
http://www.beppu4rc.jp/chuo/

2009 〜 2010 年度
   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
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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

理事
　〃
　〃
　〃

理事
　〃
　〃

◆出席報告　　　　　　出席委員長　梅津ヤヨイ
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◆点　　鐘　　12：30

◆体　　操　　自律神経強化体操

◆Ｒ　　Ｓ　　４つのテスト

◆唱　　歌　　さくら

◆B. G. M　　「101ストリングスの
スクリーンミュージック」より
魅惑のワルツ
枯葉
太陽がいっぱい　　他

会長の時間 会長　近藤　賢司

　今回の例会は、別府中央ロータリークラブ21周
年記念例会で、鳴海初代会長が21年間を振り返っ
て、我がクラブの歴史をお話していただけると思
います。
　そして、来月には我がクラブの第1000回目の例
会がやって来ます。この1000回の歴史は、現会員
だけが作ったものではなく、退会された会員も一
緒に作った歴史でもありますので、第1000回例会
は今までこの歴史を作って来た全会員で祝いたい
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と思います。月末に案内状を送りますが、退会さ
れた方は、案内状が届いただけでは出席しないと
思いますので、現会員で親しかった方が必ず出席
するよう電話にて勧誘して下さい。
　そして第1000回例会を楽しく意義ある例会にな
るように皆さん是非ご協力お願い致します。
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幹 事 報 告 幹事　髙宮　勝美

―識字率向上月間―

１．本日の卓話
創立21周年記念卓話
「わがクラブの歴史を振り返る」
鳴海淳郎会員（初代会長）

２．お祝い（次週、定款休会の為、本日合わせてお祝い致します。）
結婚記念日　　近藤　賢司会員（３月26日）

※ご自宅にお花が届きます。
配偶者誕生日　　鳴海　静子さん（３月30日）
　　　　　　　村津久美子さん（４月４日）

※記念品をお渡しいたします。

３．例会変更のお知らせ
大分1985ＲＣ	 ３月29日（月）の例会は、創立25周

年記念式典の為　３月19日18：00
～大分全日空ホテルオアシスタ
ワーに日時・場所変更

中津中央ＲＣ	 ３月30日（火）の例会は、花見例
会の為　同日18：30～八面山荘に
時間・場所変更

豊後高田ＲＣ	 ３月30日（火）の例会は、花見例
会の為　同日18：00～佐々木工業
社屋広場へ時間・場所変更

中津ＲＣ	 ３月31日（水）の例会は、観桜例
会の為　同日18：30～蓬菜観へ時
間・場所変更

湯布院ＲＣ	 ３月31日（水）の例会は、定款第
６条第１節（Ｃ）に基づき休会

大分南ＲＣ	 ４月２日（金）の例会は、お花見
例会の為　同日18：30～和洋創作
料理たちばなに時間・場所変更

別府ＲＣ	 ４月２日（金）の例会は、花見家族
会の為　４月４日（日）８：30～佐伯
・蒲江方面へ開催日時・場所変更

大分城西ＲＣ	 ４月７日（水）の例会は、大分
東ＲＣとの親睦合同例会の為	
４月８日（木）18：30～豊の国健
康ランドに開催日時・場所変更

別府北ＲＣ	 ４月７日（水）の例会は、花見例
会の為　同日18：00～鈴よしに時
間・場所変更

大分東ＲＣ	 ４月８日（木）の例会は、大分城
西ＲＣとの親睦合同例会の為　当
日18：30～豊の国健康ランドに開
催日時・場所変更

大分南ＲＣ	 ４月９日（金）の例会は、定款第
６条第１節（Ｃ）により休会

４．次週例会の予定（３月30日）
定款第６条第１節（Ｃ）に基づき休会致します。

５．次々週例会の予定（４月６日）
「花見例会」
時間・場所を変更して18：30～春香苑に於
いて開催いたします。
尚、18：00～「第10回定例理事・役員会」
を開催いたします。理事・役員の方はご出
席よろしくお願いいたします。

「会員コラム」木村きぬゑ会員

６．本日の回覧
①「花見例会」出・欠席（４月６日（火））
②「湯布院・別府中央ＲＣ合同親睦ゴルフコ
ンペ」出・欠席（４月11日（日））
③「別府市近隣７ＲＣ合同親睦ゴルフ大会」
出・欠席（４月25日（日））
④米山梅吉記念館	館報Vol.15
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スマイルボックス 委員長　中尾　　誠

○近藤会長
　先週は家内への誕生祝いをいただき、ありが
とうございました。私もきれい好きで、掃除機
を持っていつも奮闘している家内にお掃除ロ
ボットをプレゼントしました。このロボットは、
いっさい文句も言わずに部屋の隅々までそうじ
をし、階段からも落ちず、電池がなくなると自
分で充電器まで帰って来るという優れものなの
です。ただ家内はせっかちな性格な為、ロボッ
トをじっと見ていて、あそこはまだやってない
と、自分でロボットをゴミの所まで運んでいま
した。あーあ、何の為に買ったんだァ !!

○髙宮会員
　21日、今年の新入社員16名が入社しました。
全員無事育つよう願っています。

○鳴海会員
　本日は早々に家内の誕生日の祝いをいただき
有難うございました。
　また、本日は21周年の記念例会に卓話をさせ
ていただくことに感謝してスマイル致します。

○衛藤会員
　今日は花冷えでしょうか。気候もですが欠席
の方が多く、さびしいですね。

　３月も今日で終わり。来月もよろしく。
　鳴海先生、卓話楽しみです。

○村津会員
　今日は創立21年目の記念例会。新しい会員が
是非共お仲間として増えて下さる事と、クラブ
会員皆がお互いに信頼と尊敬し合えるクラブに
なります事を祈念してスマイル。

○森会員
　地元別府に仕事がなく、ほとんど毎週末県外
出張で、２月以降１日しか休んで居ません。疲
れが抜けない!!

○木村会員
　くすぶってないで出て来い!!

○平野会員
　おつきあいで!!

○梅津会員
　このロータリーに入会して私も20年。入会し
たときはもうちょっと若かったでしょう。でも
元気で毎回出席、委員長になっていると休まず
来ています。スマイル。
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わたしが特別代表で、市内３クラブの二階建て

クラブとして別府市全域を区域とする別府中央

ロータリー・クラブが創設されましたが、その２１

周年にあたり、これまでの歴史を振り返ってみ

たいと思います。

別府中央ロータリー・クラブの創立

創 立 1989年3月28日

Ｒ．Ｉ．加盟認証

1989年4月17日

認症状伝達式

1989年11月26日

別府中央ＲＣ認証状伝達式（日伯ホテル・ロイヤルホール）
１９８９年１１月２６日

別府中央ＲＣ認証状伝達式

わがクラブの歴史を振りかえる

初代会長 鳴海淳郎

卓　　話 鳴海　淳郎
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創立記念事業（その１）
「鶴見岳一気登山」下山用道標の整備

（1989～90年度に工費約70万円を投資して50本を新設）

創立記念事業（その２）
養護施設「栄光園」児童に対する愛のワクチン接種

1989年から1993年にかけて延べ150人以上の児童に水痘・風疹・おたふくかぜのワクチン

を接種し、子ども達の疾病予防に貢献した。

創立記念事業（その３）
「もみじ谷」植樹開始（1990年11月4日）

バナーの紹介

清楚と情熱 この二つの心をコバルトブルーのロータリーカラー
に白と赤のストライブによって交差させデザインした。
イメージは青い別府湾に浮かぶ白いヨットのように。

別府中央ＲＣの歌

①入場者約６００人、市民の感性を育むことに

役立った。

②もみじ谷の植樹推進のための奉仕演奏会で

あり、益金の一部（４０５，０００円）を植樹費用

にあてた。

③日伊親善をローカルに行ういい機会であった
。

別府中央ＲＣ創立5周年記念演奏会（1993年5月8日）

創立10周年記念事業

１．明日の別府を担う少年少女のための小冊子「油屋熊八物語」発行

子どもに夢と感動を与える奉仕は未来への投資であるが、別府観光の父
油屋熊八翁の物語を子ども向けに書き、2000部発行して市に寄贈した。

創立10周年記念事業
２．インターアクトクラブの結成

「別府女子短期大学付属高等学校インターアクトクラブ」



BEPPU CHUO ROTARY CLUB

http://www.beppu4rc.jp/chuo/

創立10周年記念事業

３．別府を夢見る「もみじ谷植樹」の継続と
「もみじトラスト機構」結成の推進

ロータリー理解推進月間を記念して「ロータリー物語」発行

一般の人にロータリーを分かりやすく解説するために
2000年1月23日・1000部発行

創立15周年記念事業

ロータリー100周年を前に、「ロータリー物語」改定版を2000部発行
第20回記念別府近隣７ＲＣ親睦ソフトボール大会

（２００３年１０月４日）

もみじ谷奉仕作業（2007年11月4日）
第1回親睦ゴルフ大会

2009年3月22日 於：別府扇山ゴルフクラブ

別府中央ＲＣ創立20周年記念事業

１．別府中央ロータリー・クラブ創立20周年記念演奏会の開催

２．別府もみじ谷記念植樹（平成21年3月15日）

３．「少年少女のための油屋熊八物語」の再発行と配布

20
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別府中央ＲＣ創立20周年記念演奏会 （その２）

２．別府もみじ谷記念植樹（2009年3月15日）

1990年に始められた植樹は、以後20年間継続され、
今日までに8,943本を植樹しました。

３．「少年少女のための油屋熊八物語」の再発行と配布
2000部再発行して、ご来場の皆さんに配布

別府観光の父・油屋熊八翁の心を現代の子ども達に伝え、
夢と感動を与え、別府の未来を築く人づくりに役立てたいと願った。

別府中央ＲＣ創立20周年記念式典（その１）

別府中央ＲＣ創立20周年記念式典（その２）

当クラブの歴史の中で特に銘記すべき事柄

１．創立後20年にわたる「もみじ谷」植樹事業

２．2000年1月より実施されている広報活動

３．わがクラブ独自のスマイルボックスの推移

１．創立後20年にわたる「もみじ谷」植樹事業 ２．別府中央ＲＣ独自の「ロータリー物語」広報活動

2000年1月より実施中のもので、とくにロータリー100周年を記念してとくに強調、

地元報道機関は勿論のこと、地元ケーブルテレビの取材を受けてビデオテープにする
など、思いがけない発展を遂げた。また、嘗てメジャードナー午餐会では

エステス前ＲＩ会長、ラビッツアー元財団管理委員長にも贈呈し、感謝された。
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会員コラム 近藤　賢司

　タイガーウッズが世界のゴルフの祭典 “マス
ターズ・ゴルフトーナメント” に出場するとかし
ないとか、全米中が大騒ぎしているらしい。家庭
とゴルフを一緒にせずに、彼はゴルフの天才であ
り、いわずとしれたゴルフ界で右に並ぶものがい
ない程のスーパースターなのだから、堂々と大会

に出場して、家庭では平謝りで奥方の尻の下に敷
かれていればよいのではないかと小生は思うのだ
が。さすが飛ばし屋のウッズはショートホールよ
りロングホールが得意のようです。お後がよろし
いようで…
	 次回は、木村きぬゑ会員です。

「ロータリー物語」の広報について

１．エステス会長・ラビッツアー財団委員長と共に（2004年11月26日・メジャードナー

午餐会において） ２．地元ケーブルテレビの取材を受け、ビデオテープをつくる。

３．スマイルボックスの年次的推移（円単位）

別府中央ロータリー・クラブ スマイルボックス

1997 ～ 1998 � ��� 27 ～ 28）

・���� ・・・・・・ ���

・���� ・・・・・・ ���

・���� ・・・・・・ ���
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・�ス�・��ター ・・・ ���

�� 540� ・・・ �997,000

会員増強と今後の問題

最近の状況を考えると、当クラブにおける会員増強

は中々困難と思われる

取りあえず、会員一人ひとりの充実と

クラブの個性を生かした奉仕活動の展開を


