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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　　あの町この町

◆Ｂ．Ｇ．Ｍ　　「日本フィルできく

美しい日本のうた」より

中国地方の子守歌

宵待草

五木の子守歌　　他

会長の時間 会長　上妻　　浩

　今年度も半分近くが経過し、ホーム例会は今日

が今年最後で次のホーム例会は１ヶ月以上先の１

月16日です。その間、12月19日は忘年会、12月

26日と１月２日は休会、１月９日は新年会です。

　さて本日は年次総会です。次年度の理事、役員

の大部分が決定します。次年度の副会長と副幹事

は次々年度の会長と幹事です。

　毎年のことですが、主な行事は年度の前半に集

中し、後半は次年度の役員にバトンタッチしてい

くような感じになります。特に、地区協議会は次

年度の役員、特に会長・幹事が主役になってきま

す。勿論、通常の例会等は今年度の理事・役員が

引き続き年度終了までは主役で運営されます。後

半もよろしくお願いします。

幹事報告 幹事　近藤　賢司

－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．本日の例会

　　『年次総会』

◆出席報告　　　　　　副委員長　高宮　勝美
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２．第６回定例理事・役員会報告

（平成18年12月５日（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

　（平成18年11月27日（月）ホテル白菊にて）

　・合同事務局：年末年始閉鎖期間について

　　（12月28日(木)～１月４日(木)）

○地区大会事務局より会議費支給の件。

　・クラブへ　30,000円　※市内他ＲＣはこ

の会議費を下記の通り使用予定

　・別　府＝松本ファンドへ（別府ＲＣが独自

で行っている奨学金制度）

　・別府東＝稲尾記念館へ寄付（提案）

審議事項

１）米山梅吉記念館寄付（100円募金）協力依頼の件。

＊承認（スマイルより拠出　＠100×25名分）

２）稲尾記念館推進委員会より「モニュメント

設置のための基金」協力依頼の件。

＊承認　50,000円協力（＠2000×25名の計算）

【内訳：地区大会事務局より30,000＋ス

マイルより20,000】

※市内４ＲＣで足並みを揃える。

※全会員１人：1,000円以上（出来たら2,000円）

３）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）※袋配布

　・「歳末助け合い募金」（大分合同福祉事業団）

※募金箱回覧

４）吉冨今男会員退会願いの件。　＊承認（12

月31日付）

○吉冨今男会員の退会に伴い

　・「スマイルボックス委員会」再構成の件。

◎委 員 長　吉冨今男→【新：後藤孝弘】

◎副委員長　後藤孝弘→【新：亀井　孝】

※スマイル委員長に後藤孝弘会員がなった

場合(どちらも例会中に発表があるため)

　・「出席委員会」再構成の件。

◎委 員 長　後藤孝弘　→【新：□宮勝美】

◎副委員長　□宮勝美　→【新：高田由子】

５）12月・１月例会予定の確認

　　12月５日「会員卓話」椛田健治会員

　　　　12日「年次総会」

　　　　19日「忘年会」18：30～

　　　　　　　　　　　於：ゆわいの宿竹乃井

　　　　26日「定款第５条第１節（Ｃ）に基づき休会」

平成19年１月２日「法定休日」

　　 　　９日「新年家族会」18：30～

　於：割烹旅館ゆめさき

　　　　16日「会員卓話」鳴海淳郎会員

 　　23日「会員卓話」木村きぬゑ会員

 　　30日「クラブフォーラム」

６）その他

　　　○ゲスト卓話の件。（３月20日例会）

　　　　卓話者　　米山奨学生

ドブロボリスカヤ・アンナさん

　　　　内　容　　「私の故郷ロシアについて」（仮）

３．お祝い

　　結婚記念日　　鳴海淳郎会員（12月12日）

※ご自宅にお花が届きます。

４．例会変更のお知らせ

くにさきＲＣ 12月20日（水）の例会は、当クラブ

主催「クリスマスに贈る名画の集

い」の為　12月24日（日）13：00～

アストくにさきに日時・場所変更

宇佐ＲＣ 12月21日（木）の例会は、クラブ協

議会・年次総会の為　同日19：00～

かんぽの郷宇佐に時間・場所変更

豊後高田ＲＣ 12月26日（火）の例会は、みづほ

園餅つき大会の為　同日12：30～

みづほ園に場所変更

≪定款第５条第１節により休会するクラブ≫

・12月25日（月）　大分臨海ＲＣ、大分1985ＲＣ

・12月26日（火）　日出ＲＣ、大分ＲＣ

・12月27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、

大分キャピタルＲＣ、佐伯ＲＣ

・12月28日（木）　宇佐ＲＣ、別府東ＲＣ、

大分東ＲＣ

・12月29日（金）　別府ＲＣ、大分南ＲＣ、

佐伯ＭＡＲＩＮＥＲＣ

※年末年始は、定款休会するクラブが多い為、

メークアップの際にはご注意下さい。

５．次週の予定

『忘年会』

※時間・場所を変更して、18：30～ゆわい

の宿竹乃井に於いて開催致します。お間違

えのない様、ご注意下さい。
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　　「会員コラム」吉冨今男会員

　（＊原稿をお願い致します。）

６．本日の回覧

①「歳末助け合い募金」募金箱　大分合同福

祉事業団より

②「忘年会」（12月19日例会）　出・欠席

③「新年家族会」（１月９日例会）　出・欠席

④くにさきＲＣ週報

７．本日の配布

①週報845号

②年次総会次第

③「歳末たすけあい募金：愛の袋」　

別府市社会福祉協議会より

④「家族月間にあたって」　

鳴海淳郎Ｒ情報委員長より

スマイルボックス 副委員長　後藤　孝弘

○上妻会長

　ここでの例会は今年最後です。次回のここで

の例会は１ヶ月以上先の１月16日です。

○近藤会員

　幹事になって約半年、幹事として第１回目の

ホッ! ! は年次総会が終わった時だと教わりまし

た。会が終わっていないのに少し早めにホッ! !

○村津会員

　９日（土）の「延岡第九」と、10日（日）の「大分

第九」は、共に成功裡に終わる事が出来ました。

　特に大分グランシアタでの「第30回大分第

九の夕べ」は記念演奏会に相応しく、1993名

のお客様に御来場戴き、文字通り100％の満席

で「土の歌」も「第九」も絶好評でした。

　感謝してスマイル。

○平野会員

　“歳末助け合い”募金を協力したいと思いま

す。皆さんもぜひ ! !

○吉冨会員

　今日は仕事で佐伯に行っております。出席で

きなくてすみません。

○後藤（孝）会員

　本日は、なにもありませんが何事もない事に

スマイル。

年次総会

2006－2007年度

別府中央ロータリークラブ年次総会

日　時：平成18年12月12日

場　所：トキハ別府店例会場

１．点　　鐘　〔上妻会長〕

２．総会設立宣言　〔近藤幹事〕

　本クラブ定款・細則第４条第３節に『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。従って、本総会の出席者

16名は、会員総数25名の３分の１を超えま

すので、定足数に達しております。よって、

本総会の成立を宣言いたします。

３．会長挨拶

　本日は、別府中央ＲＣ細則第４条第１節の

規定による、年次総会です。年次総会は、次

年度の理事を決定する重要な会議です。慎重

審議をお願いいたします。

４．議長選出　〔近藤幹事〕

 クラブ細則第３条第１節に『本クラブの会

合及び理事会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。』とありますので上妻　

浩会長を議長に選任いたします。

５．議　　事　〔上妻会長〕

①年次総会の１ヶ月前の 11 月 14 日例会で

次年度の理事の立候補者についてお願いい

たしましたが、本日例会開始までに立候補

者がありませんでした。よって、過日の例

会で、皆様方からご承認いただきました、

理事・役員選考委員会、通称『歴代会長・

幹事会』を11月26日に開催しましたので、

その結果を発表したいと思いますがいかが

でしょうか。（拍手があった後）

『会長から次年度理事・役員の発表』

理事・役員 委員長名 氏　　名 概　　要

次年度会　長 森　　宗明

次年度副会長 クラブ奉仕
委員長 平野　英壽 第７条第２節 d…

但し、慣例である

次年度幹　事 大島由美子 次年度副幹事
薬真寺章三氏



BEPPU CHUO ROTARY CLUB

いので、こういったことになるのですが、

本来は在籍年数に関係なく新しい人にお願

いするほうがより良い方法だと思っていま

す。別府で唯一女性会員の居るクラブです

から、近い将来、会長幹事のどちらも女性

と言うパターンもあって良いわけです。さ

て、次年度の方針ですが、正直まだはっき

り決めていません。一番に会員の増員が課

題になると思います。本年度の目標が 30

名ですから、それより数名の増員を目標

にしたいと思います。大島幹事にはいろい

ろとご苦労をかけそうですが、よろしくお

願い致します。次年度の役員を決めるのは

少々大変でしたが、平野会員他皆様のおか

げで一歩前に進むことができました。皆さ

んのご協力に衷心より御礼申します。

次年度幹事　大島由美子氏

　次年度幹事を受けさせていただきます。

　入会して８年もたっていますが、ロータ

リーの事を熟知していない私に幹事の大役

をお引き受けするのは、本当に気が重たく

何度かお断りしたのですが「大丈夫、大丈

夫」と言って誰も取り合ってくれませんで

した。

　泣く泣くこのようなかたちになってしま

しまいしたが、お引き受けした以上は森会

長が会長職に専念できますよう頑張ります

ので、皆様のご支援、ご協力をお願いいた

します。

７．年次総会の終了の挨拶　〔上妻会長〕

　皆様のご協力で、無事総会が終わりました。

ありがとうございました。

８．点　　鐘　〔上妻会長〕

次年度会　計 近藤　賢司

次年度理　事 村津　忠久

〃 津末美代子

〃 後藤　　隆

　以上のとおりです。ご賛同いただけます

か。（拍手があった後）

　なお、ＳＡＡの選任は、本クラブ細則第

１条第２節の規定によりまして、年次総会

後、１週間迄に決定するとありますが、慣

例のようにＳＡＡと無任所理事３名は、１

月の定例理事会で選出したいと思います。

〔上妻会長〕

②次年度の理事と役員候補者が決まりまし

た。名前を呼ばれた会員で、四大奉仕委員

長等を決定しますので暫時休憩とします。

　〔上妻会長〕

③次年度の四大奉仕委員長等が決定しました

ので次年度会長森　宗明氏より発表してい

ただきます。　〔上妻会長〕

④次年度会長より「次年度理事の発表」　

〔次年度会長　森　宗明〕

社会奉仕委員長　　村津　忠久氏

職業奉仕委員長　　津末美代子氏

国際奉仕委員長　　後藤　　隆氏

⑤これで正式に次年度の役員・理事が決まり

ました。ここで次年度会長と幹事に理事・

役員を代表して簡単にご挨拶いただきたい

と思います。　〔上妻会長〕

６．次年度会長・幹事挨拶　〔上妻会長〕

次年度会長　森　宗明氏

　次年度会長をさせていただきます森宗明

です。

　今回２回目の会長と言うことで、本当に

私で良いのだろうかと思っているところで

す。私共のクラブはなにぶん会員数が少な

E-mail:info@beppu4rc.jp

百　年　の　計

　21世紀に入り、「六本木ヒルズ族」という言葉

が生まれ、「ベンチャー」が時代の寵児としても

てはやされてきたが、早くも最近少し世間の風向

き、評価が変わってきたような気がする。

　投資対回収の名のもとで、早急な結果を求める

あまり、解釈が一人歩きし、拝金主義の個人や企

業の体質・風土が、いかにダメージを与えること

になるか堀えもん・村上ファンド、最近の携帯電

話のソフトバンクをみても明らかです。

　愚直でも長期的な視点で取組む姿勢・風土がい

かに大事かつくづく思い知らされる毎日です。

 次回は、吉冨今男会員です。

会員コラム 薬真寺章三




