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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
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村津　忠久

津末美代子
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髙宮　勝美
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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　
　　事後　平野（教）（大分 1985）
　　　　　平野（英）（湯布院ＲＣ創立 20 周年式典）
　　欠席　椛田、河村、大島
　　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　　それでこそロータリー

◆唱　　歌　　かたつむり

◆Ｂ. Ｇ. Ｍ　　ラジオ深夜便「にっぽんの歌
こころの歌」より

赤い花　白い花
忘れな草をあなたに
人を恋うる歌　　　　他

会長の時間 会長　木村きぬゑ

　ここ何日か本格的な暑さがじりじりと迫ってく
る感じです。今年の夏は国を挙げて、とりわけ省
エネと省エネと叫んでいますが、昨今の40度にな
らんとする猛暑にどれだけ耐えられるのか、暑さ
と言うことに対して改めて対峙する良い機会かも
知れませんね。
　我が家でも冷房つけたり消したり、扇風機回し
たりとめてみたりと試行錯誤の日々です。皆さん
は今年の夏をどう乗り越えますか。
　今日はこの後新旧クラブ協議会が控えていま
す。いよいよ次期執行部にバトンタッチ！過ぎて
みれば一年はまばたきする間に過ぎた様な感じが
しています。

1053ＶＯＬ．23 -45
2011 年６月 21 日
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幹 事 報 告 幹事　後藤　　隆

―ロータリー親睦活動月間―
１．本日は、「第４回（新・旧）クラブ協議会」

を開催致します。

２．「2011-2012年度国際ロータリー第2720地区会
員増強セミナー」開催のご案内
日　　時　　平成23年７月23日（土）

登録受付12：00～13：00
セミナー13：00～16：00

場　　所　　別府大学短期大学部
（大分キャンパス）文化ホール
（大分市野田380 TEL097-586-0001）

参加義務者　　次年度クラブ会長、幹事、クラ
ブ会増強委員長、ガバナー補佐、
地区増強・拡大委員、希望者

登 録 料　　１クラブ　3,000円
申込期限　　７月８日（金）まで

３．「国際ロータリー第2720地区第27回インター
アクト年次大会」開催のご案内
日　　時　　平成23年７月30日（土）

～31日（日）１泊２日
場　　所　　湯布院自然の家　ゆふの丘プラザ
テ ー マ　　愛「今、私たちにできること」
登 録 料　　インターアクター　4,000円
　　　　　　顧　　　　問　4,000円
　　　　　　ロータリアン　4,000円
申込期限　　７月８日（金）まで

４．本日、例会終了後、「次年度理事・役員会」
を開催致します。

５．委員会報告
　　ロータリー探究：No.446「定款催促セミナー

に出席して」鳴海淳郎Ｒ情報委員長

６．2010-2011年度「皆勤お祝い」　※対象者の方
に記念品をお渡し致します。
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）

７．お祝い（次週、夜例会の為、２週分合わせて
お祝い致します。）
会員誕生日　　衛藤秀子会員（６月25日）
　　　　　　　亀井　孝会員（６月27日）
配偶者誕生日　森　北実さん（６月30日）

※記念品をお渡し致します。

８．例会変更のお知らせ
日出ＲＣ ６月28日（火）の例会は、会長・幹

事役員慰労会の為　同日18：30～
割烹幸喜屋に時間・場所変更

９．次週例会の予定
「会長・幹事慰労会」
※時間・場所を変更し、18：30～ホテル山水

館に於いて開催致します。

10．本日の回覧
①「会長・幹事慰労会」出・欠席（６月28日）
②「７月５日（火）例会」出・欠席
③くにさきＲＣ　週報

スマイルボックス 委員長　森　　宗明

○木村会長
　高宮さん、創業30年おめでとうございまし
た。“祝いめでた”まで歌わせて頂いて光栄です。
ますますのご繁栄をお祈りします。

○平野会員
　高宮さん、御祝儀も受けとらず大変お世話に
なりました。

○後藤会員
　木村会長が突然「亀ちゃんは顔がこわいけど
やさしーんで。平野さんは顔はやさしいけど性
格はこわいんで」と言いました。

○近藤会員
　一年前のこの日「やっと終わったぁ。」と思っ
たのを思い出しました。ただ今日、木村会長を
見ていると「もちょっと会長を続けてもいいの
にな。」という顔をしているように見えたのは
私だけでしょうか？

○衛藤会員
　どこにあんなに沢山な雨があるのかと思う程
よく振りました。今日はお日様に会えてホッと
しています。
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　今月25日は私の満77歳の誕生日です。喜寿を
迎える事が出来ました。感謝してスマイル。

○村津会員
　梅雨の一休みでしょうか？久しぶりの「お陽
さま」を拝みました。
　感謝してスマイル。

○鳴海会員
　高宮さん、この度はＴＦＣの創立30周年おめ
でとうございました。
　本日は皆勤のお祝い有り難うございました。

○高宮会員
　６月16日（株）ティ・エフ・シーの30周年記
念式典に多くの会員のご出席大変ありがとうご
ざいました。

○森会員
　家内の誕生日のお祝い、ありがとうございま
す。６月30日が誕生日ですが、正確に申します
と、６月は家内の誕生日月間です。

第４回（新・旧）クラブ協議会 

◆　2010-2011年度　活動報告　◆

◆クラブ奉仕（ロータリー家族委員会）
　委員長　亀井　　孝　　副委員長　森園　伸也
１．楽しく、規律ある例会、会員と交流の出来る

例会
２．例会出席率の向上、出席、親睦委員会との連携
３．退会した元ロータリアンやそのロータリー家

族、財団学友などの方に活動等を報告したい。
　上記については、１．２は、ほぼ達成出来たと
思います。３．は、何も出来ませんでした。有意
義な家庭集会を会長、親睦委員長のもと、奥様他、
身内の方も参加して出来ました。

◆会員増強・職業分類・会員選考委員会
　委員長　髙宮　勝美　　副委員長　平野　英壽
○会員増強と退会防止に努力します。その為に

フォーラムを実施する。
○特に未充填職業分類についての会員増強に努める。
○会員選考基準の中で、職業を通して社会に貢献

している人、人格品位に見合った人等の照準に
合わせインフォメーションを行う。

１．上記３つの活動計画を忠実に実行した結果、
①岐部　光男会員

②梶原　和廣会員
③堀　　由美会員
④前田　哲矢会員
⑤平野　教康会員
⑥佐々木久宜会員
⑦大江　知巳会員
が入会したが、梶原和廣会員が退会し、後任
者として
⑧梶原　和朗会員が入会した。
※最低10名の入会を目途としていたが、途中

アクシデントがあり、中座し残念だった。

◆出席委員会
　委員長　大島由美子　　副委員長　津末美代子
①当クラブはいつでも楽しい例会であり、雰囲気

はとても良いと思っています。
②今年度は特に会長が欠席会員の状況を把握して

いただいたので出席率の方も配慮出来たのでは
ないかと思います。

③他クラブのメイキャップや地区大会や他のイベント
等の事業に参加して出席率アップにつながった。

①、②、③の活動計画に於いて、委員長である私
自身の出席が悪かった為、全て不満足な計画に
なってしまったことを反省しています。

◆親睦活動委員会
　委員長　森園　伸也　　副委員長　近藤　賢司
○近隣４ＲＣでのゴルフコンペを実施し、他クラ

ブの会員さんとも親睦を深めることができた。
○木村会長の発案で、会員の家族の方に参加してい

ただいた懇親会が楽しく開催することができた。
〇活動報告

①７月27日　夕涼み例会　於：別府タワー
②８月26日　第１回家庭集会　於：まちなかカフェ
③９月５日　第１回別府中央ＲＣゴルフコンペ
④９月21日　月見例会　於：割烹旅館 ゆめさき
⑤10月26日　職場例会　於：河村会計事務所
⑥10月３日　近隣７ＲＣソフトボール大会
⑦11月14日　第２回別府中央ＲＣゴルフコンペ
⑧12月21日　忘年例会
⑨１月11日　新年例会
⑩４月５日　花見例会
⑪４月25日　第３回別府中央ＲＣゴルフコンペ
⑫５月24日　親睦家族例会
⑬６月28日　会長・幹事慰労会

以上、計画通りに活動できた。
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10月12日「米山奨学生卓話」
　パニットナンタナクン・ナッタニットさん
10月26日「職業活動表彰」
　上人豊田歯科　歯科衛生士　佐藤由子氏
11月16日「税についてのあれこれ」
　別府税務署長　本藤修一氏
11月30日「ゲスト卓話」
　㈱リフライ　河野龍児氏・平野　正氏
２月８日「日本留学とモンゴル」
　チンゾリグト　ムンフツェツェグさん
３月15日「自産自消で学んだもの」
　大分合同新聞社
　文化科学部次長　田崎啓二氏
５月17日「東日本大震災　陸上自衛隊同行記」
　　　　　　今日新聞社　社長　檀上陽一氏

◆ロータリー情報委員会
　委員長　鳴海　淳郎　　副委員長　溝部　　仁
ロータリー情報重点会・活動報告
１．例会におけるロータリー情報の提供（別紙の

如し）わたしのホームページ「ロータリー探
究」より、殆ど毎例会時に１項目ずつロータ
リー情報を提供した。

２．新会員に対するインフォメーションの実施
・平成22年９月30日（木）18：30　ホテルニューツルタ
　前田哲矢氏（平成22年10月５日入会）
　平野教康氏（平成22年10月５日入会）
・平成23年４月７日（木）18：30　東京一うどん
　梶原和朗氏（平成23年４月12日入会）
・平成23年５月15日（日）18：30　ゆめさき
　大江知巳氏（平成23年５月24日入会）
　佐々木久宜氏（平成23年５月17日入会）

＊入会前のインフォメーションについて
　別府中央ロータリー・クラブ独自の「入会のし
おり」を参考にして行い、これまでは主としてロー
タリー情報委員長が行っていたが、平成23年５月
15日以降、当日出席する会長以下６名の委員長が
下記のように分担して行うことにした。
１．ロータリー・クラブの歴史と魅力について

…Ｒ情報委員長
２．別府中央ロータリー・クラブ概要について

…会長
３．例会と主な行事について…会員増強委員長
４．出席とメーキャップについて…幹事
５．委員会活動について…副会長
６．親睦活動について…親睦活動委員長

○会員・夫人誕生日、結婚記念日には祝品を贈呈
し、お互い祝福ました。

◆健康増進委員会
　委員長　村津　忠久　　副委員長　椛田　健治
①ホームクラブ例会場に於ける「自律神経強化ス

トレッチ」は概ね毎週実施された。
②イ．11月２日、例会週報の会員コラム欄にて、「爪

もみ療法」を記載した。
　ロ．11月６日例会時に、漫画版「歯は臓器だっ

た」を配布した。

◆ロータリーソング委員会
　委員長　村津　忠久　　副委員長　森　　宗明
１．例会開始点鐘後のロータリーソングと童謡・

唱歌の斉唱は、清々と実行された。
２．新入会員には、ロータリーソングの楽譜とテー

プをお渡ししている。
３．会員誕生日のバースディ・ソングもファース

トネーム入りで和気藹々と実施されている。
４．10月17日（日）の別府市民合唱祭に、「ロー

タリーコール」と「ロータリーフラウエンコー
ル」は共に出演し、好評を博した。

５．３月８日例会時に、「ロータリークラブの主催
で始められた別府市民合唱祭」と題して卓話
をした。

◆スマイルボックス委員会 
　委員長　森　　宗明　　副委員長　森園　伸也
①全て自主申告によって提供されたスマイル実績
　①職業奉仕関連　10件　　　　（６月14日現在）
　②社会奉仕関連　21件
　③身辺慶事・ほほえみ　57件
　④その他　288件
　⑤ゲスト・ビジター　14件
　計　376件　６２７，０００円
②経済状況の厳しいさなかですが、大変多額のス

マイルを頂戴しました。ありがとうございました。

◆プログラム委員会
　委員長　中尾　　誠　　副委員長　髙宮　勝美
2010-2011年度　ゲスト卓話者は下記の通りでした。

９月14日「インターアクト活動報告」　
　別府溝部学園高等学校　菅本　ミイ先生
　　　　　　　　　　　　村井　仁美さん
　　　　　　　　　　　　本田ちひろさん
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中止した。
２．「スマイルボックス」に依って報告された地

域社会に於ける各会員の奉仕活動は６月14日
現在で、21件であった。

◆新世代委員会
　委員長　椛田　健治　　副委員長　近藤　賢司
１．９月14日（火）

インターアクト活動報告を例会時に開催しま
した。
ゲスト：別府溝部学園高等学校　菅本ミイ先生
　　　　村井仁美さん・本田ちひろさん

２．12月12日（日）
ロータリー家族月間に大分県第３分区ＲＣ，
ＲＡＣ、ＩＡＣ合同清掃活動が開催され、別
府駅～10号線周辺の清掃を行いました。
当クラブより、ＲＣ会員・家族、９名、別府
溝部学園ＩＡＣより、７名の計16名が参加し
ました。

◆国際奉仕委員会
　委員長　津末美代子　　副委員長　髙宮　勝美
１．世界理解月間（２月）にゲスト卓話者を招き、

国際的視野に立った卓話を企画する。
２．ＷＣＳ（世界社会奉仕）の実施を引き続き検

討する。
３．当地域で国際奉仕を行っている団体と交流を

深め、奉仕活動を充実させます。
上記の計画に於いて、
　世界理解月間（２月）にゲスト卓話として、モ
ンゴルからの米山奨学生チンゾリグト・ムンフ
ツェツェグさんを招きました。
　ＷＣＳ（世界社会奉仕）の実施は具体的には行わ
れませんでした。引き続き検討して頂きたいです。

◆ロータリー財団委員会
　委員長　平野　英壽　　副委員長　溝部　　仁
活動計画通り実施致しました。
１．年間10ドルの一般寄付
　　10㌦×92円×18名＝16,560円
２．特別寄付（6/14 現在です。）

・木村きぬゑ会員　$100　・村津　忠久会員　$100
・後藤　　隆会員　$100　・梶原　和廣会員　$100
・平野　英壽会員　$100　・鳴海　淳郎会員　$100
・森　　宗明会員　$100　・梅津ヤヨイ会員　$100
・髙宮　勝美会員　$100　・亀井　　孝会員　$100

◆広報・雑誌・会報委員会
　委員長　衛藤　秀子　　副委員長　森　　宗明
１．卓話等の原稿が遅れがちでしたが、出稿を早

くするようのお願いしてから、早目に原稿を
頂けるようになりました。ご協力に感謝します。

２．雑誌委員会としての活動が具体的にできませ
んでした。

◆ＳＡＡ
　ＳＡＡ　近藤　賢司　　副ＳＡＡ　衛藤　秀子
１．例会場には開会30分前に入り、会員、ゲスト、

ビジターの席を確保し、時々はくじ引きで席
を決め、より多くの会員と話す機会ができる
よう配慮した。

２．村津会員のお陰で、心地よいＢＧＭは会場に
流れ、楽しい雰囲気で食事をしていただけた
と思います。

３．食事中の禁煙、卓話中の私語は当クラブの会
員のマナーがよく、本当にありがたかったが、
今後は例会中に携帯電話の呼出音が鳴らない
ように、マナーモードに切り替えてもらうと、
もっとよくなると思う。

◆職業奉仕委員会
　委員長　河村貴雄　　副委員長　大島由美子
１．職業奉仕表彰の実施

H23.10.26　歯科衛生士　佐藤 由子 氏に職業
活動表彰を行った。

２．職場例会
H23.10.26　河村会計事務所に於いて職場例
会を行い、上人豊田歯科、佐藤由子氏に卓話
をして頂いた。

◆社会奉仕委員会　　　　　　　　　
　委員長　村津　忠久　　副委員長　平野　英壽
１．「もみじ谷奉仕作業」は下記の通り実施された。
イ．７月25日（日）

ロータリー会員・家族７名、コーラス１名
曹友会24名で整美作業。

ロ．11月７日（日）
ロータリー会員・家族11名、コーラス７名
曹友会28名で整美作業。

ハ．３月上旬、作業員の手によりモミジ苗木300
本を植樹した。
３月20日（日）に実施予定であった曹友会に
よる植樹は「東日本大震災救援派遣」の為、
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②２：１計画の推進…会員２人に対して１人
の新会員候補者を会員増強及び拡大月間

（８月）までにリストアップし、勧誘活動
をする。

③当クラブの特徴のひとつでもある女性会員
の入会を勧奨する。

◇出席委員会　　　　　　　　　
　委員長　衛藤　秀子　　副委員長　津末美代子
　例会出席率、メイクアップを含め60％以上と規
定になっていますが、皆さんの努力により最近は
80％を維持している様で、大変喜ばしいことです
が、100％になる様頑張りましょう。
　欠席の多い人には電話などして出席を促し、明
るく楽しい風格ある別府中央ＲＣにして行きたい
と思います。

◇親睦活動委員会　　　　　　　　　
　委員長　岐部　光男　　副委員長　後藤　　隆
　新会員も増えて、和気藹々と心おきなく話し合
う雰囲気を親睦活動で創りたいと思います。
　会員・夫人誕生日・結婚記念日には祝品を贈呈
し、お祝い祝福する。
〇活動予定

①７月下旬　夕涼み例会
②９月中旬　ソフトボール練習試合
③10月上旬　近隣７ＲＣソフトボール大会
④10月　　　月見例会
⑤11月　　　職場例会
⑥12月下旬　忘年会
⑦１月上旬　新年会
⑧１月　　　スキー講習会（講師：佐々木会員）
⑨４月上旬　花見例会
⑩４月　　　近隣７ＲＣ親睦ゴルフコンペ
⑪６月下旬　会長・幹事慰労会
その他　◎ソフトボール湯布院合宿
　　　　◎会員親睦ゴルフコンペ
　　　　◎家庭集会　を随時開催予定です。

◇健康増進委員会　　　　　　　　　
　委員長　村津　忠久　　副委員長　椛田　健治

「健康が一番である事は鉄則」
　各会員の意識向上に資する活動を心掛けたい。
１．例会前５分前に「村津式自律神経強化スト

レッチ」を楽しく行う。
２．健康増進に寄与する情報を随時提供する。

・森園　伸也会員　$100　・衛藤　秀子会員　$100
・堀　　由美会員　$100　・岐部　光男会員　$100
・前田　哲矢会員　$100

３．100万ドルの食事の実施（2010年11月30日）
　　２㌦×82円×23名＝3,772円

◆米山奨学委員会
　委員長　中尾　　誠　　副委員長　岐部　光男
１．米山奨学事業への協力

普通寄付　前期2,500円×18名＝45,000円
後期2,500円×23名＝57,500円
特別寄付（6/14 現在です。）
後藤　隆会員　10,000円
木村きぬゑ会員　10,000円

２．米山ランチの実施（2010年10月19日）
　　＠1,000×23名＝23,000円
３．米山奨学生卓話(10/12)

パニットナンタナクン　ナッタニットさん
10/14,中津平成ＲＣ，10/21杵築ＲＣへ引率
して卓話へ行きました。

◇　2011-2012年度　活動計画　◇

◇クラブ奉仕（ロータリー家族委員会）
　委員長　髙宮　勝美　　副委員長　後藤　　隆
１．新しい会員が増えたので楽しく出席出来る、

時代にマッチした例会にしていきたい。
２．昨年度復活した家族例会を複数回実施し、会

員の家族がロータリアンを誇りに思える企画
を作りたい。

３．ロータリーに入会する事で人間的にも社会的
にも成長出来る。例会運営と会員の親睦を図
り、次代をリードする若者を入会させ成長さ
せる。

◇会員増強・職業分類・会員選考委員会
　委員長　平野　英壽　　副委員長　河村　貴雄
１．次年度目標

会員総数　30名達成
２．具体的な活動

①充填・未充填の職業分類を調査、検討し、
未充填職業分類を充填するために会員の資
格条件に適合した人々を推薦するようクラ
ブ会員に積極的に働きかける。
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２．当クラブ独自の資料「ロータリークラブ入会
のしおり」や「ロータリー物語」を出来るだ
け活用するように努める。

◇広報・雑誌・会報委員会
　委員長　大島由美子　　副委員長　森　　宗明
１．奉仕活動等、広報の必要のあることに対して

積極的に報道機関に取材を依頼する。
２．月間誌ロータリーの友の購読はロータリアン

の義務の一つに位置づけられているので、購
読を一層推奨する。

３．週報は正確な記録を心がける。

◇ＳＡＡ
　ＳＡＡ　木村きぬゑ　　副ＳＡＡ　衛藤　秀子
１．開会30分前には、例会場に入り、例会が支障

なく行えるようにチェックし、ゲスト、ビジ
ター、会員を迎えられるように務める。

２．食事中の禁煙に配慮し、卓話中は私語、携帯
電話を自粛してもらう。

３．食事中のＢＧＭに気を配り、和やかな気持ち
で楽しく食事をして戴く。

４．時々は、俗に言う指定席を変えて、多くの会
員と話す機会を作るよう努力する。

◇職業奉仕委員会
　委員長　森　　宗明　　副委員長　梅津ヤヨイ
１）職業奉仕に係わる資料を会員に配布して、職

業奉仕への理解を深める。
２）職業表彰の実施と表彰者の卓話の実施。
３）職場例会の実施。

◇社会奉仕委員会　　　　　　　　　
　委員長　村津　忠久　　副委員長　平野　英壽
　個人、団体を問わず、社会奉仕を生活の基盤と
する事は、明るい社会形成の為に大切な事だと思
います。
　今年度も各会員がその意義を理解・認識して、
下記の活動を実施したい。
１．「ＮＰＯ法人・別府もみじ谷トラスト機構」

主催の奉仕作業には、四季を通じ、出来るだ
け参加する。又、トラスト活動は積極的に支
援する。

２．毎年春に実施される「もみじ谷の植樹」の
折、必要な苗木は、理事会の承認を経て提供
する。

３．希望があれば各会員に個別カウンセリングを
行う。

◇ロータリーソング委員会
　委員長　村津　忠久　副委員長　森　　宗明
１．温い例会の雰囲気づくりの為、例会開始点鐘

後、ロータリーソングと童謡唱歌を斉唱する。
２．会員誕生日のバースデイソングには、なるべ

くファーストネームを入れる。
３．市内４ロータリークラブの会員、家族で構成

する男声合唱団ロータリーコール、及び、女
声合唱団ロータリーフラウエンコールへの入
団を慫慂する。

◇スマイルボックス委員会
　委員長　堀　　由美　　副委員長　平野　教康
　未曾有の景気低迷の最中での東日本大震災で、
会員の皆様も支援・義援でなかなかスマイルまで
は、行き届かないとは存じます。催促なしの自主
申告が基本のスマイルです。
　という状況の中で、次年度の活動計画を報告し
ます。
①例会を休む会員さまには、是非スマイルだけで

も参加をして頂きたいを思います。
②お誕生日の会員さまには、誕生日記念スマイル

をお願いしたいと思います。
　以上、次年度も今年度同様、価値あるスマイル
ボックスになりますように勤めます。

◇プログラム委員会　　　　　　　　　
　委員長　前田　哲矢　　副委員長　近藤　賢司
１．年度のプログラムを作成するにあたり、会長、

幹事、各委員長との連絡を密にする。
２．新会員卓話の時には会員の皆様の意見を聞い

てアドバイスをする。
３．ゲスト卓話者には、週報、写真を郵送する。
４．例会をスムーズに進める為の準備を念入りに

行う。（卓話者への連絡、特に外部者の卓話
をお願いしている時は、必ず前以て連絡し確
認を取る。）

◇ロータリー情報委員会
　委員長　鳴海　淳郎　　副委員長　河村　貴雄
１．今年度も引き続きわたしのホームページ「ロー

タリーの探究」より、出来るだけ毎例会時に
ロータリー情報を提供したい。
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会員コラム 　鳴海　淳郎

日本舞踊とわたし
　1968年末別府に帰省して43年になりますが、別
府に帰って数年後より日本舞踊の稽古をはじめま
した。そのきっかけは、別府市医師会で忘年会の
幹事を引き受けると、何か踊らなければならない
ということを患者さんに打ちあけたところ、その
日の中に先生が決まってしまったのです。花柳流
の花柳幾雅美先生でした。
　それから約20年近く稽古が続きましたが、はじ
めは名取りになるための３つの課題曲からはじま
りましたが、途中から「名取りになったら先生大
変だ」という人の忠告があってそれは断念するこ
とにしました。

　黒田節、白扇、松の緑、雨の五郎、新曲浦島、
越後獅子、夕月船頭、岸の柳、外記猿など色々稽
古を受けましたが、1972年９月８日、別府ロータ
リー・クラブ創立20周年記念式典において、その
時の余興として初めて「黒田節」を踊ったことを
思い出します。その後は別府ロータリー・クラブ
恒例の新年家族会でのひとこまなど、いろいろ残
されていますが、いまでは人生劇場がわたしの
十八番として残っております。
　ところが、最近になって、色々整理しているう
ちに、もう亡くなった母が北海道時代に町内の集
まりで黒田節を踊っている写真を見つけ出し、感
慨にふけっているところです。

３．各会員が、夫々の地域社会に於いて、日常的、
或は、特に実行した奉仕活動を「スマイル・
ボックス」を通じて、具体的に報告を頂き、
記録する。

◇新世代委員会
　委員長　中尾　　誠　　副委員長　椛田　健治
１．インターアクターと別府中央ロータリークラ

ブ会員との連携を深めたい。
２．インターアクターからの希望で実現できそう

なものに取り組みたい。
３．担当の先生と連絡を取り合い、行事報告を会

員に提示して行きたい。
４．各国の留学生とコンタクトをとり、国際奉仕

委員会とも連携をして、より広い視野のロー
タリー奉仕活動につなげて行きたい。

◇国際奉仕委員会
　委員長　近藤　賢司　　副委員長　溝部　　仁
１．当地域で国際奉仕を行っている団体と交流し、

その団体の活動を支援する。
２．その団体に国際的視野に立った卓話をしてい

ただき、世界理解月間を盛り上げたい。

◇ロータリー財団委員会
　委員長　河村　貴雄　　副委員長　津末美代子
１．ロータリー財団への貢献について

財団プログラム推進のため積極的な財団へ寄
付を推奨する。

①年間10ドルの一般寄付
②100万ドルの食事の実施（Ｒ財団月間11月）
③ロータリー財団準フェロー、ポール・ハリ

ス・フェローへの特別寄付を奨励する。
④ロータリー財団準フェローの毎月の積み立

てを希望者に対して実施する。
２．ロータリー財団月間にＲ財団学友生を招いて

卓話してもらう。

◇米山奨学委員会
　委員長　梅津ヤヨイ　　副委員長　岐部　光男
１．米山奨学事業への協力

・米山奨学普通寄付
・特別寄付しやすいように月々に分割しても

良い。
２．米山ランチの実施　　
３．米山月間（10月）に記念卓話を企画する。

米山奨学生　
グェン・ティ・ツィ・ユンさん
　（立命館アジア太平洋大学）


