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前々回の訂正

みなさんこんにちは！
第三回「会長の時間」の時間です！
就任挨拶で市内近隣各クラブを訪問してきまし
て、先週水曜日に別府北クラブの例会に行ってき
ました。２年前の幹事の時以来の他クラブの訪問
だったのですが、普段なかなかよそのクラブに行
く機会がないので、それぞれのクラブに特徴が
あって良い経験になりました。
そこで感じたのですが、やはりスマイルボック
スのことでした。他クラブでは担当者から「誰々
さんはこれこれだから何口！」と強制的に？何か
につけてむしりとられている？様子を見て、これ
は奉仕という名を借りた○○○○だなと。お金の
ことよりもむしろ心のほうがついて行かなくなる
のではと思いました。それに比べて我が別府中央
は自己申告が基本となるので、それぞれ本当の心
からのスマイルが気持ちよく出るようになってい
て、そのシステムに踏み切った別府中央の先輩方
は本当にすごいと感じました。それでもまだロー
タリークラブで集められたお金はクラブ運営や寄
付金などの財源として透明性のある使われ方をさ
れていますが、私が関わる色々な業界や団体など
の会費は、みんなから集められた会費が一部の役
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・メイクアップ
（別府）
事前 平野（教）
（地区管理運営セミナー）
事後 梶原（和）
欠席 森園、大島、中尾、梶原（和）
理事会承認
出席免除 溝部、河村、木村
員たちが飲み食いをするための費用に使われてい
ることが多く、いつも情けないさみしい気持ちに
なります。それに比べれば、どんな集め方をして
ようが、やはりロータリークラブの高潔性の中で
世のため人のためみんなのためになる使われ方を
されているのだからあれはあれでありなのでしょ
うと考えています。結局何が言いたいかという
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と、他所に行って改めて気がつく、別府中央ロー
タリークラブが最高であるという事になります。
それともう一つ、すでに東クラブと北クラブで
やっていたのですが、例会出席ラッキー賞という
くじ引きを毎回の例会で行っていて、当日の例会
参加者の中からくじで賞品が当たるようになって
いて結構盛り上がっていました。やはり出席率向
上のために各クラブ色々考えています。良いことは
さっそく取り入れていきたいので、来月の理事会の
承認をいただいてスタートできたらと考えております。
それと記念事業の公立幼稚園のフラワーアレン
ジメント教室が始まりまして、７月13日に南立石
幼稚園に行ってきました。当日は保護者会もあり
ましたので、保護者も園児たちと一緒に作っても
らいまして、幼稚園や参加者にもすごく喜んでい
ただいて、楽しい時間を過ごしてきました。当日
は大分合同新聞、ケーブルテレビ、今日新聞も取
材に来てくれて、ケーブルテレビは木曜日18時か
ら金曜日夕方にかけて放送されますので、ぜひご
覧ください。そして一年かけてあと13ヶ所まわり
ますので、ぜひみなさんの参加をお待ちしております。
本日７月17日今日の花は「ハマユウ」というお
花です。「ヒガンバナ」科の花で、花言葉は「ど
こか遠くへ」です。インドかアフリカなど熱帯地
方が原産地で、漢字で書くと浜木綿と書きます。
名前の由来は白い細長い花が木綿の糸に似ている
からとかいわれています。俳優香川照之のお母さ
んで女優の浜木綿子さんもこの花からついたと言
われているみたいです。種が海に流れて遠くに植
生を広げることからこの花言葉「どこか遠くへ」
の由来になっているみたいです。
「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332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
村津忠久健康増進／ロータリーソング委員長
髙宮勝美スマイルボックス委員長
梶原和朗プログラム委員長
鳴海淳郎ロータリー情報・研修委員会委員長

森 宗明広報・雑誌・会報委員長
前田哲矢ロータリー財団委員長
平野英壽米山奨学委員長
２．本日のゲスト
うす き
とく じ
臼杵 徳二 氏
（日出ロータリークラブ 会長）
よしひろ
しゅうじ
吉弘 秀二 氏
（日出ロータリークラブ 幹事）
３．７月11日（水）別府北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。
４．７月13日（金）10：30～南立石幼稚園に於い
て「別府中央ロータリークラブ30周年記念事
業 夢と感動のお花アレンジメント講習会
（第１回目）」を開催致しました。
出席者：梅津圭二会長（講師）、土谷昌志幹事、
森園伸也親睦委員長
５．７月14日（土）13：00～ホルトホール大分に於
いて、
「管理運営セミナー」が開催されました。
出席者：梅津圭二会長、梶原和朗プログラム
委員長、土谷昌志幹事
６．７月14日（土）13：00～ホルトホール大分に
於いてクラブ職奉仕セミナーが開催され、後
藤 隆職業奉仕委員長が出席致しました。
７．前年度ＭＵ100％達成対象者の方に記念品を
お渡し致します。
対象者：梅津 圭二会員、近藤 賢司会員、
佐々木久宜会員

８．お祝い
会員誕生日
後藤 隆会員 （７月18日）
※記念品をお渡し致します。
９．例会変更のお知らせ
杵築ＲＣ ７月27日（金）の例会は、新会長
幹事激励会の為、同日18：30～花
処に時間・場所変更
大分1985ＲＣ ７月30日（月）の例会は、ガバ
ナー公式訪問の為、８月１日（水）
12：30～ホテル日航大分オアシス
タワーに日時・場所変更
10．次週例会の予定（７月24日）
「夕涼み例会」
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※時間・場所を変更し、別府タワーに於いて
18：30～開催致します。
11．本日の回覧
① くにさきＲＣ週報
②「夕涼み家族例会」出・欠席
③「第１回別府中央ＲＣ親睦ゴルフコンペ」出・欠席
④ 今年度お祝い記念品アンケート
⑤ 会員名簿チェック表
⑥「第２回クラブ協議会」出・欠席
12．本日の配布
① 週報No.1381,1382

スマイルボックス

委員長

髙宮

勝美

○日出ロータリークラブ
日出ロータリークラブの臼杵会長、吉弘幹事より。
今年一年よろしくお願いします。
○梅津会長
本日は日出ロータリークラブより臼杵会長、
吉弘幹事に来ていただいております。ようこそ
別府中央へ。楽しんでください。
○土谷会員
日出ロータリークラブの会長臼杵さん、幹事
の吉弘さん、ようこそ別府中央ロータリーへ。
これからも宜しくお願いいたします。
○平野（英）会員
臼杵会長、吉弘幹事さん、日出ロータリーク
ラブゴールデンコンビ様、ようこそ中央ＲＣ
へ。又一年間大変でしょうが２人のタッグでが
んばって下さい？
○森会員
日出ＲＣの新会長、幹事様、暑い中ご苦労様
です。一年間よろしくお願い致します。
○近藤会員
前年度100％出席を達成出来ました。表彰し
ていただいたことに感謝しスマイル。
○前田会員
日出ロータリークラブの臼杵会長、吉弘幹事、
暑い中いらっしゃいませ。中央の例会楽しんで
下さい。
○梶原会員
私の判断ミスを部下がカバーしてくれ、本日
問題が解決しました。部下に感謝してスマイル！
○佐々木会員
臼杵会長、吉弘幹事、別府中央ＲＣへようこ

そ。楽しんで下さい。
○村津会員
昨日までの３連休を利用して、博多の孫夫婦
アキ ト
が３月に生まれた６人目の曾孫「晶都」を連れ
て来てくれました。
も早や、９kgになっていました。
無事、元気に成長を祈りましてスマイル。
○亀井会員
コケ玉、枯れてしまいました。
○髙宮会員
出席が遅くなりましたが、近藤会員がスマイ
ルボックスを担当してくれるので心強いです。
臼杵会長、吉弘幹事、今後共よろしくお願い
します。

就任挨拶

健康増進／ロータリーソング委員長

村津

忠久

毎週火曜日の昼一時間のロー
タリークラブ例会は、どなたに
とっても非日常的な一時間だと
思います。
その一時間の冒頭に、特定の
運動と歌唱を歌う事によって、
日常の生活の流れから特別な時間に入って行く雰
囲気造りに寄与していると思っております。
自律神経には交感神経と副交感神経の二つがあ
りますが、このバランスが崩れますと、健康上い
ろいろ不都合な事が起きます。
村津式自律神経強化ストレッチは、ひと頃ＮＨ
Ｋのテレビ体操の時間に放送されていた「肩こり
体操」に呼吸を組み合わせたものです。
ソングはよく歌われるロータリーソングと昔の
小学唱歌を組み合わせて、例会の度に楽しく歌っ
ていただきたいと思っております。

就任挨拶

スマイルボックス委員長

髙宮

勝美

スマイルボックス委員長の
髙宮です。職業は不動産賃貸業、
ロータリー歴は12年です。
現在、副委員長として私を指
導してくださる近藤会員は、私
のロータリー入会時の推薦者で
す。私を推薦したことを今大変後悔されているよ
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うですが、私自身は推薦してくださったこと、そ
れにより入会出来、多くの友が出来たことに大変
感謝しています。
中央ロータリークラブの現役会員の1/3の方々
は、私が入会時に声を掛けさせていただきロータ
リーを楽しんでくれています。
そこで私からのお願いです。会長、幹事からも
優待会員の先輩方に是非お願いしていただきたい
ことなのですが、例会を休んでもメーキャップの
必要はありませんが、クラブ全体の出席率には加
算されません。従って、可能な限り例会に出席を
していただきたいです。そうしなければクラブ全
体の出席率が上がりません。100％出席が出来な
くても、出来るだけ出席をお願いしたいと思います。
その結果、
①優待会員は比較的スマイルをされます。
②知人が多いので会員の増強に繋がります。
スマイルボックスは、無理にする必要はありま
せんが、人数が増えると、それに比例して収入が
増えます。
以上により、優待会員の出席率向上と、新会員
獲得のお取組みを是非お願い致します。

就任挨拶

プログラム委員長

梶原

ロータリー情報・研修委員会委員長 鳴海

森

宗明

個人的に夜例会に出ない、ゴルフに参加しない、
のでなかなか会員の皆さんとの接点が出来ません
が、よろしくお願い致します。今年度のRI会長
の紹介を読んでとても同感出来る部分が沢山あり
ましたので皆さんに会長の写真を配りました。な
かなかの男前ですね。今後のロータリークラブの
「柔軟化」を感じます。
１、クラブの活動を積極的に報道機関に知らせて、
取材等の依頼をする。
２、ロータリーの友の中で、特に会員に読んでほ
しい部分を紹介する。
３、週報は正確な記録を心がける。

就任挨拶 ロータリー財団委員長

前田

哲矢

財団の大事な仕事は
（１）ポリオプラス
（２）平和フェローシップ支援
（３）補助金（新地区、グローバル等）
以上です。今年度も特別寄附、普通寄附よろし
くお願いします。

和朗

みなさんこんにちは本年度プログラム委員長の
梶原です。
年度目標といたしましては
１．例会時のタイムキーパーでもあるので時間に
は正確な進行を心掛けたい。
２．食事中のＢＧＭをかけ忘れる事のないように
注意する。
３．来賓の方等が来られている場合紹介を忘れ
る事のないように会長を事前に打ち合わせをする。

就任挨拶

就任挨拶 広報・雑誌・会報委員長

淳郎

「常にまわりのことを考えながら自分の仕事に
身も心も打ち込む」
以上は、ロータリー情報の根幹であり、私の座
右の銘でもあります。

就任挨拶

米山奨学委員長

平野

英壽

米山奨学委員長に就任しまし
た平野英壽です。昨年に引き続
き今年の目標といたしまして
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
以上を計画しております。昨年はほとんどの会員
の皆様に特別寄付をしていただきました。今年は
全員のご協力をぜひよろしくお願いいたします。
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