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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　　荒金　信治 氏
（2017－2018年度ＲＩ第2720地区
大分第３グループガバナー補佐）
平野　教康 氏

（2018－2019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　佐々木久宜

　　みなさんこんにちは。
　会長の時間です。
　本日は第４回（１回）クラブ協議会となってい
ます。
　今年度の当クラブの活動報告だけではなく、次
年度のクラブ活動の方針を決めるようになってい
ます。
　荒金ガバナー補佐、次期平野ガバナー補佐もお
越しいただいておりますので、よろしくお願いし
ます。

・メイクアップ
　　事前　
　　事後　
　　欠席　堀、大島、中尾、梶原（和）

　　理事会承認　
　　出席免除　溝部、河村、木村、森

25
17
0
0
4
4

80.95

－ 回
750 回

61.90
3
0
4

76.19

100

5/29

◆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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幹 事 報 告	 西馬　良和

―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
荒
あら

金
かね

　信
のぶ

治
はる

 氏（2017-2018年度RI第2720地区 
大分第３グループ ガバナー補佐）
平
ひら

野
の

　教
のり

康
やす

 氏（2018-2019年度RI第2720地区 
大分第３グループ ガバナー補佐）

３．米山記念奨学会部門セミナーのご案内
日　時：平成30年８月４日（土）
　　　　13:30～16:00終了予定
場　所：ホルトホール大分
内　容：◇米山記念奨学会の事業の目的について 

◇米山学友会の活動の重要性について
◇卓話月間へ向けて
　（米山奨学生代表者発表）
◇米山資金増進についてグループ

ディスカッション
出席対象者：（2018-2019年度）会長、幹事、米山

奨学委員長、奨学生カウンセラー

４．第12回定例理事・役員会報告
（平成30年６月５日（火）例会終了後～

於：ホテル別府パストラル例会場　８名）
報告事項

１）「青少年交換留学事業についての会議」報告
（平成30年５月28日（月）14：30～

於：市内４ＲＣ合同事務局　12名）
受け入れホスト順番決め
スケジュール　
８月入国予定　
９月・10月・11月　別府ＲＣ
12月・１月・２月　別府北ＲＣ
３月・４月・５月　別府中央ＲＣ
６月・７月　　　　別府東ＲＣ

審議事項
１）熊本・大分地震の義援金を活用する事業プ

ロジェクトの募集について。
２）夕涼み家族例会の件。※承認

日　時：平成30年７月24日（火）18：30～
場　所：別府タワー
会　費：会員5,000円（個人会費3,000円+

例会食事費2,000円）
　　　　ご夫人4,000円　子供小学生以上2,000円

３）30周年記念事業
別府中央ＲＣ主催お花（アレンジメント）
講習会開催日決定の件。※承認

４）2018-2019年度クラブカレンダー（案）の件。
※承認

確認事項

１）６月・７月例会予定の確認
 ６月５日 「４年に一度じゃない。一生に一度だ！」

長野恭紘氏（別府市長）
 12日 「第４回クラブ協議会」
 19日 「会長・幹事退任挨拶」
 26日 「会長・幹事慰労会」
  於：ホテル山水館　18：30～
 ７月３日 「就任挨拶」会長・副会長・幹事
 　 会場：別府トキハ７Ｆ
 10日 「就任挨拶」各委員長
 17日 「就任挨拶」各委員長
 24日 「夕涼み例会」
 31日 「第２回クラブ協議会（ガバナー公式

訪問２週間前）」

５．お祝い
結婚記念日　西馬　良和会員（６月13日）

※記念品をお渡しいたします。

http://www.beppu4rc.jp/chuo/
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配偶者誕生日　西馬　節子さん（６月17日）
※ご自宅にお花が届きます。

６．例会変更のお知らせ
湯布院ＲＣ　６月20日（水）の例会は、会長・

幹事慰労会の為、６月22日（金）
18：30～冨季の舎に日時・場所変更

大分1985ＲＣ　６月25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

竹田ＲＣ　６月26日（火）の例会は、会長・幹
事慰労会の為、同日18：30～丸福
に時間・場所変更

別府北ＲＣ　６月27日（水）の例会は、新旧会長
・幹事歓送迎会の為、同日18：00～
悠彩の宿　望海に時間・場所変更

別府東ＲＣ　６月28日（水）の例会は、会長・幹
事・ガバナー補佐慰労会の為、６
月27日（水）18：30～ホテルサンバ
リーアネックスに日時変更

宇佐ＲＣ　６月28日（木）の例会は、最終例会
・クラブ協議会の為、同日18：30～
米沢観光園に時間・場所変更

別府ＲＣ　６月29日（金）の例会は、会長・幹
事退任慰労会の為、同日18：30～
かなわ荘に時間・場所変更

杵築ＲＣ　６月29日（金）の例会は定款第８
条第１節（Ｃ）に基づき休会

７．次週例会の予定
「会長・幹事退任挨拶」
佐々木久宜会長、西馬良和幹事

８．本日の回覧
① 「会長幹事慰労会」出・欠席　
② 「親睦ゴルフコンペ」出・欠席

９．本日の配布　
① 週報No.1377

スマイルボックス	 副委員長　近藤　賢司

荒金ガバナー補佐○
　一年間お世話になりました。作品集を贈呈さ
せていただきます。
平野教康次期ガバナー補佐○
　本日のクラブ協議会が無事に終わりますよう
に！　皆様よろしくお願いいたします。
鳴海会員○
　本日は荒金信治ガバナー補佐、宜しく。平野
教康次期ガバナー補佐のご臨席を得て、新旧ク
ラブ協議会が行われる事を大変うれしく思いま
す。これを記念して大いにスマイルしたいと思
います。
衛藤会員○
　今日はお忙しいなかを荒金ガバナーにお越し
頂きありがとうございます。よろしくご指導下
さいませ。
土谷会員○
　荒金信治先生、ガバナー補佐お疲れ様でした。
次期ガバナー補佐の平野教康会員、これから頑
張ってください。よろしくお願いいたします！
平野○ （英）会員
　荒金ガバナー補佐、今日はようこそ。一年間
大変お疲れ様でした。又、今後とも良きご指導
をよろしく。
後藤会員○
　近藤さん、前田さんと私の３人で「おやじの
会」という名の飲み会を不定期でしているので
すが、今日、「今夜おやじの会よ」と妻から言
われました。私はなにも聞いていません。順番
が違うと思うのですが…？
梅津会員○
　本日はクラブ協議会です。よろしくお願い致
します。荒金ガバナー補佐、本をありがとうご
ざいます。
村津会員○
　今度の日曜日に開催される「第50回大分県合
唱祭」に出演します。
　成功を祈念してスマイル。

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

◆2017〜18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　梅津　圭二　　副委員長　西馬　良和
１．クラブの細則の変更に伴い、新しい細則の変

更内容を皆と話し合い、確認することができた。
２．各活動に参加し、各委員会の仕事の確認がで

きた。

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　髙宮　勝美
　今期30名の目標に対し、入会者はいませんでした。
　次年度も引き続き30名を目標にみなさん引き続
きご協力をお願いたします。

出席委員会　　　　　　　　　◆
　委員長　衛藤　秀子　　副委員長　津末美代子
１．最近はいくらか良くなった様ですが、まだまだ

欠席が多い様です。例会出席は全員の義務です。
２．例会に会員が多く集まり、親睦を図り、楽し

い有意義な会になる様務めましょう。
３．他の例会にも出席する様に努めましょう。
４．来年は30周年記念式典もあることです。欠席

をしない様努めましょう。止むを得ず欠席の場
合は必ず事務局に届けて下さい。

親睦活動委員会　　◆
　委員長　前田　哲矢　　副委員長　森園　伸也
・活動報告
　７月２日　親睦ゴルフコンペ①  大分中央ゴルフクラブ
　７月25日　夕涼み例会 別府タワー
　８月１日　第１回家族例会 春香苑
　８月20日　親睦ゴルフコンペ② 城島高原ゴルフクラブ
　９月13日　ソフトボール練習試合（別府北）  野口原グラウンド
　９月24日　親睦ゴルフコンペ③　パシフィックブルーカントリークラブ
　９月５日　月見例会 割烹旅館ゆめさき
　９月６日　ソフトボール練習 　野口原グラウンド
　10月22日　別府近隣７RCソフトボール大会  （今年度は中止）

　11月19日　親睦ゴルフコンペ④ 湯布高原ゴルフクラブ
　12月17日　親睦ゴルフコンペ⑤ 臼杵カントリークラブ
　12月19日　忘年会 ホテル山水館
　１月９日　新年会  割烹旅館 ゆめさき
　１月23日　フラワーアレンジメント例会　ホテル別府パストラル
　１月28日　親睦ゴフルコンペ⑥ 大分東急ゴルフクラブ
　２月18日　親睦ゴルフコンペ⑦ 大分サニーヒルゴルフクラブ
　３月13日　第２回家族例会 春香苑
　３月25日　親睦ゴルフコンペ⑧ 城島高原ゴルフクラブ
　３月27日　花見例会 春香苑
　４月10日　温泉祭り協賛協会会長旗争奪ナイターソフトボール大会
　４月11日　　　　〃　　於：野口原グラウンド
　４月15日　親睦ゴフルコンペ⑨ 城島高原ゴルフクラブ
　４月22日　別府市近隣７RC合同親睦ゴルフ大会 城島高原ゴルフクラブ
　５月26日　親睦ゴフルコンペ⑩ 城島高原ゴルフクラブ
　６月24日　親睦ゴフルコンペ⑪ 別府扇山ゴルフクラブ
　６月26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　村津　忠久　　副委員長　前田　哲矢
・別府パストラルで例会が開催された時は、概ね

自律神経強化ストレッチを実行することが出来
ました。

ロータリーソング委員会◆
　委員長　村津　忠久　　副委員長　木村きぬゑ
・年度始めに予定した通り概ね計画通り実施でき

ました。

スマイルボックス委員会◆
　委員長　髙宮　勝美　　副委員長　近藤　賢司
１．全て自主申告によって提供されたスマイル実

績（6/5現在）
①職業奉仕関連  11件
②社会奉仕関連 ６件
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③身辺慶事・ほほえみ 25件
④職場ＰＲ  ３件
⑤その他 280件
⑥ゲスト・ビジター 11件
　　　計 336件 619,000円

　　明豊高等学校甲子園出場募金　　　25,000円
（＠1,000×25名）

　　九州北部豪雨災害義捐金　　　　　50,000円
（＠2,000×25名）

　　各スマイルより拠出

プログラム委員会◆
　委員長　土谷　昌志　　副委員長　梶原　和朗
１．会長、幹事、各委員長と連絡を取り合って、年

度当初年間プログラムに従って司会を進行した。
２．適宜卓話を企画し、実施した。
３．ゲスト卓話者には、週報、写真を郵送した。
４．例会をスムーズに進めるための準備を行った。

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

【例会時におけるロータリー情報（ロータリー探
究）の提供】
〇 9/26　ロータリー探究No.553
　「いい医療の日」ならびに「皮膚の日」の制定について」
〇11/21　ロータリー探究No.551
　「91才になっても、なお現役で診療をつづけているわたし」

【他クラブへのR情報提供】
〇「ロータリー物語」贈呈　川崎麻生RC、盛岡南RC

【卓話】
〇3/20　「創立29周年記念日を迎えて～クラブの結成について思う」

広報・雑誌・会報委員会◆
　委員長　森　　宗明　　副委員長　大島由美子
１．ロータリーの友の紹介やコラムの募集は具体

的な活動ができませんでした。
２．週報については正確な記録を心掛けました。

Ｓ　　Ａ　　Ａ◆
　ＳＡＡ　梶原　和朗　　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、例会がパストラルの回はＢＧＭを流

しました。

職業奉仕委員会◆
　委員長　平野　教康　　副委員長　梶原　茂樹
１． ２/20に別府市美術館に於いて職場例会を開

催いたしました。
２． ３/６に日出ＲＣの臼杵会員に例会に来てい

ただき、生花の 勉強会をしていただきました。

社会奉仕委員会◆
　委員長　亀井　　孝　　副委員長　村津　忠久
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29年７月23日（日）
　８：30～参加者は、佐々木久宜会長、梅津圭二、
平野教康、梶原和朗、梶原茂樹、亀井　孝、前田
哲矢、村津忠久　各会員、平野工務店より寺西氏、
梅津生花店より高橋氏の計10名の皆様が参加され
ました。（自衛隊曹友会は日田災害救助の為欠席）
■平成29年11月５日（日）
　８：30～参加者は、佐々木久宜会長、平野英
壽、梶原和朗、梶原茂樹、村津忠久　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
会より会長以下20名の計26名の皆様が参加されま
した。
■平成30年３月25日（日）
　８：30～参加者は佐々木久宜会長、梅津圭二、
平野英壽、梶原茂樹、亀井　孝、前田哲矢、村津
忠久　各会員、平野工務店より寺西氏、別府市よ
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り市長代理として小林農林水産課長、陸上自衛隊
別府駐屯曹友会より田林会長以下24名の計33名の
皆様が参加されました。

青少年奉仕委員会◆
　委員長　後藤　　隆　　副委員長　堀　　由美
１．平成29年7月29日－30日に中津市で開催され

た第33回インターアクト年次大会に出席したが
溝部学園インターアクト生と会話する機会は得
られなかった。

２．積極的に溝部学園インターアクトクラブと連携
を深めようと努力したが、学校行事や生徒の安
全面などの理由で具体的な行動に至らなかった。

国際奉仕委員会◆
　委員長　近藤　賢司　　副委員長　前田　哲矢
１．留学生を招いて卓話をしようと各方面に依頼

し、努力はしましたが、報われなかった。
２．ＡＰＵプレンゴの学生の日程と当ＲＣの日程

の調整がつかず、実行できなかった。
３．12/5の吹雪の日に留学生に日本語を教えるボ

ランティアに参加し、国際貢献をしました。
４．華道、茶道体験は当ＲＣ30周年に多くの費用

がかかる為、出費の多いこの体験を断念した。

ロータリー財団委員会◆
　委員長　前田　哲矢　　副委員長　中尾　　誠
１．年間10ドルの一般寄付
　　10ドル×111円×25名＝27,750円（250ドル）
２．特別寄付（6/5現在）

村津忠久会員・後藤隆会員・森　宗明会員が
各100ドル

３．100万ドルの食事の実施（H.29年11月7日）
　2ドル×112円×25名＝5,600円（50ドル）

米山奨学委員会◆
　委員長　平野　英壽　　副委員長　亀井　　孝
１．米山奨学事業への協力
　　普通寄付　前期　2,500円×25名＝62,500円
　　後期　2,500円×25名＝62,500円

２．特別寄付（6/5現在）
平野　英壽会員　 30,000円
近藤　賢司会員　　 10,000円
衛藤　秀子会員　　 11,000円
平野　教康会員　　 10,000円
森　　宗明会員　 10,000円
後藤　　隆会員　 　10,000円
亀井　　孝会員　 　10,000円
村津　忠久会員　　　 10,000円
梶原　和朗会員　　 　10,000円
森園　伸也会員　 　11,000円
西馬　良和会員　　 1,000円
土谷　昌志会員　　 2,000円
佐々木久宜会員　　 5,000円
梶原　茂樹会員　　 1,000円
鳴海　淳郎会員　　　 　1,000円
髙宮　勝美会員　　　 　1,000円
前田　哲矢会員　　 　1,000円
山名さん（別府ＲＣ）　 1,000円

３．米山ランチの実施　（H29年10月10日）
　　　　　＠1,000×25名＝25,000円
４．米山奨学生卓話（H29.10.10）
　　キムデイルさん（臼杵中央ＲＣ）

◇2018〜2019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　西馬　良和　　副委員長　土谷　昌志
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。
３．30周年に向けて、家族例会を開催して親睦を

深める。

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　堀　　由美
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

http://www.beppu4rc.jp/chuo/

BEPPU	CHUO	ROTARY	CLUB



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．最近の出席の悪さは目に余るものがあります。

例会出席は会員の義務であり必須条件です。必
ず出席して下さい。

２．やむをえず欠席する場合は必ず事務局に届け
て下さい。

３．例会に会員が多く集まり親睦を図り、楽しい
有意義な例会になる様努力しましょう。

４．地区大会や合同例会など他の会合へ出席する
様努めましょう。

親睦活動委員会◇
　委員長　森園　伸也　　副委員長　前田　哲矢
　会員全員が親睦を深め、楽しいクラブであるよ
う活動し、会員増強に努められればと思います。
　≪親睦予定行事≫
７月24日（火）夕涼み例会 別府タワー
９月11日（火）月見例会 割烹旅館ゆめさき
９月30日（日）別府近隣７RCソフトボール大会   野口原グラウンド
10月30日（火）日出ＲＣとの合同例会 ホテル＆リゾーツ別府湾
12月18日（火）忘年会 ホテル山水館
１月８日（火）新年会 割烹旅館ゆめさき
４月２日（火）花見例会 春香苑
４月　日　 　別府近隣７ＲＣゴルフコンペ
６月22日（日）30周年実行委員会・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 

第１戦　初戦　　　７月29日（日）
第２戦　　　　　　８月26日（日）
第３戦　　　　　　９月23日（日）
第４戦　　　　　　10月28日（日）
第５戦　　　　　　11月11日（日）

第６戦　　　　　　12月２日（日）
第７戦     　　　    １月20日（日）
第８戦　　　　　　２月24日（日）
第９戦　　　　　　３月24日（日）
第10戦　　　　　　４月14日（日）
第11戦　　　　　　５月26日（日）
第12最終戦　　　　６月22日（土）

健康増進委員会　　　　　　　　　◇
　委員長　村津　忠久　　副委員長　梶原　茂樹
自律神経強化ストレッチの実施は、例会を始める
雰囲気づくりに寄与していると思いますので、な
るべく実行したいと思います。

ロータリーソング委員会◇
　委員長　村津　忠久　　副委員長　木村きぬゑ
　毎月第１週の例会には「国歌」を、そしてロー
タリーソングと唱歌を元気に歌唱して戴きます。

スマイルボックス委員会◇
　委員長　髙宮　勝美　　副委員長　近藤　賢司
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　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、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。）

E-mail:info@beppu4rc.jp
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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
ロータリアンとしての務め
　常にまわりの人や環境に思いを馳せ自分の仕事
に心を打ち込んで行くこと。

広報・雑誌・会報委員会◇
　委員長　森　　宗明　　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　佐々木久宜　　副ＳＡＡ　衛藤　秀子
１．開始30分前には、例会場入り口にて、
　　タスキを掛け、ゲスト・ビジター会員を迎え

ます。
２．会場の設営・秩序維持にあたる。
３．例会中の私語・雑談が無いように心掛ける。

職業奉仕委員会　　　　　　　　　◇
　委員長　後藤　　隆　　副委員長　梶原　茂樹
１．職業奉仕についての卓話を企画する
２．職場訪問を実施し、また優れた職業人を選び

職業奉仕表彰を行う

社会奉仕委員会◇
　委員長　亀井　　孝　　副委員長　村津　忠久
　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。

青少年奉仕委員会◇
　委員長　佐々木久宜　　副委員長　後藤　　隆
１．青少年交換留学生事業に連携し、交換留学生

との交流を深める。
２．溝部学園インターアクトクラブと連携し、活

動を支援する。

国際奉仕委員会　　　　　　　　　◇
　委員長　近藤　賢司　　副委員長　前田　哲矢
１．留学生の卓話を計画する。
２．留学生に日本語を教えるボランティアに参加

して、日本と別府をより理解してもらう。
３．留学生に書道の体験を通して日本文化を理解

してもらう。

ロータリー財団委員会◇
　委員長　前田　哲矢　　副委員長　中尾　　誠
１．年間10ドルの一般寄付
２．特別寄付のお願い

・前年度より寄付額がアップするよう、会員
の皆さんへ呼び掛ける。

３．ロータリー財団月間に100万ドルの食事を実施。

米山奨学委員会　　　　　　　　　◇
　委員長　平野　英壽　　副委員長　亀井　　孝
１．今年度、米山奨学生の受け入れはありません

でしたが、次年度は受け入れを積極的に検討
（オリエンテーション・夏季研修会・地区大
会は義務出席）

２．米山奨学生の卓話を実施
３．米山特別寄付

最低１会員１万円のお願い（積もり寄付も含む）
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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