を借りて、スマイルの時間

を楽しく発表することができた。
２．出席率が低い人からなるべく多くのスマイル

を申告してもらいたかったが欠席が多く、徹底
できなかった。

３．会長、幹事慰労会で年間スマイル特別賞を発
表する。

※全て自主申告によって提供されたスマイル実績
（5/31現在）

①職業奉仕関連 11件
②社会奉仕関連 ７件
③身辺慶事・ほほえみ 25件
④職場ＰＲ ０件
⑤その他 330件
⑥ゲスト・ビジター 13件
　　　計　378件　620,000円

明豊高等学校甲子園出場募金　　　27,000円（＠1,000×27名）

http://www.beppu4rc.jp/chuo/
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鬼怒川水害義捐金　　　　　　　　28,000円（＠1,000×28名）
別府青年会議所40周年祝儀　　　　10,000円
長野恭紘別府市長就任祝賀会祝儀　10,000円
熊本地震被災者義援金　　　 　 　280,000円（＠10,000×28名）

各スマイルより拠出

◇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、例会、

年間プログラムを実行できた。
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　森　　宗明　　副委員長　鳴海　淳郎
１．今年度も出来るだけ毎例会時に鳴海淳郎会員

のホームページ「ロータリー探究」より一項目
ずつロータリー情報を提供し、そのプリントを
配布してもらった。

２．新会員に対する入会前インフォメーションの
実施。
①田添靖剛氏　平成27年９月30日18：30～
　　　　　　　亀の井ホテル　10月６日入会

◇広報・雑誌・会報委員会
　委員長　堀　　由美　　副委員長　大島由美子
　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。申し訳ございません。
　週報に関しては実行出来たかと思われます。ご
協力ありがとうございました。

◇ＳＡＡ　　　　　　　　　
　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ることを行
いました。

２．例会中の禁煙は守れました。
３．例会中の報告、卓話時の私語もほとんど無かっ

たです。
４．食事中のＢＧＭは数回でした。
５．新会員には紹介者３ヵ月は極力隣に同席する

は実行できました。

◇職業奉仕委員会　　　　　　　　　
　委員長　後藤　　隆　　副委員長　島田　光男
　H27年10月27日　豊和銀行別府支店において職
場例会を実施しました。
　同日　大分インフォメーションハウス㈱取締役
社長の宮崎和恵氏を職業活動表彰し、『タウン情
報誌は街の相談役』というテーマで卓話をしても
らいました。

◇社会奉仕委員会　　　　　　　　　
　委員長　森園　伸也　　副委員長　亀井　　孝
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27年７月26日（日）
　８：30～参加者は、平野教康会長、梶原和朗、
亀井　孝、前田哲矢、森園伸也、村津忠久、佐々
木久宜各会員、陸上自衛隊別府駐屯地曹友会よ
り大野会長以下19名の計26名でした。
■平成27年11月３日（火・祝）
　８：30～参加者は、平野英壽、村津忠久、森
　宗明、田添靖剛、佐々木久宜各会員、平野工
務店より寺西氏、陸上自衛隊別府駐屯地曹友会
より大野会長以下16名の計22名でした。
■平成28年３月21日（日）
　８：30～参加者は平野教康会長、梶原和朗、
平野英壽、亀井　孝、村津忠久、佐々木久宜各
会員と平野なるみさん、平野工務店より寺西氏、
陸上自衛隊別府駐屯地曹友会より大野会長以下
43名、別府市より長野恭紘市長、ＯＮＳＥＮツー
リズム部伊藤慶典部長の計53名でした。

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）の支援実施。

　９月１日の例会にてReNTReC.（レントレック）
代表 日名子英明氏による報告を行いました。

◇青少年奉仕委員会
　委員長　西林　勲二　　副委員長　平野　英壽
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。

E-mail:info@beppu4rc.jp
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２．第４回子どもの善行表彰を実施。
　対象校７校の中から生徒個人45名+団体２件

（370名）の計415名を表彰した。

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

学生NGO「PRENGO」より活動報告の卓話を
実施

２．５月17日にＡＰＵに於いて日本語会話ボラン
ディア例会を開催

３．６月15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「PRENGO」
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　中尾　　誠
１．年間10ドルの一般寄付
　　10ドル×124円×27名＝33,480円（270ドル）
２．特別寄付（６月７日現在）
　　村津忠久会員・平野英壽会員・後藤隆会員が

各100ドル
３．100万ドルの食事の実施（H.27年11月10日）
　　２ドル×116円×28名＝6,496円（56ドル）

◇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
　　普通寄付　前期　2,500円×27名＝67,500円
　　後期　2,500円×28名＝70,000円
２．特別寄付（6/10 現在）
　　・平野英壽会員　　20,000円
　　・後藤　隆会員　　10,000円
３．米山ランチの実施
　　（H27年10月6日）
　　・米山ランチ　＠1,000×27名＝27,000円
４．米山奨学生卓話(H27年10月6日)
　　「母国と私」ジュド・ディルシャン君

◆2016〜2017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　佐々木久宜　　副委員長　梅津　圭二
１．クラブ活動の意義を皆で理解し活動する。
２．クラブ活動を充実させるために各委員会と連

携する。

◆会員増強・職業分類・会員選考委員会
　委員長　堀　　由美　　副委員長　西馬　良和
１．今年度目標会員総数30名
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　津末美代子　　副委員長　衛藤　秀子
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。

http://www.beppu4rc.jp/chuo/
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◆親睦活動委員会
　委員長　森園　伸也　　副委員長　田添　靖剛
　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28日㈪　夕涼み例会 別府タワー
９月26日㈪　月見例会 割烹旅館ゆめさき
10月30日㈰　別府近隣７RCソフトボール大会 野口原グラウンド
12月19日㈪　忘年会 ホテル山水館
１月10日㈫　新年会 割烹旅館ゆめさき
３月27日㈪　花見例会 春香苑
４月　日　　別府近隣７ＲＣゴルフコンペ
６月26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　田添　靖剛　　副委員長　前田　哲矢
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　大島由美子
１．例会開始直後のロータリーソングと唱歌なの

で、出来るだけ明るい雰囲気で、出席者皆で唱
歌出来るようにしたい。

◆スマイルボックス委員会
　委員長　髙宮　勝美　　副委員長　木村きぬゑ
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。

◆プログラム委員会　　　　　　　　　
　委員長　西馬　良和　　副委員長　土谷　昌志
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　後藤　　隆
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。

◆広報・雑誌・会報委員会
　委員長　森　　宗明　　副委員長　前田　哲矢
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。

◆ＳＡＡ　　　　　　　　　
　ＳＡＡ　平野　教康　　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。
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◆職業奉仕委員会
　委員長　平野　英壽　　副委員長　島田　光男
１．４つのテストに対する理解の推進をクラブの

勉強会で行う。
２．職業活動の表彰
３．永年の専門知識や技能を持つ素晴らしい人材

をお招きして卓話を願う。
４．自らの職業の経験と才能をロータリーでの奉

仕で生かす事の奨励

◆社会奉仕委員会
　委員長　森園　伸也　　副委員長　森　　宗明
　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　後藤　　隆　　副委員長　土谷　昌志
１．溝部学園のインターアクトクラブの活動を支

援する。
２．溝部学園インターアクトクラブとの連携を深

める。
３．前年に引き続き、市内の小・中学生の善行表

彰を行う。

◆国際奉仕委員会　　　　　　　　　
　委員長　近藤　賢司　　副委員長　佐藤　真広
１．留学生を招き、近況報告や国際的な卓話を企

画する。
２．ＰＲＥＮＧＯ（ＡＰＵのＮＧＯ団体）のバッ

クアップをし、共同で行える事業を提案する。
３．留学生に日本語を教えるボランティアに参加

し、日本と別府をより理解してもらう。
４．華道・茶道体験イベントを開催

◆ロータリー財団委員会
　委員長　前田　哲矢　　副委員長　中尾　　誠
　ロータリー財団100周年を記念した事業の推進
で年次基金5％ＵＰとの指示がありましたので、
達成する為
１．年間10ドルの一般寄付
２．特別寄付のお願い
３．ロータリー財団月間に100万ドルの食事を現

在年１回行っていますが、少なくても２回以上
お願いしたいと思います。

◆米山奨学委員会
　委員長　亀井　　孝　　副委員長　近藤　賢司
１．2016年度、当クラブの米山奨学生受け入れは

ありません。
２．米山奨学事業への協力
　　・米山学友生の卓話を実施
３．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
４．米山奨学生の交流と親睦
５．米山ランチの実施　10月
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