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◆点  鐘  12：30

◆体  操  自律神経強化体操

◆Ｒ  Ｓ  我等の生業

◆唱  歌  かたつむり

◆Ｂ. Ｇ. Ｍ  「極上のクラシック」から

ショパンの夜想曲第２番

  〃  の小犬のワルツ

  〃  の幻想即興曲  他

◆ビジター  高宮伸雄（別府北ＲＣ）

会長の時間 会長 平野 英壽

 今日は今期最後の新旧クラブ協議会です。平野

・亀井年度の締めくくりとして、皆さんがロータ

リー活動を通じて、又、各委員会を通じて行って

頂きました活躍を発表して頂きたいと思います。

 2008～2009年度RIのテーマ「夢をかたち」が

発表されていました。私達ロータリアンのこの１

年の想いや活動が、すぐに目にする事が出来なく

ても、いつの日か形となって見えてくる日が来る

と思います。ロータリー財団・米山奨学しかり、

常日頃の各皆さんの職業を通じての奉仕、我クラ

ブのもみじ谷トラストなど、いろんな「夢をかた

ち」にと１年頑張って頂きました。

 今日はその締めくくりの協議会でもあります。

又、そのあと近藤、高宮新年度に引き継いで頂

きたいと思います。お昼の時間帯でもありますの

で、有意義かつスピーディにお願いしたいと思い

ます。

 どうか宜しく。

◆出席報告       委員長 中島　澄人
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幹事報告 幹事 亀井  孝

－ロータリー親睦活動月間－

１．本日の内容

「第４回（新・旧）クラブ協議会」

２． ６月９日（火）19：00～春香苑に於いて、「別

府市内４ＲＣ新旧会長・幹事会」が開催され

ました。

出席者：平野英壽会長、近藤賢司次期会長、

髙宮勝美次期幹事、亀井 孝幹事

３． ６月12日（金）14：00～ホテルニューツル

タに於いて『別府近隣７ＲＣ親睦ソフトボー

ル大会・監督会議』が開催されました。（ホ

スト：杵築ＲＣ）

出席者：近藤賢司次期会長、後藤 隆次期親

睦委員長

４．例会変更のお知らせ

湯布院ＲＣ ６月17日（水）の例会は、会長

・幹事慰労会の為６月18日（木）

19：00～すぎたやに日時・場所

変更

杵築ＲＣ ６月18日（木）の例会は、会長・

幹事慰労会の為 同日18：30～

パストラル三河苑に時間変更

中津ＲＣ ６月24日（水）の例会は、最終

例会の為 同日18：30～グラン

プラザ中津ホテルに時間変更

別府北ＲＣ ６月24日（水）の例会は、新旧

会長・幹事歓送迎会の為 同日

18：30～ホテル白菊に時間変更

中津平成ＲＣ ６月25日（木）の例会は、最終

例会の為 同日18：30～森の風

に時間・場所変更

宇佐ＲＣ ６ 月25日（ 木 ） の 例 会 は、 最

終例会・クラブ協議会の為同日

18：30～かんぽの郷宇佐に時間

・場所変更

別府東ＲＣ ６月25日（木）の例会は、会長・

幹事慰労会の為 同日18：30～

べっぷ昭和園に時間・場所変更

５．次週の予定

「会員卓話」赤嶺リサ会員

「会員コラム」 溝部 仁会員

６．本日の回覧

①「会長・幹事慰労会」出・欠席

②中津・宇佐ＲＣ 週報

７．本日の配布

①週報No.960

②ロータリー探究：「例会出席について思う」

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。みなさん、どうぞよろ

しくお願いします。

 又、大野会員、お帰りなさい。見舞いも行け

ず、すみませんでした。

 米山財団の追い込みよろしく。

○亀井会員

 今日、11時20分頃、車を運転中に電話がか

かって来たので、車を路肩に止めて通話をし、

終わりましたので車を発進させた所、又すぐに

電話がかかり、つい運転をしながら話をした所、

“ケタタマシイ”音と赤い“サイレン”です。“ガッ

クリ”

 パトカーの中に移動し深く反省をしながら調

書を書くのを見ていた所、あまりの書き順のい

い加減さに呆れ果て、「あなたは公職として人

前で字を書くのだから勉強した方が良いです

よ。」と注意をしたところ、その後、口をきき

ませんでした。相方も同じでした。“ムカーッ”

 ちなみに違反金は6,000円です。

○鳴海会員

 大野さん、全快ご出席おめでとうございます。

衛藤さん「けが」をされたようで、お気をつけ

下さい。

○木村会員

 大野さん、お見舞い行けずごめんなさい。そ

して全快おめでとう。無理せずがんばりましょ

う。

○村津会員

 一昨日、日田市民会館パトリア日田で「大

分県合唱祭」が開催され、私共のＢ混記念合唱

団「クール・あおやま」も出演致しました。演

奏曲目は、「組曲・別府鶴見火山」から、１番

の「湯けむり」と４番の「一気登山」でしたが、

客席からは一段と熱気のこもった拍手を頂きま

した。感謝してスマイル。
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○大野会員

 皆様、長い間ご迷惑とご心配をお掛けして申

し訳ありませんでした。お陰様で何とか歩ける

様になりました。皆様にはいろいろアドバイス

いただきありがとうございました。普通に歩け

る事にこれほど感動する自分に驚きました。

 この思いを、今後ロータリー活動にも生かし

ながら、体の方も完治に向け努力致していきま

す。よろしくお願いします。

 別府北クラブ高宮さん、ようこそいらっしゃ

いました。

○衛藤会員

 永らく御無沙汰致しました。年は取りたくな

いですね。先日道路で転んで恥ずかしかったで

す。だいぶ良くなりましたので今日は久し振り

に皆様にお会いしたくて出て来ました。

 高宮さま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。

○近藤会員

 大野会員お帰りなさい。久し振りに会ってと

ても嬉しくてスマイルします。お互い年令が高

くなっていますので体に充分気を付けて頑張り

ましょう。

○大島会員

 大野さん、退院おめでとうございます。お見

舞いに行かなくてごめんなさい。

○森園会員

 先週の土曜日、あるコンペで平野会長とご一

緒させていただき、気分良く、自己ベストが出

ました。

○森会員

 娘夫婦の菜園でじゃが芋が沢山採れました。

孫二人がドロだらけではしゃぐ姿につい笑顔。

“菜園に児らはじき出るたのもしき”

○梅津会員

 大野さん、退院おめでとう。元気であれば何

にでも頑張る事が出来ます。おめでとうござい

ます。

○赤嶺会員

 本日はお休みをして申し訳ありません。

 ６月15日は、故土谷会員の命日ですね。早

いもので３年の月日が経ちました。土谷さんを

偲んで…。

第４回（新・旧）クラブ協議会

◇2008～2009年度 委員会活動報告◇

◇クラブ奉仕（ロータリー家族委員会）◇

 委員長 近藤賢司  副委員長 髙宮勝美

１． 我クラブは、私語が少ない。規律ある例会は

達成できたと思うが、出席率の低下で、いろい

ろな会員と交流がはかれ、楽しい例会であった

かどうかは少し疑問であり、反省している。

２． 指定席を作らない為、席をランダムにし、い

ろいろな会員と話す機会を２回作った。来期は

回数を増やしてはどうだろう。

◇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．会員増強委員会

 特に本年度は会員増強に力を入れましたが、一

人も達成出来なかった事残念です。

入会 ０名  退会３名

８月19日 ５対１会員増強フォーラム

４月21日 ６グループに分かれ「会員増強フォー

ラム」

退会者 後藤孝弘会員（平成20年９月30日）

    高田由子会員（平成21年３月31日）

    吉弘 晃会員（平成21年４月８日）

２．職業分類委員会

   充填職業分類 21 

   未充填職業分類 234

３．会員選考委員会

  入会予定   入会予定者１名

  インフォメーション前にて保留の段階です。

◇出席委員会

 委員長 中島澄人  副委員長 衛藤秀子

１． ロータリアンは例会出席が義務づけられてい

ます。別府中央ロータリークラブの通算出席率

 84.33％になっています。

２． 地区大会やＩＭ等、出来るだけ出席で勉強し

て戴きたい。

３． メイクアップで他クラブに出席した時、最後

迄早退しないようにし、他クラブの良い所を見

て我がクラブに取り入れて欲しい。
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◇親睦活動委員会

 委員長 木村きぬゑ  副委員長 大島由美子

１．７月29日 別府タワーにて新年度のスタート

として夕涼み例会を無事終了しました。

２． ９月30日 ゆめさきにて月見例会を行いました。

３． 10月26日 野口原クランドにて、別府市近

隣７ＲＣ親睦ソフトボール大会に参加しました。

４． 12月16日 ホテル山水館にて忘年会を行い

ました。

５． １月13日 ゆめさきにて新年家族会を行い

ました。

６． ３月22日 扇山ゴルフクラブにてクラブコ

ンペを行いました。

７． ４月７日 花見例会を春香苑にて行いました。

８． ６月30日 会長・幹事慰労会を行いました。

上記の通り、会員の皆様のご理解とご協力のもと、

計画通り実施することが出来ました。

◇健康増進委員会     

 委員長  村津忠久  副委員長 椛田健治

１． 例会場に於ける例会前のストレッチは順調に

実行出来た。

２． 「固体マイナス水素イオン（商品名＝エクセ

レントＺ）の服用に係る健康保持、或は、病的

症状の改善」に就いては、前年度にも委員会報

告でお話ししましたが、７月１日の例会に於い

て、再度、その後の関連に就いて報告した。

3. 週報961号・会員コラムに於いて「足の裏刺

激にゴルフボール４個」を掲載した。

◇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． 例会前のロータリーソングと童謡・唱歌の斉

唱は、年間予定表の通り実行され、明るい例会

の雰囲気づくりに貢献出来たものと思う。

２． 会員誕生日に歌われるバースディソングも、

和やかさを醸し出して良かったと思う。

３． ロータリーコール及びロータリーフラウエン

コールは、2008年10月26日の「別府市市民合

唱祭」と、2009年６月６日に名古屋に於いて

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、好評だった。

◇スマイルボックス委員会

 委員長 後藤 隆  副委員長 中尾 誠

 会員数の減少や、景況の悪化など、原因はいろ

いろ考えられるが、現状ではあまり多くは望めな

いと思う。

 会員の増加や景況の好転に期待している。

◇プログラム委員会         

 委員長 赤嶺リサ  副委員長 

１．10月７日 米山奨学生フィン・フォン・ミ

ンさんの卓話『文化の違いを超える』

２．10月28日 温泉山永福寺 房守 河野恒子

氏職業活動表彰

３．11月11日 別府税務署 署長 上園博幸氏

の卓話『税務行政の課題への主な取り組み状況

について』

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

 委員長 鳴海淳郎  副委員長 溝部 仁

 私のホームページ「ロータリー探究」よりでき

るだけ毎例会にロータリー情報を提供した。その

実績は別紙

◇広報・雑誌・会報委員会

 委員長 森 宗明  副委員長 森園伸也

１． 今年度はクラブ20周年の行事があり、新聞

社、ＣＴＢへの取材依頼をしたところ、何度が

報道して頂きました。

２． 会報（週報）の記録には正確を期しました。

後々記録がすぐに取り出せる様、保存にも配慮

しました。

◇Ｓ  Ａ  Ａ

 ＳＡＡ 森 宗明  副ＳＡＡ 衛藤秀子

 特に問題はなかったと思いますが、私がクラブ

例会に出る時間がぎりぎりになり、衛藤さん、大

野さんにお世話になりました。ありがとうござい

ました。

◇職業奉仕委員会         

 委員長 大島由美子  副委員長 鳴海淳郎

１． 職場例会・職業奉仕表彰の実施河野恒子氏に

職業活動表彰を行った。

２． 職場例会の実施

永福寺に於いて、職場例会を行い、ご住職の

河野憲勝様より河野恒子氏の略歴をご紹介頂

きました。
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◇社会奉仕委員会         

 委員長 村津忠久  副委員長 中島澄人

１． ＮＰＯ法人・別府もみじ谷トラスト機構主催

の奉仕作業は、夏、秋、春、の３回実施された。

○ ７月27日（日）の草刈り及び整備作業には、

会員10名を含む41名が参加。

○ 11月２日（日）の同作業には、会員10名を

含む47名が参加。

○ ３月15日（日）の植樹作業には、会員12名を

含む38名が参加。この日の植樹本数は501本。

○ 1990年以来20年間継続して植樹された苗木

の数は累計で8943本となるが、この中、約

半数が生育していると思われる。

２． 各委員の地域社会の於ける、夫々の奉仕活動

は、スマイルボックスによって報告されたもの

が、５月末現在で59件である。

◇新世代委員会

 委員長 河村貴雄  副委員長 森園伸也

１．８月２日～３日 ＩＡ年次大会

  別府溝部学園高等学校 学生３名 参加

２．韓国親善交流旅行

  行先 韓国釜山

  日時 ７月28～31日

  参加 別府溝部学園高等学校 学生×２名参加

３．卓話 ９月16日

  年次大会、韓国親善交流会報告

  卓話 先生×１名 学生×２名 例会招待

◇国際奉仕委員会         

 委員長 赤嶺リサ  副委員長 中尾 誠

 今年度はＧＳＥ・交換学生ともに実施されな

かったので、活動実績はありません。

◇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

 平野会長がロータリー財団の重要性を、毎回会

長挨拶の中で解きました。

 得に今年は20周年の期に辺り、委員会として

は過去最高を目標に頑張って参りました。

 会員皆様方のご協力に感謝致します。

◇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

普通寄付 前期２,500円×24名

     後期２,500円×23名

特別寄付 中島澄人会員 10,000円

平野英壽会員 10,000円

後藤 隆会員 10,000円

近藤賢司会員 10,000円

髙宮勝美会員 10,000円

大野雅治会員 10,000円

赤嶺リサ会員 10,000円

河村貴雄会員 10,000円

森園伸也会員 10,000円

亀井 孝会員 10,000円

森 宗明会員 10,000円

２．米山ランチの実施 

  2008年10月７日 ＠1,000×23名

３． 米山奨学生フィン・フォン・ミンさん卓話

  2008年10月７日『文化の違いを超える』

◆2009～2010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 木村きぬゑ  副委員長 後藤 隆

１．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。

２．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。

３．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 赤嶺リサ  副委員長 平野英壽

１．会員増強と退会防止に努力します。その為に

フォーラムを実施する。

２．特に未充填職業分類についての会員増強に努

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の照準

に合わせインフォメーションを行う。

◆出席委員会

 委員長 梅津ヤヨイ  副委員長 津末美代子

１．例会出席はクラブ会員の義務である。楽しい

例会の雰囲気作りにより、出席率向上に努力し

たい。

２．今年度より同じ会員が３回出席しない時は、

出席委員長が電話を掛けて欠席の様子を調べ
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る。それでも出席がない時は会長に連絡をとっ

てもらい欠席会員の状況を把握して出席率を良

くするようにする。

３．地区大会やロータリーのイベント等の事業に

参加していただき、出席率アップに努力するよ

うお願いします。

◆親睦活動委員会

 委員長 後藤 隆 副委員長 森園伸也

「親睦に力を入れる」という近藤会長の方針に従

い、時期を見ながら新しい親睦活動を企画してい

きたい。（家族集会、旅行、レクレーション）

〇活動予定

①７月下旬 夕涼み例会

②10月中旬 職場例会

③10月   近隣７ＲＣソフトボール大会

④10月   月見例会

⑤12月   忘年例会

⑥１月   新年例会

⑦４月上旬 花見例会

⑧４月下旬 近隣７ＲＣ親睦ゴルフコンペ

⑨６月下旬 会長・幹事慰労会

◎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。

◆健康増進委員会

 委員長 村津 忠久  副委員長 椛田 健治

 職業奉仕、社会奉仕、何れも健康な心身があっ

てこそなせるものであることを踏まえ、その自助

努力を支える活動を心懸けたい。

１．例会前の５分間に、「村津式自律神経強化ス

トレッチ」を楽しく行う。

２．健康保持及び増進、又、病的症状の改善に寄

与すると思われる情報を、適宣、委員会情報、

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．明るい例会の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 中尾 誠  副委員長 後藤 隆

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、ほほえましい話等の話を自

主申告で、できるだけ楽しく報告します。

◆プログラム委員会

 委員長 森園伸也  副委員長 赤嶺リサ

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．今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、出来るだけ毎例会時にロー

タリー情報を提供することにするが、また初心

にかえり、基礎的なことから始めたい。

２．当クラブ独自のオリジナルな資料「ロータリー

クラブ入会のしおり」及び「ロータリー物語」

を出来るだけ活用したい。

◆広報・雑誌・会報委員会

 委員長 森 宗明  副委員長 衛藤秀子

１．クラブの活動を積極的に報道機関に知らせて、

取材等を依頼する。

２．ロータリーの友の中で、特に会員に読んで欲

しい部分を紹介する。

３．週報は正確な記録を心がける。

◆Ｓ Ａ Ａ

 ＳＡＡ 中島澄人  副ＳＡＡ 大野雅治

１．開会10分前には、例会場の入口にタスキを

掛けて立ち、ゲストやビジターを暖かく迎え、

和やかな例会で終わる様に務める。

２．食事中以外は、私語の無い禁煙の例会を心が
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け、携帯電話の使用も自粛してもらhaう。

３．食事時は、割り箸を使わない運動を進めてゆく

４．食事中のＢＧＭはロータリーソング委員長に連

絡をとり、和やかな気分で楽しく食事して戴く。

５．早退防止は当クラブ員がメークアップした時、

範を示し、ビジターに協力してもらう様に努力

する。

◆職業奉仕委員会

 委員長 亀井 孝  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 溝部 仁

 地球温暖化問題の対策が焦眉の事として急がれ

ている今日、20年前のクラブ創立の時から、「別

府もみじ谷植樹事業」を継続して実行しているわ

がクラブの実績は意義深いものと考える。その成

果を踏まえつつ、下記の活動を行う。

１．「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」の折、

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」を通じて、具体的に報告を頂き、記録する。

◆新世代委員会

 委員長 森園伸也  副委員長 河村貴雄

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 大野雅治  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。

３．当地域で国際奉仕を行っている団体と交流を

深め、奉仕活動を充実させます。

◆ロータリー財団委員会

 委員長 平野英壽

１．年間10ドルの一般寄付

２．100万ドルの食事の実施（年度内に１回）

３．月間に因んだ卓話の実施

４．会員全員へ年間100ドルの寄付を個人別の貯

金箱等の利用で促してみたい。

５．ポール・ハリス・フェロー、マルチプル・ポー

ル・ハリス準フェローの奨励をしていきたい。

◆米山奨学委員会

 委員長 大島由美子  副委員長 衛藤秀子

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 パントゥシャート・シリパンさん

      （立命館アジア太平洋大学）

『足の裏刺激にゴルフボール４個』

 ＮＨＫ総合テレビ・水曜日夜の「ためして合点」

で、曾て、「足の裏（指を含む）と内蔵の関係」

を分かり易く説明された事があります。即ち、心

臓・肝臓・腎臓・膵臓・脾臓・胆嚢と足の裏の特

定の部位との繋がりが、電気的刺激とそれに依っ

て動く内臓といった形で説明されました。

 爾来、私は、在宅の時、執務中も食事中も常に

ゴルフボールを踏んでおります。

 丈夫な端切れで、縦12センチ、横９センチの

布袋を２袋作り、入り口は丈夫な紐で締めるよう

にして、中にゴルフボールを２個宛入れて準備完

了。後は、意識して実行を継続することです。

 「村津式自律神経強化ストレッチ」と併せ、お

陰様で内臓は元気です。

 ゴルフボール４個は、喜んで提供致しますので、

お声を掛けて下さい。

 次回は、溝部仁会員です。

会員コラム 村津 忠久


