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理事　鳴海淳郎
　〃　 溝部　仁
　〃　 村津忠久
　〃　 平野英壽

役員　会　長　森　宗明
　　　副会長　後藤健介
　　　幹　事　上妻　浩
　　　会　計　岩尾昭治

第  　 回 例 会 会報委員長　近藤　賢司

理事　梅津ヤヨイ
　〃　 木村きぬゑ
　〃　 大島由美子

ＳＡＡ　梅津ヤヨイ

CELEBRATE ROTARY
ロータリーを祝おう

◆点　　鐘　　12：30

◆体　　操　　自律神経強化体操

◆Ｒ．Ｓ．　　別府中央R.C.の歌

◆唱　　歌　　かあさんの歌

◆Ｂ.Ｇ.Ｍ　　「四季・日本の歌百選」より

　　　　　　　里の秋

　　　　　　　チューリップ

　　　　　　　冬景色　　　　　他

◆ゲ ス ト　　張　敏君（米山奨学生）

会長の時間 会長　森　　宗明

　会長の時間のスペースを拝借して、12月８日

午後11時頃、急逝した、故後藤健介副会長への

弔意を載せさせていただきます。

　健介さん、「晴天の霹靂」とはまさにこのこと

か、何の前触れもなく、いかにも健介さんらしく、

文藝春秋を読みながら、眠るように、逝ってしま

いました。頑固でまっすぐで、誓言実直を絵に描

いたような、でも結構スケベで、私の会社に来る

や「いよ！労働者諸君がんばっとるか」とのっし

のっしと入ってきて、女性を「指名」し、まんじ

ゅうを頬張り、がぼがぼとお茶を飲み、用事が終

わるとがははと笑って去っていった。貴男を忘れ

ません。

　みんな貴男が好きでした。「豪放磊落」でなお

かつ繊細で、優しくて、でも厳しくて、嗚呼なん

と無慈悲な慈悲！

　貴男を生涯尊敬し、「森ちゃん、なん格好のわ

りいことしよるんか。」と言われんようにあなた

にどこから観ていられても恥じることのない生き

方をしてゆきたいと「思っています。」

　後藤健介別府中央ロータリークラブ 2004 ～

2005 年度副会長、お疲れさまでした。そして、

ありがとうございました。　　

◆出席報告　　　　　　　委員長　衛藤　秀子
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　別府中央ロータリークラブ 2004 ～ 2005 年度

会長　森　　宗明 拝

幹事報告 幹事　上妻　　浩

－ 家 族 月 間 －

…本日は、クラブ細則第４条第１節により

「年次総会」を開催致します。…

１．本日のゲスト

　　張
チョー

　　敏
ビン

君　　（米山奨学生）

２．訃報

 当クラブの後藤健介会員が12月８日（水）

ご逝去されました。

 通夜が12月10日（金）19：00～葬儀が12

月11日（土）13：00～いずれも中央葬儀で

執り行われました。謹んで故人のご冥福をお

祈り致します。

３．第６回定例理事・役員会報告

 （Ｈ16.12.７（火）13：40～

於：トキハ別府店例会場　８名）

　　報告事項

　　○別府市内４ＲＣ会長・幹事会報告　＊承認

・合同事務局のＦＡＸ・コピー複合機（カ

ラー）、印刷機を新規リースの件。

　　　　　毎月リース料　33,500円

　　　　　　　　　　　　（税込金額35,175円）

　　　・合同事務局閉鎖期間について

　　　　　12月28日（火）～

　　　　　2005年（平成17）１月４日（火）

　　審議事項

１）佐藤民子会員退会の件。（12月31日付）

　＊承認

２）募金協力依頼の件。　＊承認

　・「歳末たすけあい募金：愛の袋募金」

　　（別府市社会福祉協議会）※袋を配布

　・「歳末助け合い募金」

　　（大分合同福祉事業団）※募金箱回覧

３）12月・１月例会予定の確認

　　12月７日「大東亜戦争への道」

後藤健介会員

　　　　　　14日「年次総会」

　　　　　　21日「忘年会」

　　　　　　　　　於：竹の井ホテル　18：30～

　　　　　　28日「定款第５条第１節（Ｃ）に

　　　　　　　　　基づき休会」

　　　 　１月４日「定款第５条第１節（Ｃ）に

　　　　　　　　　基づき休会」

　　　　　　11日「新年家族会」

　　　　　　　　　於：割烹旅館 ゆめさき

　　　　　　　　　18：30～

　　　　　　18日「ロータリー理解推進月間に因んで」

　　　　　　　　　鳴海淳郎Ｒ情報委員長

　　　　　　25日「第３回クラブ協議会」

　　４）その他　・１月末日「長崎旅行」企画中

　　　　　　　　　（親睦委員会主催）

４．お祝い

＊次週（12月21日）は夜例会、次々週（12

月28日・１月４日）は定款休会の為、本

日お祝いを致します。

 会員誕生日　　宮地　一久会員（12月14日）

 　　　　　　　薬真寺章三会員（12月20日）

 　　　　　　　鳴海　淳郎会員（１月１日）

 結婚記念日　　平野　英壽会員（12月25日）

　　　　　　　＊ご自宅にお花が届きます。

 配偶者誕生日　溝部　　仁会員（12月22日）

 　　　　　　　河村　貴雄会員（１月５日）

５． 例会変更のお知らせ

日出ＲＣ 12月14日（火）の例会は、年次

総会・忘年会の為　同日18：30

～幸喜屋に時間・場所変更

中津中央ＲＣ 12月21日（火）の例会は、Xmas

コンサート例会の為　同日18：30

～リル・ドリームに時間・場所変更

佐伯ＲＣ 12月22日（水）の例会は、家族

親睦例会の為　同日18：30～明

月に時間・場所変更

豊後高田ＲＣ 12月28日（火）の例会は、餅つ

き例会の為　12月26日（日）９：00

～みづほ園に日時・場所変更

　　＜定款第５条第１節（Ｃ）に基づき休会＞

　　12 月 24 日（金）　 別府ＲＣ

　　12 月 27 日（月）　 大分臨海ＲＣ、

　　　　　　　　　　　大分 1985 ＲＣ

　　12 月 28 日（火）　 日出ＲＣ、大分ＲＣ、

　　　　　　　　　　　竹田ＲＣ

　　12 月 29 日（水）　 中津ＲＣ、くにさきＲＣ、

　　　　　　　　　　　別府北ＲＣ、湯布院ＲＣ、

　　　　　　　　　　　大分中央ＲＣ、大分城西ＲＣ

　　12 月 30 日（木）　 宇佐ＲＣ、杵築ＲＣ、

　　　　　　　　　　　別府東ＲＣ、大分東ＲＣ

　　12 月 31 日（金）　 別府ＲＣ、大分南ＲＣ
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＊年末・年始は定款休会をするクラブが多いの

で、メークアップされる際にはご注意下さい。

６．次週の予定

「後藤健介会員を偲ぶ会」（※忘年会を予定し

ておりましたが急遽変更致します。）

＊時間・場所を変更して、18：30 ～竹の井

ホテルに於いて開催致します。

　お間違えのない様ご注意下さい。

７．本日の回覧

①「歳末助け合い募金」

　  （大分合同福祉事業団）募金箱

②本渡中央ＲＣより「創立 20 周年記念誌」

③日出ＲＣより「第 21 回別府近隣７ＲＣ親

睦ソフトボール大会」写真

④中津中央ＲＣ、くにさきＲＣ、竹田ＲＣ　

週報

８． 本日の配布

①ガバナー月信 12 月号

②「歳末たすけあい募金」

　（別府市社会福祉協議会）愛の袋

③週報 755 号

④「再び会員増強にていて思う」

　  「ロータリーのフェローシップについて」

　　（Ｒ情報委員長：鳴海淳郎）

スマイルボックス 委員長　薬真寺章三

○森会長

　宮地先生、お元気なお姿を拝見してうれしく

てうれしくて。先生お帰りなさいませ。

○上妻会員

　１．後藤健介の急逝をいたんで。

　１．宮地会員の出席を喜んで。

　対照的なスマイルをします。

○宮地会員

　皆様ご無沙汰いたして申しわけございませ

ん。久しぶりによたよたと出てまいりましたの

で、御挨拶がわりにスマイルさせていただきま

す。

○鳴海会員

　弔辞

　先週の例会で卓話をしていただいたばかり

で、その時、次年度会長としての抱負の一端を

お述べいただいた後藤副会長の急逝は誠に信じ

難く、惜別の情を禁じ得ません。この上は涙々

御冥福をお祈りするばかりです。

　一昨日の12日には結婚記念日のお花をいた

だき、誠にありがとうございました。良い記念

になりました。

　また、本日は宮地さん、本当に久し振りの例

会出席、嬉しい限りです。

○溝部会員

　宮地様、よく帰って下さいました。御自愛の

程お祈り致しております。

○平野会員

　宮地先生、お帰りなさい。一人去り、一人来

る。別の意味で感無量です。

○小川会員

　宮地会員、おかえりなさい。とってもうれし

いです。

　そして、後藤健介会員のご冥福をお祈りします。

　今日、会議出席の為、早退します。ごめんな

さい。

○木村会員

　宮地会員、本当に本当に顔を見れてうれしい

気持です。

　後藤会員の弔はさびしいかぎりですが、今日

は思わずうれし涙が出てきました。がんばって

下さい。

○村津会員

　先週、卓話をされた後藤健介会員が、もう、

仏様になられたとは、まことに、信じられない、

信じたくないことですが、無情の世とて、致し

方ありません。御冥福をお祈り申し上げます。

○佐藤会員

　後藤さんの急死、本当にびっくりしました。

亡くなる少し前、一人で初めてお店に来ました。

少しロータリーの会長の件等お話しして帰った

のですが、まだ信じられません。後藤さんの冥

福をお祈り致します。

○梅津会員

　先週の今日、一週間前には（故）後藤健介さ

んの元気なお姿での卓話が行われたのに、もう

次の日には、この世の人でなくなり、あまりに

も人間の命の儚さに、私も落ち込んでしまいま

す。毎週水曜日、奥様に供える仏花を買いに来

ては社員の女の子に冗談を言っては笑わせ、「お

姉さん（私の事）はいるか」と言って店に来て

いました。当クラブも淋しくなりました。みん

なで御冥福を祈りましょう。「泣きボックス」

　宮地会員ようこそいらっしゃいました。嬉し

い限りです。又、時々お顔をみせて下さい。
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平野英壽会員にお願いすること、併せて役員、

理事の一部を以下のように指名されましたの

で、この場でご報告いたします。会員諸氏のご

理解を賜りますようお願い申し上げます。

　次年度会　長：平野　英壽

　次年度副会長・クラブ奉仕委員長：上妻　浩

（＊ 2006 － 2007 年度会長）

　次年度幹　事：木村きぬゑ

　次年度会　計：岩尾　昭治

　以上の方々を会長ほか役員、会計として指名

致します。

　また理事候補者として以下の方々の指名をさ

せていただきます。

　　　　　社会奉仕：村津　忠久

　　　　　職業奉仕：吉冨　今男

　　　　　国際奉仕：薬真寺章三

　　　　　副 幹 事：近藤　賢司

　残りの理事の指名は、後日、新執行役員にご

検討頂き指名をお願いすることと致します。こ

れは後藤健介次期会長候補に生前、ご本人の了

解をいただいておりましたので、これに付いて

もみなさまのご理解を賜りたいと存じます。

　〔森会長〕

　只今報告の役員及び理事の方々のご承認をい

ただけましたら拍手をお願いします。

　尚、クラブ細則第１条第２節により「次年度

理事会は年次総会後１週間以内に会合を開き、

会場監督（ＳＡＡ）の選任をしなければならな

い」とありますが、河村貴雄会員がすでに指名

されており本人の了解もいただいておりますの

で、併せてご報告致します。

　ご承認いただけましたら拍手をお願いしま

す。

　〔森会長〕

　次年度の役員と一部理事が無事に決まりまし

た。

　ここで、次年度会長・幹事に就任のご挨拶を

いただきます。

６． 次年度会長・幹事挨拶

　〔平野英壽次年度会長、木村きぬゑ次年度幹事〕

７． 年次総会終了挨拶　〔森会長〕

　以上を持ちまして全ての年次総会議事を終了

致します。

　ご協力ありがとうございました。

８． 点　　鐘　〔森会長〕

○椛田会員

　憂国の士、後藤健介さんのご冥福をお祈り申

し上げます。

　宮地会員おかえりなさい。ごゆっくりどうぞ。

○吉冨会員

　故後藤健介会員のご冥福を心よりお祈り申し

上げます。

○薬真寺会員

　後藤健介会員のご冥福をお祈りいたします。

2004-2005年度

別府中央ロータリークラブ年次総会

日時　平成 16 年 12 月 14 日（火）

　　　12：30 ～例会　年次総会

１．総会成立宣言　〔上妻幹事〕

　本クラブ細則第４条第３節「本クラブ年次

総会は会員総数の３分の１をもって定足数」と

なっております。本総会の出席者 22 名、会員

総数 25 名の３分の１以上で定足数に達してお

りますので、本総会の成立を宣言致します。

２．点　　鐘　〔森会長〕

３．開催宣言　〔森会長〕

　本クラブ定款第４条第２節及び細則第４条第

１節に基づいて、只今から 2004 年～ 2005 年

度年次総会を開催致します。

４． 議長選出　〔上妻幹事〕

　クラブ細則第３条第１節「本クラブの会合及

び理事会の会合において議長を努め、その他通

常その職に付随する任務を行うことをもって会

長の任務とする。」とありますので会長を議長

に選任致します。

５． 議　　事　〔森会長〕

　本年次総会は、次々年度会長（次年度副会長）、

次年度幹事、会計を決める会合であります。役

員理事の立候補にどなたからもお申し出があり

ませんでしたので、11 月 18 日に、歴代会長・

幹事で構成された指名委員会により、一度は後

藤健介会長以下役員理事が指名されておりまし

たが、ご承知の様に後藤健介会員が急逝いたし

ました。本来ならもう一度指名委員会により最

初からやり直すべきかもしれませんが、この時

期そうも参りません。先般９日後藤会員逝去翌

日、河村会員の事務所をお借りして、急遽でき

る限りの会員にお集まりいただき、次期会長を


