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◆点　　鐘　　12：30

◆Ｒ　　Ｓ　　手に手つないで

◆唱　　歌　　うみ

会長の時間	 会長　梶原　和朗

　みなさんこんにちは。
　会長の梶原です。

　ロータリーの友８月号の40ページから掲載され
ている記事から抜粋してお話しします。
　ページ数46ページにある、ロータリアンは「幸
せで健康」であることが科学的に報告されている。
クラブ例会は、「幸せのホルモン」と言われるオ
キシトシンの分泌を促す「人と人とのつながり」
の場を提供し、さらに、免疫システムから分泌さ
れ不健康やうつと関係すると言われる炎症性タン
パク質、サイトカインのレベルを低下させること
がわかっています。
　ギャラップ社とヘルスウェイズ社による幸せ指
数調査はボランティア活動を行い、地域への貢献
に対する評価を得ている成人は、全体的に幸せ度
が高く、他の人よりストレスが少ないことがわか
りました。
　みなさんロータリアンであれば幸せで健康みた
いですよ。

幹 事 報 告	 梅津　圭二

―会員増強・新クラブ結成推進月間―

１．本日の卓話
「今年の委員会活動について」梶原和朗会長

・メイクアップ
　　事前　
　　事後　大島（別府東）
　　欠席　堀、森園、西馬、中尾、大島、
　　　　　島田、土谷、田添
　　理事会承認　
　　出席免除　溝部、河村、平野（英）
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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　　ジョン	F.	ジャーム	（国籍・アメリカ）
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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梶原　和朗
佐々木久宜
平野　英壽
亀井　　孝

近藤　賢司
村津　忠久
後藤　　隆
森園　伸也

ＳＡＡ　平野　教康
直前会長　平野　教康

役員　会　長　梶原　和朗
　　　副会長　佐々木久宜
　　　幹　事　梅津　圭二
　　　会　計　土谷　昌志

会報委員長　森　　宗明第 　 　 回 例 会
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２．第２回定例理事・役員会報告
（平成28年８月２日（火）クラブ協議会終了後～

　於：亀の井ホテル　９名）
報告事項
１）第２回別府市内４ＲＣ会長・幹事会報告
　　（平成28年７月28日(木) 於：両築別邸）

○前田眞実ガバナー公式訪問例会・ガバ
ナー懇談会並びに懇親会開催の件。　
日　時：平成28年10月７日（金）12：30～
場　所：ホテルサンバリーアネックス
ホスト：別府ロータリークラブ
懇親会：18：30～別府ＲＣをホストに開

催（余興は緒方会長に一任）
＊各クラブで全員登録とはいかな

いが、参加者を募る
会　費：7,000円

○2016年規定審議会「立法案」への反対表
明の件。
提出期限　2016年８月15日必着（米国エ

バンストン世界本部へメール
提出）

＊各クラブにて内容を把握し、８/15反
対票を投じるか理事会へ諮る、９/22
報告会に参加後、各クラブにて総会等
実施、会員へ周知。

審議事項
１）月見例会の件　※承認

日　時：平成28年９月26日（月）18：30～
場　所：割烹旅館 ゆめさき
会　費：個人負担分5,000円＋例会食事費

2,000円＝7,000円
２）決算報告の件。※承認
３）30周年準備（実行）委員会構成の件。※承認

＊７/19日の第１回30周年準備委員会報告
　　　　　　最 高 顧 問　鳴海　淳郎
　　　　　　顧　　　問　村津　忠久
　　　　　　　　　　　　溝部　　仁
　　　　　　　　　　　　河村　貴雄
　　　　　　　　　　　　平野　英壽
　　　　　　実行委員長　後藤　　隆
　　　　　　副 委 員 長　近藤　賢司
　　　　　　　　　　　　亀井　　孝
確認事項
１） ８月・９月例会予定の確認

 ８月２日 「第２回クラブ協議会」
 ９日 「定款休会」

 16日 「クラブ運営について」
  梶原和朗会長
 23日 「会員増強フォーラム」
 29日 「30周年準備委員会」（夜例会）
  ※月曜日　於：想夫恋
 ９月６日 「　　　　　」
 13日 「　　　　　」
 20日 「第３回（公式訪問前）クラブ協議会？」
  （夜例会）於：亀の井ホテル
 26日 「月見例会 」（夜例会）※月曜日
  ※９月～会員卓話アンケート実施

（一人１回）

３．第３回臨時理事・役員会報告（平成28年８月
９日（火）持ち回り）　

１）規定審議会決定報告書「立法案」への反対
表明について　※承認
立法案番号 16－99「人頭分担金を増額す
る件」

「投資収益の悪化により毎年４ドルずつの増額」
17-18年度60ドル　18-19年度64ドル　19-20
年度68ドル　へ大幅増額が決定

４．お祝い
配偶者誕生日　堀　　誠さん（８月17日）
皆　　　勤　堀　由美会員（８月10日＝６年）

　　　　　
５．例会変更のお知らせ

別府東ＲＣ　８月18日（木）の例会は、夕涼み
並びに新会員歓迎例会の為　同日
18：30～ホテルサンバリーに時間
・場所変更

大分臨海ＲＣ　８月22日（月）の例会は、夜例会
の為　同日18：30～大分オアシス
タワーホテルに時間変更

別府北ＲＣ　８月24日（水）の例会は、新会
員歓迎例会の為　８月23日（火）
18：00～鈴よしに日時・場所変更

大分東ＲＣ　８月25日（木）の例会は、夜例会
の為　同日18：30～（場所未定）
に時間・場所変更

別府ＲＣ　８月26日（金）の例会は、フレンド
シップ交流例会の為　同日18：30
～両築別邸に時間変更

大分1985ＲＣ　８月29日（月）の例会は、クラブ内
研修会の為　同日12：30～コンパ
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ルホールに場所変更
日出ＲＣ　８月30日（火）の例会は、体力アッ

プ例会の為　同日19：00～黒岩グ
ラウンドに場所変更

大分ＲＣ　８月30日（火）の例会は、野外家族
例会の為　８月28日（日）に日時・
場所変更

６．次週例会の予定
　「会員増強フォーラム」

スマイルボックス	 委員長　髙宮　勝美

梶原会長○
　みなさん、お盆はゆっくり出来ましたか？職
業によっては忙しい方もいらしたんではないで
しょうか。
　私は何も変わらないお盆でした。仕事がある
事に感謝してスマイル。
梅津会員○
　オリンピックテレビ観戦で疲れ気味です。日
本選手の頑張りで疲れも吹っ飛びますといいの
ですが。やはり疲れ気味です。
平野○ （教）会員
　暑い中、例会出席ありがとうございます。楽
しく過ごしましょう！
村津会員○
　毎年ジャムを造るための無花果を購入する田
の浦の農家の方が「今年は雨が少ないので出来
が遅い」と困っていました。
　おだやかな雨降りを祈念してスマイル。
前田会員○
　暑い日が続きます。皆さん熱中症と身体に気
を付けましょう。
近藤会員○
　毎試合、ニシコリを見て寝不足です。
木村会員○
　久しぶりの例会、皆様の笑顔を見て又力が湧
きます。
森会員○
　梶原会長、命ある限りロータリアンであり続
けます！

卓　　話	 会長　梶原　和朗

『今年の委員会活動について』

　前回行われた第２回クラブ協議
会で、小野ガバナー補佐様から個
人的に指摘された事を元に皆様と
話し、今年の委員会活動を活発な
ものにして行きたいと思います。

　後、私の希望もお話ししたいと思います。

１．クラブ奉仕(ロータリー家族委員会)
　活動計画の中にある、各委員会と連携するとあ
りますがなかなか連携が取れないのが現実だと思
います。
　今年は、親睦委員会と連携をとり家族例会を開
催して頂きたいと思います。

２．会員増強・職業分類・会員選考委員会
　今年の目標で30名となっているので達成するた
めには皆さんに声を掛けて情報を頂くようにして
ください。
　後、増員も大切ですが、退会者を出さないのが
もっと大切ではないでしょうか？

３．出席委員会
　なかなか出席されていない会員の方に声を掛け
て例会に出席していただくように働きかけをして
ください。
　出席免除の方に特に声を掛け、出席免除の意味
も合わせて言ってください。

４．親睦活動委員会
　委員会活動の中で年間を通して一番活動が多い
い委員会だと思います。
　年に１回、クラブ会員がみんなで参加できる親
睦を計画してください。

５．健康増進委員会
　例会開始５分前にラジオ体操を行っています
が、それ以外の事を今年１回実施してみてくださ
い。

６．ロータリーソング委員会
　例会開始直後のロータリーソングは毎回行われ
ていますが、前の例会場では食事の時も音楽が流
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れていたと思います。
　音楽があれば食事も会話も楽しくなると思うの
で実施してください。

７．スマイルボックス委員会
　当クラブ伝統の自己申告でのスマイルはこのま
までいきたいと思います。
　しかし、スマイルも大切な財源の１つです。
　活動計画にもありますが、記念日や誕生日には
みなさんに声を掛け、スマイルしていただくよう
に活動してください。

８．プログラム委員会
　次年度幹事の大役が待っています。
　次年度の為によく勉強をしておいてください。
　幹事はクラブの顔だと思います。
　後、例会のスムーズな進行を行う用に例会前に
会長、幹事との打ち合わせをしっかりしてくださ
い。

９．ロータリー情報・研修委員会
　毎例会時ロータリー情報の提供をお願いしま
す。
　当クラブは若い会員が多いいのでロータリー用
語等も盛り込んだ情報の提供をお願いします。
　若い会員対処のロータリー情報研修会も開催し
てください。

10．広報・雑誌・会報委員会
　紅葉谷植樹活動時メディアにお知らせしてロー
タリークラブの活動を皆様に知っていただく活動
をしてください。
　活動計画にもある「ロータリーの友」の中に掲
載されている事の紹介してください。

11．ＳＡＡ
　例会時の報告・卓話時、私語をしている人が居
れば注意してください。特にゲスト卓話時。
　ロータリーソング委員会と連携し食事中の音楽
を実施してください。

12．職業奉仕委員会
　活動計画にもある「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。
　ロータリー情報・研修委員会と連携し実施して
ください。

13．社会奉仕委員会
　紅葉谷奉仕活動にいつも決まった会員しか来て
無い様にあります。
　当クラブで一番歴史がある社会奉仕なので、会
員に声を掛け１人でも多くの参加者をつのってく
ださい。
　紅葉が綺麗な時期に、紅葉谷例会の開催をお願
いします。

14．青少年奉仕活動
　溝部学園インターアクトクラブの活動が見えま
せん。
　何か活動しているのであれば情報の提供をお願
いします。

15．国際奉仕委員会
　活動計画にもあるプレンゴとの共同事業の提案
をお願いします。
　留学生との交流事業も引き続きお願いします。

16．ロータリー財団委員会
　財団100周年を記念した事業（他クラブを交え
て）の企画をお願いします。
　年次基金の目標の達成をお願いします。

17．米山奨学委員会
　今季手違いがあり受け入れが無いので来季受け
入れる為の動きをお願いします。
　米山寄付を皆様に声掛けを行ってください。

　以上になります。
　私も委員会活動とは何か！わからない物のが解
らないなりに各委員長にお願いしています。
　自分は違う委員会だから関係ないは、やめま
しょう。みんな別府中央ロータリークラブの仲間
です。
　みんなでいいクラブにしていきましょう。
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