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◆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  冬景色

◆Ｂ. Ｇ. Ｍ  「日本フィルできく

美しい日本のうた」より

浜辺の歌

夕焼小焼

叱られて  他

会長の時間 会長 平野 英壽

 先週は今期初めて例会をお休みさせて頂きました。

 大変申し訳なく思っています。

 さて、今日はこの後、第３回クラブ協議会を開催

させて頂きますが、今回は20周年式典の開催日ま

で１ヶ月余りとなりましたので、大変慌ただしいと

は思いますが、クラブ活動委員長さんはしっかりと

クラブの活動報告をして頂きたいと思います。又、

式典の打ち合わせもしていきたいと思います。

 今日の私の会長の時間は、今我々が行おうとして

いる式典や皆さんが日々なさっている経営もそうな

のですが、見直しの機会と言いますか、私が聞いた

経営の枠組みの説明で「５Ｗ３Ｈ」という考え方を

紹介したいと思います。「５Ｗ１Ｈ」なら聞いた事

があると思いますが、これにもう２つＨを追加した

ものだそうです。

 １．WHY（なぜ）：目的、理由、効果

 ２．WHAT（何を）：目標＋HOW MANY

（どれだけ）：達成水準

 ３．WHO（誰が）：主体

   WHEN（いつ）：納期

   WHERE（どこで）：場所

 ４．HOW（どのようにして）：方法

 ５．HOW MUCH（いくらで）：費用コスト

 物事を単に整理するだけなら順番はどうでも良い

ですが、経営の枠組みを説明するなら、この順番が

重要なのだそうです。つまり我々は、日々の経営戦

略の中で、再度見直しながら経営理念に基づき、又

ロータリーなら四つのテストに基づき、今我々は何

を目指しているのかを考えなければならないのでは

ないでしょうか。

◆出席報告       委員長 中島　澄人
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幹 事 報 告 幹事 亀井  孝

―世界理解月間―

…「ロータリー創立記念日」

「世界理解と平和の日」（２月23日）…

世界理解と平和週間（２月23～29日）

１．本日の内容

「第３回クラブ協議会」

２．『宇佐八幡ロータリークラブ創立20周年記念

式典』のご案内

日  時 平成21年４月４日（土）

記念講演 13：00～14：20（ウサノピア）

「風の丘から大野勝彦氏がやって来る」

講師：大野勝彦先生

【風の丘 阿蘇 大野勝彦美術館 館長】

登録受付 14：30～15：30（宇佐神宮参集殿）

記念式典 15：30～16：40（   〃   ）

祝  宴 17：00～18：30（宇佐神宮能楽殿前）

  登 録 料 会員10,000円／同伴者7,000円

  ※詳細・登録ご希望の方は、幹事または事務

局までお申し出ください。

３． ２月17日（火）例会終了後～例会場に於い

て第４回別府中央ＲＣ創立20周年実行委員

会を開催致しました。

出席者：鳴海淳郎実行委員長、村津忠久副委

員長、森宗明式典幹事、梅津ヤヨイ登

録・受付委員長、後藤隆会場委員長、

近藤賢司祝宴委員長、亀井孝幹事

４．お祝い

会員誕生日  椛田健治会員（２月26日）

※記念品をお渡し致します。

配偶者誕生日  中島小春さん（２月24日）

※ご自宅にお花が届きます。

５．例会変更のお知らせ

別府ＲＣ ３月13日（金）の例会は、第４回

クラブ協議会の為 同日18：30～

ホテルニューツルタに時間変更

６．次週の予定

「創立20周年記念演奏会・式典についてのク

ラブフォーラム②」

「会員コラム」赤嶺リサ会員

（原稿をお願いいたします。）

７．本日の回覧

①日出ＲＣ 週報

②「2009-2010年度版 ロータリー手帳」購入希望

８．本日の配布

①ロータリー探究：

 「再び職業奉仕の重要性について」

鳴海淳郎Ｒ情報委員長

スマイルボックス 委員長 後藤  隆

○平野会長

 今日はクラブ協議会にこんなに大勢出席くだ

さってありがとうございます。クラブ協議会が

盛り上がりますよう、よろしく。

○森会員

 木村お姉様から、そんな事ではいけないと叱

られました。何を？ご想像におまかせします。

ご指導ありがとうございます。

○河村会員

 経済環境が厳しく各社リストラをする中で、

当社は拡大を前提とした中期経営計画を１月に

発表しました。19名の社員達から次々と提案

やアイデアが出てきました。不況といえども、

トップは部下に目標を明確にすることが改めて

大切だと思いました。

○衛藤会員

 ２月は逃げる。今日は２月最後の例会ですね。

一昨日の日曜日、大分県石造文化研究会の例

会で大分市内の霊
りょうぜんじ

山寺、金池の万
ま ん じ ゅ じ

寿寺、寒田の

西
さ さ む た

寒多神社、高瀬の石仏等々見て来ました。あ

いにく雨もよう
4 4 4

でしたが、久し振りに命の洗濯

をして来ました。

しづかなり石塔濡らす春の雨

○村津会員

 ３月29日の「20周年記念演奏会」に向けて

の仕上げの合唱総合練習が、一昨日行われま

した。毎週木曜日夜と土曜日午後の練習も熱が

入ってきました。出来るだけ楽しい演奏会にな

りますよう一所懸命に頑張っておりますので、

みなさん、チケット売りをよろしくお願いしま

す。成功を祈りましてスマイル。

○大野会員

 今日は特にありませんが、コンサートの券を

売る様に努力していますが、中に売れない時も

あります。買う事の方が簡単なのになぜ売れな

いのと思うのですが…まあそれでもぼちぼち売

れています。

○中島会員

 家内の誕生祝、有難うございます。

 多趣味ですので、ボケないでしょう。ますま

す元気で長生きし、私の死に水を取ってくれる

様願っています。

○赤嶺会員

 ２月の例会も今日で終わりです。今月珍しく

２回も欠席してしまいました。

 本日のクラブ協議会、宜しくお願い致します。

○髙宮会員

 ロータリー財団担当の高宮です。しつこい様

ですが、ロータリー財団の寄付を全員達成した

いので、是非協力をお願い致します。
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○近藤会員

 先週末、那須のご用邸でおなじみの那須高原

でスキーを楽しんできました。１泊目は那須湯

元温泉のエピナールホテルというところに泊ま

りルームナンバーが718号でした。２泊目は塩

原温泉ホテルでこれまた718号室でした。３泊

目は東京のサクラフルール青山というホテルで

したが、ここは719号室でしたので、718号室

にしてほしいと言ったのですが、断られてしま

いました。偶然にもしこれが隣の718号室でし

たら、すぐにパチンコに行ってスリーセブンが

簡単に出たのではないかと思い、残念なことを

しました。

第３回 クラブ協議会

◆2008～2009年度 委員会活動計画◆

◆クラブ奉仕（ロータリー家族委員会）
 委員長 近藤 賢司
 例会がロータリークラブの基本ですから、楽しく
て規律ある例会になるように努力する。
 例会では、いろいろな会員と交流をはかれるよう
に配慮したい。
 親睦委員会とも連携をとり、より楽しいクラブを
作っていきたい。
◆会員増強・職業分類・会員選考委員会
 委員長 梅津ヤヨイ  副委員長 津末美代子
１．会員増強と退会防止に努力します。その為、

フォーラムの実施をする。
２．特に未充填職業分類についての増強に努める。
３．会員選考基準の中で、職業を通して社会に貢献

している人、人格品位に見合った人等、照準に合
わせインフォメーションを行う。

◆出席委員会
 委員長 中島 澄人  副委員長 衛藤 秀子
１．出席率 100％を目標とし、ホームクラブ出席率

は半期で 30％を必達目標として努めます。
２．地区大会、ＩＭ等の諸会合には出来るだけ多く

の会員が出席される様呼びかけます。
３．当クラブの会員が他クラブでメークアップした

際は、最後迄退席しない様にして他クラブの良い
ところを勉強しましょう。

◆親睦活動委員会
 委員長 木村きぬゑ  副委員長 大島由美子
 前委員長の活動方針を引き継ぎ、親睦活動委員長
として未熟でありますが、精一杯自分の出来る限り、
皆様の力添えを頂きながら１年間頑張ってまいりた
いと思いますので宜しくお願いします。

【例会を楽しくする為には】
☆当クラブは、異業種・女性会員が集まった週に１回

の例会なので、食事の時間を多く取り、会員同士、
色々な情報交換をより多くしていただきたい。

☆来訪ロータリアン・ゲスト・オブザーバーに心か
ら歓迎を行う。（いらっしゃいませ・ようこそ中
央ロータリークラブへと歓迎する。）

☆例会時に、その他報告事項をいれる。会員の近況
報告は、現在スマイルボックスだけなので会員の

新規事業・会社での売り出しなどのビジネス報告
などをとりいれる。

〇具体的催事予定（活動予定）
①７月初旬 新年度七夕例会（ビアガーデン）
②８月初旬 バーベキュー会
③９月中旬 夕涼み例会
④ 10 月中旬 職場例会
⑤ 10 月 近隣クラブソフトボール大会
⑥ 10 月 月見例会
⑦ 12 月 忘年例会
⑧１月 新年例会
⑨４月上旬 花見例会
⑩４月下旬 近隣クラブ親睦ゴルフコンペ
⑪６月下旬 会長・幹事慰労会
⑫従来の家族集会を２回程度開催する。

◎会員・夫人誕生日、結婚記念日には祝品を贈呈し、
お互い祝福する。なお、誕生日には、一言、述べ
ていただく。

◆健康増進委員会
 委員長 村津 忠久  副委員長 椛田 健治
 「健康な精神は、健康な身体に宿る」の鉄則を踏
まえ、会員は全て健康的な生活習慣を心懸ける。
１．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。
２．健康増進に寄与すると思われる情報を、適宣、

委員会報告或は卓話として提供する。
３．希望があれば各会員に個別カウンセリングを行

う。
◆ロータリーソング委員会
 委員長 村津 忠久  副委員長 森  宗明
１．例会の暖かい雰囲気づくりの一助として、例会

開始点鐘後、ロータリーソングと童謡、唱歌を斉
唱する。（別紙＝年間予定表）

２．会員誕生日のバースデイソングには、なるべく
ファーストネームを入れる。

３．市内４ロータリークラブの会員、家族で構成す
る男声合唱団ロータリーコール、及び、女声合唱
団ロータリーフラウエンコールへの入団を慫慂す
る。

◆スマイルボックス委員会
 委員長 後藤  隆  副委員長 中尾  誠
１．会員の皆さんの自慢話、うれしい話、感動した話、

おかしな話などの自主申告をできるだけ楽しく報
告したいと思います。

◆プログラム委員会
 委員長 赤嶺 リサ  副委員長 高田 由子
１．会長、幹事、各委員長との連絡を密にし、年度

当初年間プログラムを作成する。
２．特別月間は、それに因んだ卓話を企画する。
３．ゲスト卓話者には、週報、写真を郵送する。
４．新会員を優先で卓話を計画する。
５．例会をスムーズに進める為の準備を念入りに行う。
（卓話者への連絡、特に外部者の卓話をお願いして
いる時は、必ず前以て連絡し確認を取る。）

◆ロータリー情報委員会
 委員長 鳴海 淳郎  副委員長 溝部  仁
１．クラブの活性化をはかるロータリー情報の推進

 単に定款・細則やロータリー用語の解説に終
始するだけでなく、ロータリーについてインスピ
レーションまたは何か感動を与え、自らがもっと
ロータリーを知ろうとするきっかけを与えること
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 クラブ創立以来 20 年間、継続してきた我がクラ
ブ独特の社会奉仕のあり方を尊重し、その意義を理
解して次の活動を行う。
１．我がクラブ主導の下に設立された「ＮＰＯ法人・

別府もみじ谷トラスト機構」主催の奉仕作業には、
四季を通じ、出来るだけ参加する。

２．毎年春に実施される「もみじ谷の植樹」に就いて、
必要な苗木は理事会の承認を経て提供する。

３．各会員が、夫々の地域社会に於いて、日常的、或は、
特に実行した奉仕活動を ｢ スマイルボックス ｣ を通
して具体的に報告して頂き、記録する。

◆新世代委員会
 委員長 河村 貴雄  副委員長 森園 伸也
１．インターアクターと別府中央ロータリークラブ

会員との連携を深めたい
２．インターアクターからの希望で実現できそうな

ものに取り組みたい。
３．担当の先生と連絡を取り合い、行事報告を会員

に提示してゆきたい。
◆国際奉仕委員会
 委員長 赤嶺 リサ  副委員長 中尾  誠
１．世界理解月間（２月）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。
２．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
 委員長 髙宮 勝美  副委員長 椛田 健治
１．年間 10 ドルの一般寄付
２．特別寄付
３．100 万ドルの食事の実施（年度内に１回）
４．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
 委員長 大野 雅治  副委員長 木村きぬゑ
１．米山奨学事業への協力

・米山奨学事業への推進
・米山奨学寄付推奨

２．米山ランチの実施
３．米山月間（10月）に記念卓話を企画する。

米山奨学生 フィン・フォン・ミンさん

      （立命館アジア太平洋大学）

が大切であり、ロータリーの心を注ぎ込むことが
ロータリー情報の真髄であり、これがクラブの活
性化につながる。その具体策として、

２．本年度も引き続きわたしのホームページ「ロー
タリーの探究」より、できるだけ毎例会時にロー
タリー情報を提供したい。
 これは、これまでのロータリー・ライフから得
られたわたしの体験に基づき、一般の人にもわか
りやすく伝えることを念頭としたもので、その活
用を図りたい。

３．当クラブ発行の、新会員のためのロータリー情
報、「ロータリークラブ入会のしおり」および「ロー
タリー物語」をできるだけ活用する。

◆広報・雑誌・会報委員会
 委員長 森  宗明  副委員長 森園 伸也
１．イベント、奉仕活動等広報の必要のあることに

対して積極的に新聞等に取材を依頼する。
２．月刊誌ロータリーの友の購読はロータリアンの

義務の一つに位置づけられているので、購読を一
層推奨する。

３．ロータリーの友への投稿を推奨する。
４．会報はクラブの大切な記録になるので、なにより

正確を期し、きちんと残る形で保存してゆく。
◆ＳＡＡ
 委員長 森  宗明  副ＳＡＡ 衛藤 秀子
１．開会 10 分前には、副ＳＡＡ , 親睦委員会にも

協力してもらって、例会場入り口でゲスト、ビジ
ター、会員を気持ちよく迎える。

２．食事中以外は、私語のない例会運営を心がける。
３．ロータリーソング委員会と協力して、食事中は

ＢＧＭを流し、和やかな例会を演出する。
４．早退防止を呼びかける。
◆職業奉仕委員会
 委員長 大島由美子  副委員長 鳴海 淳郎
１．職業奉仕表彰の実施。
２．職場例会の実施。
３．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
 委員長 村津 忠久  副委員長 中島 澄人
 自然環境も含め、「思いやりの心」を全てに向け
て具体化することが、社会奉仕の根幹であり、肉体
的、或は経済的に自己犠牲を伴うが、その代価とし
て得るものは大きい。

微笑み（笑顔）

 私は、12月21日産れです。当時、父が私に“論

嘉”という名前を命名してくれた様ですが、市役

所で却下されてしまったそうで…。年の瀬、お役

所も仕事納めに入る中、このままでは名無しのゴ

ンベエ、さあ大変となり、悩んでいた時に祖母が

見ていたＴＶで日本でモナリザの微笑みが初公開

され、それにヒントを得て、モナリザ→リザ→リ

サとなった様であります。

 この様な思いで頂いた名前ではありますが、毎

日、笑いの絶えない家族や仲間に恵まれ、私は心

から感謝です。実際は笑えない日もあります。で

も、泣いても、笑っても、一日は一日、どうせな

ら笑顔で過した方がいい、そう言ってたくましく

生きた言葉は、母から教えられました。

 殺伐とした世の中、眉間によるシワよりも、目

尻に出来るシワを私は嬉しいと思いながら年を重

ねていきたいと思いました。

 笑顔は人を和ませ、心に安らぎを与えてくれま

す。

 今日も一日素敵な笑顔でいられます様に…。

 

会員コラム 赤嶺 リサ


