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SERVICE Above Self
超我の奉仕

◆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　　つき

◆Ｂ．Ｇ．Ｍ　　「ハーモニカで綴る想い出の歌」より

リンゴ村から

夕焼けとんび

鐘の鳴る丘　　他

◆ゲ ス ト　　小口健一氏

　　　　　　　（ＲＩ第2720地区大分第三分区ガバナー補佐）

会長の時間 会長　平野　英壽

　本日は、大分第三分区ガバナー補佐小口健一氏を

お迎えして「第２会クラブ協議会」を開催致します。

　クラブ協議会は、クラブ役員、理事及び各委員

長の協議会で、クラブのプログラムや活動、会員

増強・退会防止、地区大会や他の会合への出席な

どについて話し合います。

　また、会員の“教育の場”でもあります。会

員一人ひとりが、各委員会のプログラム計画の進

展状況に耳を傾け、どうすればクラブ組織がうま

くいくのか、奉仕プロジェクトをより効果的なも

のにできるのかなど、会員全員で話し合う格好の

機会です。本日は、活発な意見交換をよろしくお

願い致します。本年度のテーマ“場を沸かそう”。

その名の通り大いに“場を沸かして”頂きたいと

思います。

幹事報告 幹事　木村きぬゑ

─　職業奉仕月間・米山月間　─

… 本日は例会終了後、『第２回クラブ協議会』を

開催致します。…

（本日は「米山ランチ」を実施します。会員皆様

のご協力をお願い致します。)

１． 本日のゲスト
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（ＲＩ第 2720 地区大分第三分区ガバナー補佐）
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クラブ』創立のお知らせ

　熊本０５’福祉ＲＣが 2005 年８月 31 日付で

◆出席報告　　　　　　　委員長　津末美代子
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国際ロータリー加盟を承認されましたのでお知

らせ致します。

例会日　　毎週火曜日　12：30～

事務局　　〒860-0083　熊本市大窪 2丁目 9-1

「もやいの丘」1階会議室

　　　　　Tel（096）324-5294　Fax（096）324-1294

３． 第４回定例理事・役員会報告

（平成 17年 10月４日（火）13：40～於：トキハ別府店例会場　９名）

審議事項

１）2005 － 2006 年度前期立替金徴収の件。

　（10月５日付）　　＊承認

２）ガバナー会より｢ハリケーン“カトリーナ”｣

義援金協力依頼の件。　＊保留

３）職業活動表彰の件。　＊承認

　　日　　時　平成 17年 10月 25 日（火）12：30～

　　被表彰者　西
さい

来
らい

路
じ

豊
ほう

秀
しゅう

さん（民謡等古典芸能の先生）

４）もみじ谷奉仕作業の件。　　＊承認

　　（※メークアップになります。）

　日　　時　平成17年 11月５日（土）８：30集合

　※ 11月６日（日）予定が上記に変更

５）歴代会長・幹事会開催の件。

＊承認（会議費より拠出）

　日　　時　平成 17年 11月 10 日（木）18：30～

　場　　所　東京一うどん

　会　　費　４,000 円

６）100 万ドルの食事実施の件。　　＊承認

　　（※ 11月はロータリー財団月間です。）

　実 施 日　平成 17年 11月 22 日（火）

　寄 付 額　112円（現レート）×＄２× 27名＝６,048 円

７）10月・11月例会予定の確認

　　10月４日「米山奨学生卓話」

　　　　　　　ドブロボリスカヤ・アンナさん

　　　　11日「第２回クラブ協議会」＊米山ランチ

　　　　18日「ガバナー公式訪問

（市内４ＲＣ・日出ＲＣ・湯布院ＲＣ）合同例会」

　　　　　　　12：30～於：杉乃井ホテル

　　　　25日「職業活動表彰」兼「職場例会」

　　11月１日「ロータリー財団月間に因んで」

溝部　仁ロータリー財団委員長

　　　　８日「ゲスト卓話」

別府税務署 署長　柳田敏之氏

　　　　15日「地区大会報告」

　　　　22日「会員卓話」衛藤秀子会員

＊ 100 万ドルの食事実施

　　29日「会員卓話」河村貴雄会員

８）その他

○宮地一久会員　10月４日付退会承認の件。

　＊退会に伴いクラブから感謝状と置時計を贈呈。

○溝部学園創立 60周年記念式典の件。

　＊クラブよりスタンド生花を贈る。

日　　時　平成 17年 11月５日（土）10：00～

４． 10 月８日（土）10：30～阿蘇市：簡易保険

保養センターに於いて「ＲＩ第 2720 地区職業

奉仕フォーラム」が開催され、吉冨今男職業奉

仕員長が出席致しました。

５． 10月10日（月・祝）９：00～野口原ソフトボー

ルグランドに於いて「第 22回別府市近隣７Ｒ

Ｃ親睦ソフトボール大会」又、18：00 ～ホテ

ルニューツルタに於いて懇親会が開催されまし

た。参加会員の皆様、お疲れ様でした。

参加者：平野英壽、土谷昌秀、後藤孝弘、

　　　　後藤　隆、亀井　孝、椛田健治、

　　　　河村貴雄、近藤賢司、溝部　仁、

　　　　森　宗明、吉冨今男、赤嶺リサ、

　　　　中島澄人、津末美代子、梅津ヤヨイ、

　　　　大島由美子、木村きぬゑ　各会員

　　　　平野英太郎氏（平野会長ご子息）

【敢　闘　賞】近藤賢司会員　　【打　撃　賞】亀井　孝会員

【ファインプレー賞】平野英壽会員　　【珍プレー賞】後藤　隆会員

６． お祝い

（＊次週９月 18日（火）の例会は、公式訪問の為 本日お祝いを致します。）

結婚記念日　吉冨　今男会員（10月 12日）

　　　　　　大久保清子会員（10月 13日）　

＊ご自宅にお花が届きます。

　　　　　　岩尾　昭治会員（10月 24日）

＊ご自宅にワインが届きます。

　配偶者誕生日　後藤(孝)美知子さん（10月13日）

　　　　　　　亀井　京子さん（10月 21日）

＊記念品をお渡し致します。

７． 例会変更のお知らせ

くにさきＲＣ 10月12日（水）の例会は、公式

訪問の為　10月14日（金）12：

30～いこいの村国東に開催日・

場所変更

別府ＲＣ 10月14日（金）の例会は、会員

在籍40周年記念例会の為　同日

18：30～旅籠屋 精湶に時間・場

所変更

大分臨海ＲＣ 10月17日（第３月）の例会、大

分城西ＲＣとの親睦合同例会の為
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同日18：30～大分全日空ホテル

オアシスタワーに時間変更

大分中央ＲＣ 10月19日（水）の例会は、職場

例会の為　同日12：30～浄土寺

に場所変更

大分城西ＲＣ 10月19日（金）の例会は、大分

臨海ＲＣとの親睦合同例会の為　

10月17日（月）18：30～大分全

日空ホテルオアシスタワー 21階

に日時・場所変更

中津平成ＲＣ 10月20日（木）の例会は、職場

例会の為　同日12：30～いずみ

の園に場所変更

大分南ＲＣ 10月21日（金）の例会は、職場

訪問例会の為　同日12：30～万

寿寺に場所変更

佐伯ＭＡＲＩＮＥＲＣ 10月21日（金）の例会は、職場

訪問例会の為　同日12：30～海

上自衛隊佐伯基地分遣隊に場所変更

別府北ＲＣ 10月19日（水）

湯布院ＲＣ 10月19日（水）

別府東ＲＣ 10月20日（木）

別府ＲＣ 10月21日（金）

８．次週の予定

「森田靜一ガバナー公式訪問（大分第３分区合同例会）」

＊場所を変更して、12：30～杉乃井ホテル パ

レス２Ｆ「真珠」に於いて開催致します。お

間違えのない様ご注意下さい。

９．本日の回覧

①「ダメ。ゼッタイ。」国連支援募金運動　募金箱

②「もみじ谷奉仕作業」（11月５日（土））出・欠席

③宇佐ＲＣ、佐伯ＲＣ　週報

10． 本日の配布

① 2005 － 06 年度版米山奨学事業　豆事典

②「第 18回湯けむり健康マラソン・ウォーク大会」

③「第 28 回別府市民合唱祭」パンフレット・

チケット２枚

④「今月は職業奉仕月間です」・「今月は米山月

間です」鳴海淳郎Ｒ情報委員長

スマイルボックス 委員長　梅津ヤヨイ

○小口健一ガバナー補佐

本日、クラブ協議会よろしくお願い致します。

ソフトボールおつかれ様でした。

○平野会長

小口ガバナー補佐、ようこそ当クラブへ。本

日はどうぞおてやわらかに。

又、昨日のソフトボールの敗退は全て私のミ

スによるものです。涙の敗戦投手です。お詫び

してスマイル。

○上妻会員

小口ガバナー補佐いらっしゃいませ。本日の

クラブ協議会のご指導よろしくお願いします。

ソフトボールおつかれ様でした。

○木村会員

ガバナー補佐、小口健一さん、ようこそ。

前日はソフトボール大会おつかれ様。一回戦

はすばらしかった。楽しかったです。二回戦や

はり食事した後は力が抜けたようですね。ケガ

もなく終わった事に感謝。

○溝部会員

昨日のソフトボール大会で一度打席に立ち、

ファーストに向かって走りました。足がから回

りし腰を痛めました。お陰で朝整体に行ってよ

うやく出席致しました。

○村津会員

県立芸術文化短期大学の定期演奏会が、今年

は二日に亘って行われました。９日は竹田市文

化会館で、昨10日はグランシアタで、両日共

ベートーベンの「第九」が演奏されました。

大分第九を歌う会の男声陣が賛助出演し、上

妻会員と私も、二日間、青春真っ盛りの学生達

と共に全力投球で「フロイデ」しました。若返

りに感謝してスマイル。

○吉冨会員

昨日のソフトボール大会、大変おつかれ様で

した。次回につながる接戦を致しましたが、惜

敗して残念でした。来年は又、頑張りましょう。

○薬真寺会員

ソフトボール大会参加の皆様、おつかれ様で

した。

本日は途中退席いたします。申し訳ありません。

○森会員

昨日のソフトボール大会出場された方、応援

に参加された方、手作り弁当を持ち込んで下さ

った方、皆さんおつかれ様でした。結果はとも

あれ、楽しい一日でありました。

○後藤(隆)会員

小口ガバナー補佐、せっかくのご来会なのに

米山ランチです。ごめんなさい。

昨日のソフトボールで、三振とエラーをしま

した。ごめんなさい。

の例会は、ガバナー公
式訪問６ＲＣ合同例会
の為　10月 18日（火）
12：30 ～杉乃井ホテ
ルに開催日・場所変更
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リサちゃんの娘さんから「おじいちゃん」と

呼ばれました。ショックでした。

○近藤会員

　昨日は早朝から近隣ロータリーのソフトボ

ール大会で楽しい時間を過ごすことができまし

た。悲願の一勝には届きませんでしたが、皆が

力を合わせ、とても良い試合でした。特筆する

ことは赤嶺会員の母上がチームに加わって、と

ても元気一杯で相手を野次り倒していました。

これに小川会員の野次が加わっていたら、ひょ

っとしたかも…残念!!

○亀井会員

ソフトボール大会、頑張りましたけど残念で

した。又、次回頑張りたいと思います。

○高宮会員

昨日はソフトの応援に行けずゴメンなさい。

皆様お疲れ様でした。

○後藤(孝)会員

ソフトボール大会、御苦労様でした。赤嶺さ

ん、お母さんの元気を少しもらいたい気持ちで

す。来年もよろしくと伝えて下さい。

○岩尾会員

体調不良のため、昨日のソフトボールにも応

援にも出席出来ず、ご無礼しました。

○大島会員

昨日のソフトボール大会は、お疲れ様でした。

特に赤嶺会員のお母様の健闘に感動してスマイル。

○赤嶺会員

昨日は皆様、大変お疲れ様でした。私に変わ

り、母まで参加させて頂き本当にありがとうご

ざいました。感謝してスマイル。

○土谷会員

昨日は皆様お疲れ様でした。そしてご協力あ

りがとうございました。来年こそは１勝できる

よう頑張りましょう。

昨日のソフトボールの景品をそっくりそのま

まスマイルします。また昨日懇親会の席で、小

口ガバナー補佐よりスマイルをいただきまし

た。ご報告いたします。

○小川会員

出席できず申し訳ありません。

吉冨副委員長よろしくお願いします。

○玉井ヤス子様（赤嶺会員の母上）

会長様、昨日は娘を通じて私がソフトボール

の試合に出場させていただき、大変感謝してい

ます。ボールもバットも20年ぶりに…やはり

若い時の様にうまくはいきませんでした。二試

合目は大変すみませんでした。選手の皆様には

私の変な奇声にびっくりされた事と思います。

もともと私のポジションがキャッチャーだった

ので、つい癖が出てしまいました。しかし、私

自身大変楽しかった事、心より感謝申し上げま

す。又、三人の美女軍団の応援、ほんとうに良

かったです。（津末様、大島様、梅津様）あり

がとうございます。そして私にファインプレー

賞をくださいましてありがとうございました。

大切に使わせて頂きます。別府中央ロータリー

クラブの皆様、大変ありがとうございました。

○梅津会員

昨日、ソフトボール大会、おつかれ様でした。

とても皆さんで楽しかったですね。又、先週、

薬真寺会員ありがとうございました。私は４日

（火）は東京で小原流理事会、翌５日、６日は

米沢へ、又東京に帰って札幌の豊友会の理事さ

んの息子さんの結婚式に出席。９日最終で帰っ

てきました。北海道に行ったのですが、ホテル

から一歩も出る事がなく、しかし紅葉もまだま

だでした。暑かったです。スマイル。

E-mail:info@beppu4rc.jp

１）25名の会員構成…アットホームで格調がある。
２）チャーターメンバー６名が在籍
３）殊に鳴海淳郎先生は

①分区代理＆ガバナー補佐の体験者
②メジャードナー
③ベネファクター
④米山功労者と数々の功績は大である。ク
ラブの誇り

４）村津忠久会員が提唱され、尽力されました「も
みじ谷の植林」すでに、7000本とお聞きしまし
て、感慨深いものがあります。当初テニスコート、
造成計画の中の奉仕活動には頭が下がります。

５）岩尾会員・溝部会員・椛田会員・河村会員と
チャーターメンバーはクラブの誇りです。ご活
躍をお祈りします。

６）特筆すべきは森田ガバナーをして、「別府中
央クラブに移籍したいですネ」と言わしめる「華
の女性軍団」は地区内の財産です。是非、大挙
して「地区大会への参加」お願いします。

７）例会（特にニコボックス）からクラブ協議会
の進行まで、「暖かく、原理原則に沿った運営」
が強烈に印象に残っております。

８）いよいよのご繁栄をお祈り致します。

第 2回クラブ協議会参加報告 ＲＩ2720地区第三分区ガバナー補佐　小口　健一


