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◆出席報告　　　　　出席委員長　衛藤　秀子
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◆点　　鐘　　12：30
◆体　　操　　自律神経強化体操
◆Ｒ　　Ｓ　　我等の生業
◆唱　　歌　　我は海の子
◆Ｂ. Ｇ. Ｍ　　「アコーディオンで綴る

美しき愛唱歌」より
川の流れのように
津軽海峡・冬景色
矢切の渡し　　　　　他

◆ゲ ス ト　　山田滋彦（日出ロータリークラブ会長）
鈴木貫史（日出ロータリークラブ幹事）

会長の時間 会長　亀井　　孝

　本日は台風で足元の悪い中、会員の皆様又ゲス
トの皆様、中央ＲＣの例会に出席して頂きありが
とうございます。

　日本のなでしこがとうとうやりました。女子
サッカーワールドカップ優勝です。澤さんは、世
界一になる迄サッカー選手を辞めないと強く心に
決めていたそうです。
　世界中に日本女性のすばらしさを発信できたと
思います。その素晴らしい日本女性が当クラブに
は居ます。女性として、ロータリアンとして、益々
のご活躍を期待したいと思いますのでよろしくお
願いします。

台風情報
　大型で強い台風6号が本日9時には足摺岬の南
100kmにあって、北へ毎時20kmの速さで進んで
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います。今日、明日と、会員の皆様、暴風、大雨
に十分注意をし、怪我などされない様に気をつけ
て下さい！

　本日は、会長、幹事就任挨拶に、日出ロータリー
クラブの山田会長、鈴木幹事がゲストでお見えに
なっています。後ほどご挨拶をお願いします。
　今日は、各委員長就任挨拶がありますので、会
長の時間は短く終了とさせていただきます！



BEPPU CHUO ROTARY CLUB

http://www.beppu4rc.jp/chuo/

幹 事 報 告 幹事　森園　伸也

１．本日の卓話
「就任挨拶（活動計画）」　
平野英壽会員増強・職業分類・会員選考委員長
衛藤秀子出席委員長
村津忠久健康増進・Rソング委員長
前田哲矢プログラム委員長
鳴海淳郎Ｒ情報委員長
大島由美子広報・雑誌・会報委員長

２．本日のゲスト
　　山

やまだしげひこ

田滋彦氏（日出ロータリークラブ　会長）
　　鈴

すずき

木貫
かん じ

史氏（　　　　　〃　　　　　幹事）
３．第１回臨時理事・役員会報告
（平成23年７月13日（水）　持ち回り）
審議事項
１）『もみじ谷整美作業』開催の件。※承認
日　時　平成23年７月31日（日）
　　　　８：25～11：00終了予定

４．委員会報告
○ロータリー探究：No.366
　「ロータリーの社会奉仕とその実践について」

鳴海淳郎Ｒ情報委員長
○「社会奉仕委員会報告」

村津忠久社会奉仕委員長
５．お祝い
（次週、夜の例会の為、本日２週分お祝い致します。）
結婚記念日　　平野教康会員（７月31日）

※ご自宅にお花が届きます。
配偶者誕生日　　大江和子さん（８月１日）

※記念品をお渡し致します。
６．例会変更のお知らせ

大分1985ＲＣ	 ８月１日（月）の例会は、クラブ
協議会の為　同日19：00～トキハ
会館に時間変更

大分中央ＲＣ	 ８月３日（水）の例会は、夜の例
会の為　同日18：00～大分第一ホ
テルに時間変更

７．次週の予定
「夕涼み例会」
※時間・場所を変更し、別府タワーに於いて
18：30～開催致します。

８．本日の回覧
①今年度「お祝い品」アンケート
②「夕涼み例会」出・欠席（７月26日）
③「もみじ谷整美作業」出・欠席（７月31日）

④「第２回クラブ協議会」出・欠席（８月２日）
９．本日の配布
①週報No.1056

スマイルボックス 副委員長　平野　教康

○亀井会長
　日出ＲＣの山田会長、鈴木幹事、ようこそ別
府中央ＲＣへ。どうぞごゆっくりして下さい。
又、別府中央とも仲良くしてお願いします。

○近藤会員
　昨日の早朝３時…『起きた！見た！勝ったぁ』
　なでしこジャパンが天下無敵の世界ランキン
グNo.１のアメリカを破り、女子サッカーワー
ルドカップ金メダルに輝きました。このところ
ずっと暗い話題ばかりの日本に一筋の光明が見
えました。立ち上がろう日本、頑張ろう日本。
ついでに別府中央ロータリーソフトボールチー
ム、悲願の一勝を目指して頑張ろう。

○森会員
　この数ヶ月、たぶん３月以降、土日もなく仕
事をしておりましたら、87歳の母から息子の顔
を忘れそうだから来なさいと言われました。母
が元気で居てくれることに感謝。お母さん、今
週末行きますよ！

○大江会員
　先週は、中国に行って来ました。中国バブル
真っ只中で、日本との経済の温度差を感じ過ぎ
「どげかせな」と思いました。

○鳴海会員
　本日は、日出クラブの山田会長さん、鈴木幹
事さん、ようこそいらっしゃいました。よろし
くお願いします。
　また、先日はまちなかカフェにて「懐かしの
別府ものがたり」を語る会に出席させていただ
き、色々お世話になりました。感謝してスマイ
ル致します。

○前田会員
　７月16・17日に別府アリーナで障害者へ車椅
子バスケット “カボスカップ” 西日本大会があ
りました。当社員３名も選手としてがんばりま
した。皆一生懸命でサッカーなでしこジャパン
共に勇気をもらいました。ちなみに優勝は沖縄
で別府チームは２位でした。
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○木村会員
　別府冷麺、我が家の手打冷麺を350円で一か
月、７月１日～30日まで出しています。18日間、
3500パイ出してます。よかったら味見に寄って
みてください。頑張っています。

○村津会員
　一昨日・日曜日、「全市一斉海岸清掃」に、コー
ラスの仲間16名と共にスパビーチで奉仕活動を
致しました。
　昨日の朝、７時のテレビニュースで「なでし
こジャパン」のワールドサッカー優勝を見まし
た。胸が熱くなり涙が出ました。この日を迎え
るまでの長く厳しい練習の年月は如何ばかり
だったでしょう。
　「日本のためにありがとう」と叫んでスマイ
ル。

○後藤会員
　山田先生、鈴木先生、何度も何度も何度も、
本当にご苦労様です。一年間よろしくお願いし
ます。

○衛藤会員
　日出ロータリーの山田会長、鈴木幹事様、悪
天候の中をようこそお越し下さいました。どう
ぞごゆっくりなさって下さいませ。
　さて、先日、流川の「まちなかカフェ」にて、
今日新聞連載の「なつかしの別府ものがたり」
で鳴海先生の紹介がありましたので、参考まで
に新聞をお配りしました。

○平野（英）会員
　山田先生、３回目会長おつかれさまです。夜
の町に出る回数が減るかなぁー、増えますか
ねー。

○平野（教）会員
　初のスマイルボックス発表。今期一年よろし
くお願いいたします。

社会奉仕委員会報告 委員長　村津　忠久

　「もみじ谷」の奉仕活動は、毎年、７月・11月
・３月に行っております。
　今月31日（日）の奉仕活動に就いて、作業の概
要を説明致します。
　下草刈りは、24日～28日に作業員の手によって
終了しておる予定です。
　曹友会のみなさんは11月３日植樹の予定地整備

をされます。
　ロータリーとコーラスグループのみなさんはＣ
地区内の特定地区（08年と09年に植樹した所）の
整美を特に念入りに致します。森会員は苗木の残
存成育本数の調査を願います。
　その後、Ｂ・Ｃ地区の整美に従事します。
　作業は10時40分迄で、その後、曹友会と合流し
ます。
　雨天中止の時は、参加予定者全員に電話連絡を、
午前７時頃に致します。
　日程調整の上、多くの会員・家族の方々の御参
加をお願いします。

就任挨拶 会員増強委員長　平野　英壽

　今期会員増強委員長をおおせつかりました、平
野です。
　前期は我中央R.Cは増強新会員６名というすば
らしい実績を達成しました。
　髙宮前委員長と木村会長の後を引き継ぐのは大
変な苦痛でありますが、なんとか今期も５名の増
強をめざして頑張りますので皆さんの強力な情報
をいただきたいと思います。
　今の社会情勢の中「今こそロータリー」をフレー
ズに１人１人確実に入会に結びつけたいので応援
よろしく。

就任挨拶 出席委員長　衛藤　秀子

　みなさんこんにちは。今年度、出席委員を仰せ
付かりました衛藤でございます。
　ロータリー歴８年、まだ８年なのか、もう８年
なのか。未だに何もわからない状態です。出席員
も二度目だと思いますが、何をして良いかわかり
ませんが、ロータリーに於いて出席することは絶
対だと思いますので、どうぞみなさん欠席をしな
い様、もし欠席の場合はメーキャップをして下さ
い。本年度は常に出席率100％を目指して行きた
いと思います。以上、簡単ですがこれで終わりま
す。

就任挨拶 健康増進委員長　村津　忠久

　私は56年前に、医学的無知から過労・暴飲暴食
を重ね、その結果、心臓・腎臓・肝臓をボロボロ
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会員コラム 　平野　英壽

まずはＤ言葉を追放しよう。
　最近私が目にとめ、心に残った文章を引用し、
皆様にご紹介いたします。
　余計なひと言を追放する第一歩としてオススメ
なのが、「Ｄ言葉」を意識すること。
　Ｄ言葉とは、「でも」「だって」「どうせ」「だっ
たら」といったＤ行ダジヅデドで始まるネガティ
ブワードのことです。
　こういった言葉には、意外に相手が悪いことを、
ほのめかすニュアンスが含まれることもあります。評
価が下がるだけでなく、聞いた相手が「否定された」
という感情にもなりやすいので注意が必要です。
例）
「○○さん、頼んだ資料もうできた？」「えっ、ま
だです。“でも” 急ぎだと聞いていなくて・・す
みません・・」
　この場合Ｄ言葉＝「でも」を入れると余計なひ
と言になってしまうのがおわかりでしょうか。返

答にＤ言葉は禁物です。
　では、次のような受け答えだとどうでしょうか。
「えっ、まだです。申し訳ありません。お急ぎだっ
たのですね。」
　伝えていることは一緒ですが、だいぶ印象が変
わりましたね。
　自分のやったことを正当化するわけでもなくて
も、そうなった経緯について説明しておきたくな
る気持ちは余計なひと言を誘発しやすくなります。
　わかってもらいたいという気持ちが、結果とし
て評価をさげてしまうのは非常に残念なことです。
　心情的にはつらいかもしれませんが、正当化を
主張するより、爽やかに非を認め、前向きにリカ
バリーするようにしましょう。
　そんな前向きさは、余計なひと言をなくすだけ
でなく、好感度にも繋がるのです。
　ビジネスシーンだけでなくプライベートでも同
様ですので、ぜひトライしてみて下さい。

にして死にかけた経験をしています。
　その時は奇蹟的な出会いのお陰で、村橋善高先
生に助けて頂きましたが、それ以来、健康の大切
さを悟り、健康な心と体を構築する為の栄養・休
養・睡眠に気配りをして来ました。
　私の場合、職業の関係で約50年間、休養と睡眠
が慢性的に不足し、御覧の通りのヨレヨレの体に
なっていますが、その事を反面教訓として、体験
医学的な立場で健康増進委員長としての責務を果
たす所存です。

就任挨拶 Ｒソング委員長　村津　忠久

　「心に太陽を、唇に歌を持て」は明るく生きて
ゆく為の鉄則だと思います。
　毎週例会開始直後のＲ.ソングと童謡唱歌は、
明るい声で元気に歌いましょう。
　市内４Ｒ.Ｃ.の有志で結成している「別府ロー
タリーコール」は、４Ｒ.Ｃ.の公的支援を頂いて、
平成元年から継続して活動しています。練習は毎
週月曜日の夜、７時半から９時迄です。
　毎年、各地区廻り持ちで「全日本ロータリーク
ラブ親睦合唱祭」が行われますが、2720地区から
出演するのは「別府Ｒ.コール」だけです。
　人生の生き甲斐の幅を広げるためにも、多くの
会員の御参加をお願い致します。

就任挨拶 プログラム委員長　前田　哲矢

　事前の打ち合わせを入念に行い卓話者への連
絡、特に外部卓話をお願いしている時には必ず前
もって連絡し確認を取るようにします。会長幹事、
各委員との連絡も密にし、会員の皆さまの意見を
聞きながら例会をスムーズに進めるようにしたい
と考えています。

就任挨拶 Ｒ情報委員長　鳴海　淳郎

　　今年度もＲ情報委員長をお引き受けすること
になりましたが、新会員の方も数人入会されたこ
とでもありますし、40年に及ぶロータリーの体験
を生かし、できるだけロータリーを分かりやすく
解説して行きたいと思います。そして、一人でも
ロータリーが好きになる人を目指して頑張りたい
と思います。

就任挨拶 広報・雑誌・会報委員会　大島由美子・森　宗明

　第一に正確な記録を心がけます。原稿がなかな
か集まらず何時も例会ぎりぎりに出来上がる事が
多いので、原稿は水曜日中に事務局に提出するよ
うに会員にお願いを致しました。翌週配布の原則
を守るためにも会員諸氏のご協力をおねがい致し
ます。


