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◆点　　鐘　　12：30
◆Ｒ　　Ｓ　　手に手つないで
◆唱　　歌　　ふるさと

会長の時間	 会長　梅津　圭二

　みなさんこんにちは！第二回「会長の時間」の
時間です！
　「記録的豪雨」のニュースを見ました。
　被災されてお亡くなりになられたかたもたくさ
んいらっしゃいますので、心よりご冥福をお祈り
したいと思います。
　実は日曜日にフラワー装飾一級技能士の技能検
定試験がありまして、福岡の試験会場に受講生た
ちが受けに行ってきました。金曜から土曜日にか
けて豪雨で高速が通行止めになったり、各地で土
砂崩れが発生したり、避難勧告がでてる中で試
験自体が中止になるかもしれないという状況のなか、
なんとか天気も回復して無事に試験は行われました。
　技能検定試験は働く人の資格として様々な職種
で、もちろん大分でも試験は行われているのです
が、大分では昔からフラワー装飾に関しては公平な
審査が行われないという噂があって、実際に昨年の
審査結果はひどいものでした。審査をする人と受験
の指導をする教室が同じで、そこに習いに行かない
と試験に合格しにくいという状況になっているよう
です。その利権は一部の人達だけに引き継がれてい
てその結果受験をする人がほとんどいなくなってし
まったようです。まさにロータリーの４つのテスト
の正反対（真実ではなく、公平ではなく、好意と友
情もなく、みんなのためにはならない）の状況に
なっています。花の業界で働く若い人たちが技能検

定を受けて合格することで地位や待遇面での向上に
つながり、この業界で長く働くきっかけになればと
いうことで、安い給料で働いている若い人たちがな
るべく費用をかけずにチャレンジできるように、こ
の講座を提案したのですが、残念な事に邪魔をする
人たちが出てきたり、世間ではあれだけ不正受験な
どのことが問題となっているにもかかわらず、いま

◆出席報告　　　　　　　委員長　津末美代子

・メイクアップ
　　事前　
　　事後　梅津（別府）、大島（別府東）
　　欠席　堀、大島、中尾
　　理事会承認　
　　出席免除　溝部、河村、木村、平野（英）
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国際ロータリー会長　　バリー・ラシン	（国籍・バハマ）
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別府中央ロータリークラブ
例会日　火曜日　12時 30 分
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　　　　TEL	（0977）23-1111　FAX	26-3123
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西馬　良和
鳴海　淳郎
村津　忠久
平野　教康

後藤　　隆
亀井　　孝
近藤　賢司

ＳＡＡ　佐々木久宜
直前会長　佐々木久宜

役員　会　長　梅津　圭二
　　　副会長　西馬　良和
　　　幹　事　土谷　昌志
　　　会　計　森園　伸也

会報委員長　森　　宗明第 　 　 回 例 会
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だこのようなことが平気で行われているようです。
受講生たちには罪がないので、今年は公平な審査が
行われているはずの福岡まで受験に行くようにしま
した。結果は９月に発表がありますが、頑張って
練習したみんなの成果がでることを願っております。
　そして近い将来は花の業界のみんなのためにな
る検定試験が大分でも行われるように言行を４つ
のテストに照らしあわせロータリーの精神で努力
をしていきたいと思っています。
　本日７月10日今日の花は 「  グロキシニア 」と
いうお花です。「イワタバコ」科の花で、南米ブ
ラジルが原産地で、花色は豊富で赤、白、紫、ピ
ンクがあって、咲き方も一重咲きや八重咲きもあ
ります。ほとんどが鉢物や苗物としての出荷です
ので、ガーデニング愛好家には夏時期の園芸種と
して人気がありますので、もしかしたら自宅やご
近所の庭先で見かけているかもしれません。本日
の花言葉は 「華やかな日々」です。
　会員の皆様が「華やかな日々」の一週間になり
ますように   そして、

「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339日です！」
　以上 「会長の時間」の時間でした！

幹 事 報 告	 土谷　昌志

１．本日の卓話
「就任挨拶」
森園伸也会計／親睦委員長
佐々木久宜ＳＡＡ／青少年奉仕委員長
後藤　隆職業奉仕委員長
亀井　孝社会奉仕委員長
近藤賢司国際奉仕委員長

２．公益財団法人ロータリー米山記念奨学会より
平野英壽会員へ第４回米山功労者の感謝状が
届きましたので、本日ご披露しお渡し致します。

３．第１回定例理事・役員会報告
（平成30年７月３日（火）13：40～　

於：トキハ別府店例会場　８名）
報告事項
１）別府市内４ＲＣ会長・幹事会報告

（平成30年６月27日（水）13：00～　於：ホテル白菊）
・合同事務局負担金額の人頭数の確認。
・2018-2019年度以降の諸行事当番クラブ

確認の件。

・髙山泰四郎ガバナー公式訪問４ＲＣ合同例
会開催日変更と受け入れ学生歓迎会の件。
日　時：平成30年９月７日（金）12：30～13：30
場　所：ホテルサンバリーアネックス
ホスト：別府東ＲＣ　※受け入れ交換学

生歓迎会は別府ＲＣ担当。
・大分第３グループＩＭの件。（ホスト別

府中央ＲＣ）
開催日：平成31年２月19日（火）

審議事項
１）2017－2018年度決算報告の件。※承認
２）2018－2019年度予算書の件。※承認 
３）2018－2019年度前期納入金徴収の件。※承認
４）出席規定免除者承認の件。※承認

定款第12条第３節（ｂ）　
（鳴海会員、村津会員、溝部会員、河村会員、
平野（英）会員、後藤会員、木村会員、衛藤会
員、森会員）＊欠席の場合、出席率に参入されない

５）ロータリーコール負担金の件。［20,000円（親
睦委員会より）］※承認

６）「お祝い（会員誕生日・配偶者誕生日・結
婚記念日）」記念品の件。※承認

　　　・会員誕生日　5,000円（クラブ負担）
　・配偶者誕生日、結婚記念日　5,000円（希

望者／個人負担）
７）もみじ谷奉仕作業の件。

　　　・７月29日（日）開催　※承認（ＭＵとする）
８）2017-2018年度ＭＵ100％会員表彰の件。※

承認（例会にて表彰）
確認事項
１） ７月・８月例会予定の確認。

 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」
  会計、SAA、対外奉仕各委員長
 17日 「就任挨拶」各委員長
 24日 「夕涼み家族例会」
 31日 「第２回クラブ協議会」
 ８月７日 「卓話リレー①」
 14日 「定款第８条第１節（Ｃ）に基づき休会」
　　　17日（金）「卓話リレー②」
 28日 「会員増強フォーラム」
４．韓国・日本　インターアクト温泉サミット 

開催のご案内
日　時　平成30年７月22日（日） 11：00～15：30
場　所　地熱観光　ＬＡＢ　緑間
　　　　別府市風呂本228－１　電話 0977－75－9592
対象者　インターアクト関連委員長、他希望者

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

BEPPU	CHUO	ROTARY	CLUB



登録料　無料
※内容（プログラム）は本日回覧致します。

５．７月３日（火）日出ＲＣの例会に、就任挨拶
の為、梅津圭二会長、土谷昌志幹事が出席致
しました。

６．７月４日（木）別府東ＲＣの例会に、就任挨
拶の為、梅津圭二会長、土谷昌志幹事が出席
致しました。

７．７月５日（金）別府ＲＣの例会に就任挨拶の
為、梅津圭二会長が出席致しました

８．お祝い
会員誕生日　西馬良和会員（７月14日）

※記念品をお渡し致します。
９．例会変更のお知らせ

竹田ＲＣ　７月17日（火）
中津中央ＲＣ　７月17日（火）
津久見ＲＣ　７月17日（火）　
杵築ＲＣ　７月20日（金）
大分1985ＲＣ　７月23日（月）の例会は夜間例会

の為、同日19：00～トキハ会館に
時間変更

別府東ＲＣ　７月26日（木）の例会は、納涼ビ
アガーデン（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

大分東ＲＣ　７月26日（木）の例会は、夜の例
会の為、同日18：30～海老酔に時
間・場所変更

別府ＲＣ　７月27日（金）の例会は、第２回ク
ラブ全員協議会の為、同日18：30～
両築別邸に時間変更

大分南ＲＣ　７月27日（金）の例会は、夜の親睦
例会の為、同日18：30～ザブリッジ
に時間・場所変更

10．次週例会の予定
「就任挨拶」
会員増強、出席、健康増進／Ｒソング、スマ
イルボックス、プログラム、Ｒ情報研修、広報
・雑誌・会報、Ｒ財団、米山奨学　各委員長

11．本日の回覧
① 宇佐ＲＣ週報
② 「夕涼み家族例会」出・欠席
③ 「もみじ谷奉仕作業」出・欠席
④ 「第１回別府中央ＲＣ親睦ゴルフコンペ」

出・欠席
⑤ 今年度お祝い記念品アンケート
⑥ 会員名簿チェック表
⑦ 「第２回クラブ協議会」出・欠席

⑧ インターアクト温泉サミットプログラム
12．本日の配布

① 2018-2019年度年間予定表
② 2018-2019年度委員会構成表

スマイルボックス	 委員長　髙宮　勝美

梅津会長○
　記録的豪雨で被害に遭われた方、お亡くなり
になった方に心よりご冥福をお祈りいたします。
　今年度２回目例会です。よろしくお願いします。
西馬会員○
　お誕生日のお祝いをして頂きありがとうござ
いました。毎年、私の誕生日の前後に梅雨明け
になりますが、今年も梅雨が明け、これから夏
本番で暑くなります。皆様、体調に気を付けて
乗り切っていきましょう。
鳴海会員○
　今日は久し振りに古巣に帰った気分になり、
大いにスマイルしたいと思います。
森会員○
　1000円札がない！　ここはいっぱつ…4000円
おつり下さい…。
村津会員○
　７月８日・日曜日に、一昨年の７月に、62才
で先立ちました次男の３回忌の法要を、博多の
お寺で致しました。
　冥福を祈りましてスマイル。
近藤会員○
　スマイル副委員長の近藤です。高宮委員長か
らもっとスマイルが出るように言ってくれと言
われました。
　「皆さん楽しいスマイルをお願いします！」
　ゴルフの年間ベストグロス賞をいただきまし
た。ゴルファー最高の栄誉を表彰され、本当に
喜びに堪えません。

就任挨拶	 会計　森園　伸也

　今年度も会計の役目を仰せつ
かりました森園です。
　昨年に引き続き適切に役目を
果たせるように参りますので、
宜しくお願い致します。

の例会は定款第
８条第１節（Ｃ）
に基づき休会

⎞
⎜
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就任挨拶	 親睦委員長　森園　伸也

　親睦委員長も兼任の森園です。
　今年度は梅津会長が１年を通じてゴルフを毎月
ゴルフをする！と決められたので、その役目を果
たせるように頑張りたいと思います。

就任挨拶	 ＳＡＡ　佐々木久宜

　今年度【ＳＡＡ】をさせてい
ただきます佐々木久宜です。
　ロータリー歴は７年２か月、
職業分類は家電小売りです。
　ＳＡＡの仕事は
・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。
・会場の設営・秩序維持にあたる。
・例会中の私語・雑談が無いように心掛ける。

　 例会運営に支障がないように頑張ります

就任挨拶	 青少年奉仕委員長　佐々木久宜

　今年度【青少年奉仕委員長】をさせていただき
ます佐々木久宜です。
　ロータリー歴は７年２か月、職業分類は家電小
売りです。
　青少年奉仕委員会の仕事は大きく２つです。

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

　今年度別府４クラブで実施される青少年交換留
学生事業の成功に向けて別府中央ＲＣの会員、交
換留学生と連携し交流を深めたいと思います。
　溝部学園インターアクトクラブの活動に連携、
参加して活動を盛り上げます。

就任挨拶	 職業奉仕委員長　後藤　　隆

　ロータリークラブでの職業奉
仕の理念は　アーサー・フレデ
リック・シェルドンが提唱した 
He profits most who serves 
best 『最もよく奉仕するもの、
最も多く報いられる』という
モットーであらわされていま

す。彼が1921年に行った「ロータリー哲学」とい
うテーマのスピーチの中で「我々の職業は、金儲

けをする手段ではなく、その職業を通じて社会に
奉仕するために存在する」と述べています。ロー
タリーは職業奉仕の実践と職業倫理を高めるこ
とを主な目的にした団体であるというわけです。
さぁ　わかりましたか？　私はさっぱり理解でき
ません。7月14日に職業奉仕のセミナーがあるの
で、仕方なく出席してきます。納得のいく説明や
解説があれば、皆さんに紹介します。　が、残念
だけどたぶん私の頭では理解できないでしょう。

就任挨拶	 社会奉仕委員長　亀井　　孝

　今年度、社会奉仕委員長を仰
せつかりました亀井です。
　一年間よろしくお願いします。
　別府中央ＲＣの社会奉仕活動
は、主に、長年続けております
“もみじ谷”の植樹、育成事業で
す。年３回の奉仕作業を自衛隊

曹友会の皆様と一緒に行っています。
　ＮＰＯ法人「別府もみじ谷トラス機構」を主体
とし、植樹用の苗木の提供もしています。今年一
年間会員の皆様と一緒に頑張りたいと思います。

就任挨拶	 国際奉仕委員長　近藤　賢司

　３年間続けて国際奉仕委員長
というのはいい加減マンネリ化
してきました。今期は30周年の
記念式典等があり今期会長の意
図したことなので与えられた職
務をしっかりやっていきたいと
思っています。来期の西馬会長

には、是非、会を一新していただきたいと願って
います。
　今期掲げた第一項、「留学生の卓話を計画する」は、
１．ロータリーの交換留学生（フランス人高校生）

にフランスの生活や日本との考え方の違い等を
語ってもらう。

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えるよう多
くの方の出席を期待したい。

３．先月、前ガバナー補佐の荒金先生が皆の前で
お話しした通り、留学生に日本の書道を通して
日本文化を理解してもらえるよう尽力します。

まず溝部学園に話を通してきたいと思います。少
しでもロータリアンとして国際奉仕に貢献したい
と考えています。
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