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会長就任前の研修会PETSで委員会組織につい
て、興味深い話を聞いてきましたのでお話をした
いと思います。
今、当クラブにはいくつ委員会があるか皆さん
は知っていますか。現在、当クラブには、クラブ
奉仕委員会、会員増強職業分類会員選考委員会、
出席委員会、親睦活動委員会、健康増進委員会、
ロータリーソング委員会、スマイルボックス委員
会、プログラム委員会、ロータリー情報研修委員
会、広報雑誌会報委員会、職業奉仕委員会、社会
奉仕委員会、青少年奉仕委員会、国際奉仕委員会、
ロータリー財団委員会、米山奨学委員会の16委員
会が存在します。この全ての委員会に委員長と副
委員長がいる訳です。つまり本来は16×２＝32人
の会員が少なくとも必要になります。
しかし、ご存知のとおり、当委員会には25人し
かいません。とすると、この委員会数は当クラブ
には多すぎるのではないかということになると思
います。
実は、PETSではRIが現在推奨している委員会
組織編制のお話がありました。
RIが推奨している委員会は、管理運営委員会、
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・メイクアップ
事前
事後
欠席 堀、中尾、梅津、土谷
理事会承認
出席免除 溝部、河村
公共イメージ委員会、会員増強委員会、奉仕プロ
ジェクト委員会、ロータリー財団委員会、米山奨
学委員会のたった６つです。
そして、管理運営委員会の中には、必要に応じ
て出席、親睦、プログラム、クラブ会報、雑誌、
スマイルなどの小委員会を設けるというもので
す。会員増強委員会の中には職業分類、会員選考
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の小委員会を設け、奉仕プロジェクト委員会の中
には、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、青少年奉
仕の小委員会を必要に応じて設けることになります。
このようにすると委員長は６人で足りることに
なります。当クラブの規模からすればこれくらい
で十分なのではないかと私も思いました。
今年度は改革元年に位置付けたいと思っており
ますので、皆さんで話し合う時間も取りたいと思
います。
今日は取り急ぎ情報提供ということでお話をさ
せて頂きました。
幹事報告

梶原

和朗

１．本日の卓話
「委員長就任挨拶」
木村きぬゑ会員増強委員長
津末美代子出席委員長
近藤 賢司親睦委員長
森
宗明広報委員長
佐々木久宜国際奉仕委員長
平野 英壽米山奨学委員長
２． 訃

募集人員

先着35名（定員になり次第、締切り
ます。）		
応募資格 対象年齢 18歳～30歳 ロータリア
ン企業の社員、あるいは組織や地
域社会のリーダーに興味のある方、
ローターアクト
登録料 10,000円（宿泊費、食事、研修費など）
当日徴収します。
※当日プログラムと申込用紙は本日から回覧
いたします。
５．７月18日（木）別府市内４ＲＣ合同事務局に
於いて「別府市内４ＲＣ幹事会」が開催され、
梶原和朗幹事が出席致しました。
６．７月21日（日）開催予定の第１回別府中央Ｒ
Ｃ親睦ゴルフコンペは荒天の為、中止となり
ました。
７．例会変更のお知らせ

報

国際ロータリー第2720地区、1995～96年度ガ
バナー 前岡 志郎 様（別府北ＲＣ）が７
月10日逝去されました。（享年90歳）
葬儀はすでに親族、近親者のみにて執り行わ
れました。ご家族のご意向により、お香典、
ご供花、ご供物、弔電は辞退されるとのこと
です。ここに追悼の意を表し謹んでお知らせ
申し上げます。
３．今年、初盆を迎えられる方は下記のとおりです。
ちょうぎ まさとみ
○堀 由美会員（ご尊父 長義 政富 様）
初盆会は親族・身内にて行いたく、お参り、
御芳志、およびお供え物・提灯は誠に勝手な
がら謹んでご辞退させていただきます。あし
からずご了承ください。
４．2019～2020年度 RYLAセミナー受講者募集
について
日 時 2019年９月14日（土）11：00集合～
９月15日（日）13:00終了（１泊２日）
場 所 阿蘇ＹＭＣＡ 熊本県阿蘇市
TEL 0967-35-0124

定款第８条第１節（ｃ）により休会のクラブ
８月９日（金） 杵築ＲＣ
８月13日（火） 湯布院ＲＣ、大分ＲＣ、
大分中央ＲＣ、別府中央ＲＣ
８月14日（水） 大分城西ＲＣ、別府北ＲＣ
８月15日（木） 宇佐ＲＣ、大分東ＲＣ
別府東ＲＣ
８月16日（金） 杵築ＲＣ、別府ＲＣ
８．次回例会の予定（７月30日）
「夕涼み家族例会」
時間・場所を変更し、18：30～春香苑に於い
て開催いたします。
９．本日の回覧
① もみじ谷整美作業（７月28日）
②「夕涼み家族例会」出・欠席（７月30日）
③「今年度記念品アンケート」
④ 2019-2020年度会員名簿チェック
⑤「大分キャピタルＲＣ創立20周年記念式
典」出・欠席
スマイルボックス

委員長

森園

伸也

○西馬会員
先週は例会に間に合わず、大変御迷惑をお掛
けしました。また、週末のゴルフコンペは雨で
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中止となり残念でした。日頃の行いを良くした
いと思います。
○村津会員
ミンミン蝉の大合唱が始まりました。
梅雨明けの晴天にスマイル。
○森会員
私の古いクラウン、先日後ろのドアを大破！
トヨタに持って行ったら新品の部品が無いの
で修理代25万円と言われました。ヤフーオーク
ションでドアを１枚１万８千円で落札。ピッタ
ンコでした。一生乗れそうです。
地区大会のチラシを見てちょっと興味津々？
講演のテーマ「変態が改革する多様性社会」
だって。
○森園会員
回 覧 を 回 し て ま す が、 今 年 も 宮 崎 遠 征 を
11/23～11/24で勝手に計画しました。皆さん是
非行きましょう。
就任挨拶

会員増強委員長

木村きぬゑ

本来ならわたしは出席免除
会員で毎回出席しなくても欠
席にはならないので、委員長
には就きたく無かったのです
が、もう一年頑張ります。
近々２名、新会員が入会し
ます。目標は30人です。皆さ
んのご協力をお願いいたします。
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。
就任挨拶

出席委員長

津末美代子

入会以来ずっとこの委員
だったような気がします。私
のホームクラブへの出席率が
良いからだと思います。
20人が出席すると全員出席
して居るような錯覚がありま

すね。出来るだけ多くのホームクラブ出席をお願
いします。
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。
就任挨拶

親睦委員長

近藤

賢司

私はロータリークラブに
とって親睦が一番大切だと考
えています。
今年度の瀧ガバナーも
“ロータリークラブは楽しく
過ごすことが第一の目的であ
る”と言っていました。
週一回経営者、管理職が顔を合わせ、食事をし
ながら、親睦を深め今後の仕事や生活に多くかか
わってくるロータリークラブの親睦という根幹を
この委員会が担っているわけですので、私を含め
親睦委員会のメンバー 平野教康副委員長、梶原
茂樹会員 森園会員 佐々木会員と力を合わせて
楽しいクラブにしていきたいと思っています。
親睦ゴルフ大会も西馬会長の意向でオープンコ
ンペとし、元会員・入会候補者も気軽に参加でき
る会として、毎月第3日曜日に開催します。
また忘年会や新年会などの宴会も親睦委員会で
楽しめる企画を皆さんに提供していき、多くの会
員に参加してもらって喜んでもらえるよう努力し
ます。
もともと別府中央ロータリークラブは別府で一
番新しく、一番小さいクラブではありますが、み
んながしっかりまとまっていて別府で一番のクラ
ブだと私は思っています。
先週、鳴海先生も“何度もやめようと思ったけ
ど、ロータリーが面白かったから長く続いた”と
言っておられました。
とにかく、ロータリーは楽しく過ごすことが第
一なので皆さんにも多く参加してもらい、協力し
てもらって 皆で親睦が深められるよう努力して
いきたいと思います。
一年間よろしくお願いします。
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広報委員長

森

宗明

本年度の活動予定
週報について・・インター
ネット上で閲覧する際に、ID
とパスワードでログインしな
いと見る事が出来ないように
してあるクラブも多数ありま
すが、基本的に公開出来ない
情報は無いとかんがえますので、私たちのクラブ
の週報は誰でもいつでも見られるようにしてあり
ます。これは以前会員皆様に検討頂いて決めたこ
とです、その後トラブルはありませんので継続し
ています。
先日、森園さんの卓話で週報データを使って頂
きましたが、あらためて「きちんとやっておいて
良かった」と感じました。
現在閲覧できるようになっているのは、2002年
11月26日 第662回例会からの週報で、制作工程
がデジタル化されてからのものです。今年度と来
年度で最初から第661回までの週報も閲覧できる
ようにしたいと思い作業に取り掛かっています。
同時に周年事業等の記録等もすべてクラブの
ホームページで閲覧できるような仕組みにしたい
と考えています。
時々週報に間違った情報を掲載する事がありま
す。一言一句でもご指摘いただいたときは基本的
に作り直して配布しなおしています。週報にはク
ラブの全てと言っても過言ではない情報がストッ
クされています。今後も出来る限り正確な情報の
ストックを心がけます。
お気づきの事がありましたらご指摘いただきま
すようお願いいたします。
就任挨拶

国際奉仕委員長

佐々木久宜

今年度、国際奉仕委員長に
就任しました佐々木久宜です。
別府中央ＲＣでは現在、国
際的な活動や海外の姉妹クラ
ブなどはありませんので、Ａ
ＰＵ？立命館アジア太平洋大
学？での例会、日本語クラス
のボランティア参加などを予定しています。
また、国際交流、活動支援等ありましたら順次
検討していきたいと思います。

就任挨拶

米山奨学委員長

平野

英壽

今年度、又々３年連続で米
山奨学委員長を仰せつかりま
した。
今年度も米山奨学生はお預
けとなりました。
別府の他クラブには別府・
東・北クラブには３人の奨学
生が来ているようですが・・
別府中央は残念ながら私の力不足と申します
か、今一歩押しが足りませんでした。
でも奨学生がいなくても直接お世話できなくて
も、彼らをしっかりと支えていかなければなりません。
それには毎年皆さんにお願いしています「米山
特別寄付」であります。
我クラブは皆さんの寛大なご理解とご協力に
よって、普通寄付・特別寄付合せまして、一昨年
度は288,000円、昨年度は225,000円と、別府で最
小クラブではありますが、大変良くご協力頂いて
いると思います。
ただ欲を申しますと、別府・日出・湯布院の６
クラブの会員一人当たりの平均寄付額は別府中央
我がクラブは一番少ないです。
日出クラブは、一人当たり平均が17,000円、別
府東クラブは、15,000円、その他のクラブでも一
人当たり11,000～12,000円ですが、我が別府中央
は、10,000円前後と６クラブの中では最低の金額
となっております。
どうか皆さん、今年度はせめて平均額以上の寄
付はお願いしたいと思いますので、会長のお言葉
でお金は大切で大事ですが、寄付やお布施、ちり
銭も長生きするなかで大事なことです。
皆さん、将来をになう日本と世界の架け橋に
なって頂ける奨学生の為にも喜んで寄付を今年も
お願いします
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