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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
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◆出席報告　　　　　出席委員長　大島由美子

会 員 総 数
出 席 者
事前メイクアップ
理 事 会 承 認
出 席 免 除
欠 席 数
出 席 率

・メイクアップ
　　事前　村津（別府）
　　事後　河村（別府東）
　　欠席　堀、岐部、椛田
　　出席免除　溝部、梅津
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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　　おぼろ月夜
◆Ｂ. Ｇ. Ｍ　　「ムード音楽ベストセレクション」より

恋はみずいろ
エーゲ海の真珠
オリーブの首飾り　　他

◆ゲ ス ト　　梶原和廣氏（元別府中央ＲＣ会員）
◆ビジター　　笹森俊雄（別府ＲＣ）

会長の時間 会長　木村きぬゑ

　４月11日、春香苑大分店の従業員の結婚式を、会
社が取り持って、ささやかな挙式をいたしました。
　晴れて夫婦になった２人のうれしそうな顔、と
りわけ新婦の花嫁姿の綺麗な事。やってあげてよ
かったなーと心から思いました。一生に一度きり
の花嫁姿、女性の永遠のあこがれですよね。家族
だけの小さな式でしたが、あれでよかったのだと
思っています。
　沢山の人を呼んで大きな結婚式をするのもそれ
なりの意義はあると思いますが、本人達と家族が
認め合う事、これが本来の結婚式の姿だと思って
います。
　嬉しいことがもう一つ、別府中央ロータリーク
ラブに青年がお父様の意志を継ぎ、梶原和朗さん
が入会されました。是非お父上の作られた会社の
事も精力的に頑張って支える人になって下さい
ね。会員の期待度は200％です。
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幹 事 報 告 幹事　後藤　　隆

―雑誌月間―
１．本日の卓話

「会員卓話」後藤　隆会員
２．本日のゲスト
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 氏（元別府中央ＲＣ会員）
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３．本日より、下記の方が入会されますのでよろ
しくお願いいたしま
す。
氏　名　梶

かじ

原
わら

和
かず

朗
お

氏

生年月日　昭和56年
４月17日生

（29才）
事業所名　旭環境管理株式会社　取締役
職業分類　メンテナンス
自宅住所　別府市東荘園町４－３
推薦者　髙宮勝美会員

４．ＲＩ第2720地区青少年交換留学（短期）募集
のお知らせ
派遣学生の募集
年　　齢：16歳から18歳（英語の語学力が

ある程度必要）
期　　間：平成23年７月末から８月末まで

の約１ケ月間
派 遣 先　ハンガリー

受入ホストファミリーの募集
受入学生の年齢　16歳から18歳
受入期間　平成23年７月初めから７月末ま

での約１ケ月間
（ホストファミリーを２箇所用意し、２週間位で交代）

※４月30日まで募集いたしまします。
５．第10回定例理事・役員会報告

（平成23年４月５日（火）18：00～於：春香苑 ７名）
報告事項
１）「近隣７ＲＣ会長・幹事会」並びに「第28回近

隣７ＲＣ親睦ソフトボール大会監督会議」報告
（平成23年４月23日（水）14：00～　ホテル白菊）

○「近隣７ＲＣ親睦ゴルフコンペ」の件。
　※協議の結果中止。
○「近隣７ＲＣ親睦ソフトボール大会」の件。

開催日：平成23年10月２日（日）
予備日：10月10日（祝・月）
場　所：野口原ソフトボールグランド
ホスト：日出ロータリークラブ
＊詳細は、７月頃の「監督会議」にて報告あり。

○木下ガバナーより「緊急物資支援のお願い」
の件。※各クラブごとに対応する。

２）もみじ谷植樹作業の件。村津忠久社会奉仕
委員長より報告

審議事項
１）新入会員候補者（梶

かじ
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わら

和
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朗
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氏）選考経過報
告と今後の予定。※承認

２）ＲＩ第2720地区青少年交換委員会より交換留
学開始のお知らせと短期交換留学派遣学生並
びに受入ホストファミリー募集の件。※承認

３）木下ガバナーより「緊急物資支援のお願い」
の件。※承認

４）2010-2011年度「皆勤・精勤お祝い」の件
※承認
※記念品は本人の希望する品（昨年度は

5,000円までクラブで負担）
・鳴海　淳郎会員（H23年１月28日＝40年）
・梅津ヤヨイ会員（H22年12月４日＝20年）
・髙宮　勝美会員（H22年８月２日＝５年）
・亀井　　孝会員（H22年10月４日＝５年）
・森園　伸也会員（H23年２月12日＝３年）
・中尾　　誠会員（H23年２月12日＝３年）

５）４月・５月例会予定の確認
 ４月５日 「花見例会」18：30～　於：春香苑
 12日 「会員卓話」後藤　隆会員
 19日 「会員増強フォーラム」
  髙宮勝美会員増強委員長
 26日 「会員卓話」平野英壽会員
 ５月３日 「法定休日」
 10日 「会員卓話」衛藤秀子会員
 17日 「ゲスト卓話」
 24日 「会員卓話」大島由美子会員
 31日 「会員卓話」梅津ヤヨイ会員
６．４月７日（木）18：30～東京一うどんに於いて、

新会員候補者の「インフォメーション」が開
催されました。
出席者：木村きぬゑ会長、亀井　孝副会長、

鳴海淳郎Ｒ情報委員長、森園伸也親
睦活動委員長、髙宮勝美会員増強委
員長、後藤　隆幹事

７．４月10日（日）11：40～大分香りの博物館１
Ｆカフェササンボンに於いて、「2011学年度
米山奨学生・カウンセラーオリエンテーショ
ン」が開催され、近藤賢司カウンセラーが出
席されました。

８．お祝い
　　結婚記念日　後藤　隆会員（４月13日）

※ご自宅にお花が届きます。
９．例会変更のお知らせ

大分臨海ＲＣ ４月18日（第３月）の例会は、夜
の親睦例会の為　同日18：30～大
分全日空ホテルオアシスタワーに
時間変更

大分ＲＣ ４月19日（火）の例会は、創立60
周年記念式典の為　同日17：00～
大分全日空ホテルオアシスタワー
に時間・場所変更

大分城西ＲＣ ４月20日（水）の例会は、定款第
６条第１節により　休会

湯布院ＲＣ ４月20日（水）の例会は花見例家
族例会の為　同日18：30～に時間
・場所（未定）変更
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大分キャピタルＲＣ ４月20日（水）の例会は、花見（仮）
例会の為　同日18：30～壷中の天
地に時間・場所変更

大分東ＲＣ ４月21日（木）の例会は、夜の例
会の為　同日18：30～豊の国健康
ランドに時間・場所変更

大分南ＲＣ ４月22日（金）の例会は、新人を
囲んでロータリーを語る会の為同
日18：30～大分センチュリーホテ
ルに時間・場所変更

中津中央ＲＣ ４月26日（火）の例会は、向笠公
園清掃例会の為　同日12：30～福
沢茶屋に場所変更

大分城西ＲＣ ４月27日（水）の例会は創立21周
年記念例会の為　同日18：30～大
分全日空ホテルオアシスタワーに
時間変更

10．次週例会の予定
「会員増強フォーラム」髙宮勝美会員増強委員長
「会員コラム」　衛藤秀子会員

11．本日の配布
①週報No.1041、1042、1043
②ロータリーの友４月号
③ガバナー月信No.10
④2011年度　会員名簿
⑤ロータリー探究：「新会員のために ～ ロー

タリーを知り、ロータリーが好きになる具
体的方法」鳴海淳郎Ｒ情報委員長より

スマイルボックス 委員長　森　　宗明

○木村会長
　ビジターの笹森さん、いらっしゃいませ。大い
に宣伝してください。梶原和朗さん、初めての
例会とまどうでしょうが、早く慣れて下さいね。

○亀井会員
　“隆” 様、本日の卓話、楽しみです。いつも
のマイクで歌う様に話して下さい。
　梶原元会員（お父さん）大変すばらしいご子
息を入会させていただき、感謝しています。今
後も末長く別府中央ＲＣをよろしくご支援して
下さい。

○後藤会員
　梶原和廣さん、退会とても残念です。和朗さ
ん、ようこそ別府中央へ。楽しんで下さいね。

○鳴海会員
　梶原和朗さんのご入会をこころから歓迎します。
　本日はお父さんの和廣さんが病気のため残念
ながら退会されることになり、そのご挨拶にみ
えておられますが、代わってご子息の和朗さん

が同じ職業分類で入会されることになり、本日
がその入会式に当たります。
　父の退会と子どもの入会式が同じ日にこの会
場で行われることは前代未聞のことでありま
す。誠に記念すべきことで、大いにスマイルし
たいと思います。

○河村会員
　梶原和廣さん、笹森さん、ようこそいらっしゃ
いました。私も久し振りの例会です。今日、卓
話の後藤さんよりお叱りを受けそうです。

○平野会員
　梶原和廣会員、大変お疲れ様でした。又、御
子息の入会をありがとうございます。我がクラ
ブに入会は安心ですね。（笑）
　又、ドイツで活躍の塩地亜希子にスマイル。

○村津会員
　一昨日・日曜日の「一気登山大会」は、御天
気・桜・菜の花、全て最高。クラブ会員のみな
さんも多数御参加下さり、3000名の参加者みん
なに楽しんで頂く事が出来ました。東日本大震
災の義援金も18万円余り、募金出来ました。
　今日は海軍の集まりで鹿児島です。メー
キャップは４月１日、別府クラブで済ませてあ
ります。感謝感謝でスマイル。

○髙宮会員
　梶原和朗さん、入会おめでとうございます。
　今後ロータリーを楽しんで下さい。梶原和廣
さん、短い間でしたが、ありがとうございまし
た。又、近々私が会員増強委員長になりますの
で、又入会し、親子ロータリアンになって下さい。

○中尾会員
　梶原和朗さん、ようこそ中央ロータリーへ。
近藤監督、今年は１勝できそうです。梶原和廣
さん、いつでも復帰できます。お待ちしています。

○森園会員
　梶原和朗さん、ようこそ。私より若い人が入
会だなんて、とてもうれしいです。
　梶原和廣さん、お体に気をつけて、たまには
遊びに来て下さい。

○近藤会員
　一番テレンパレンと体操をしていると思った
亀井副会長が、村津式健康体操をほとんど完璧
にこなしたのを見て、人はみかけによらんもん
じゃと思いました。皆さん、今迄以上に亀井副
会長に尊敬の念を持ちましょう。

○森会員
　いつもたくさんのスマイル、ありがとうござ
います。心から感謝です。
　梶原和廣さんのごあいさつに感動しました。
まだまだお元気でご活躍ください。
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会員コラム 　近藤　賢司

　日本人一人あたり、年間飲む酒の量は1994年の
100.7リットルをピークに減少していき、2010年
には90リットルを割り込みました。酒類別でいう
と、清酒・ウィスキーが激減し、焼酎・ワインが
増加していて、ビール類は暫減傾向です。ビール
類の中では、安価な発泡酒が増え、本物のビール
のシェアは下がっていっています。これは若年層

の酒離れと高齢化により60才以上の男性の酒量が
減っていることを示しています。
　我等が青春時代に、さしつさされつでお互いの
コミュニケーションの媒体となった酒もノミニ
ケーションという言葉とともにさびれ、昔の話と
なりつつあるのが現状のようです。寂しかぁ！！
 次回は、衛藤秀子会員です。

○塩地亜希子
　ご無沙汰しております。ロータリーの皆様、お
元気でいらっしゃるでしょうか。日本の今の現状、
大変心が痛みます。連日、ニュースをチェックし
ています。海外でも、大きく取り上げられていま
す。周りの人は、心配してくれます。こちらでは、
津波や地震というより、とても原発に敏感で、そ
ちらのほうについてよく聞かれます。
　そして、私が日本のためにできることはなん
だろうかと考え、友達と私が発起人となり、チャ
リティーコンサートを行おうということで、急
遽行いました。
　学校の協力もあって、当初１００人程度の
ホールの予定でしたが、チラシの反響が大きく、
急遽大ホールですることになり、大ホールが満
席になるほどの人がきてくださり、寄付をして
くださいました。集まった金額は日本円にして
約４１万円で、日本赤十字に送りました。日本
人有志とその友人による演奏会では、日本歌曲
やピアノソロ、ヴァイオリンの曲を演奏し、最
後にはみんなで「ふるさと」を合唱しました。
きてくださって方々は、とても良い演奏会だっ
たと満足してくださっていたようです。
　留学生活も残るところあと数ヶ月です。最近
では友人も増え、伴奏のお仕事など色々と声を
掛けて下さる方も多くいて、忙しく過ごしてい
ます。あっという間に夏がきてしまいそうです。
夏にはオーケストラと共演するチャンスもいた
だけました。とても楽しみにしています。

　日本がとても心配ですが、今私にできること
は、目の前のことを精一杯やるしかないのだろ
うと思っています。皆様もどうぞお元気でお過
ごしください。

卓　　話 後藤　　隆

遺　伝
　私は人から父に似ている
とよく言われます。30才く
らいから顔が似ていると言
われていたのですが、最近
特によく言われるようにな
りました。私の兄弟は男３
人ですが私だけが似ている

と言われます。世間では、娘は父親に似ると幸せ
になると言われていますが、私は父に似たばかり
に幸せにはなれないのかも（笑）？
　なぜ両親から同じようにＤＮＡを貰いながら、
顔や体型や体質が似たり似なかったりするんだろ
う？きっと『似る』ということには何か意味や理
由があるんだろうな？でも頭の薄さだけは似たく
なかったんだけど…。髪を洗った後でドライヤー
が要らないとか良いこともあるにはあるけどね？
でも頑丈ではないけれど病気しない程度に丈夫な
体と、いまだにメガネを必要としない健康な眼を
受け継いだことは良かったのかな？この健康な体
と眼は、私の子供たちにも受け継いでもらいたい。
頭は受け継いでくれなくていいから（笑）。


