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◆出席報告　　　　出席副委員長　津末美代子
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・メイクアップ
　　事前　梅津（別府）
　　事後　梅津（別府北）
　　欠席　中尾、椛田、河村、大島
　　出席免除　溝部

本

日

の

出

席

前
々
回
の
訂
正

名
名
名
名
名
名
％

23
17
1
0
1
4

77.27

－回
742 回

出 席 率
事後メイクアップ
理 事 会 承 認
出 席 免 除
修 正 出 席 率

連　続
通　算

90.91
1
0
1

95.45

100

％
名
名
名
％

％

10/26

◆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　　七つの子

◆Ｂ. Ｇ. Ｍ　　「レイモン・ルフェーヴルの世界」より
想い出のラスト・キッス
夜明けのスキャット
雪の降る街を

会長の時間 会長　木村きぬゑ

　11月７日日曜日の「もみじ谷奉仕作業」ご苦労
様でした。
　ロータリアン７名、会員家族他社員さん4名、
コーラスグループ6名、陸上自衛隊別府駐屯地曹
友会の会長様以下28名、合計45名での作業でした。
前夜は雨が降りました。７日の朝早く目が覚め、
作業は出来るかなあ等と気をもみながら村津さん
に電話した所、「出来ますよ！」と元気のいい声。
どんな時でもどんな場面でも、いつも笑顔の村津
さんにはとにかく頭が下がります。奉仕作業の最
後に全員が集まって唱歌を歌うのですが、その時、
河村貴雄会員が大きくなったもみじを見ながら、

「『もみじ谷植樹』は僕が入会して２年目に始まっ
たんですよ。当時植樹したもみじも大きくなりま
した。」と、もみじを見る河村会員の目がなんだ

1026ＶＯＬ．23 -18
2010 年 11 月９日

か子供の成長を見る目になっている。すごいなあ、
やっぱり継続は力なんだなーと感じました。今日
までのみなさんの奉仕に「ご苦労さまでした」と
心から申し上げます。
　これからも10年後、50年後そして100年後、と
もみじが大きく成長するのを楽しみに「今出来る
奉仕」に精を出しましょう。
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幹 事 報 告 幹事　後藤　　隆

―ロータリー財団月間―

１．本日の内容
『ロータリー財団月間に因んで』　
平野英壽ロータリー財団委員長

２．「2010-2011年度地区国際奉仕・社会奉仕合同
セミナー」開催のご案内
日　時　平成22年12月19日(日)13：00～16：30
場　所　くまもと県民交流館パレア
　　　　（熊本市手取本町8-9）
出席者　セミナー関係地区役員、クラブ国際

奉仕委員長、クラブ社会奉仕委員長

３．委員会報告
村津忠久社会奉仕委員長より

４．第５回定例理事・役員会報告
（平成22年11月２日（火）13：40～

ホテルニューツルタ８Ｆ　例会場　９名）
審議事項
１）｢忘年会｣開催の件。※承認

日　時　平成22年12月21日（火）18：30～
場　所　ホテル山水館
会　費　10,000円（個人会費8,000円＋

例会食費補助2,000円）
２）定款休会の件。※承認

・平成22年12月28日（火）
・平成23年１月４日（火）

３）｢新年会｣開催の件。※承認
（※例会前に「第７回定例理事・役員会」
を開催致します。）
日　時　平成23年１月11日（火）18：30～
場　所　割烹旅館 ゆめさき
会　費　12,000円（個人会費10,000円＋

例会食費補助2,000円）
※プレゼント交換　1,000円程度

４）11月・12月例会予定の確認
 11月２日 「会員卓話」森園伸也会員
 ９日 「Ｒ財団月間に因んで」
  平野英壽Ｒ財団委員長
 16日 「ゲスト卓話」
  別府税務署長 本藤修一氏
 23日 「法定休日のため休会」

 30日 「会員卓話」髙宮勝美会員
 12月７日 「会員卓話」津末美代子会員
 14日 「年次総会」
 21日 「忘年会」
 28日 「定款第６条第１節（Ｃ）に基づき休会」

５）その他
○ＲＩ第2730地区伊藤学而ガバナーより鹿

児島県奄美大島豪雨災害についての義捐
金協力依頼の件。※承認　

　社会奉仕より＠1,000×23名＝23,000円
○森　宗明会員（㈱クリエイツ）へ年度末

に写真（CD）お礼の件。※承認

５．11月７日（日）８：30～別府もみじ谷に於い
て「もみじ谷奉仕作業」を行いました。参加
会員の皆様、ご協力ありがとうございました。
当日の参加者は、木村きぬゑ、亀井　孝、平
野教康、河村貴雄、前田哲矢、村津忠久、森
　宗明各会員と、平野教康令夫人、平野工務
店より寺西氏・柚野氏、岐部光男会員の代理
で白石氏、及び、コーラスグループより村津
忠久令夫人他６名、陸上自衛隊別府駐屯地曹
友会荷宮会長以下28名の計45名でした。

６．お祝い
結婚記念日　　溝部　仁会員（11月10日）

※御自宅にお花が届きます。

７．例会変更のお知らせ
佐伯ＲＣ 11月17日（水）の例会は、職場訪

問例会の為　同日12：30～佐伯消
防署に場所変更

大分1985ＲＣ 11月22日（月）の例会は、クラブ
協議会の為　同日19：00～トキハ
会館４Ｆへ時間変更

大分城西ＲＣ 11月24日（水）の例会は、野外家
族例会の為　11月21日（日）熊本
城、菊池渓谷に日時・場所変更

大分東ＲＣ 11月25日（木）の例会は、夜の例
会の為　同日18：30～ウエダに時
間・場所変更

８．次週の予定
「税についてのあれこれ」

別府税務署長　本
ほん

藤
どう

修
しゅういち

一氏　
「会員コラム」椛田健治会員
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９．本日の回覧
①「ダメ。ゼッタイ。」募金箱

10．本日の配布
①週報No.1025
②ロータリー探究「ロータリー財団～その進

展と輝かしい業績～」
鳴海淳郎Ｒ情報委員長より

③ロータリーの友11月号
④ガバナー月信No.7

スマイルボックス 委員長　森　　宗明

○木村会長
　「おおきくなったナー」河村会員の言葉でし
た。自分が入会して二年目から植え始めたと感
心しきる所でした。継続は力なり。もみじも力
強く育っている事にスマイル。

○村津会員
　一昨日・日曜日、秋のもみじ谷奉仕作業を実
施致しました。
　詳細は先程の委員会報告で申し上げたとおり
ですが、わがクラブの会員・御家族・社員の方々
をはじめ、陸上自衛隊曹友会、コーラスグルー
プのみなさん、全てに感謝してスマイル。

○平野（英）会員
　今日はロータリー財団の事をみなさんと理解
してみたいと思います。つたない卓話になると
思いますがよろしく。又、岐部会員、先々週は
大変新しいおいしい、しいたけありがとうござ
いました。

○近藤会員
　一昨日、『学生街の喫茶店』のヒットでおな
じみのガロが30年振りに復活し、博堂村の主催
で駅前のブルーバード会館にて４時間におよぶ
ライブを聴きました。会場を全て巻き込むキャ
ラクターと懐かしい歌声に大満足しました。

○森会員
　（先程の木村会長の話の中で、もみじ谷の件）
若い方の平野さんが、奥さんを連れて来て…を、
平野さんが若い方の奥さんを連れて来て…と聞
いてしまいました。村津さんから頂いた写真を
見てびっくり。
　鈴木規夫プロの開催する講演会のご案内で
す。ご無理の無い所でよろしければ…。

○鳴海会員
　先日は別府市倫理法人会のモーニングセミ
ナーで話をさせていただき、会長の平野さんに
は大変お世話になりました。深謝してその時の

「お礼」をスマイルさせていただきます。

社会奉仕委員会報告 委員長　村津　忠久

　「もみじ谷奉仕活動」は、20年間に亘り、春・
夏・秋と年３回実施しているが、今年秋の奉仕を、
11月７日（日）に実施した。
　当日の明け方、小降雨があったが、その後の天
気予報を見て決断、参加予定者全員に連絡して予
定通り実行した。心配した天候は、降らず照らず
で気温17度、快適な作業日和となった。
　参加者は、木村会長、亀井副会長、平野工務店

（寺西氏・柚野氏）、平野教康会員と令夫人、河
村、岐部（代理・白石氏）、前田、村津、森（８
日に成育本数調査奉仕）各会員と、陸上自衛隊別
府駐屯地曹友会・荷宮会長以下28名、コーラスグ
ループが村津夫人他６名で総勢45名で奉仕活動を
した。
　８時25分・準備体操、８時半・作業開始式、荷
宮曹友会長に続いて木村会長が挨拶。
　作業内容は、曹友会はＡ地区の来年植栽準備、
ロータリーとコーラスグループはＣ地区の昨年と
今年春に植栽した苗木の整美作業を実施した。
　昨年300本、今年春に300本を植栽した約200坪
の区域を特定して、整美作業を進めました。
　７月の奉仕作業の時は、無事成育を続けている
苗木は350本程に激減しておりました。
　４月初旬の遅霜と虫害に斃されたものと思いま
す。今回、11月８日に森会員が３回に亘り精査し
た結果は345本が無事成育中と判りました。
　20年に亘り植樹してきた経験から、目に見えて
大きく成長するのは８～９年後からですので、こ
の区域の345本に就いては、今後９年間、特別の
関わりを持ち続けたいと思っております。
　10時50分、鉄階段の下、色付き始めたモミジに
囲まれて、「里の秋」「赤とんぼ」「紅葉」を気持
ちよく皆で高唱して、この日の奉仕作業を終了し
た。
　ありがとうございました。
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卓　　話 ロータリー財団委員長　平野　英壽

ロータリー財団月間に因んで

会員コラム 　後藤　　隆

　女性のチャームポイントはいろいろあるが八重
歯もその一つです。
　八重歯は男性より女性に多く、近代人ほど多い
そうです。八重歯がない人が古代人だと言ってい
るわけではありません…念のため！
　顎が退化し小さくなって犬歯が顎に収まりきれ
ないために、生え換わるのが最も遅い犬歯が圧迫
され外に押し出されるためです。
　八重歯といえば小柳ルミ子ですが、かわいかっ
たですね～チョット古いかな（笑）。最近ではプ

ロゴルファーの上村愛子がかわいい牙をはやして
ますね。
　欧米諸国では八重歯は悪魔や吸血鬼の牙を連想
させるので古くから忌み嫌われていて、中流以上
の家庭では子供のころに抜いてしまうそうです。
　そのため八重歯があると充分な医療費が払えな
い貧困層の子供とみなされてしまうんだそうです
よ。気をつけましょうね！

 次回は、椛田健治会員です。

皆さんは、ロータリー財団のことをど
のくらいご存知ですか？

• 今まで、ロータリー財団のことを「難しい」「分かりずらい」
「面倒くさい」とか思っていませんでしたか？

• ロータリー財団って、寄付を集めるところだと思っていませ
んでしたか？

せっかくこのセミナーに出席されたのですから、この機
会にロータリー財団のことを少し勉強をしてみましょう！

ロータリー財団って何でしょう？

• ロータリー財団って、いつできたの？
• ロータリー財団は、誰が作ったの？
• ロータリー財団って、国際ロータリーとどう違うの？
• ロータリー財団は、誰が運営しているの？
• ロータリー財団には、どんな寄付の仕方があるの？
• ロータリー財団には、どんなプログラムがあるの？
• ロータリー財団の財政は、大丈夫なの？

あなたは、こんな質問に答えられますか？

もし、１，０００ドルの
年次寄付をすると・・・

and

寄付をすると言うことは、
世界中の奉仕活動に

参加していると言うことです。

ロータリアン一人一人からの寄付は、世界中で有効に使われていま

す。今こうしている間も、世界中のロータリアンが私たちに代わって、

いろいろな奉仕プロジェクトを行なっています。

つまり、私たちは、寄付をすることによって、これらのプロジェクトに

間

接的に参加している訳です。

そして、貴重な寄付を使って、いろいろなプロジェクトを実行していく

のは、私たちロータリアンであり、私たちの所属するロータリークラブ

です。

是非、有意義なプロジェクトを考え、「寄付をする。」だけではなく、

「有効に使う。」ことも考えて行きたいと思います。

さて、ロータリー財団の
未来の夢計画をご存知ですか？

２０１３－１４年度より、ロータリー財団の補助金の
システムが、全く新しいシステムに変わります。

それが、

「ロータリー財団の夢計画」
です。

ここで、「ロータリー財団の未来の夢計画」について、
復習をしておきましょう。

未来の夢計画のスケジュール

• ２００９年２月から６月までの間に、３年間の試験
的プログラムに参加するパイロット地区を募集

• ２００９年７月に全世界より１００のパイロット地区
を決定

• ２０１０年７月より２０１３年６月までの３年間、試
験的プログラムを実施

• ２０１３年７月より全世界で
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タイ国サラブリ市にあるクイーンマザー看護学校の学生が、インター
ンとして近隣の村を往診するための自転車５０台を寄贈しました。

双方のロータリアンが
協力をして自転車の
最終組み立てを実施

世田谷ＲＣの拠出金：
２，７８１．２５ドル
サラブリＲＣの拠出金：
１００ドル

ＤＤＦから４，０００ドル、
ＷＦから５，０５０ドルの
補助金をいただきました。

ホストパートナー

サラブリロータリークラブ
���：１１，��１．２５ドル
Total cost : 11,931.25 Dollars

ロータリアンが自ら汗を流したプロジェクトであり、また、効果的な広報が
できたプロジェクトでした。

���
（2009年11月21日）

サラブリ市中心にある高
校の敷地内にて執り行わ
れました。

ロータリーアン、看護
学校の先生と生徒、地
元の名士が多数参加
され盛大に挙行されま
した。

また、マスコミもテレビ
局や新聞社等が取材
に訪れました。

クイーンマザー看護学校を訪問 サラブリロータリークラブの例会に参加

看護学校の生徒たちがデモンストレーションをしな
がら贈呈式会場から看護学校まで自転車に乗って
町中を行進しました。通りに面した商店等から、大
勢の人々が手を振ってこの行進を見ていました。

まさに、地域者かとロータリーが一つになった瞬間
でした。

このことは、素晴らしいロータリーの奉仕活動の広
報となりました。


