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2018-19 年度 クラブテーマ
「奉仕の心の種をまき感動の花を咲かせよう」

会長：梅津　圭二

第 2720 地区
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別府中央ロータリークラブ
創立 30 周年記念式典・祝宴次第

■登録受付　14：30 ～

■式　　典　15：30 ～ 17：00 司会：佐々木・大島

１）点　　鐘

２）国歌斉唱・奉仕の理想

３）開会宣言

４）歓迎の言葉

５）来賓　来訪クラブ・来訪者紹介

６）物故会員紹介と黙祷

７）来賓祝辞 別　府　市　長　　　　　長　野　恭　絋 様

８）来賓祝辞 国際ロータリー第 2720 地区ガバナー　髙　山　泰四郎 様

９）祝電披露

10）記念事業報告

11）クラブ 30 年の記録と活動実績

12）感謝状贈呈

13）閉会の辞

14）点　　鐘

■祝　　宴　17：30 ～ 20：00 司会：森園・堀

１）オープニングセレモニー 別府溝部学園高等学校吹奏楽部：ハンドベル演奏

２）開演の辞

３）歓迎挨拶

４）乾　　杯

５）懇親・歓談

６）アトラクション ヒットパレーダーズ演奏

７）懇親・歓談

８）手に手繋いで

９）万歳三唱

10）閉宴の辞



作詞：鳴海　淳郎
作曲：村津　忠久
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四つのテスト

真実か　どうか
みんなに　公平か
好意と友情を深めるか
みんなのためになるかどうか

君 が 代

君が代は
千代に八千代に
さざれ石の
巌（いわお）となりて
苔（こけ）のむすまで

奉仕の理想

奉仕の理想に集いし友よ
御国に捧げん我らの生業
望むは世界の久遠の平和
めぐる歯車いや輝きて
永久に栄えよ
我らのロータリー

手に手つないで

手に手つないで　つくる友の輪
輪に輪つないで　つくる友垣
手に手　輪に輪
ひろがれまわれ　一つ心に
おおロータリアン
おおロータリアン

いで湯の町に　燃え立ちて
奉仕の理想　求めんと
努めて止まん　身は楽し

あゝ別府中央ロータリー
その名のもとに　親睦を
深めて集う　身は楽し

あゝロータリー永遠に

奉仕の夢は　紅葉谷
この手によって　育てんと
共に励まん　身は楽し

別府中央Ｒ . Ｃ . の歌
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　別府中央ロータリークラブが創立 30 周年を迎えることができました。本日ここに記念式典を開
催するにあたり御来賓をはじめ多くのロータリアンの皆様の御臨席を賜り厚く御礼申し上げます。
私ども別府中央ロータリークラブは別府ロータリークラブをスポンサークラブとして 1989 年３月
28 日に創立されました。そして４月 17 日に国際ロータリーの認証を受けてチャーターメンバー 21
名でスタートいたしました。現在も鳴海淳郎初代会長を含めた４名の大先輩が現役メンバーとして
活躍していただいております。創立以来数々の奉仕活動に努めてまいりましたが私どもの社会奉仕
の柱であります「べっぷもみじ谷の植樹ならびに整美作業」はクラブ創立以来とぎれることなく
延々と引き継がれ別府陸上自衛隊駐屯地曹友会の協力のもと、今日までに 13000 本のもみじを植樹
いたしました。このもみじたちが 10 年後 50 年後 100 年後にもみじの谷を埋め尽くし別府の新たな
る観光スポットになることを夢みております。すぐに花開くことのない壮大な夢の実現に今はわず

か 30 の年輪ではございますが、着実に根を張ってきました。先日も次代に繋がる夢の一本を 30 周年の記念植樹として会員
の手でもみじ谷の大地にその熱い思いを託してまいりました。
　そして今回は 30 周年記念事業としてのテーマを「奉仕の心の種をまき感動の花を咲かせよう」ということで別府市内の
すべての公立幼稚園 14 箇所約 450 名の園児たちに「夢と感動のフラワーアレンジメント講習会」を提供させていただきま
した。幼稚園児たちが日頃のいつもありがとうの感謝の気持ちを込めてお家の方に手作りのアレンジメントをプレゼントす
ることで、心を込めて作ったお花がこんなにも喜んでもらえるんだという思い出を、そして保護者には日ごろの感謝の気持
ちを込めてこどもたちが一生懸命に作ってくれたお花を感謝のメッセージとともに受け取る感動を体験していただきまし
た。通常おこなわれる周年の記念事業のように形として残る物を寄贈する形ではなく１年間かけて 14 箇所の幼稚園をまわ
り、クラブのメンバーが未来を担う子供たちと直接ふれあい約 450 名の笑顔とパワーをいただきました。
　別府中央ロータリークラブの奉仕の心の種がこどもたちにやさしい気持ちの思い出として根付きいつの日か奉仕の心の
花が咲きますように願っています。
　クラブ創立の精神を引き継ぎ会員一同、40 周年 50 周年にむけて心あらたにスタートをさせていただきます。今後もかわ
らぬ御指導と御鞭撻を賜りますようにお願いいたしまして挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございまし
た。

　本日は、公私ともご多忙の中別府中央ロータリークラブ創立 30 周年記念式典にご出席いただき
まして衷心より感謝申し上げます。
　当ロータリークラブは、別府市内の二階建てロータリークラブとして創立されました。私も別府
北ロータリークラブから移籍しました。別府ロータリークラブからは、鳴海淳郎先生と村津忠久さ
んが移籍して来られ、僅か三人しかロータリー経験がない手薄のロータリークラブとして出発しま
した。
　しかし、ロータリーの経験が深い鳴海淳郎先生の指導のもと、他のロータリークラブと比肩して
も決して劣ることのないクラブ運営が続けられました。今一つ当クラブの特徴は、和気藹々の雰囲
気であることです。
　また、当クラブは、女性会員の第一号である故梅津ヤヨイさんが入会してくれたことです。私と

会長・幹事として当クラブを盛り上げたことを忘れることはできません。

歓 迎 挨 拶
2018-2019 年度　　　　　　
会長　　梅　津　圭　二

歓 迎 挨 拶
　　　　　　　　　

　　チャーターメンバー　溝　部　　　仁

1999-2000 年度会長
梅津ヤヨイ（物故会員）
2011 年 12 月 24 日逝去

（享年 76 歳）
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　別府中央ロータリークラブの皆様、この度は創立 30 周年誠におめでとうございます。
　貴クラブは 1989 年（平成元年）３月 28 日、別府市内の２階建てクラブとして 21 名のチャーター
メンバーで創立されました。別府市内４番目のクラブでした。スポンサークラブは別府 RC、創立
時ガバナーは黒木健夫氏（別府東 RC）、特別代表は鳴海淳郎氏（別府 RC）でありました。
鳴海淳郎初代会長は、ロータリーの基本に忠実に「早くロータリーになじみ、ロータリーを身につ
けよう」をテーマとして新クラブの育成に尽力されました。
これまでの主な奉仕活動の実績に触れてみますと…
①別府もみじ谷植樹（日本一のもみじの景観を目指してこれまで１万本以上を植栽）
②養護施設「栄光園」児童に対する「愛のワクチン」予防接種の実施
③別府溝部学園高等学校インターアクトクラブの結成、支援

④APU公認・学生NGO団体「PRENGO」を通して、タイの小学校へ図書寄贈
⑤別府中央ロータリークラブ「子どもの善行表彰」実施等が挙げられます。
　貴クラブならではのユニークな特色として、私が素晴らしいなと感じた事が２つあります。
①ロータリー情報の充実と外部への発信：鳴海初代会長の無償の奉仕。
　・少年少女のための小冊子「油屋熊八物語」の発行（別府観光の父と呼ばれる偉人）
　・一般向けの分かり易いロータリー解説書「ロータリー物語」の発行
　・ホームページ上にロータリー情報「ロータリー探求」を開設
②歌との関わりが多いこと
　・例会時にロータリーソングと「今日の歌」（唱歌）を斉唱
　・別府中央RCの歌を制定：（作詞）鳴海淳郎氏・（作曲）村津忠久氏　
　今年度の梅津会長はクラブスローガンとして「奉仕の心の種をまき、感動の花を咲かせよう」を掲げられ、30 周年記念
事業として会長自身の職業スキルを生かして、別府市内の各幼稚園に「お花の体験・出前講座」を実施しています。更に、
年間を通じて『別府中央ロータリークラブと私』というテーマで会員卓話リレーを進めています。又今年度は大分第３グルー
プの平野教康ガバナー補佐を送り出しました。
　記念すべき 30 周年を機に、永年培われた「良き伝統」をしっかりと伝えてゆき、会員個々の「無償の奉仕」と「思いやりの心」
が更に大きく拡がって行くことを心から祈念しまして、お祝いのご挨拶とさせて頂きます。
　「ロータリーを信奉し、奉仕に行動しよう！」本日は誠におめでとうございます。

　別府中央ロータリークラブが、記念すべき創立 30 周年を迎えられましたこと、誠におめでとう
ございます。また、多くの関係者の皆様方がご参集のもと記念式典が開催されますことを心からお
慶び申し上げます。
　別府中央ロータリークラブは、市内４つのロータリークラブのうち一番新しいクラブでございま
すが、会員相互の親睦を深め、もみじ谷の植樹活動や留学生への支援、国際 NGO 団体への寄附、
子ども達への本の寄附など様々な活動を通じて、地域社会の発展に多大なる貢献をいただいており
ます。これもひとえに、歴代の会長をはじめとする会員皆様のご努力の賜物と心から敬意を表しま
す。また、30 周年記念事業では公立幼稚園の園児たちに「夢と感動のフラワーアレンジメント講
習会」を開催していただくなど、子ども達の豊な心の育成にご尽力いただいおり改めて感謝を申し
上げる次第です。

　さて、別府市には、海と山に囲まれた美しい自然景観や温泉をはじめとする地域資源、世界 80 ヶ国を超える国や地域か
らの留学生を迎える多様性に満ちた文化など、たくさんの宝に恵まれています。これらの宝を活かし、さらに進化させ、魅
力あふれる別府のまちづくりに取り組んでいるところです。私どもの目指す「市民の誰もが幸せを実感できるまち別府」の
実現のためには、官民一体となった取り組みが必要不可欠であると常々感じております。
　別府中央ロータリークラブの会員の皆様には、それぞれの職業を通じて培われた見識と豊富な経験を活かし、尚一層のご
支援とご協力をお願い申し上げますとともに、この 30 周年を新たな契機とされまして、各種奉仕活動を通じて明るい地域
社会の形成にご尽力いただきますようお願い申し上げます。
　結びにあたり、別府中央ロータリークラブの今後益々のご発展と、梅津会長様をはじめとする会員の皆様方のご健勝、ご
活躍を心より祈念いたしまして、お祝いのことばといたします。

祝　　　辞
国際ロータリー第 2720 地区　　
ガバナー　　髙　山　泰四郎

祝　　　辞
　　　

別府市長　　長　野　恭　紘
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  2018-2019 年度　　 　
会長　梅津　圭二　

　今回は 30 周年記念事業としてのテーマを「奉仕
の心の種をまき感動の花を咲かせよう」ということ
で別府市内のすべての公立幼稚園 14 箇所約 450 名
の園児たちに「夢と感動のフラワーアレンジメント
講習会」をプレゼントさせていただきました。
　別府中央ロータリークラブ鳴海淳郎初代会長は
ロータリー探求 NO490  「子供に夢と感動を与える
奉仕活動の展開」の中で「21 世紀を担うのはこど
もたちで、これまでロータリーで対象になっていな
い保育園児や幼稚園児については何らかの対応を考
えるべきで特に感性を育てる努力が大切ではないで
しょうか。特に子供の躾、幼児教育の重要性、子ど
もに夢と感動を与える奉仕活動の必要性を痛感しま
す」という考え方を載せておられました。
　そして前回 25 周年の記念事業はタイの貧困地域
の子供達に図書を寄付いたしましたので今回は別府
の未来を担う地元の子供達を対象にした直接できる
記念事業を提案しました。

　お花（アレンジメント）の体験講習を通じて、子
供たちとひとつだけ約束をしてきました。お家に
帰って渡すときに「起こしてくれてありがとう」「ご
はん作ってくれてありがとう」とか、どんなありが
とうでも良いので「ありがとうー！」と言ってプレ
ゼントしてね、と言ったら子供たちは「はーい！」
と元気に答えてくれました。幼稚園児たちが日頃の
いつもありがとうの感謝の気持ちを込めてお家の方
にお花をプレゼントすることで、こんなに喜んでも
らえるんだという思い出を、そしてお家の人にはこ
どもたちが一生懸命に作ってくれた生まれて初めて
の手づくりのお花を感謝のメッセージとともに受け
取る感動を体験していただくことができました。花
は心のメッセージです、この記念事業を通じてやさ
しい人づくりと家庭内での心の絆を深めていただけ
たと思います。
　通常おこなわれる周年の記念事業のように形とし
て残る物を寄贈する形ではなく１年間かけて 14 箇
所の幼稚園をまわり、クラブのメンバーが未来を担
う子供たちと直接ふれあい約 450 名の笑顔とパワー
をいただきました。
　別府中央ロータリークラブの奉仕の心の種がこど
もたちにやさしい気持ちの思い出として根付きいつ
の日か奉仕の心の花が咲きますように願っていま
す。

別府中央 RC 創立 30 周年記念事業の報告

2018 － 19 クラブテーマ
「奉仕の心の種をまき

感動の花を咲かせよう」

南立石幼稚園　2018.7.13

緑ヶ丘幼稚園　2018.10.16

東山幼稚園　2018.9.28

境川幼稚園　2018.11.2

朝日幼稚園　2018.11.14
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南幼稚園　2018.11.19

山の手幼稚園　2018.11.26

大平山幼稚園　2018.11.27

上人幼稚園　2018.11.28

亀川幼稚園　2018.12.4

べっぷ幼稚園　2018.12.7

鶴見幼稚園　2019.2.22

石垣幼稚園　2019.2.25

春木川幼稚園　2019.3.8
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会長　梅津ヤヨイ　　幹事　椛田　健治

会長　河村　貴雄　　幹事　後藤　健介

会長　溝部　　仁　　幹事　森　　宗明

会長　椛田　健治　　幹事　平野　英壽

会長　後藤　　隆　　幹事　小川　雅代

会長　森　　宗明　　幹事　上妻　　浩

会長　平野　英壽　　幹事　木村きぬゑ

会長　上妻　　浩　　幹事　近藤　賢司

会長　森　　宗明　　幹事　大島由美子

会長　平野　英壽　　幹事　亀井　　孝

別府中央ＲＣ 30 年の記録：鳴海淳郎

　1999 年３月、わたしが特別代表に
指名され、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。
　本日クラブ創立 30 周年にあたり、
設立当初を振り返ってみたいと思い
ます。

※　新クラブ創立のプロセスと
1988 年７月１日：別府市内二階建てクラブ創設の特別代

表に委嘱される
1988 年７月 20 日：第１回目の会合。
1988 年９月９日：３RC より※アディショナル・クラブ

結成の承認書を受け取る
※アディショナル・クラブ (Additional Clubs) ロータリーの外部

拡大に貢献するため、既存クラブはその所在地域を割譲するか、
あるいは所在地域を同じくするクラブの結成を承認することに
よって、既存クラブの現所在地域内に設立されるクラブのこと。

1988 年９月 20 日：別府 RC より新クラブ設立に関する
合意書を受け取る。

1988 年９月 21 日：ガバナー事務所に書類の提出
別府 RC のロータリー・クラブ設立に関する合意書・
別府３RC のアディショナル・クラブ結成の承認書

1988 年 12 月 30 日：第４回目の会合
　出席者：黒木ガバナー、加藤分区代理、鳴海特別代表、

宮本・千寿両特別代表補佐
1989 年１月 28 日：第５回目の会合
　出席者：特別代表、特別代表補佐の３名　各クラブよ

2008～2009年度
   ＲＩテーマ　　　　

国際ロータリー会長　李　東　建 ）国韓・籍国（ 

Make Dreams Real
夢をかたちに

りの移籍会員、並びにこの時点での新会員候
補者が出揃う。

1989 年２月 10 日：第６回目の会合
　出席者：別府 RC 関係 11 名・別府北 RC 関係８名・別

府東 RC 関係８名。
1989 年２月 28 日：新クラブ会員候補にて第１回会議開催
　出席者：会員候補者 22 名・新会員候補者に対するロー

タリー情報の提供
1989 年３月 26 日：千寿特別代表補佐の推薦で伊藤秀憲

氏の入会決定、23 名となる。
1989 年３月 28 日 ：別府中央仮クラブ第３回例会　・・・

創立総会。
　総会当日残念ながら２名の欠席で、結局 21 名と
なる。 この時点でチャーターメンバーは21名となる。
（移籍会員３名、元会員３名、新会員 15 名）

1989 年４月 17 日： RI 加盟承認
　特別代表に委嘱されてより少なくとも半年以上にわた
る、気の許せない毎日の連続であった。新クラブ設立は
骨の折れるもので、大変な努力が必要であったが、新し
いクラブをつくったという満足感は、本人以外 誰も味わ
うことの出来ないものと思われる。 

クラブ創立 30 周年記念日を迎えて 
　～ クラブの結成について思う。

2001 ～ 2002 年度
RI テーマ

Mankind ie our business
人類が私たちの仕事

国際ロータリー会長　リチャード · キング（国籍・アメリカ）

2000 ～ 2001 年度
RI テーマ

Create awareness take action
意識を喚起し、進んで行動を

国際ロータリー会長　フランク · デブリン（国籍・メキシコ）

1999 ～ 2000 年度
RI テーマ

Rotary 2000: act with Consistency Credibility Countinuity
ロータリー 2000: 活動は 堅実、信望、持続

国際ロータリー会長　カルロ · ラビッツア（国籍・イタリア）歴
代
の
Ｒ
Ｉ
会
長
・
Ｒ
Ｉ
テ
ー
マ
・
会
長
・
幹
事
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会長　近藤　賢司　　幹事　髙宮　勝美

会長　木村きぬゑ　　幹事　後藤　　隆

会長　亀井　　孝　　幹事　森園　伸也

会長　髙宮　勝美　　幹事　前田　哲矢

会長　森園　伸也　　幹事　平野　教康

会長　前田　哲矢　　幹事　近藤　賢司

会長　平野　教康　　幹事　佐々木久宜

会長　梶原　和朗　　幹事　梅津　圭二

会長　佐々木久宜　　幹事　西馬　良和

会長　梅津　圭二　　幹事　土谷　昌志

2018 ～ 2019 年度
   ＲＩテーマ　　　　

国際ロータリー会長　　バリー・ラシン （国籍・バハマ）

BE THE INSPIRATION
インスピレーションになろう

2017 ～ 2018 年度
   ＲＩテーマ　　　　

国際ロータリー会長　　イアン H.S. ライズリー （国籍・オーストラリア）

ROTARY:MAIKING A DIFFERENCE
ロータリー：変化をもたらす

2016 ～ 2017 年度
   ＲＩテーマ　　　　

国際ロータリー会長　　ジョン F. ジャーム （国籍・アメリカ）

Rotary Serving Humanity
人類に奉仕するロータリー

2015 ～ 2016 年度
   ＲＩテーマ　　　　

国際ロータリー会長　　K. R. ラビンドラン （国籍・スリランカ）

Be a gift to the world
世界へのプレゼントになろう

2014 ～ 2015 年度
   ＲＩテーマ　　　　

国際ロータリー会長　　ゲイリー C.K. ホァン ）湾台・籍国（ 

Light  Up  Rotary
ロータリーに輝きを

2013 ～ 2014 年度
   ＲＩテーマ　　　　

国際ロータリー会長　　ロン D・バートン （国籍・アメリカ）

ENGAGE ROTARY CHANGE LIVES
ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を

2012 ～ 2013 年度
   ＲＩテーマ　　　　

国際ロータリー会長　　田　中　作　次 ）本日・籍国（ 

Peace  Through Service
奉仕を通じて 平和を

2011 ～ 2012 年度
   ＲＩテーマ　　　　

国際ロータリー会長　カルヤン・バネルジー ）ドンイ・籍国（ 

Reach Within to Embrace Humanity
こころの中を見つめよう 博愛を広げるために

2010 ～ 2011 年度
   ＲＩテーマ　　　　

国際ロータリー会長　レイ・クリンギンスミス ）国米・籍国（ 

Building Communities - Bridging Continents
地域を育み、大陸をつなぐ

2009 ～ 2010 年度
   ＲＩテーマ　　　　

国際ロータリー会長　ジョン・ケニー ）ドンラトッコス・籍国（ 

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

１．クラブ設立当初の事業として、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 人の児童に水痘、
麻疹、おたふくかぜワクチンを接種し、子供たちの疾病
予防に貢献した。
２．鶴見岳の上り導標は112ヶ所「べっぷ鶴見岳一気登山」
第１回大会の前に設置。1988 年、昭和 63 年３月に別府
中央 R．C．の創立記念事業としてべっぷ鶴見岳一気登
山道の下山導標を工事費約 70 万円を投じて 65 ヶ所に設
置した。導標の保守は現在でも毎年実施しています。
３．1999 年１月インターアクトクラブの結成、溝部学園
別府女子短期大学付属高等学校にインターアクト結成。
　1994 年３月 28 日別府中央 RC 創立 10 周年記念式典に
おいて認証状の伝達が行われました。
４．鶴見岳の登山道を維持する為に「モミジの森造り」
を 1990 年（平成２年）の 11 月から始めて、モミジと広
葉樹の植樹を 28 年間続けています。クラブ創立 20 周年
記念事業の一つとしても、もみじ谷の植樹推進のための
奉仕演奏会での益金の一部（405,000 円）を苗木の購入
費用に充てました。平成 18 年の「NPO 法人別府もみじ
谷トラスト機構」設立後ももみじや落葉樹の苗木はすべ
て別府中央ロータリークラブが、スマイルボックスの収
益から拠出して居る。これまでに 13,393 本の苗木を植樹
しましたが、台風に流されたり、虫に喰われたりで、現在、
その三分の一程度が成木しており、大きなものは幹の直
径が 30cm 近くになっています。
※もみじ谷の植樹に関して、特筆すべきは「自衛隊別府
駐屯地曹友会」の植樹活動へ毎回 30 人前後の自衛官が
参加していただいていることです。現在、曹友会は NPO

法人別府もみじ谷トラスト機構の会員になって頂いてい
ます。
　特に、作業に危険の伴う崖地での植樹や倒木の処理等
をお手伝い頂いています。災害派遣の無い限り、小雨の
中でも一年に三回の植樹にご参加いただいています。
５．創立 20 周年の記念事業の一つとして、明日の別府
を担う少年少女のための小冊子鳴海淳郎著「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 部を発行して別府市に寄贈した。
６．子どもの善行表彰
　2013 年平成 25 年２月　高宮勝美会長年度　別府市内
の公立小学校・中学校の生徒を対象に「奉仕」「親切」「努
力」「挨拶」といった四つの部門で子どもたちの表彰を
致しました。これは、鳴海初代会長が常々口にされる「子
どもに夢と感動を与える奉仕」の基本理念が受け継がれ
た我がクラブの奉仕の記録です。
７．2015 年３月　会長前田哲矢年度　APUの学生ボラ
ンティア「PRENGO」への資金援助。同年よりクラブ
の例会時間を利用して、会員が APU の初級日本語授業
への市民ボランティアとしての参加しています。
８．今年度、2018～19 年度は「別府中央ロータリークラ
ブ 30 周年記念事業、夢と感動のお花アレンジメント講
習会」として、別府市内の公立幼稚園 14 校にて「お花
アレンジメント講習会」を開催、梅津会長の指導のもと、
有志会員も参加して実行されました。
　鳴海初代会長の「子どもに夢と感動を与える奉仕」の
理念は此処でも受け継がれました。
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別府中央ロータリークラブ：活動実績（社会奉仕など）：村津忠久

もみじ谷植樹記録
西暦 平成 植樹 曹友会 延本数

1990 2 500 - 500

1991 3 500 - 1000

1992 4 140 - 1140

1993 5 120 - 1260

1994 6 200 - 1460

1995 7 300 - 1760

1996 8 120 - 1880

1997 9 20 - 1900

1998 10 300 ‐ 2200

1999 11 830 30 3030

2000 12 392 60 3422

2001 13 360 60 3782

2002 14 360 60 4142

2003 15 500 200 4642

2004 16 1200 700 5842

2005 17 1000 500 6842

2006 18 600 300 7442

2007 19 500 200 7942

2008 20 500 200 8442

2009 21 500 200 9893

2010 22 501 200 8943

2011 23 450 150 9393

2012 24 500 200 10393

2013 25 500 200 10893

2014 26 500 200 11393

2015 27 500 200 11893

2016 28 500 200 12393

2017 29 500 200 12893

2018 30 500 200 13393

もみじ谷整美構想のきっかけから今日まで
　私達の街・別府市は大正 13 年に市制が施行されましたが、それは
街の中心部だけで、亀川、朝日、石垣は昭和 10 年の９月に、更に、
その周辺部は昭和 31 年４月に合併されました。その為か、民意の集
約が難しく、それを是正する為に、求心力の拠点づくりとして、私た
ちは 1989 年・昭和 63 年４月に「鶴見岳一気登山」を始めました。
　鶴見岳の登山道を維持する為に「モミジの森造り」を 1990 年（平
成２年）の 11 月から始めて、モミジと広葉樹の植樹を 28 年間続けて
います。
　クラブ創立 20 周年記念事業の一つとしても、もみじ谷の植樹推進
のための奉仕演奏会での益金の一部（405,000 円）を苗木の購入費用
に充てました。
　平成 18 年の「NPO 法人別府もみじ谷トラスト機構」設立後ももみ
じや落葉樹の苗木はすべて別府中央ロータリークラブが、スマイル
ボックスの収益から拠出して居ます。これまでに 13,393 本の苗木を
植樹しましたが、台風に流されたり、虫に喰われたりで、現在、その
三分の一程度が成木しており、大きなものは幹の直径が 30cm 近くに
なっています。

※もみじ谷の植樹と整美に関して、特筆すべきは「自衛隊別府駐屯地
曹友会」の植樹活動に毎回 30 人前後の自衛官が参加していただいて
いることです。現在、曹友会は NPO 法人別府もみじ谷トラスト機構
の会員になって頂いています。
　特に、作業に危険の伴う崖地での、植樹やチェーンソーを使っての
倒木処理等をお手伝い頂いています。
　災害派遣の無い限り、小雨の中でも一年に三回の植樹にご参加いた
だいています。

★ 1990 年 11月から13393本の植樹をしました。
これからも一年に三回の苗木周辺の整美作業と植樹
は継続いたします。
★苗木代金の全てを別府中央ロータリークラブが「ス
マイルボックス」から拠出致します。
★ 2000年 日出ロータリークラブから、県道沿いの崖
の下にもみじの成木をご寄贈頂きました。
★ 2017 年５月　国際ロータリー 2720 地区、第３グ
ループ IMより「NPO法人別府もみじ谷トラスト機
構」に 130,000 円の活動資金をご寄付いただきま
した。
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鶴見登山道の整美
もみじ谷奉仕作業の記録：週報～抜粋

2015年 11月３日

創立 20周年記念植樹
2009年３月 15日

2009年 11月３日

2010年３月 14日 2012年３月 25日
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来　　賓 別府市長
長野　恭紘

国際ロータリー第2720地区
ガバナー

髙山泰四郎

国際ロータリー第2720地区
ガバナー令夫人

髙山　　操

国際ロータリー第2720地区
ガバナーエレクト

瀧　　　満

国際ロータリー第2720地区
ガバナーエレクト令夫人

瀧　真由美

国際ロータリー第2720地区
パストガバナー

玉ノ井溥明
国際ロータリー第2720地区
パストガバナー

岡村　泰岳

国際ロータリー第2720地区
パストガバナー

前田　眞実

国際ロータリー第2720地区
パストガバナー

小山　康直

国際ロータリー第2720地区
パストガバナー

寿崎　　肇

国際ロータリー第2720地区
大分第２グループガバナー補佐

松尾　泰二

国際ロータリー第2720地区
大分第３グループガバナー補佐

平野　教康

別　　府
阿部　茂人 
阿部　真一
阿部　清治
安藤　康夫
榎　　豊和
後藤　謙治
権藤　和雄
濵田　建二
日名子　光
堀　　秀史
池邉　昌征
香川　直哉
北村　秀敏
木下　晴之
栗林　大介
神　大和男
馬〆　昌実
松岡幸一郎
三浦　政人
三宅　貞宗
中島　一志
永松　直樹
西岡　　透
大川　裕暁
大野　晃史
大薮　久憲
岡松　伸彦
緒方　　肇
小野　哲夫
小野久美香
笹森　俊雄
芝田　泰明
下森　啓司
末次　由和
高橋　穫里
山下　昇悟
山名健太郎
別 府 北

阿部　信一

安部　恭典
秋吉　宏記
芦刈　　直
藤本　修司
後藤　明文
後藤　憲志
畑　　洋一
萩尾　憲司
堀　　　順
堀　　高志
板井　　覚
岩瀬　裕子
神宮司　円
木村　大成
此本英一郎
草本　修三
近藤可奈子
前岡　志郎
眞砂　鉄治
三ヶ尻英明
中村　　光
中川　喜胤
西田　友行
岡田　豊和
大附　嘉孝
佐藤　秀男
齋藤　美信
斉藤　浩徳
下郡　　隆
首藤　　誠
鈴木　義孝
高橋　喜巳
高平　憲吉
玉ノ井溥明
田中　俊一
浦松　　傅
渡辺　純一
渡邊　庸子
山本　恒雄
山名　賢明

山則　正幸
別 府 東

安部　　勇
赤嶺　リサ
阿南　善則
檀上　陽一
羽田野　徹
一力　秀次
石田　啓三
岩瀬　公男
神田　　剛
笠木　隆弘
川本　　誠
加藤　兼司
児玉　信浩
久保田高史
工藤　陽一
黒岩　　英
桝田　　浩
箕作　昭宣
森　　憲司
長野　勝行
永嶋　政人
中村　忠孝
二宮　秀行
二宮　滋夫
中塚　茂次
西　　貴之
西林　勲二
沼田　守生
尾方　義顕
岡本　信哉
太田　直希
杉本　邦弘
塩見　安史
但馬　　建
髙橋　　郁
竹内　孝夫
詫磨　康雄
樽谷　壽生

立川　諭暢
梅野　　保
梅津　　亮
山下布美代
山下　唱徳
幸　　光喜
瑞木　一博

大分キャピタル
前田　眞実
中野　裕貴
後藤　真吾
大森　克磨
髙野　幸史

2720Japan O.K.
尾林　邦生
村田　　武
竹　　田

内山　秀樹
八　　代

松中　敏治
宇佐八幡

大窪　　勉
永松何奈子
人　　吉

中川　貴夫
中　　津

瀧　　　満
瀧　真由美
大分中央

岡村　泰岳
中津平成

中島宏一郎
永松　大茂
宇都宮監浩
川田　智幸
鎧坂　　浩
宇　　佐

津々良洋一
本庄　伸子
藤本　博和

熊本中央
波佐間英樹
大分城西

寺﨑　直史
衛藤　祐介
日　　出

臼杵　徳二
上野　公則
石和　桂子
奥村　元一
鈴木　貴史
加賀山　茂
秋吉　尚康
湯 布 院

衛藤　幸雄
坂本　光広
峰　　親則
田中　洋一
田内　康男
吉村　幸治
田中　皆人

松尾　　巧
杵　　築

財前　　功
中野　健一
有田　頼正
東照寺　忍
秋吉　　実
八坂恵美子
後藤　秀紀
大分臨海

小山　康直
くにさき

松尾　泰二
別府中央

衛藤　秀子
後藤　　隆
平野　英壽
平野　教康
堀　　由美
梶原　和朗
梶原　茂樹

亀井　　孝
河村　貴雄
木村きぬゑ
近藤　賢司
前田　哲矢
溝部　　仁
村津　忠久
森　　宗明
森園　伸也
中尾　　誠
鳴海　淳郎
西馬　良和
大島由美子
佐々木久宜
髙宮　勝美
津末美代子
土谷　昌志
梅津　圭二

別府中央ＯＢ
髙木誠一郎

（敬称略）


