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理事　鳴海淳郎
　〃　 村津忠久
　〃　 溝部　仁
　〃　 梅津ヤヨイ

役員　会　長　上妻　浩
　　　副会長　森　宗明
　　　幹　事　近藤賢司
　　　会　計　上妻　浩

第  　 回 例 会 会報委員長　津末美代子

理事　後藤　隆
　〃　 薬真寺章三

ＳＡＡ　木村きぬゑ
直前会長　平野英壽

LEAD THE WAY
率先しよう

◆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　　夏の思い出

◆Ｂ Ｇ Ｍ　　「オーケストラで綴る

抒情名曲アルバム」より

花の街

北上夜曲

北帰行　　　　他

◆ゲ ス ト　　明石光伸氏

（国際ロータリー第2720地区大分第三分区ガバナー補佐）

高村昭夫氏（別府ロータリークラブ会長）

中川喜胤氏（別府北ロータリークラブ会長）

後藤憲志氏（別府北ロータリークラブ幹事）

牧野哲朗氏（別府東ロータリークラブ会長）

東保房雄氏（別府東ロータリークラブ会長）

会長の時間 会長　上妻　　浩

　「ロータリーの友」2006年７月号（今年度第一

号）が先週の例会の時に皆さんに配られています。

これは毎月第一週の例会時に雑誌委員長から概要

や読んでもらいたい記事等を報告することになっ

ています。そのため委員長には前もって送付され

ております。但し残念ながら昨年度は雑誌委員長

の例会出席状況は極めて悪く殆ど実行されません

でした。今年度の雑誌委員長さんには出来るだけ

励行して頂きたいと思います。今月は私の方から

報告します。ご存知の通り、ロータリーの友は横

組みと縦組みがあり、横組みはロータリーそのも

のの記事が中心であり、７月号は今年度の第一号

ですので、新ＲＩ会長の紹介等が出ています。今

年度のＲＩ会長はウィリアム．Ｂ．ボイドさんで、

ニュージーランドの出身です。今年度のテーマは

「率先しよう」（LEAD THE WAY）であります。

横組みは、ロータリーに関係あるものやあまりな

いものも含めた雑感、趣味等の記事が主になって

います。会員の皆さんに投稿をお願いしているの

はこちらの方です。出来るだけ全体に目を通して

頂いて我と思わん方は是非投稿して下さい。

◆出席報告　　　　　　　委員長　後藤　孝弘
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幹事報告 幹事　近藤　賢司

１．本日の卓話

　　『就任挨拶（活動計画）』

森　宗明クラブ奉仕委員長、薬真寺章三職業

奉仕委員長、村津忠久社会奉仕委員長、

後藤　隆国際奉仕委員長

２．本日のゲスト

　　明石光伸氏（国際ロータリー第 2720 地区

大分第三分区ガバナー補佐）

　　髙村昭夫氏（別　府ロータリークラブ　会長）

　　中川喜胤氏（別府北ロータリークラブ　会長）

　　後藤憲志氏（　　　　　〃　　　　　　幹事）

　　牧野哲朗氏（別府東ロータリークラブ　会長）

　　東保房雄氏（　　　　　〃　　　　　　幹事）

３．第１回定例理事・役員会報告

　　（平成 18 年７月４日（火）13：40 ～

　於：トキハ別府店例会場　11 名）

報告事項  ○別府市内４ＲＣ会長・幹事会報告

１）2006－2007年度玉ノ井溥明ガバナー公式

訪問日程の件。

日　時　　平成18年８月29日（火）12：30～

場　所　　杉乃井ホテル・ひかりホール

ホスト　　別府東ロータリークラブ

２）2006－2007年 度2720地 区「 地 区 大 会 」

に向けての合同例会開催の件。

日　時　　平成18年10月４日（水）12：30～

場　所　　ビーコンプラザ

　３）合同事務局：閉鎖期間について（お盆）

　　　８月14日（月）～16日（水）

審議事項

１）2005－2006年度決算報告、2006－2007

年度予算報告の件。　＊承認

２）2006－2007年度委員会構成の件。＊承認

３）2006－2007年度年間スケジュールの件。＊承認

４）2006－2007年度前期会費納入金・立替金

徴収の件。　＊承認

５）岩尾昭治会員「ホームクラブ出席免除」理

事会承認期間延長の件。　＊承認

６）もみじ谷奉仕活動をメーキャップとして承

認する件。　＊承認

 ※定款第８条出席　第１節(ａ)(５)に基づき

 ＊理事会承認のクラブの奉仕プロジェクトま

たはクラブがスポンサーした地域社会の行事

や会合に出席及び参加すること。

　○もみじ谷奉仕作業　＊承認（回覧）

 日　時　　平成17年７月30日（日）８：25集合

　　　　　　　８：30～作業開始式　９：00～作業開始

７）2006－2007年度ＲＩ第2720地区「インター

アクト海外親善交流事業」に伴う参加費負担

の件。　＊承認（※前年度同様全額負担）

日　時　　平成18年７月28日（金）～31日（月）３泊４日

場　所　　韓国・釜山

費　用　　インターアクター　59,000円

※別府溝部学園高等学校より

　　インターアクト生　２名参加

　　　　　　　　　＠59,000×２＝118,000　

８）夕涼み例会の件。　＊承認（※例年通り、

陸上自衛隊曹友会の方をご招待）

 日　時　　平成18年７月25日（火）18：30～

 場　所　　別府タワー

 会　費　　３,000円

９）７月・８月例会予定の確認

 ７月４日「就任挨拶」会長、副会長、幹事、会計、ＳＡＡ

 　　11日「委員会活動計画」

クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、

国際奉仕　各委員長

 　　18日「会員卓話」赤嶺リサ会員

 　　25日「夕涼み例会」18：30～　於)別府タワー

 ８月１日「会員卓話」高田由子会員

 　　８日「会員増強フォーラム」

 　　15日「定款第５条第１節（Ｃ）により休会」

 　　22日「第２回クラブ協議会」

 　　29日「玉ノ井溥明ガバナー公式訪問」

４．各ロータリークラブからのお知らせ

「事務局変更」（※例会曜日・時間・場所には

変更等ありません。）

○日田ロータリークラブ・日田中央ロータリークラブ

旧住所：〒877-0007　日田市丸の内10-65

新住所：〒877-0016　日田市三本松２-２-16

　　　　日田商工会館内　Tel・Fax：0973(22)6760

　○大分キャピタルロータリークラブ

旧住所：〒874-0016　別府市野田１組の１

新住所：〒870-0844　大分市古国府1303-1

　　　　有明ビル２Ｆ-Ｂ　㈱パルス内

　　　　Tel：097(545)2711　Fax：097(545)2793

５．例会変更のお知らせ

大分キャピタルＲＣ ７月19日（第３水）の例会は、

納涼例会の為　同日19：00～エ

シェルド・エンジェルに時間・場

所変更

大分臨海ＲＣ ７月24日（月）の例会は、新会

員歓迎会の為　同日18：30～大

分全日空ホテルオアシスタワー

「折鶴」に時間・場所変更

大分1985ＲＣ ７月24日（月）の例会は、親睦

例会の為　同日18：30～割烹「に

しおか」に時間・場所変更
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６．次週の予定

　　「会員卓話」　赤嶺リサ会員

７．本日の回覧

①「夕涼み例会」（７月25日例会）　出・欠席

②「もみじ谷整備作業」（７月30日（日））　

参加・不参加

③中津中央ＲＣ、宇佐ＲＣ　週報

８．本日の配布

①ガバナー月信　６月号

②週報826号

③2006-2007年度「委員会構成」・「クラブ

カレンダー・会員コラム当番表」

④「別府中央ロータリークラブの実績について思う」

　「LeadtheWay　率先しよう」

　鳴海淳郎Ｒ情報委員長

スマイルボックス 委員長　吉冨　今男

○上妻会長

　ゲストの皆様、本日の出席ありがとうござい

ます。今年度もよろしくお願いします。

○森会員

　急用にて途中退席致します。卓話はプリント

を持参しました。悪しからず。

○近藤会員

　ガバナー補佐、別府・別府北・別府東の会長

・幹事さん、当クラブの例会に出席していただ

きありがとうございます。これから一年間よろ

しくお願いいたします。

○鳴海会員

　当クリニックのことがミックス８月号に３頁

にわたって掲載されています。スマイルして回

覧させていただきます。

○後藤（孝）会員

　本日のゲストの皆さん、ようこそお越しくだ

さいました。これからはよろしくお願いします。

○赤嶺会員

　やっとワールドカップも終わりゆっくり寝れ

る日々に戻りました。

　本日は、各クラブの新会長、幹事の皆様よう

こそお越しくださいました。一年間頑張って下

さい。

○木村会員

　本日のゲストの皆様、おつかれ様です。今期

がんばって下さい。

○衛藤会員

　台風３号も西の方へそれてよかったですね。

　今日はゲストの皆様、ようこそお越し下さい

ました。どうぞごゆっくりなさって下さいませ。

○村津会員

　今度の「もみじ谷奉仕」は今月30日、日曜

日です。昨日、陸上自衛隊曹友会から、50名

参加の連絡がありました。奮って御参加下さい。

御案内に代えてスマイル。

○平野会員

　別府３ＲＣの会長、幹事さん、ようこそ。一

年前の私を思い出しました。お気持ちをお察し

申し上げます。

○大島会員

　本日ゲストの皆様ようこそお越し下さいまし

た。一年間頑張って下さい。

　又、ミックスに鳴海先生が載っていましたの

でスマイルします。

○薬真寺会員

　市内ロータリークラブの新会長、幹事さん、

ようこそ。特に東ロータリーの牧野会長、東保

幹事さん、ご苦労様です。よろしく。

○河村会員

　各クラブのゲストの皆さん、本日はようこそ

我が中央に。やっぱりにぎやかなことはいいで

すね。感謝してスマイル。

○梅津会員

　本日ゲストの明石大分第三分区ガバナー補佐

様を始め、各ロータリーの会長、幹事様方よう

こそいらっしゃいました。今年一年間どうぞよ

ろしくお願い致します。スマイルいたします。

○吉冨会員

　ガバナー補佐はじめ市内各ロータリークラブ

の会長、幹事さん、ようこそお越し下さいまし

た。一年間、よろしくお願い致します。

就任挨拶（活動計画）

今年度のクラブ奉仕委員会の課題

クラブ奉仕委員長　森　　宗明

１）会員のホームクラブ出席に向けて会員に呼び

かけをする。事務局、出席委員会の協力を得

てメイクアップの徹底を図る。

２）もみじ谷奉仕活動に係わる NPO 化に対して

会員諸氏の協力を仰ぎ初期事業を早く軌道に

乗せる。

３）新世代委員会の事業（インターアクト）に対

して地区の新世代委員会の企画したものの他

に独自に定期化できる事業を一つ発足させる。

以上優先順位で記載しました。いずれの課題も会

員諸氏のご協力を仰ぎながら、私が率先して行う

ように心がけます。余り欲張らずに上記３項目に

ついて、頑張りたいと思いますので、会員諸氏の

ご協力をお願いします。
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　登山導標は創設時に112個所に設けられました

が、下山導標は、別府中央Ｒ.Ｃ.の創立記念事業

として平成元年につくられ、また、この登山道延

長12キロの内、道が消滅していた0.8キロの「太

宰府官道」を復活、この道を包含する30ヘクタ

ールのガラガラ谷（朝見川源流の谷）の環境保全

のために「湯の町ぐるみ紅葉の森づくり」を提唱

して、行政と民間が一体となった活動を開始、そ

の第１回植樹祭となった平成２年11月に植樹さ

れる全苗木500本を提供、以後毎年継続して植樹

される苗木の全てを提供して、その累計は7,440

本になります。

　植樹された苗木の育成の為に、夏・秋・春の３

回作業が必須ですが、市農林水産課と我がクラブ

の会員・家族、陸上自衛隊別府駐屯地曹友会の隊

員、コーラスグループ有志によって、これまでの

17年間行われてきました。

　間もなく「ＮＰＯ法人・別府もみじ谷機構」の

設立が認可され、より活動の輪が広がるものと期

待されますが、一般社会の皆さんに、この活動が

周知徹底されるまでは、今迄どうり、私達がその

中核として活動しなければならないと思っており

ます。よろしくお願い申し上げます。

国際奉仕委員長　後藤　　隆

　今年度もＧＳＥ交換学生とともに実施予定があ

りませんので、国際奉仕委員会として具体的な活

動計画は立てておりませんが、溝部仁地区国際奉

仕委員長の活動方針に従い中央クラブとして無理

のない活動に努めたい。

職業奉仕委員長　薬真寺章三

１．職業奉仕表彰の実施

　この道、数十年の職業人のプロを表彰す

る。出来れば別府ならではの職業人の中から

選び、お願いしたい。

２．職場例会の実施

　出来れば、ユニバーサルデザインにこだわ

り改装を行った、小川会員の竹の井ホテルで

行いたい。

３．例会の卓話の時間を活用

　前年の吉冨委員長のお考えを引き継ぎ、こ

の１年間の会員の卓話のテーマを「私の職業

奉仕」に絞り、発表することを提案します。

社会奉仕委員長　村津　忠久

　「もみじ谷奉仕活動」に就て、近年入会の会員

の皆さんの為に、当初からの経緯を簡略に述べさ

せて頂きます。

　昭和60年９月に、別府国際観光会館が消滅し

たのを承けて、「ふれあい文化ホールをつくる会」

を立ち上げましたが、その活動の過程で、歴史的

な背景に根差した別府市民の地域エゴを如実に知

ることになりました。

　別府市民の心を一つにする求心力の中心的存在

をつくる事が先ずは大切な事だと痛感して企画致

しましたのが、「べっぷ鶴見岳一気登山大会」で

した。

　昭和62年３月10日、登山道の具体的調査に着

手。いろいろ苦労致しましたが、とに角、幹線自

動車道を一切利用せず、又、横断もしないで、海

抜０メートルのスパビーチから標高1375メート

ルの鶴見山頂まで、道程12キロメートルの「一

気登山道」の創設に成功致しました。

　昭和63年４月に第一回大会が開催され、以後

毎年継続、県内・県外からの参加者も年々増加し

て2000人を越え、「別府」でしか出来ない国内唯

一の特性を持つ健康イベントとして、我が街の誇

る春の名物観光行事となり、来年は20周年を迎

えます。

E-mail:info@beppu4rc.jp

コ ー ラ ス 雑 感
　コーラスを始めて丁度３年経ちました。音楽とは
クラシックを中心に 50 年以上の付き合いがありま
すが、実はコーラスを本格的にやるのは初めてでし
て、その時 64 才でしたから、要するに 60 の手習
いでした。
　３年でやっと初心者から中級どころに差しかかり
つつあるというところです。幸い私が所属する村津
リーダーの「クールあおやま」はレッスンの量、内
容等、大分でも屈指だと思われます。レッスンの殆

どは村津リーダーの自宅の中のグランドピアノも備
えた立派なスタジオで行われています。といっても
ホールのステージとは違いますので、声の大きさは
蛮声はもっての外としましても若干抑え気味になら
ざるを得ず、やや欲求不満の感じもあります。もっ
とも私の課題は声の大きさよりもステージでは口を
もっと大きくあけることと、もっと体を張って雰囲
気を出すことじゃないかなと思う昨今であります。

 次回は、森　宗明会員です。

会員コラム 上妻　　浩


