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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　大野　雅治
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
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◆出席報告　　　　　　出席委員長　梅津ヤヨイ
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◆点　　鐘　　12：30

◆Ｒ　　Ｓ　　手に手つないで

◆唱　　歌　　どこかで春が

◆B. G. M　　「天満敦子の望郷のバラード」より
ベートーベンの
メヌエット　ト長調　　他

◆ビジター　　浦松　傳（別府北ＲＣ）

◆ゲ ス ト　　加
か
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けん
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 氏
（RI第2720地区大分第三分区ガバナー補佐）

会長の時間 会長　近藤　賢司

　先週の土曜日に、髙宮幹事と佐伯ＲＣの50周年
式典に出席しました。最初に記念講演があり、元
ＮＨＫアナウンサーの松平定知氏の「その時、歴
史が動いた」を聞きました。佐伯文化会館はほぼ
満席で、全員彼の話すことばに聞き入ってしまい
ました。その後式典が行われ、別府、大分、竹田
の次に歴史のある佐伯ＲＣらしく、現市長も、現
商工会議所会頭も会員であり、寿崎パストガバ
ナーも若い頃は佐伯ＲＣに所属していて、現在は
33名に会員は減っているようですが、パワーにあ
ふれたクラブで、今後私共が周年行事をする時に
参考にしたいと思いました。

992ＶＯＬ．22 -29
2010 年２月 23 日

幹 事 報 告 幹事　髙宮　勝美

―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日～ 29日）

１．本日の内容
「第３回クラブ協議会」
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２．本日のゲスト
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 氏（RI第2720地区大分第三分区ガバナー補佐）
３．（財）ロータリー米山記念奨学会より、第５

回目の「米山功労クラブ」感謝状が届いてお
ります。本日、ご披露致します。

４．２月20日（土）14：00～佐伯文化会館に於いて、
佐伯ＲＣ創立50周年「記念講演会」が、16：15
～ホテル金水苑に於いて「記念式典」が開催
され、近藤賢司会長と、髙宮勝美幹事が出席
致しました。

５．お祝い（前回、合同例会でご紹介できなかっ
たので、本日改めてお祝いいたします。）
会員誕生日　　津末美代子会員（２月22日）
　　　　　　　椛田　健治会員（２月26日）

※記念品をお渡し致します。
６．次週例会の予定

「会員卓話」中尾　誠会員
「会員コラム」衛藤秀子会員

７．本日の回覧
①くにさき・杵築ＲＣ週報
②「第２回家庭集会」出・欠席（３月４日（木））

８．本日の配布
①週報No.990、991
②ロータリー探究「歴史に残る１ページ：ロー

タリーの105周年」
鳴海淳郎Ｒ情報委員長より

スマイルボックス 委員長　中尾　　誠

○加藤ガバナー補佐
　本日はこのすばらしいクラブに出席できた事
にスマイル。

○別府北ＲＣ　浦松　傳氏
　久し振りにメーキャップをさせていただきま
す。いつお伺いしても素晴らしいＲＣで感心し
ています。

○近藤会長
　佐伯ＲＣ50周年記念公園の松平定知アナウン
サーの歴史話にとても感動しました。

○木村会員
　第３回クラブ協議会です。加藤兼司氏ガバ
ナー補佐、よろしく御指導下さい。
　美代ちゃん誕生日おめでとう。元気で誕生日
を迎えられて感謝しようよ。

○河村会員
　現在、個人確定申告期間中ですが、クラブ協

議会なので時間を作り出席しました。皆さんに
会えて幸せです。

○鳴海会員
　去る２月17日の別府市内４ロータリークラブ
合同懇親会では、各クラブ最高齢会員の一人と
して立派な花束を記念にいただきました。感謝
してスマイル致します。

○村津会員
　「第23回・べっぷ鶴見岳一気登山大会」は、
只今、参加者募集中ですが、先週末で、1,000
名を超えました。３月12日の締め切り迄に、
3,000名を超えます事を祈念してスマイル。

○森会員
　とある講演から。
　日本のＧＤＰ前年比の話です。戦後の復興期
は9.7％、バブル期が6.7％、そして今1.1％です。
因みに中国は今８％くらいだそうです。給料は
10倍になって生産性は半分に落ちた。ゆとり教
育で子供の学力はどんどん低下している。週休二
日になって本当に良いことがあったんだろうか。

「ゆとり」の本当の意味をはき違えていないか。
○平野会員

　加藤ガバナー補佐、ようこそ。今日はお手柔
らかに。

○梅津会員
　今日はクラブ協議会です。
　加藤ガバナー補佐様、どうぞよろしく御指導
をお願いいたします。

○大島会員
　やっと春めいてきましたネ。加藤ガバナー補
佐、別府北ＲＣの浦松さん、本日はよろしくお
願いします。

○後藤会員
　もうすぐ春ですね！
　その先の歌詞が出てこない（泣）

○津末会員
　誕生日のお祝い有難うございます。
　もう年は取りたくないです。

○大野会員
　風邪や出張などで欠席が続きすみません。ま
だ完治しませんが皆様も風邪には気を付けて下
さい。
　加藤ガバナー補佐、今日は御指導よろしくお
願い致します。

○森園会員
　先週は体調を悪くし、久し振りに寝込みまし
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たが回復しました。少し痩せたかも。
○衛藤会員

　２月は逃げる、早いですね。２月も最後の例
会です。今日はこの３日間東京からのお客様の
案内で杵築・日田・臼木とまわって少々バテ気
味です。
　加藤様、浦松様、どうぞごゆっくりなさって
下さいませ。

○中尾会員
　出張や会議出席続きで休みが続いてスミマセ
ンでした。
　今月末には鉄輪に地獄蒸しの体験施設が平野
工務店さんの施行で完成します。落成は３月末
ですので、落成後は皆様、地獄蒸しを体験して
みて下さい。今年のトレンドは蒸し料理です。

第 3 回クラブ協議会 

◆2009〜2010年度委員会活動計画◇活動報告
◆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。
◇健康増進委員会　活動報告
１．例会前５分間の「自律神経強化ストレッチ」

は毎例会毎に実施している。
２．①９月１日の例会（第971回）卓話で、「複雑

なようで単純とも言える健康のコントロー
ル・要はその気になるかどうか」と題して、
モチベーションの大切さを話した。

②11月24日の週報（第981回）会員コラムで、
「血管のコントロールに納豆と酢大豆」を
記事として提供した。

◆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．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。

◇ロータリーソング委員会　活動報告
１．例会開始点鐘直後のロータリーソングと童謡

・唱歌の斉唱は、年間予定表通り実行している。
２．会員誕生日のバースデーソングも実施している。
３．５月29日、広島県福山市の（ふくやま芸術文

化ホール・リーデンローズ）で開催される「第
16回全日本ロータリークラブ親睦合唱祭」に別
府４ＲＣロータリーコールとフラウエンコール
が出演する。

◆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。
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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　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。

◇社会奉仕委員会　活動報告
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、年３回参加の予定であっ
たが、７月26日に、会員・曹友会・コーラスグ
ループ合わせて42名が参加して実施される予定
だった作業は、大雨の為中止された。但し、そ
れに先立ち、７月15日から24日の間に延44人役

でモミジ植栽地の草刈りは終了した。
　近年は、一気登山道を利用する学校遠足が常
態化しておる為、もみじ谷の草刈りを10月６日
から10月17日の間に実施した。
　11月３日（火・祝）の奉仕作業は天候にも恵
まれて予定通り実施された。参加者は、会員・
家族・曹友会・コーラスグループ併せて38名で
あった。
　３月14日（日）の植樹は予定通り実施の予定。
植栽本数は450本。苗木は全てわがクラブの提
供です。

２．スマイルボックスを通して報告された各会員
の地域社会に於ける社会奉仕は２月９日現在で
33件である。

◆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）

加藤ガバナー補佐と会長幹事


