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   ＲＩテーマ　　　　

国際ロータリー会長　ジョン・ケニー （国籍・スコットランド）

The Future of Rotary Is in Your Hands
ロータリーの未来はあなたの手の中に

2720 地区

別府中央ロータリークラブ
例会日　火曜日　12 時 30 分
ところ　トキハ別府店　７Ｆぼたんの間
　　　　TEL  ２３−１１１１
事務所　別府市西野口町 1 番 1 号 青山通りビル 3F
　　　　〒 874-0931　TEL（0977）23-9000
　　　　　　　　　 　FAX（0977）23-9019
　　　　http://www.beppu4rc.jp/chuo/
　　　　E-mail:info@beppu4rc.jp

役員　会　長　近藤　賢司
　　　副会長　木村きぬゑ
　　　幹　事　髙宮　勝美
　　　会　計　河村　貴雄

第  　 回 例 会 会報委員長　森　　宗明

ＳＡＡ　中島　澄人
直前会長　平野　英壽

近藤　賢司
木村きぬゑ
亀井　　孝
村津　忠久

大野　雅治
鳴海　淳郎
後藤　　隆

理事
　〃
　〃
　〃

理事
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◆出席報告　　　　　　　　　委員　衛藤秀子
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・メイクアップ
　　事前　
　　事後　河村（東京江北）
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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　　夕焼け小焼け
◆Ｂ. Ｇ. Ｍ　　「オーケストラで綴る日本の愛唱歌」より

坊がつる讃歌
銀色の道
翼をください　　他

◆ゲ ス ト　　加藤　兼司氏
（ＲＩ第2720地区大分第３分区ガバナー補佐）

会長の時間 会長　近藤　賢司

　今日は加藤ガバナー補佐をお招きしてのクラブ
協議会です。加藤ガバナー補佐におかれましては、
お忙しいところ、当クラブの突然の日程変更にも
かかわらず、気持ち良く出席をいただきまして、
ありがとうございます。これから行われますクラ
ブ協議会は、会員気合を入れて臨みたいと思いま
すので、よろしくお願い致します。

幹 事 報 告 幹事　髙宮　勝美

―新世代のための月間―
…本日は、第２回クラブ協議会を開催いたします。…

１．本日のゲスト
加
か
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氏 
（ＲＩ第2720地区大分第３分区ガバナー補佐）

２．「ＲＩ第2720地区2009-2010年度地区大会」開催のご案内
開催日　平成21年11月21日（土）～ 22日（日）
　　　　於　崇城大学市民ホール

973ＶＯＬ．22 -10
2009 年９月 15 日

ＲＩ会長代理歓迎晩餐会並びに希望交流会
11月21日（土）18：00～開会
於　ホテル日航熊本

会長・幹事・ガバナー補佐会議
11月22日（日）８：30～９：30

本会議  11月22日（日） 
10：00 ～点鐘
11：05～ガバナー挨拶
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11：25～姉妹地区ガバナー挨拶
11：40～ＲＩ会長代理挨拶並びにアドレス
12：00～（昼食）
13：00～記念講演 「報道の現場から」

ニュースキャスター 安藤優子氏
15：10 ～大会各委員会報告、ＧＥ挨拶、ＧＮ挨拶
17：00 ～点鐘

登録料
本　会　議／崇城大学市民ホール
　　　　　　会員8,000円、家族5,000円
希望交流会／ホテル日航熊本
　　　　　　会員・家族10,000円
※詳細は本日配布のパンフレットをご覧ください。

３．国際ロータリー第2720地区ガバナーエレクト
（木下光一氏）事務所開設のお知らせ
所在地　〒870-0035 大分市中央町4-2-29園田ビル101号
TEL 097-536-1511　FAX 097-536-1508
メールアドレス   ri27201011g@gmail.com
執務時間   月・水・金曜日　10：00～16：00
※尚、この事務所は2010年７月１日よりガバ

ナー事務所となります。
４．『第26回別府近隣７ＲＣ親睦ソフトボール大

会』開催のお知らせ
日　　時　　平成21年10月18日（日）
　　　　　　９：00 集合　９：15 開会式　10：00 試合開始
場　　所　　日出町黒岩グランドＢ面
ホ ス ト　　杵築ロータリークラブ
クラブ負担　　40,000円（ボール・保険代他）
懇 親 会　　ホテルニューツルタ　18：00～
　　　　　　（会費／ 7,000円）
※詳細ご希望の方は、幹事または事務局までお申し出下さい。
≪第26回別府近隣７ＲＣ親睦ソフトボール大会対戦表≫

Ａパート Ｂパート
Ａ１ 別府東―杵　築 10：00～10：50 Ｂ１ 別府北―別府中央
Ａ２ 別府Ａ―湯布院 11：10～12：00 Ｂ２ 別府Ｂ―日　出

昼　食 12：00～13：00
Ａ３ 別府東―湯布院 13：00～13：50 Ｂ３ 別府北―日　出
Ａ４ 杵　築―別府Ａ 14：10～15：00 Ｂ４ 別府中央―別府Ｂ

決勝戦 15：15～

５．９月11日（金）14：00～ホテルニューツルタに於いて、「別
府市近隣７ＲＣ親睦ソフトボール大会監督会議」が開
催され、近藤賢司、後藤　隆各会員が出席致しました。

６．第３回臨時理事・役員会報告
（平成２１年９月10日（木）　持ち回り）
審議事項

１）職業活動表彰及び職場例会の件。※承認
　　　実施日　平成21年10月27日（火）12：30～
　　　場　所　別府ラクテンチ
　　　被表彰者　㈱岡本製作所／別府ラクテンチ
　　　　　　　主任　田邊健太郎氏
　　　理　由　｢ラクテンチ再開に尽力した人｣

岡本製作所の役員にロータリー入
会を勧める。

７．お祝い
　　会員誕生日　　近藤　賢司会員（９月18日）
　　配偶者誕生日　　中尾百合子さん（９月19日）

※記念品をお渡しいたします。

８．例会変更のお知らせ
大分1985ＲＣ ９月28日（月）の例会は、野外家族

例会の為　９月27日（日）みどり高
原牧場に日時・場所変更

中津ＲＣ ９月30日（水）の例会は、「観月
例会」の為　同日18：30～松水マ
リンパークへ時間・場所変更

別府東ＲＣ 10月１日（木）の例会は、観月会
の為、同日18：30～ホテルニュー
松実に時間・場所変更

９．次週の予定（９月22日）
「法定休会」

10．次々週の予定（９月29日）
「月見例会」割烹旅館 ゆめさきに於いて、

18：30より開催いたします。
「会員コラム」木村きぬゑ会員

（原稿をお願いいたします。）
11．本日の回覧

①「月見例会」出・欠席（９月29日）
②「山﨑　勝ガバナー市内４ＲＣ合同懇親会」

出・欠席（１０月８日）
③「山﨑　勝ガバナー公式訪問例会」出・欠

席（10月13日）
④「別府中央ＲＣソフトボール練習・合宿」

出・欠席（10月３日～４日）
⑤くにさきＲＣ　週報

12．本日の配布
①週報No.972
②「ロータリークラブ入会のしおり」

鳴海淳郎Ｒ情報委員長

スマイルボックス 委員長　中尾　　誠
○加藤兼司氏

　本日は貴クラブのクラブ協議会に参加させて
戴きます。

○近藤会長
　先週、別府近隣７ロータリークラブ親睦ソフ
トボール大会の打ち合わせ会が行われ、別府
ロータリークラブが別府中央の意を汲み取って
くれ、２チーム作り、別府の弱い方のチームと
対戦できるように計らってくれました。これに
報いるには勝って恩返しすることです。イチ
ローも大記録を作りました。私達も今年こそ悲
願の一勝をあげようではありませんか。

○木村会員
　加藤兼司ガバナー補佐様、いらっしゃいませ。
　人数の少ない我クラブですが、一生懸命がん
ばっています。今日はよろしくお願いします。

○村津会員
　25年前の秋から、毎年「カボス便り」を全国
に発送致しております。大分県在住の方以外の、
特に親しい友人とお世話になった方々、北海道釧
路から九州熊本まで、カボスの４キロ箱にプラス
私と家内の近況を入れて送ります。25年前は百軒
を超えていましたが、今年は77軒になりました。
　来年もこの「香母酢だより」を発送出来るこ
とを祈りスマイル。

○森会員
　スマイルＢＯＸに申告するような良いことは
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何かないかと毎回思案します。そうだ、今朝は
家内の機嫌が良かった事にスマイル！

○津末会員
　スマイルの席に座ったのでスマイルします。

○平野会員
　加藤ガバナー補佐、ようこそ。どうぞお手柔
らかに？
　又、加藤先生の神力で当クラブに今年は一勝
できるよう御祈祷して下さい。

○大野会員
　加藤ガバナー補佐、ようこそいらっしゃいま
した。今後共、御指導よろしくお願い致します。
　先日、ハサミでケガをして４針縫いました。
何とかとハサミは使いようと言いますが、私は
まだまだです。
　痛みも治ってきたのでスマイルします。

○大島会員
　トレーニングジムに通って６ヶ月になります。
先日、体内年令を調べられ、31才と言われました。
うれしい！　と言うことで、スマイルします。

○亀井会員
　会場に来る途中に、市美展の会場がありまし
て、後輩が手の抜いた作品を出品していました。
岩尾先生の絵は、やはりきれいです。会場がこ
の場所しか無いのかと “ガッカリ” です。
　別府市民の文化芸術に対する思いがないので
しょう！緑ヶ丘高校は大分に行き、アルゲリッ
チも大分へ、毎日マラソンも大分へ。別府には
何が残るのでしょうか？

○中尾会員
　言われ尽くされていますが、配偶者誕生日を
知らせてくれるのは助かります。ありがとうご
ざいました。
　それと、ソフトボール。１回くらいは勝ちた
いですね。

第２回クラブ協議会 
◆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　平野英壽　　副委員長　亀井　孝
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
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　大島由美子
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。）



BEPPU CHUO ROTARY CLUB

E-mail:info@beppu4rc.jp

◆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
け、携帯電話の使用も自粛してもらう。

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）

会員コラム 近藤　賢司

　北欧のフィンランドに携帯販売実績世界一のノ
キアというメーカーがあり、この程、高級携帯電
話を三越本店と提携して販売を開始した。月額
52,500円の基本料金で、ホテル、レストランの予約
をするとメールで返答され、月20時間通話料無料

だそうで、最高に高い携帯は600万円もするし、ダ
イアモンド入り携帯は1,185万円するのだそうです。
　でも、さすがに東京の三越の顧客……、持って
いるものが違うのか、よく売れているらしい。
 次回は、木村きぬゑ会員です。


