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◆点　　鐘　　12：30

◆Ｒ　　Ｓ　　別府中央Ｒ.Ｃ.の歌

◆唱　　歌　　どじょっこふなっこ

会長の時間	 副会長　梅津　圭二

　みなさんこんにちは！「会長の時間」の時間で

す！

　本日は佐々木会長がお休みのため副会長として

会長の代理をつとめさせいただきます。

　昨年度から別府中央ロータリークラブ30周年の

準備委員会を何度か開催させていただきました

が、本日の卓話の時間をつかわせていただいて、

正式に第一回目の実行委員会としてスタートさせ

ていただきます。先日後藤実行委員長と近藤副実

行委員長、亀井副実行委員長、佐々木会長と準備

委員会を開き当日までの段取りや役割分担とその

担当者の案を作りました。

　後ほど提案させていただきますので、ご意見を

ちょうだいできればと思います。

　そして今後はこのような形で例会の時間を使わ

せていただいて実行委員会を開き、会員全員で一

丸となって進めていけるように願っております。

・メイクアップ
　　事前　
　　事後　前田、大島（別府東）
　　欠席　堀、梶原（和）、森園、中尾、大島、
　　　　　佐々木、髙宮
　　理事会承認　
　　出席免除　溝部、河村、木村、衛藤、平野（英）

25
13
0
0
5
7

65

－ 回
750 回

52.63
2
0
6

63.16

100

10/7

◆出席報告　　　　　　　委員長　衛藤　秀子

2017 〜 2018 年度
			ＲＩテーマ　　　　

国際ロータリー会長　　イアン	H.S.	ライズリー	（国籍・オーストラリア）
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　ホテル別府パストラル	〒874-0836	別府市東荘園町1丁目4
　　　　TEL	（0977）23-4201　FAX	25-3610
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
　〃
　〃
　〃

佐々木久宜
梅津　圭二
鳴海　淳郎
村津　忠久

平野　教康
亀井　　孝
近藤　賢司

ＳＡＡ　梶原　和朗
直前会長　梶原　和朗

役員　会　長　佐々木久宜
　　　副会長　梅津　圭二
　　　幹　事　西馬　良和
　　　会　計　森園　伸也

会報委員長　森　　宗明第 　 　 回 例 会

ROTARY:MAIKING	A	DIFFERENCE
ロータリー：変化をもたらす
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　ちなみに本日10月17日今日の誕生花は 「ネリ

ネ」です。「ヒガンバナ」科の花で、花言葉は 「華

やか」で、別名はダイヤモンドリリーといわれて

います。

　華やかな30周年へ向けての出発ができますように、

「世界中に花と幸せそして奉仕の心があふれます

ように！」

「別府中央ロータリークラブ30周年記念式典の日

までカウントダウンあと605日です！」

　以上 「会長の時間」の代理の時間でした！

幹 事 報 告	 西馬　良和

―経済と地域社会の発展月間／米山月間―
１．本日の卓話

「30周年記念式典について」梅津圭二会員

２．第４回定例理事・役員会報告

（平成29年10月10日（火）

例会終了後13：40～例会場　７名）
審議事項

１）2017－2018年度前期立替金徴収の件。※承

認

２）100万ドルの食事実施の件。※承認

実施日　平成29年11月７日（火）

寄付額　２ドル×25名＝50ドル

　　　　（現レート　１ドル112円＝5,600円）

３）その他

　　　〇もみじ谷奉仕作業日程の件。※承認

　　　〇地区より事業所ご紹介・ご推薦のお願い。

　　　　※会長に一任
確認事項

１）10月・11月例会予定の確認。

　10月３日→７日に変更し「大分第３グループＩＭ」

  於：ホテルサンバリーアネックス　

17：00～

 10日 「米山奨学生卓話」

  金 大一（キム デイル）さん　韓国出身

 17日 「30周年記念式典について」

  梅津圭二会員

 24日 「商工会議所青年部活動を通じて」

  別府商工会議所青年部 会長 大塚 俊夫 氏

 31日 「救急について（心肺蘇生法／ＡＥ

Ｄの取扱い）」別府市消防局

 11月７日 「会員卓話」溝部　仁会員

 14日 「「ラグビーワールドカップ2019」を

盛り上げよう！」

  ㈱ＪＴＢ九州大分支店　支店長

  渦
うず

古
こ

　隆
たかし

氏（大分ＲＣ）

 21日 「　　　　　」

 28日 「　　　　　」

３．お祝い

配偶者誕生日　亀井　京子さん（10月21日）

※記念品をお渡し致します。

４．例会変更のお知らせ

大分城西ＲＣ　10月25日（水）の例会は、夜の例会

の為　同日18：30～和diningなな

瀬に時間・場所変更

大分1985ＲＣ　10月30日（月）の例会は、クラブ内

研修会の為、同日12：30～コンパ

ルホールに場所変更

日出ＲＣ　10月31日（火）の例会は、別府近隣

７ＲＣ親睦ソフトボール大会の

為、10月22日（日）８：30～野口原

グラウンドに日時・場所変更

大分ＲＣ　10月31日（火）

大分中央ＲＣ　10月31日（火）　

湯布院ＲＣ　11月１日（水）

の例会は定款第８

条第１節（Ｃ）に

基づき休会

⎞
⎬
⎠

http://www.beppu4rc.jp/chuo/
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５．次週例会の予定

「商工会議所青年部活動を通じて」　

別府商工会議所青年部 会長 大塚 俊夫 氏

６．本日の回覧

① ガバナー月信vol.04

② 中津ＲＣ　週報

③ ハイライト米山211

④ 別府市自衛隊協力会より「扇山」

⑤ 「第４回別府中央ＲＣ親睦ゴルフコンペ」

出・欠席

⑥ 「もみじ谷奉仕作業」出・欠席（11月５日（日））

７．本日の配布

① ロータリーの友10月号

スマイルボックス	 委員長　髙宮　勝美

梅津会員○
　本日より30周年実行委員会がスタートいたし

ます。よろしくお願いいたします。

西馬会員○
　秋雨前線の影響で毎日雨が降り、日に日に秋

が深まっていくなーと思っていますが、今週末

のソフトボール大会の日だけは雨が止んで欲し

いと願っています。そして、今日の梅津副会長

の卓話で30周年に向けて準備を進めて行きま

しょう。よろしくお願いします。

前田会員○
　先週のコンペで非公認ボールを使用したら飛

距離が伸び、前半45、後半51（後半は悪いと思

い通常使用スリクソン使用したらいつものスコ

アでした。）さすが弁護士西馬様が非公認ボー

ルと気がつきました。でもスコア100切り、気

持ち最高です。ゴルフ場に確認したら使用して

も良いとのことです。でもロータリーのコンペ

では使用しません。

土谷会員○
　皆さんお疲れ様です。この前の平野工務店杯

でのゴルフコンペでは、西馬さんと前田さんに

勝ててよかったです。次回も勝たせてくださ

い！　いや、自分の力で打ち負かせてみせる。

森会員○
　スマイルします。

亀井会員○
　配偶者誕生日のお祝い、ありがとうございま

した。

村津会員○
　このところ体調が良くて、毎週一回のホーム

クラブ例会出席が楽しみです。

　感謝してスマイル。

E-mail:info@beppu4rc.jp
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卓　　話	 梅津　圭二

「30周年記念式典について」
　

別府中央ロータリークラブ30周年準備委員会
　　　　　　　最高顧問　鳴海　淳郎

　　顧問　村津　忠久

　　顧問　溝部　　仁

　　顧問　河村　貴雄

　　顧問　平野　英壽

　　　　　　実行委員長　後藤　　隆

　　　　　副実行委員長　近藤　賢司

　　　　　副実行委員長　亀井　　孝

2018-2019  ガバナー補佐　平野　教康

 　　　　2018-2019 会長　梅津　圭二

30周年記念式典
　平成31年６月14日金曜日夕方から（週末土曜日、

日曜日は各ホテルとも婚礼会場として使用するの

で）金曜日夕方から式典を開始して翌日の記念ゴ

ルフコンペ参加者は宿泊をしてもらう「記念コン

ペは当日雨天等の心配から、オプションで用意し

て希望者のみの参加とすることに決定」

　平成31年６月15日土曜日

　場所は収容人数200名以上が入る会場の都合で、

別府湾ロイヤルホテル、城島高原ホテル、杉乃井

ホテルの三社から見積もりを取ってきめる「相見

積もりの結果料金設定がとびぬけて安いことと、

杉の井は別府東40周年と重なって比較されないよ

うにということを考慮して第一候補を城島高原ホ

テルとして仮予約を入れて話を進めることを９・

12の準備委員会会議で決定し同日の理事役員会に

て承認」「村津顧問より登録料の高低より料理の

内容が参加した人の評価につながるので料理の内

容とサービスを重視するようにと提案」

　記念講演をすれば二つの会場が必要になるが、

記念講演をしなければ一つの会場を使用するだけ

で費用が抑えられないかとかも検討する。

　「９・12準備委員会で後藤実行委員長と梅津会

長予定者と近藤副実行委員長、亀井副実行委員長

とで役割分担や基本的な内容を検討して10・17に

正式に立ち上げる実行委員会の全体会議に提案す

ることを同日の理事役員会にて承認」

　9.29準備委員会を開催　出席者は後藤、近藤、

亀井、佐々木、梅津

　当日までの役割分担や担当者を選定、時間や会

場や予算の都合上、記念講演はなしですべてをコ

ンパクトで心に残るような記念式典になるように

ということを確認。

　記念事業も予算の都合上、公立幼稚園のみを対

象にすることを話し合いました。

　記念式典当日別府駅からの送迎バスの手配、懇

親会のレセプタントの手配も確認する。

　今年度中に会場の下見と料理の試食を兼ねて城

島高原ホテルで夜例会を開催する。

　毎月例会卓話の時間に実行委員会を開催して全

会員参加の意識をたかめながら、進捗状況の確認

をする。

30周年記念事業
　別府市内のすべての幼稚園児を対象とした夢と

感動のお花（アレンジメント）の講習会

　鳴海先生のロータリー探求NO490		「子供に夢
と感動を与える奉仕活動の展開」
21世紀を担うのはこどもたちで、これまでロー
タリーで対象になっていない保育園児や幼稚園児
については何らかの対応を考えるべきで特に感性
を育てる努力が大切ではないでしょうか。特に子
供の躾、幼児教育の重要性、子どもに夢と感動を
与える奉仕活動の必要性を痛感します。
という内容を読んでとても感動いたしました。前

回25周年の記念事業はタイの貧困地域の子供達に

PRENGOを通じて図書を寄付いたしましたので

http://www.beppu4rc.jp/chuo/
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今回は別府の未来を担う地元の子供達を対象にし

た直接できる記念事業を提案します。

　「記念事業については2016・12・６と、2017・

９・12の準備委員会で説明して同日の理事役員会

にて承認」

　お花（アレンジメント）の体験講習を通じて、

心を込めて一生懸命つくったお花をプレゼントす

ることで、こんなに喜んでもらえるんだという思

い出を幼稚園児たちに、そしてお家の人には一生

懸命につくってくれた、生まれて初めての手作り

のお花のプレゼントを日頃の感謝の心のメッセー

ジとともに子供から受けとる感動を体験してもら

います。花は心のメッセージです、この記念事業

を通じて別府中央ロータリークラブの奉仕の心が

やさしい人づくりと親と子の絆を深めていけます

ように願っています。

　幼稚園児にアレンジメントの体験講習を行い、

できあがったお花は日頃の感謝の心とメッセージ

カードをそえてお家の人にプレゼントをする。そ

の感想を各家庭ごとに専用のシートに書いても

らって講習時の写真とともに記念式典当日の友愛

の広場に掲示する。

実施期間　2018年（平成30年）４月から

　　　　　2019年（平成31年）３月まで

実施場所　別府市内の公立幼稚園 

　公立校長会（毎月開催）に事前に伺い内容を説

明したのちに、各幼稚園と梅津の方でスケジュー

ルを決定する。

　2018年（平成30年）４月から2019年（平成31

年）３月までの一年間をかけて講習に行くのでス

ケジュールの合う幼稚園の講習実施日に会員が参

加をする。

　「鳴海最高顧問より地域の子どもたちに夢と感

動を与える事業としてもう一つ、北浜ヨットの大

会に子どもたちを絡めて支援できないかと提案あ

りました」

　「後藤実行委員長より予算案の都合が合えばも

う一つ形に残るような記念事業はできないかと提

案ありました」

別府中央ロータリークラブ30周年実行委員会
役割分担（案）

記念式典　平成31年6月14日金曜日

場　　所　「城島高原ホテル」

登録受付　15時30分～　ロビー

　　　　　友愛の広場　１F　コンチェルト

記念式典　16時～16時50分　１F　コンチェルト

祝　　宴　17時～18時50分　2F　フーガ

30周年記念テーマ

	「		奉仕の心の種をまき感動の花を咲かせよう	」

広報 　「佐々木」　森、衛藤、大島

①マスコミへの告知と取材依頼

　記念事業と記念式典

②記念式典の案内状作成～送付

③記念式典当日プログラム作成～ 印刷

④記念式典で渡す感謝状作成～印刷

⑤出席者への御礼状作成～印刷送付

⑥記念誌(週報記念号?)　作成～印刷

会計 　「近藤」　西馬、梶原茂、河村

①予算案作成

②決算書作成

総務 　「後藤」　高宮、中尾、溝部、前田

①記念品選定手配

②記章選定手配

③友愛の広場設営

　クラブの歴史と記念事業の内容を展示

　ドリンクコーナー設置と接遇

④式典当日の受付の準備

E-mail:info@beppu4rc.jp
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⑤会場選定見積り

　送迎バス手配、レセプタント手配

⑥御案内の範囲と招待客の人数

式典 　「亀井」　木村、津末、平野教、村津、鳴海

①記念式典   式次第作成 　　　　　

クラブの歴史と物故会員記念事業の報告スライ

ドか動画の手配

②懇親会 　　式次第作成

オープニングイベント、乾杯発声、宴内アトラ

クション、万歳三唱

オプション 　「森園」梶原和、平野英

①二次会   会場設定（料金、料理）

　別府中央メンバーと家族と宿泊者が参加

②宿泊者の確認

③ゴルフ参加者の確認と予約から当日運営

記念事業 　「梅津」　堀、土谷、他　全会員

①市内全ての公立幼稚園児対象のアレンジ教室

公立幼稚園　別府市教育長に報告、別府市校長

（園長）会にて説明

総人数、500名くらい　予算、

参加園児と保護者にアンケート（感想）を書い

てもらうA４用紙

アンケート全員分と制作風景スナップと完成後

の集合写真を各幼稚園ごとにまとめて式典当日

に友愛の広場に展示する

②後に残るものを何かするかどうか？

当日の役割分担
会場設営 　佐々木　他　全会員

入り口看板、案内板、会場内横看板、講習会垂れ幕、

テーブル配置確認、席次表確認、装花設置確認、

当日プログラム配置

記念品入り紙袋設置　式典の時に渡す（来賓席以

外は各クラブ毎に席を準備）

送迎バス到着　　別府駅より～

登録総合 　近藤

受付

　森、高宮、前田、中尾、大島、合同事務局員３名

お出迎え～友愛の広場へ御案内  

後藤、梅津、平野教、佐々木、森園、土谷、梶

原和、西馬、梶原茂

友愛の広場にて来賓接遇

鳴海、村津、溝部、河村、平野英

友愛の広場担当

  木村、津末、衛藤、堀、他会員の奥様

式典 　亀井（総合司会）　河村

①記念式典  佐々木

②祝　　宴  土谷  

座席表とテーブル配置最終確認（来賓席以外は

各クラブ毎に席を準備）

レセプタント準備

オープニングイベント

乾杯発声

宴内アトラクション、ヒットパレーダーズ

万歳三唱、

お見送り、～市内行送迎バスにご案内

片付け18時50分～19時50分

オプション

①二次会　梶原和　　20時00分～21時00分　　　

　参加者の最終確認

②宿泊者　西馬　　　宿泊者の最終確認

③ゴルフ　森園　　　参加者の最終確認

BEPPU	CHUO	ROTARY	CLUB

E-mail:info@beppu4rc.jp


