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　〃　 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
　〃　 髙宮勝美

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　　それでこそロータリー

◆唱　　歌　　てるてる坊主

◆Ｂ.Ｇ.Ｍ.　　「オーケストラで綴る

日本の流行歌」より

この世の花

月がとっても青いから

別れの一本杉

◆ゲ ス ト　　明石　光伸氏

（大分第三分区ガバナー補佐）

中川　喜胤氏

（別府市内４ロータリークラブ代表会長）

後藤　憲志氏

（別府市内４ロータリークラブ代表幹事）

会長の時間 会長　上妻　　浩

　　今年度も今日と来週の２回となりました。

　今日はクラブ協議会です。今年度の活動報告と

次年度の活動方針について、各委員長さんに発表

して頂く、特に重要なクラブ協議会です。

　ガバナー補佐の明石さんにもご同席頂いており

ます。各自活発な発表をお願いします。

幹事報告 幹事　近藤　賢司

－ロータリー親睦活動月間－

…本日は例会終了後、『第４回（新・旧）クラブ協議会』を開催いたします。…

１．本日のゲスト

明
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石　光
みつのぶ

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）

中
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胤氏（別府市内４ロータリークラブ代表会長）

後
ご と う

藤　憲
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志氏（　　　　　　〃　　　　　　代表幹事）

◆出席報告　　　　　　　 　髙宮　勝美
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２．本日は、別府市内４ロータリークラブの代表会長、

幹事が退任のご挨拶にお見えになっています。

３．「2007－2008年度RI第2720地区インターア

クト海外親善交流事業」のご案内

期　　日：平成19年７月28日（土）～31日（火）３泊４日

研 修 先：韓国　釜山・慶州

派遣人員：各インターアクトクラブより２名以上

旅行代金：インターアクト生 59,000円

　　　　　ロータリアン、顧問教官 73,000円

※費用は原則として提唱クラブと参加者との折半。

締 切 日：６月26日（火）

４．第12回定例理事・役員会報告

（平成19年６月12日（火）13：40～ 於：トキハ別府店例会場 11名）

審議事項

１）岩尾昭治会員　６月30日付け退会の件　＊承認

２）お礼の件。　　＊承認

　　　例年　マーガレットへ　20,000円

　　　　　　中島澄人会員へ　10,000円（商品券）

３）もみじ谷奉仕作業の件。（定款第８条第１節（ａ）（５）適用）＊承認

　　日　時　　平成19年７月29日（日）

４）６月・７月例会予定の確認

６月９日「サッカー観戦例会」

12日「大分県の中の朝鮮半島」溝部　仁会員

19日「第４回（新・旧）クラブ協議会」

26日「会長・幹事慰労会」18：30～ 於：竹の井ホテル

新年度７月３日「就任挨拶」会長、副会長、幹事、会計、ＳＡＡ

10日「委員会活動計画（四大奉仕）」

クラブ奉仕・職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕　各委員長

17日「会長卓話」森　宗明会長

24日「夕涼み例会」

31日「定款第５条第１節（Ｃ）に基づき休会」

５．お祝い（次週26日は夜例会の為、本日お祝い致します。）

会員誕生日　衛藤　秀子会員（６月25日）

＊記念品をお渡し致します。

　　　　　　亀井　　孝会員（６月27日）

＊ご自宅に花が届きます。

配偶者誕生日　森　　北実さん（６月30日）

＊記念品をお渡し致します。

６．例会変更のお知らせ

豊後高田ＲＣ ６月26日（火）の例会は、今年度

最終例会の為、同日18：30～四

季割烹向日葵に時間・場所変更

中津ＲＣ ６月27日（水）の例会は、最終例

会の為　同日18：30～時間変更

くにさきＲＣ ６月27日（水）の例会は会長・幹事慰

労夜例会の為　19：00～時間変更

宇佐ＲＣ ６月28日（木）の例会は、最終例

会クラブ協議会の為　19：00～

かんぽの郷宇佐に時間・場所変更

別府ＲＣ ６月29日（金）の例会は会長・幹

事退任慰労会の為　18：30～本

家お川に時間・場所変更

７．次週の予定

「会長・幹事慰労会」

＊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します。

「会員コラム」津末美代子会員

８．本日の回覧

①くにさきＲＣ　週報

９．本日の配布

①週報869・870号

②「ロータリー親睦活動（RotaryFellowships）について」

鳴海淳郎Ｒ情報委員長より

スマイルボックス 委員長　後藤　孝弘

○2720地区ガバナー補佐　明石光伸氏

　皆様のご指導、ご協力により無事ガバナー補

佐を何とか務めることができ、感謝申し上げま

す。別府中央ＲＣの益々のご発展を祈念し、お

礼をかねスマイル致します。

○別府北ＲＣ　中川喜胤会長・後藤憲志幹事

　別府市内４ロータリークラブ代表会長・代表

幹事として。

○上妻会長

　本日はクラブ協議会です。活発な発表をお願

いします。

○近藤会員

　明石ガバナー補佐と別府北ロータリークラブ

の中川会長、後藤幹事、一年間大変お疲れ様で

した。私もいろいろとお世話になり、当クラブ

の幹事として楽しく一年間お付き合いをさせて

頂き、ありがとうございました。これからもよ

ろしくお願い致します。

○村津会員

　別府市民合唱協会の昨夜の理事会で、この秋、

10月14日（日）午後１時半に開催される「第30

回別府市民合唱祭」の骨組みが決まりました。

　横浜からも50名の男声合唱団の参加があり

ます。地元は12団体の出演です。成功を祈念

してスマイル。
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○衛藤会員

　今日は忙しい用事があってすべり込みセーフ

でした。明石様、中川様、後藤様、クラブ協議

会の為ご足労ありがとうございます。どうぞよ

ろしくお願い致します。

○髙宮会員

　明石ガバナー補佐、中川４クラブ代表会長、

後藤４クラブ代表幹事、本日のご指導宜しくお

願いします。

○赤嶺会員

　本日はゲストの皆様、お忙しい中お越し頂き

まして誠にありがとうございます。感謝してス

マイル。

○梅津会員

　本日は、新旧のクラブ協議会開催に当クラブ

へ明石ガバナー補佐、４ロータリークラブ会長、

幹事様、ようこそいらっしゃいました。どうぞ

よろしくお願い致します。

○木村会員

　本日のクラブ協議会は少し胸の痛い思いをし

ております。

　明石ガバナー補佐、お疲れ様でした。

○森会員

　家内の誕生日のお祝いありがとうございま

す。53歳になったはずです。いつまでも若く

あって欲しいと願うばかりです。

○平野会員

　明石ガバナー補佐、一年間おつかれさまでし

た。私の会長の時も大変お世話になり、病気や

ドックでもお世話になり、なりづくしなので、

今度時間が取れましたらあそびに行きましょう。

○後藤（隆）会員

　北実チャン、お誕生日おめでとうございます。

たぶん誰も言ってくれないと思うので代わりに！

○亀井会員

　本日は忙しい中、ゲストの皆様ありがとうご

ざいます。又、一年間大変おつかれ様でした。

感謝してスマイルします。

第４回（新・旧）クラブ協議会

2006～2007年度委員会活動報告

◆クラブ奉仕（ロータリー家族委員会） 森　宗明委員長
　肩の力の抜けた友好的なクラブ運営ができてい
ると思います。反面出席率等見ますともっと規律
を正すところも必要かと思います。

◆会員増強・職業分類・会員選考委員会   河村貴雄委員長
◇会員増強委員会
　８月８日会員増強フォーラムを実施しました。
今年度は入会者１名、退会者３名という結果にな
りました。
◇職業分類委員会
　充填職業分類　23　　未充填職業分類　206
◇会員選考委員会
　新入会員のインフォメーションを実施しました。
◆出席委員会   髙宮勝美委員長
　例会はアットホーム的な暖かみのある例会運営
ですばらしかった。前後２週間メイクアップ期間
がありますので、他ＲＣに行き100％にするよう
に努力してほしい。
　 地区大会や各種イベント等、出来るだけ多く
の会員が参加していただき、勉強してもらいたい。
◆親睦活動委員会 赤嶺リサ委員長
　７月25日（下旬）別府タワーにて夕涼み例会
を新年度のスタートとし、月見例会、職場例会と
皆様方のお力添えを頂きながら無事に終了致しま
した。
◆健康増進委員会   村津忠久委員長
　例会前の「自律神経強化ストレッチ」は、概ね
実施した。例会卓話や会員コラムを通して健康に
関する話を掲載した。
◆ロータリーソング委員会   村津忠久委員長
　ロータリーソングと童謡唱歌の斉唱は、年間予
定表に従って実施。男声合唱団ロータリーコール
と、女声合唱団ロータリーフラウエンコールは、
６月２日、札幌市に於いて開催された「全日本ロー
タリークラブ親睦合唱祭」に出演した。
◆スマイルボックス委員会   後藤孝弘委員長
　各会員の日々の出来事を中心に、たくさんの楽し
いスマイルを頂きました。会員相互の心の交流でな
ごやかなで明るい例会が出来た事、感謝致します。
◆プログラム委員会 大島由美子委員長
　十分とは云えないまでも、ほぼ計画通りに出来
たと思います。
◆ロータリー情報委員会   鳴海淳郎委員長
　 例会時におけるロータリー情報の提供。
 新会員インフォメーションの開催。
◆広報・雑誌委員会   平野英壽委員長
　 新聞、テレビ、ラジオと連絡をとり、当クラ
ブの活動状況を伝える。ＮＰＯ法人「別府もみじ
谷トラスト機構」を当クラブの人以外にマスコミ
等を使いＰＲをする。
◆会報委員会   津末美代子委員長
　 従来より設けてある「会員コラム覧」とても
有意義であり、次年度も続けて頂ければと願って
います。
◆ＳＡＡ   木村きぬゑＳＡＡ
　 伝統的でもある私語のない例会運営に努め、
ゲスト・ビジターの方には例会に出来るだけ最後
まで出席して頂けるようお願いした。
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構成するロータリーコールへの参加を呼びかける。
◆スマイルボックス委員会   赤嶺リサ委員長
　自主申告制度の尊重。
◆プログラム委員会  髙宮勝美委員長
　 例会をスムーズに進める為の準備を念入りに
行う。(卓話者へ必ず前以て連絡を取る。新会員
を優先で卓話を計画する。）
◆ロータリー情報委員会   鳴海淳郎委員長
　本年度も引き続きわたしのホームページ「ロー
タリー探究」できるだけ毎例会時にロータリー情
報を提供したい。
◆広報・雑誌委員会   後藤孝弘委員長
　 新聞、テレビ、ラジオ等と連絡をとり、当ク
ラブの活動状況を伝える。
◆会報委員会   小川雅代委員長
　なるべく多くの写真を掲載、読み易い構成にし、
楽しい週報・会報としたい。 「会員コラム」を週
報に掲載する。
◆ＳＡＡ   上妻　浩ＳＡＡ
　食事中以外は、秩序正しく私語のない例会運営
を心がけ、楽しい雰囲気の例会づくりに努める。
 「早退防止」を努める。
◆職業奉仕委員会   津末美代子委員長
　 職業奉仕表彰の実施。 職場例会の実施。職場
を通しハンディを背負った人や弱者に注視し、出
来る限り、多くの手を差し伸べる。
◆社会奉仕委員会   村津忠久委員長
　クラブ創立以来、継承してきた我がクラブ独特
の社会奉仕のあり方を尊重し、その意義を理解し
て活動を行う。
◆新世代委員会   木村きぬゑ委員長
　年次大会、海外親善交流等に積極的に参加する。 
主な行事の後には、参加したインターアクターを
例会に招待し、感想を発表してもらう。
◆国際奉仕委員会   後藤　隆委員長
　世界理解月間にゲスト卓話者を招き、国際的視
野に立った卓話を企画する。ＷＣＳ（世界社会奉
仕）の実施を引き続き検討する。
◆ロータリー財団委員会   溝部　仁委員長
　年間10ドルの一般寄付。100万ドルの食事の実
施（年度内に１回）。個人別の貯金箱（月1,000
円程度）等の利用で寄付を促すように計画したい。
◆米山奨学委員会   梅津ヤヨイ委員長
　米山奨学事業への協力。米山ランチの実施。米
山月間に米山奨学生による記念卓話を企画する。

◆職業奉仕委員会   髙宮勝美委員長
　「ゆわいの宿竹乃井」さんで職場例会を行い、
森岡照夫氏に職業活動表彰を行った。
◆社会奉仕委員会 村津忠久委員長
　クラブ創立10周年記念事業として、「ＮＰＯ法人
・別府もみじ谷トラスト機構」の設立が大分県か
ら認証された。もみじ谷整美作業・植樹などの実施。
◆新世代委員会 森　宗明委員長
　韓国親善交流旅行の実施。インターアクト年次
大会参加。
◆国際奉仕委員会   後藤　隆委員長
　米山奨学生のドブロボリスカヤ・アンナさんか
ら「私のふるさとモスクワについて」という題で
卓話をしてもらった。 ＷＣＳについては具体的に
は実施できなかった。
◆ロータリー財団委員会   梅津ヤヨイ委員長
　年間10ドルの一般寄付の実施（10㌦×118円
×25名＝27,500円）。100万ドルの食事の実施（２
㌦×118円×25名＝5,900円）など。
◆米山奨学委員会 溝部　仁委員長
　米山奨学会への寄付。米山ランチの実施。米山
奨学生ドブロボリスカヤ・アンナさんに卓話をお
願いした。

2007～2008年度委員会活動計画
◆クラブ奉仕（ロータリー家族委員会）   平野英壽委員長
　ロータリーの基本活動とも言える例会出席率向
上のため、出席、親睦活動委員会との連携を密に
行う。
◆会員増強・職業分類・会員選考委員会   高田由子委員長
　会員数増強に努力します。 特に未充填職業分類
については増強に努めます。
◆出席委員会   中島澄人委員長
　毎会出席率100％を目標にしていますが、最近
下降傾向が続いています。目標達成に皆様今一度
気持ちを引き締めましょう。
◆親睦活動委員会 亀井　孝委員長
　前委員長の活動方針を引き継ぎ、親睦活動委員
長として頑張ってまいりたいと思います。
◆健康増進委員会   村津忠久委員長
　例会前の５分間に、「村津式自律神経強化スト
レッチ」を行う。私自身の体験に基く健康法等を、
例会時に適宜提供する。
◆ロータリーソング委員会   村津忠久委員長
　昨年に続き、市内４ロータリークラブの会員で

E-mail:info@beppu4rc.jp

セレブの町・成城

　東京都世田谷区の成城学園にできた会員制農園

「アグリス成城」。シャワールームやラウンジのあ

るクラブハウス付き。畑は巾20ｍ、長さは250

ｍ。１区画６ｍ2の全部で300区画。利用料金は

年136,500円。さらに野菜のセミナーや忙しい時

の栽培代行サービスもあり、それらをセットする

と年525,000円也 ! !

 次回は、津末美代子会員です。

会員コラム 近藤　賢司


