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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
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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
◆体　　操　　自律神経強化体操
◆Ｒ　　Ｓ　　別府中央Ｒ.Ｃ.の歌
◆唱　　歌　　ふじの山
◆B. G. M　　今成佳奈氏CD
◆ゲ ス ト　　今成佳奈氏（シンガーソングライター）

パニットナンタナクン・ナッタニットさん
（米山奨学生）

◆ビジター　　笠木　隆弘（別府東ＲＣ）

会長の時間 会長　近藤　賢司

　昨日は本家お川において、別府市内４ＲＣの新
旧会長・幹事会がありました。これは文字通り新
しい会長・幹事に引き継ぐ会でありまして、私の
任期もほんの少しになってきたなと実感し、気持
ちがゆるんで酒を飲み過ぎ、本日は二日酔い状態
です。この会の中で寂しいことに、本家お川がこ
の６月で閉店することになったと知らされまし
た。社長の富永さんは、現在別府ＲＣの幹事をさ
れており、また一人ロータリアンが減ってしまい
ます。そしてお川に以前、当クラブに籍を置いて
いた佐藤民子さんが働いていますので、重ねて残
念に思います。
　ここで二日酔いをふき飛ばさなければなりませ
ん。久し振りのゲスト卓話です。高宮幹事のお世
話で、本当に素敵な今成佳奈さんをお迎えしてお
ります。後程の卓話を皆さんも楽しみにしている
と思いますので、本日の会長の時間を短めに切り
上げたいと思います。
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幹 事 報 告 幹事　髙宮　勝美

１．本日の卓話
「ゲスト卓話」
シンガーソングライター
　今成佳奈氏
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今
いま

成
なり

佳
か

奈
な

氏
（シンガーソングライター）
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パニットナンタナクン・
ナッタニットさん

（2010-2011年度　米山奨学生）
３．第12回定例理事・役員会報告

（平成22年６月１日（火）13：40～
別府商工会議所例会場 ７名）

報告事項
○2010-2011年度　委員会構成（案）の件。

審議事項
１）お礼の件。※承認

　　　例年　マーガレットへ　20,000円
２）新会員候補者の件。※受理
３）６月・７月例会予定の確認。

 ６月１日 「会員卓話」
  大島由美子会員・村津忠久会員
 ８日 「ゲスト卓話」
  シンガーソングライター今成佳奈氏
 15日 「第４回（新・旧）クラブ協議会」
 22日 「会員卓話」近藤賢司会員
 29日 「会長・幹事慰労会」
  18：30～於：ホテル山水館
 新年度７月６日 「就任挨拶」会長、副会長、幹事、

会計、ＳＡＡ
 13日 「　　　　」
 20日 「　　　　」
 27日 「　　　　」
４．第８回臨時理事・役員会報告

（平成22年６月４日（金）　持ち回り）
審議事項
１）新会員候補者審査の件。※承認

５．６月７日（月）18：30～本家お川に於いて、「別
府市内４ＲＣ（新・旧）会長・幹事会」が開
催されました。

　　出席者：近藤賢司会長、木村きぬゑ次年度会
長、後藤　隆次年度幹事、髙宮勝美幹事

６．例会変更のお知らせ
中津中央ＲＣ ６月15日（火）の例会は、大田Ｒ

Ｃ歓迎例会の為　６月10日（木）
18：30～グランプラザ中津ホテル
へ日時変更

杵築ＲＣ ６月17日（木）の例会は、会長・
幹事慰労会の為　同日18：30～三
河苑に時間変更

大分南ＲＣ ６月18日（金）の例会は、さよな
ら例会の為　同日18：30～ちさと
に時間・場所変更

大分1985ＲＣ ６月21日（月）の例会は、最終夜
の例会の為　同日18：30～にしお
かに時間・場所変更

くにさきＲＣ ６月23日（水）の例会は、会長・
幹事慰労会の為　６月26日（土）
18：30～サイクリングターミナル

（国東町小原）へ日時・場所変更
大分城西ＲＣ ６月23日（水）の例会は、感謝の

つどいの為　同日18：30～ぎんな
んに時間・場所変更

湯布院ＲＣ ６月23日（水）の例会は、会長・
幹事慰労会の為　６月25日（金）
18：30～湯布院カントリークラブ
レストランへ日時・場所変更

大分1985ＲＣ ６月28日（月）の例会は定款第６
条第１節（Ｃ）に基づき休会

７．次週例会の予定
「第４回（新・旧）クラブ協議会」
「会員コラム」溝部　仁会員

８．本日の回覧
①「会長・幹事慰労会」出・欠席（６月29日）

９．本日の配布
①週報　No.1004

スマイルボックス 委員長　中尾　　誠

○近藤会長
　一昨日の後藤さん、大野さんと来月から入会
する予定の岐部さんと扇山でゴルフをしまし
た。岐部さんは真面目でとても好感の持てる方
でした。きっとこのクラブにも早くとけ込めると
思いますので、皆さんよろしくお願い致します。

○髙宮会員
　シンガーソングライターの今成佳奈を宜しく
お願いします。親族代表。

○鳴海会員
　本日、今成佳奈さんの卓話を楽しみにしてい
ます。

○村津会員
　先週土曜日は徳島県鳴門で「全日本第九」の
演奏会、一昨日はグランシアタで「大分県合唱
祭」文字通り東奔西走の一週間でした。

○河村会員
　日頃の心がけが良いせいか、前に2人の美女
が座っています。神様はよく見て下さっている
のですね。今成さん、ナッタニットさん、よう



E-mail:info@beppu4rc.jp

BEPPU CHUO ROTARY CLUB

こそ我が中央クラブへ！
○亀井会員

　日曜日にミヤマキリシマを見に行きました。由
布岳です。まだ、つぼみでした。今度の日曜日が
満開でしょう。今日は “佳奈ちゃん” “ナッタニッ
トちゃん” のおかげで気分最高、ありがとう！

○森園会員
　ゲストの今成さん、ようこそ。本日の卓話、
宜しくお願いします。話に詰まったら是非歌っ
て下さい。

○後藤会員
　今成さん、卓話楽しみにしています。

○木村会員
　今成さん、ナッタニットさん、いらっしゃい。
食事をしながら佳奈さんの声を聞くと、天使が
歌っているような！思わず気持ちいい！

○森会員
　才色兼備とは今日のゲスト今成佳奈さん、パ
ニットナンタナクン・ナッタニットさんの為に
ある言葉ですな。出来れば今成さんも月に１回
来て下さいませんか。

○平野会員
　しまった！このスマイルをするよりも今成佳
奈さんのＣＤを買えばよかった。

○中尾会員
　ナッタニットさん、ようこそ。テストはどう
でしたか？
　今成さん、ようこそ。歌の上手な方はうらや
ましいです。

委員会報告 ロータリーソング委員長　村津　忠久

　５月29日（土）、広島県福山市・ふくやま芸術
文化ホール（リーデンローズ）に於いて、「第16
回全日本ロータリークラブ・親睦合唱祭」が開催
され、大分県から、「ロータリー・コール」（別府
４クラブ）、「別府４ロータリーフラウエンコー
ル」、「竹田ＲＣおんちぃーず」（竹田ロータリー
クラブ）の３チームが出演しました。
　会場のリーデンローズは、客席数2001席の大
ホールで、外観内装共に、ウィーン風のクラシッ
クな格調の高いもので、今年の参加者は31チーム、
500人超の盛大なものでした。
　「ロータリー・コール」はリズミカルな軽快な
動きで「チャールストン賞」を「フラウエンコー
ル」は、しっとりとした格調高い演奏で「チャー

ミー賞」を受賞しました。
　ロータリーの地区総会や地区協議会とは異な
り、何年間も殆ど同じメンバーが全国から集い再
会することから、夜のレセプションの盛り上がり
は格別です。
　私は、丁度この時期は折悪しく鳴門の「全日本
第九」と重複する事が多いので数年に一度しか参
加出来ませんが、それでも、交流する友人が多く、
楽しみなものです。
　来年は、滋賀県大津市の「びわ湖八幡ＲＣ」の
主催で、６月４日（土）の開催です。
　ロータリーライフの楽しみ倍増を目指して、

「ロータリー・コール」への参加をお薦めします。

卓　　話 　

「ふるさと」について
シンガーソングライター　今成　佳奈

　私は、豊後高田で生まれ
今も住んでいます。
　豊後高田といえば、「昭
和の町」とか市街地を思い
浮かべる方が多いと思いま
すが、私が生まれて育った
のは豊後高田の山の中で、
山や田んぼに囲まれ、この

時期にはホタルが舞い、近くの川には魚がたくさ
んいて、タヌキやイノシシやシカが普通にいる。
そんな、自然豊かなところです。
　高校までの私にとっては、自宅や学校の周りだ
けが自分の世界の全てだったので「ふるさと」と
いってもそれは言葉だけで、「ふるさと」と言う
言葉にあまり実感がありませんでした。とくに「地
元」という言葉をよく使いますが、その頃の私に
とっての「地元」といえば、私の家の周りのほん
の十数件の家がある小さな集落、そんな小さな範
囲が自分の全てでしたから。「地元」と言う言葉
にも実感がありませんでした。
　高校のクラブ活動は、インターアクト部で、地
域活動やボランティアなどを高田のロータリーク
ラブのみなさんと一緒に活動させていただきまし
たが、学校生活やクラブ活動以外には、ほとんど

「地元」を離れたことがなく、大分市や別府市に
出てくるのでさえ年に数回、ほんとに数えるほど
でした。
　高校２年のときに出たカラオケ大会で今のプロ
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会員コラム 村津　忠久

「村津家のルーツ探し」
　「津村」姓は結構多い。「愛染かつら」の主人公は「津
村浩三」だし、大分県内の電話帳にも複数ある。
　だが、「村津」は大分県内では、私の知る限り、
私の家族だけのようであり、福岡県では次男の家
族に限られているようだ。
　私の祖父・村津市之助は明治維新まで黒田藩の
士族であった。
　博多駅前の次男の「歯科クリニック」に大阪か
ら定期的に診療に来られる患者さんの話から、兵
庫県加古川市に「村津姓」が多い事が分かり、是
非一度訪れたいものと思っておりました。
　５月末、福山市で「第16回全日本ロータリーク
ラブ親睦合唱祭」が開催され、私も家内も出演す
る事から、その前日に予ての望みを果たすべく、
加古川を訪れました。
　予め電話帳で調べておいた「加古川市野口町長
砂」に参りましたところ、半径百メートルの地域
内に12軒の「村津」の標札がありました。そして、

運良く、その中の一軒の若奥さんと話をすること
が出来ました。
　その「村津家」は江戸時代まで代 「々庄屋」だっ
たそうで、その御屋敷・建物も江戸時代の建造物
との事が分かりました。
　詳しい事は「お寺さん」ならと言われて、近所
の「西法寺」を訪れましたが、残念な事に御不在
でした。しかし、境内に建てられていた寄進札掲
示を見ますと20軒程の「村津姓」が見えましたの
で、紛れもなく此所が私のルーツだということを
確信致しました。
　私の独断的な類推ですが、遠い昔、黒田官兵衛
がこの地から秀吉に加担した頃に、多くの「村津」
は農業から離れず、加古川に居座ったのに、私の
御先祖さんだけが、鋤鍬を槍に持ちかえて、「黒田」
と動き、福岡に来たものだと思います。
　何はともあれ、長年の宿題が一応解決した思い
です。感謝です。
 次回は、溝部仁会員です。

デューサーに出会い、プロとして音楽の道に進む
ことになりました。卒業してからは、ひと月ごと
に東京と大分を往復して生活するようになりまし
た。
　東京の華やかさ、便利さ、いろんな物がごっちゃ
になったような賑やかさ、時間が飛ぶように流れ
ていくような人々のスピード。ビルやアスファル
トのなかに、オアシスのように小さな公園が点々
とある東京。そんな東京を私は嫌いではありませ
んが、空気や水がきれいで、夜には満天の星空が
見えて、たくさんの自然の命に満ちているこの大
分の方が実はとても豊かで、居心地良く、輝いて
感じます。それは、音楽活動をはじめて数年経っ
た今、その想いはどんどん大きくなっています。
　音楽を始めるまで本当に小さな範囲しか知らな
かった私ですが、音楽活動をさせいただくように
なってからは大分や別府にもたびたび来れるよう
になりました。
　音楽や環境活動を通して、県内各地に行ったり、

いろんな処で多くの方と出会う中で、心の温かい、
気持ちの通いあう人がたくさんいることも知りま
した。いま私には、大切に思えたり、何でも相談
できる、心から頼れるそんな方が何人かいます。
もちろんこの別府にもいます。そして、「今年４
月に佐伯市に新しく開校する学校の校歌を作詞・
作曲してほしい」というご依頼をいただいて、最
近では県南の佐伯や宇目にもよく行くようになり
ました。
　一生懸命音楽活動をしている中で、大分国体で
歌わせていただいた事をはじめとして、コンサー
トやテレビ、ラジオ、そしてコマーシャルなど様々
な機会をいただき、多くの場所でたくさんの出会
いをさせていただきました。
　「ふるさと」とは、懐かしさや温かさを感じる
ところ。自分にとって、いつでも帰れる場所、何
処より大切にしたい場所、それが「ふるさと」だ
と私は思っています。
　私のふるさとは、大分県です。


