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   ＲＩテーマ　　　　

国際ロータリー会長　レイ・クリンギンスミス （国籍・米国）

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

2720 地区

別府中央ロータリークラブ
例会日　火曜日　12 時 30 分
ところ　ホテルニューツルタ 〒874-0920 別府市北浜1-14-15
　　　　TEL （0977）22-1100　FAX 21-1019
事務所　別府市西野口町 1 番 1 号 青山通りビル 3F
　　　　〒 874-0931　TEL（0977）23-9000
　　　　　　　　　 　FAX（0977）23-9019
　　　　http://www.beppu4rc.jp/chuo/
　　　　E-mail:info@beppu4rc.jp

役員　会　長　木村きぬゑ
　　　副会長　亀井　　孝
　　　幹　事　後藤　　隆
　　　会　計　河村　貴雄

第 　 　 回 例 会 会報委員長　衛藤　秀子

ＳＡＡ　近藤　賢司
直前会長　近藤　賢司

木村きぬゑ
亀井　　孝
河村　貴雄
村津　忠久

津末美代子
大島由美子
髙宮　勝美

理事
　〃
　〃
　〃

理事
　〃
　〃

◆出席報告　　　　出席副委員長　津末美代子
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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　　かあさんの歌

◆B. G. M　　「小川明子の組歌・四季」より
花
納涼
月　　他

◆ゲ ス ト　　パニットナンタナクン・ナッタニットさん
（米山奨学生）

会長の時間 会長　木村きぬゑ

　年が明けて、なんだかバタバタしているうち
に、あっと言う間に一月も後半に入ってしまいま
した。最近時間の経つのが早くてどんどん歳をと
るようなきがしますが、時間が早く過ぎると言う
のは幸せな証拠かなあとも考えています。もし病
気をしていたら、家の中に、職場にどうしようも
ない事が起きていたら、時間はなかなか経たない
ものです。
　いつか、ゆっくり、まったり過ぎる時間を楽し
む余裕ははたして出来るのでしょうか。まだまだ
元気で働きたい私であります。

1033ＶＯＬ．23 -23
2011 年１月 18 日
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幹 事 報 告 幹事　後藤　　隆

―ロータリー理解推進月間―

１．本日の卓話
「ロータリーを一般の人に分かりやすく

伝えるために」
鳴海淳郎ロータリー情報委員長

２．本日のゲスト
パニットナンタナクン　ナッタニットさん

（米山奨学生）

３．RI第2720地区ガバナー
木下光一氏より、鳴海
淳郎会員に、地区大会

「信任状委員会委員」
の委嘱状が届きました
ので、本日御披露し、
お渡しいたします。

４．第７回定例理事・役員会報告
（平成23年1月11日㈫18：00～ 

於：割烹旅館 ゆめさき 6名）
審議事項
１）2010-2011年度後期納入金及び立替金徴収

の件。※承認

２）ガバナーエレクトより「2011-2012年度地
区委員」選出依頼の件。※次週通知

３）年次総会議事により、第７回定例理事・役
員会に於いて残りの無任所理事２名並びに
ＳＡＡを選出の件。※承認
理事７名　役員５名

１ 理事 無任所理事・会長 亀井　　孝 役員 会　長 亀井　孝 ＊＊
２ 〃 クラブ奉仕委員長・副会長 髙宮　勝美 〃 副会長 髙宮　勝美 ＊＊
３ 〃 職業奉仕委員長 森　　宗明 〃 幹　事 森園　伸也
４ 〃 社会奉仕委員長 村津　忠久 〃 会　計 河村　貴雄
５ 〃 国際奉仕委員長 近藤　賢司 〃 ＳＡＡ 木村きぬゑ
６ 〃 無 任 所 理 事 平野　英壽 副幹事 前田　哲矢
７ 〃 無 任 所 理 事 津末美代子 副SAA 衛藤　秀子

４）「大分県３分区ＩＭ」開催の件。（ホスト：別
府東ＲＣ）※承認

５）2010―2011年度「地区大会」全員登録の件。
※保留

６）１月・２月例会予定の確認
 １月４日 「定款第６条第１節（Ｃ）に基づき休会」
 11日 「新年例会」
  於：割烹旅館 ゆめさき
 18日 「ロータリーを一般の人に分かり

やすく伝えるために」
鳴海淳郎Ｒ情報委員長

 25日 「会員卓話」溝部　仁会員
 ２月１日 「会員卓話」衛藤秀子会員
 ８日 「世界理解月間に因んで」
 15日→19日 （土）に日時変更
  「大分第３分区ＩＭ・合同例会」
  於：ホテルサンバリー
 22日 「第３回クラブ協議会」

５．大分県３分区合同例会並びにＩＭ（Intercity 
Meeting）開催のご案内
日　時　　平成23年２月19日（土曜日）

15：00～例会／16：00～ＩＭ／
18：00～懇親会

場　所　　ホテルサンバリーアネックス
会　費　　8,000円

（２月15日例会を変更する為　
当クラブの会員負担は　6,000円）

６．RI第2720地区「2010-2011年度地区大会」開
催のご案内
開催日　平成23年３月12日（土）～13日（日）
場　所　別府ビーコンプラザ
第１日目／３月12日（土）

11：30～大会４委員会（信任状・大会決議
・登録・選挙管理）

13：00～点鐘　
14：40～ガバナー挨拶及びアドレス
15：00～ＲＩ会長代理挨拶並びにアドレス
16：00～記念講演 　～17：30点鐘
18：00～ＲＩ会長代理歓迎晩餐会及び会員

交流会　～20：00
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記念講演　「ロータリーの奉仕活動について」
2580地区パストガバナー　前川昭一氏

第２日目／３月13日(日)
8：30～会長・幹事・ガバナー補佐会議

10：00～点鐘　地区委員会報告・ＲＩ現況
説明他　～12：30

登録料　会員16,000円　家族12,000円

７．「豊後高田ロータリークラブ創立50周年記念
式典」のご案内
日　時　平成23年３月26日（土）

登録受付12：30～、記念講演14：00～、
記念式典16：00～、祝賀会17：30～

場　所　豊後高田中央公民館　
豊後高田市玉津987番地　☎0978-24-2277

（祝賀会：ホテル清照　豊後高田市玉津1514番地　☎0978-24-1611）
記念講演　「今　何が起こっているのか？

世界経済と日本経済」
経済アナリスト・獨協大学教授　森永卓郎氏
ミニコンサート　シンガーソングライター

　今成佳奈さん
登録料　会員10,000円／ご同伴8,000円
※詳細・登録ご希望の方は、幹事または事務

局までお申し出ください。

８．１月13日（木）18：30～照海に於いて『大分
第3分区会長・幹事会』が開催され、木村き
ぬゑ会長、後藤　隆幹事が出席致しました。

９．お祝い
会員誕生日　　髙宮　勝美会員（１月18日）

※記念品をお渡し致します。

10．例会変更のお知らせ
大分ＲＣ １月25日（火）の例会は、新年家

族例会の為　同日18：30～春日神
社へ時間・場所変更

大分城西ＲＣ １月26日（水）の例会は、ガバナー
公式訪問例会の為　同日17：10～
大分全日空ホテルオアシスタワー
へ時間変更

別府東ＲＣ １月27日（木）の例会は、例会場
の都合の為　同日12：30～ホテル
サンバリーアネックスに場所変更

大分臨海ＲＣ １月31日（月）の例会は、職場例
会の為　同日12：30～弁護士法人
アゴラへ場所変更

11．次週例会の予定
「会員卓話」　溝部　仁会員
「会員コラム」中尾　誠会員

12．本日の回覧
①竹田ＲＣ　週報
②「大分県３分区合同例会並びにＩＭ（Intercity 

Meeting）」出・欠席

13．本日の配布
①ロータリー探究
　「ロータリーを一般の人に分かりやすく伝えるために」
　「2011年の念頭にあたって」　

鳴海淳郎Ｒ情報委員長
②週報No.1030,1031,1032
③ロータリーの友12月号・１月号
④ガバナー月信No.7
⑤RI第2720地区2010-2011年度地区大会
　パンプレット
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スマイルボックス 委員長　森　　宗明

○木村会長
　今年も元気で見栄はってがんばってゆこう
よ。元気が一番。なにがなくても元気が一番。
これは自分に言い聞かせています。

○平野会員
　昨日は１軒、今日２軒の地鎮祭をして来まし
た。この不景気に仕事がいただける事に感謝。
今年初めての方は今年もどうぞよろしく。

○森園会員
　先週は体調不良雄ため欠席してすみません。
寒い日が続きますので、皆様お気をつけ下さい。

○近藤会員
　一昨日、大雪の中を九重森林公園スキー場に
行きました。途中、道を一本間違って小さな山
道に入り込み、吹雪の中を運転し、なんとか到
着しましたが、その間本当に心細く、『今後皆
様とも二度とお目にかかることができないと
思ったこともあります。』のでこうして再会で
きたことにスマイル！
　チョットオーバーだったかな。ヘヘヘッ^^

○髙宮会員
　誕生日です。プレゼント、皆様ありがとう。

○鳴海会員
　遅くなりましたが、明けましておめでとうご
ざいます。
　先週の新年会、医師会の行事や家庭の行事と
重なり、体調を考えて失礼しましたが、今年も
よろしくお願いします。

○村津会員
　先週・新年会のプレゼント交換で、私は一冊
の小説本を頂きました。
　斉藤智裕著の「かげろう」です。モチーフの
着想も筋書きも面白く、翌日、博多出張の往復
ソニックで一気に読みました。
　あのプレゼントを提供して下さった会員に感
謝してスマイル致します。

○森会員
　１月16日、57歳の誕生日は仕事で北九州でし
た。今朝、朝礼のあとで社員がお祝いをしてく
れました。不覚にも号泣してしまいました。次
回、私の卓話の折、ご披露致します。



E-mail:info@beppu4rc.jp

BEPPU CHUO ROTARY CLUB

卓　　話 　鳴海　淳郎

ロータリーを一般の人に分かりやすく伝えるために

「ロータリー物語」の発行と、その後の展開

・初 版 ： 2000年1月23日
ロータリー理解推進月間を記念して2000部発行

・改訂版 ： 2004年3月28日
当クラブの創立15周年を記念して2000部発行

初版の紹介

１．ロータリーをつくった人、ポール・ハリスの生い立ち

２．ロータリーの誕生と成長

３．ロータリー95年の横顔

４．日本ロータリーの主な実績

５．日本にもロータリーと同じ考え方をした人がいた

６．今こそロータリーを必要とする時代

～ロータリーをみんなのために～

・ロータリーと地域社会

・21世紀は『こころ』の時代

2004年11月26日・メジャー・ドナー午餐会において
エステスＲＩ会長・ラビッッア財団管理委員長と共に

改訂版の紹介
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初版の内容

１．別府ロータリー・クラブ入会にあたって

２．ロータリーとは

３．ロータリーの綱領

４．ロータリーの奉仕について

５．四つのテスト

６．ロータリーにおけるあなたの特典

７．ロータリーにおけるあなたの義務

８．あなたはどのようにして会員に選ばれたか

９．ロータリー刊行物

10．別府ロータリー・クラブについて

11．おわりに

最近版の内容

１．ロータリーとは

◎ロータリーの誕生とその成長

・ロータリーとは

・名称について

◎日本のロータリー

◎ロータリーの仕組み

２．ロータリーの目的と使命

◎ロータリーの綱領

◎四つのテスト

◎ロータリーの奉仕について

３．ロータリー・クラブと地域社会

「ロータリー・クラブ入会のしおり」の発行

ロータリーの公式定義

ロータリーは、人道的な奉仕を行い、あらゆ

る職業において高度の道徳的水準を守ること

を奨励し、かつ世界における親善と平和の確

立に寄与することを目指した、

事業および専門職務に携わる指導者が世界

的に結び合った団体である。

最近版の内容（つづき）

４．ロータリー・クラブ入会にあたって

◎どのようにして会員に選ばれたか

◎ロータリアンの特典と義務

・クラブに対する金銭的義務

・ロータリーの刊行物

◎ロータリー・クラブ入会のメリット

５．ロータリーに入会したからには

６．別府中央ロータリー・クラブについて

おわりに

要するに、 ロータリークラブとは、

｢単なる社交クラブあるいは社会奉仕

団体とは違って、会員の職業倫理を高

め、思いやりの心をもって他人のため

につくすことを信条とした人のあつま

り｣ ということができます。

道を究める人の集まりとも言えましょう。

ロータリークラブ入会について

誰でも入会できるものでなく、職業分

類制度に則って、クラブの区域限界内

にある各種職業の中から代表的人物

が選ばれ、一定の選考基準によって

入会が決まることになリます。

入会後のトレーニング

こうして選ばれたロータリアンは、

毎週一回の例会に出席して心をみがき、

クラブにおける色々な委員会活動に積極的

に参加することによって奉仕することを覚え、

これを行動実践にうつすことになります。



BEPPU CHUO ROTARY CLUB

E-mail:info@beppu4rc.jp

会員コラム 　村津　忠久

『覚
さと

ると共に働け』
　私の母は、私が39才の時に73才で亡くなりました。
　慈母観音さながらの慈愛に満ちた偉大な母でした。
　その母が遺してくれた言葉の一つに「覚ると共
に働け」があります。
　気づいた事は、即、実行せよ。との事で、特に
難しい事では無いように思えますが、意外にも、
出来そうで出来ない場合が多いのです。

　気付いた時に、他の事をしていたり、後でも間
に合う、明日でも間に合う、とか思ったり、そし
て、次にその事を思い出した時には、すっかりタ
イミングを外している事が多いのです。
　次善の策として、こまめにメモる事にしていま
すが、拙速・軽率の心配が無い限り、「覚ると共
に動く・実行する事」が一番のようです。
 次回は、中尾誠会員です。

わたしの信奉するロータリー哲学

ロータリーの奉���

Thoughtfulness and  helpfulness to  others.
��の��������のた����す�

����の����の������わ�の����

�の��の���

“ He Profits Most Who Serves Best”
����奉�する�の���������る

����奉�する��

“Nothing  but  the  best” の奉��する

�のた���

“To dream a new dream”

���し����������の奉�����る�

ロータリーの誕生と成長

1905年、ポール・ハリスという青年弁護士を中
心に友愛の心を求めて4人の会合に始まった
ロータリークラブは、翌年には奉仕の概念が導
入され、

その後このようなクラブが次々に設立されて
海外にも及び、今や世界の168カ国に広がり、
クラブ数3万以上、会員総数が120万人を超す
世界的規模の大きな奉仕組織に発展しました。

国際ロータリーとは

・ 国際ロータリーは、

世界中のロータリー・クラブの連合体です。

・ 各クラブは国際ロータリーの傘下に自由に集り、
各々が標準クラブ定款を尊重し、国際ロータリーの
定款、細則の枠内で、それぞれの地域社会の事情
に最も適した計画を立て、活動することになってい
ます。

ロータリアンの務め

例会出席や委員会活動によって得られ
たロータリーの心を、自分の職業を通し
て地域社会のために役立てるようにし、

更にこれを周囲に及ぼして国際間の理
解と平和の推進に寄与することが究極
の目的です。

ロータリーの奉仕活動
親睦活動･･･

奉仕の心を一対一の人間関係に生かす

クラブ奉仕･･･
奉仕の心をクラブの一員として生かす

職業奉仕･･･
奉仕の心を自分の職業に生かす

社会奉仕･･･
奉仕の心を地域社会のために生かす

国際奉仕･･･
奉仕の心を世界理解と平和のために生かす

ロータリーでいう奉仕とは

Thoughtfulness of 
and helpfulness to others.

他人に対する思いやりと、

他人のためにつくすこと

ロータリーにおいてとくに
わたしが強調していること

｢ロータリーにおける思いやりの心はただ単に人
に対してだけでなく、まわりの環境に対しても向け
られるべきである｣と考えていますが、

環境汚染の著しい昨今の状態、とくに地球温暖
化防止の問題等々、

今後最大の課題は、｢地球環境の保全｣、｢環境

の浄化｣にあると考えます。

ロータリーの魅力ロータリーの力

ロータリアン一人一人がその時のニーズに応じ
て各々の立場で出来るだけの奉仕をすることが
大切ですが、一人の力には限度があります。

しかし、全世界のロータリアンと一緒にやって行
けば、様々な分野での才能や能力を大きく結集
することができ、場合によっては各国が手をつけ
かねている問題に対して、一国の未来をも変え
るような仕事をすることもできます。

これが、ロータリーを大きくみた場合の魅力では
ないかと思います。

21世紀は｢こころの時代｣

・ ｢他人のことを思いやり、他人を助ける｣
というロータリーの心が大切。

・ ロータリーの心を 家庭・職場・地域社会
に生かしたいものです。

ロータリーと平和の探究

1921年の国際大会において、｢ロータリーの
綱領｣の中に｢奉仕の理想に結ばれた事業と
専門職務に携わる人の世界的親交によって、
国際間の理解と親善と平和を推進すること｣
という第4項が組み入れられ、

その後世界中のロータリアンは色々なプロ
グラムで世界平和について視野を広め、平
和への情熱を声高く表明してきました。

おわりに

｢地上に平和を、すべての人に善意を｣
これはロータリーの始祖ポール・ハリスの言葉ですが、

ポール・ハリスは｢ロータリーは平和な世界の

ミニチュアである｣と言っています。

ロータリアンは勿論のこと、ロータリアン以外の人々も

ロータリーについてよく知っていただくことが世界の平和
につながり、平和のメーカーになり得ると思う次第です。


