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第  　 回 例 会 会報委員長　津末美代子

理事　後藤　隆
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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　　手に手つないで

◆唱　　歌　　海

◆Ｂ Ｇ Ｍ　　「オーケストラで綴る

日本の流行歌」より

からたち日記

古城

南国土佐を後にして　　他

◆ゲ ス ト　　明石光伸氏

（国際ロータリー第2720地区大分第３分区ガバナー補佐）

◆ビジター　　工藤寛昭パストガバナー（大分南ＲＣ）

長野善行（別府東ＲＣ）

会長の時間 会長　上妻　　浩

　別大国道と別府市内が相当渋滞していたため、

遅刻してすみませんでした。

　本日は明石ガバナー補佐をお迎えしてのクラブ

協議会です。今年度に入って２カ月足らずですが、

既にかなり活動している委員会もあれば、今の所

あまり活動のチャンスのない委員会もあると思い

ますが、今までの活動報告も含めて今年度の活動

計画、方針の報告発表をお願いします。又、殆ど

の委員長等を経験した会員は現在担当していない

委員会の事もよく解っていますが、入会して間が

ない会員にとっては担当外の委員会がどういう活

動しているか解る良い機会ですのでよく勉強して

頂きたいと思います。

◆出席報告　　　　　　副委員長　□宮　勝美
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幹事報告 幹事　近藤　賢司

－会員増強および拡大月間－

１．本日の卓話

　　『第２回クラブ協議会』

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３分区ガバナー補佐）

３．ＲＩ第2720地区『ガバナーエレクト（杉谷

卓紀氏）事務所』開設のお知らせ

 所在地　　〒865-0061　熊本県玉名市立願時50-1

　　　　　　　司ロイヤルホテル内

 　　　　　【ホテル】0968-73-8888（内線295）

 　　　　　【直　通】0968-74-3131

 　　　　　【ＦＡＸ】0968-74-3022

 　　　　　【E-mail】ri.d2720.gov.07-08@biscuit.ocn.ne.jp

 執務時間　　10：00～16：00（土・日・祝日は休み）

※尚、この事務所は2007年７月１日よりガ

バナー事務所となります。

４．ＲＩ第2720地区『宇佐ロータリークラブ創

立40周年記念式典』のお知らせ

　　日　時　　平成18年10月29日（日）

11：00～登録受付

12：00～記念式典・結縁延長式

14：00～15：30　祝宴

　　場　所　　かんぽの郷宇佐（宇佐市大字川部

1571-１　  0978(37)2288）

　　登録料　　会員：10,000円　ご家族：8,000円

　　登録締切　　９月20日（水）

※登録申し込み・詳細は幹事または事務局ま

でお申し出下さい。

５．ＲＩ第2720地区『第22回ローターアクト年

次大会』のお知らせ

 日　時　　平成18年10月７日（土）～８日（日）

 　　　　　１日目　16：00～受付

　　　　　　　　　　　17：00～開会式

 　　　　　　　　　19：00～レセプション

　　　　　　　　　　　22：00～２次会

 　　　　　２日目　 9：30～メインプログラム

　　　　　　　　　　　14：30～閉会式

　　場　所　　亀山亭ホテル（日田市隈町1-3-10

 0973(23)2191）

 テーマ　　「挑　戦」

※登録申し込み・詳細は幹事または事務局ま

でお申し出下さい。

６．第１回臨時理事・役員会報告

　　（平成18年８月８日（火）13：40～

於：トキハ別府店例会場　11名）

審議事項

１）「ＮＰＯ法人別府もみじ谷トラスト機構」

登記の件。　＊承認

７． ８月８日（火）13：45～トキハ別府店例会場に

於いて「親睦活動委員会」を開催致しました。

出席者：赤嶺リサ、亀井　孝、近藤賢司

　　　　各会員

８． ８月９日（水）・10日（木）の両日、熊本県阿

蘇に於いて「2006学年度ＲＩ第2720地区米

山奨学生夏季研修会」が開催され、当クラブ

受け入れのドブロボリスカヤ・アンナさんが

参加致しました。

９． ８月17日（木）12：00～ホテル白菊・ボー

ドルームに於いて「2006-2007年度地区年

次大会・親睦部会」が開催されました。

出席者：梅津ヤヨイ会員（親睦部会副部会長）

木村きぬゑ会員（来賓担当代表者）

10． お祝い

　　会員誕生日 高田　由子会員（８月24日）

　　配偶者誕生日 □宮　貴子さん（８月23日）

※ご自宅にワインが届きます。

11． 例会変更のお知らせ

大分1985ＲＣ ８月28日（月）

大分中央ＲＣ ８月30日（水）

大分城西ＲＣ ８月30日（水）

大分キャピタルＲＣ ８月30日（水）　　　の例会は、

大分南ＲＣ ９月１日（金）

大分臨海ＲＣ ９月４日（月）

大分ＲＣ ９月５日（火）

公式訪問例会の為　８月31日（木）

12：30～トキハ会館５階「ロー

ズの間」に開催日・場所変更
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別府ＲＣ ９月１日（金）の例会は、サッカー

観戦例会の為　８月30日（水）

17：00～に九州石油ドームに日

時・場所変更

佐伯ＲＣ ９月１日（金）の例会は、夜の例

会の為　同日18：30～ホテル金

水苑に時間変更

大分1985ＲＣ ９月４日（月）の例会は、地区ク

ラブ奉仕セミナー全員参加の為９

月２日（土）９：00～別府大学

に日時・場所変更

※尚、前回の例会変更でお知らせ

しました８月21日（月）の例

会は急遽通常例会とさせていた

だきました。

大分城西ＲＣ ９月６日（水）の例会は、トリニー

タ観戦例会の為　９月９日（土）

九州石油ドームに日時・場所変更

佐伯ＲＣ ９月８日（金）の例会は、サッカー

観戦例会の為　９月９日（土）九州

石油ドームに日時・場所変更

12． 次週の予定

「玉ノ井溥明ガバナー公式訪問～大分第３分

区合同例会～」

※場所を変更して、12：30～スギノイホー

ル「ひかり」に於いて開催致します。お間

違えのない様ご注意下さい。

「会員コラム」　後藤　隆会員

（＊原稿をお願い致します。）

13． 本日の回覧

①「ダメ。ゼッタイ。」国連支援募金箱

②「米山梅吉記念館：会報」2006年秋

③くにさきＲＣ　週報

14．本日の配布

①ガバナー月信最終号

　（森田靜一ガバナー年度）

②週報831号

③「第２回クラブ協議会」資料

④「ホームページ開設５周年を迎えて」

　 「ウエブ上のロータリー情報源」

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

○パストガバナー　工藤寛昭氏（大分南ＲＣ）

　鳴海先生はじめ皆様には何時もお世話になり

ます。本日は自宅（別府に要件あり、当会場に

参りました）

○上妻会長

　クラブ協議会、活発な意見発表をお願いしま

す。

○岩尾会員

　喜寿のお祝い有り難うございました。戴いた

ネクタイで元気な会員皆さんのパワーを頂きま

す。健康管理に留意して一日も早く全快するよ

う頑張りたいと思います。会員皆様の御健勝を

ご祈念いたします。

○鳴海会員

　本日は明石ガバナー補佐によるクラブ協議

会、よろしくお願い致します。

○梅津会員

　本日のゲスト、明石ガバナー補佐、クラブ協

議会よろしくお願い致します。

○溝部会員

　桂三枝風に明石先生“いらっしゃーい”

○河村会員

　本日は工藤パストガバナー、明石ガバナー補

佐、そして長野さん、ようこそ我がクラブへ。

感謝してスマイル。

○平野会員

　明石ガバナー補佐、今日はおつかれさまです。

どうぞお手やわらかによろしく。工藤パストガ

バナー、東クラブの長野さん、ようこそ。

○村津会員

　わがクラブの創立十周年記念事業として企画

された「ＮＰＯ法人 別府もみじ谷機構」の設

立に就いて、県の認可を頂き、設立登記を完了

致しました。

　数年に亘り、犬馬の労を尽くされた森副会長

をはじめ、御協力いただいた全会員に感謝して

スマイル致します。

○薬真寺会員

　次週は、業務上の都合がどうしても合同例会

に出席できず、おわびのスマイルを致します。

○髙宮会員

　今日は出席委員会の後藤孝弘委員長が公務欠

席の為、私が報告をする事になりました。私に

「とっては」大変厳しい内容で困っております。
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○亀井会員

　２日間に渡り、高校球児の熱い戦い、気持ち

をＴＶ観戦することが出来ました。スポーツマ

ンシップに感謝してスマイル。

○赤嶺会員

　本日は暑い中のクラブ協議会、ゲスト、ビジ

ターの皆様、大変ご苦労様です。色々と勉強さ

せて下さい。

○木村会員

　本日のゲスト、明石光伸氏、おつかれ様です。

クラブ協議会よろしくお願いします。

E-mail:info@beppu4rc.jp

早死に十カ条

一．夫を太らせなさい。

二．酒をしこたま飲ませなさい。

三．夫をいつも座らせておきなさい。

四．飽和脂肪酸をたくさん食べさせなさい。

五．塩分の多い食事に慣れさせなさい。

六．コーヒーをがぶがぶ飲ませなさい。

七．たばこを勧めなさい。

八．夜更かしをさせなさい。

九．休暇旅行に行かせてはなりません。

十．最後の仕上げに、しょっちゅう文句をいって

いじめなさい。

これって健康法？この十カ条をやめれば立派な健

康法なんですね。

 次回は、後藤　隆会員です。

会員コラム 後藤　孝弘

　８月 22 日（火）例会終了後、クラブ協議会を

開催しました。18 ある委員会の内、16 の委員会

は委員長が出席しており、残る２つの出席委員会

と会報委員会も副委員長が代行して報告発表を行

いました。18 の委員会を４つのグループに分け

てグループが終わる都度、ゲストの明石ガバナー

補佐に講評を頂きました。大変気さくで温厚な方

で、特に厳しい指摘等はなく、終始優しくご指導

頂くという感じでした。いくつか印象に残った事

を挙げますと、まず出席率のことで 100％出席は

努力する必要はあるが、必ずしもこだわらないと

いうことに付きましても全く同感である。訳は自

分は別府ロータリークラブで長年続いた 100％

出席を中断した張本人である。但し、医学上の

重要な数週間もかかる会議にヨーロッパに団長で

行っており、欠席はやむを得ないと判断していた

だ、ずい分非難されたそうです。ヨーロッパでも

メーキャップ出来ますよとも云われたが、団長だ

からメーキャップも不可能だったので、100％出

席にこだわりすぎるのはどうかと思うというご意

見でした。又、親睦活動委員会の予算 200,000

円は少ない気がするという指摘がありました。我

がクラブは、その都度会費を別途頂いているのが

多いので、前年度も予算内に納まっていますが、

次年度は検討してみます。その他、健康増進のス

トレッチやスマイルボックスの自主申告、ロータ

リー情報のホームページ、社会奉仕のＮＰＯ等貴

重なご意見を頂き、大変有意義な協議会となりま

した。皆様ご協力有難うございました。

第２回クラブ協議会


