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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　　早春賦
◆Ｂ. Ｇ. Ｍ　　「ダークダックスが歌う

日本の名歌」より
早春賦
荒城の月
叱られて　　他

会長の時間 会長　亀井　　孝

聖バレンタインデー
　西暦269年のこの日、兵士の自由結婚禁止政策
に反対したバレンタイン司教が、時のローマ皇帝
の迫害により処刑されました。それから、この日
がバレンタイン司教の記念日としてキリスト教の
行事に加えられ、恋人たちの愛の誓いの日になり
ました。
　ヨーロッパでは、この日を「愛の日」として花
やケーキ、カード等を贈る風習があります。
　女性が男性にチョコレートを贈る習慣は日本独
自のもので、1958年にメリーチョコレートカンパ
ニーが行った新宿・伊勢丹でのチョコレートセー
ルが始まりです。１年目は３日間で170円しか売
れませんでしたが、現在ではチョコレートの年間
消費量の４分の１がこの日に消費されると言われ
るほどの国民的行事となりました。
　本命チョコ、友チョコ、義理チョコ、渡す相手
もさまざまで若い女性は結構な出費のようです

1084ＶＯＬ．24 -30
2012 年２月 14 日

が、もらう男性側のお返しは1.5倍、あるいは３
倍の金額が相場とか。「愛の日」とはちょっと違っ
てきているような・・・。バレンタイン司教も天
国で首をかしげていることでしょう。
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幹 事 報 告 幹事　森園　伸也

―世界理解月間―

１．本日の卓話
「私の思い」　木村 きぬゑ 会員

２．第８回定例理事・役員会報告
（平成24年２月７日（火）11：40～　

於：ホテルニューツルタ　８名）
報告事項
１）別府市内４ＲＣ会長・幹事会報告（１月27

日（金）於ホテルニューツルタ）
○別府市内ＲＣ合同事務局半期（中間決算）

報告の件。
○合同事務局の後期負担金額確認の件。1/1

付会員数　24名×＠45000
○別府市内４ＲＣ合同例会開催の件。

日　時　平成24年２月21日（火）
　　　　12：30～例会
場　所　ホテルニューツルタ８Ｆ
ホスト　別府中央ロータリークラブ
卓話者　別府市長　浜田　博氏

○近隣７ＲＣ親睦ゴルフコンペ開催の件。
ホスト　別府ロータリークラブ
　　　　＊後日、詳細の案内あり。

審議事項
１）「第３回クラブ協議会」開催の件。※承認

例会日　　平成24年２月28日（火）
　　　　　12：30～例会
　　　　　終了後～クラブ協議会
場　所　　ホテルニューツルタ

２）別府中央ＲＣソフトボールユニフォームの
件。※承認

３）２月・３月例会予定の確認 　　
 ２月７日 「鶴見岳一気登山はじめのこぼれ話」
  村津忠久会員
 14日 「私の思い」木村きぬゑ会員
 21日 「別府市内４ＲＣ合同例会」
  於：ホテルニューツルタ
 28日 「第３回クラブ協議会」
 ３月６日 「名前ランキング」近藤賢司会員
 13日 「会員卓話」平野英壽会員
 20日 「法定休日の為休会」
 27日 「創立22周年記念例会」

３．委員会報告
ロータリー探究：No.462

「「クラブ研修リーダー」について」
鳴海淳郎Ｒ情報委員長より

４．お祝い（次週、別府市内４ＲＣ合同例会の為、
本日２週分お祝い致します。）
会員誕生日　　津末美代子会員（２月22日）
　　　　　　　椛田　健治会員（２月26日）
配偶者誕生日　　平野なるみ会員（２月15日）

※記念品をお渡し致します。

５．例会変更のお知らせ
大分東ＲＣ ２月23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

大分南ＲＣ ２月24日（金）の例会は、新入会員
歓迎会の為　同日18：30～ほり川
に時間・場所変更

６．次週例会の予定
「別府市内４ＲＣ合同例会」
「会員コラム」佐々木久宜会員

＊原稿をお願い致します。

７．本日の回覧
①杵築ＲＣ　週報
②「2012-2013年度版　ロータリー手帳」購入

希望
③「別府４ＲＣ合同例会」出・欠席（２月21日）
④「第３回クラブ協議会」出・欠席（２月28日）
⑤「もみじ谷植樹作業」出・欠席（３月18日）

８．本日の配布
①週報　No.1083
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スマイルボックス 副委員長　平野　教康

○髙宮会員
　佐々木デンキさん、創業35周年おめでとうご
ざいます。これからもますます地域に根ざした
お店として成長して下さい。
　木村さん、卓話を楽しみにしています。

○前田会員
　ササキデンキさん、35周年おめでとうござい
ます。

○村津会員
　一昨日・12日・日曜日、「むらつ歯科クリニッ
ク・開業20周年記念フォーラムと祝賀会」が、
ホテルオークラ福岡で、800人をお招きして開
かれ、盛会でした。
　全てに感謝してスマイル。

○鳴海会員
　本日はバレンタインデー。外来に顔を出した
途端に従業員からプレゼントを沢山いただき、
感謝の一日です。

○平野（英）会員
　２週間ぶりです。ごめんなさい。最近大変不
幸事が多くて…。みなさん、頑張ってこの冬を
乗り切りましょう。今日はバレンタインデー。
何個チョコレートが来るかな？

○衛藤会員
　木村さん、今日の卓話、楽しみにしています。

○津末会員
　誕生日のお祝いありがとうございます。もう
年は取りたくないです。

○近藤会員
　今日はバレンタインデーで我が娘と社員から
はとてもおいしいチョコレートをいただきまし
たが、愛妻からは何ももらえそうにありません。
ところでずっと隣に座っているきぬチャン！　
こっそりとでいいけん…早く渡してよ！

○森会員
　チョコいただきました。多分これで終わりだ
と思います。ママありがとう！

○中尾会員
　腰が痛い。（チョコもらおうと思って頑張り
すぎた？）

○岐部会員
　こんにちは。木村会員、今日の卓話楽しみに
しています。

○大江会員
　会員コラムを書いていたら、筆が止まらず、
ダラダラと書いてしまった。このまま１冊の小
説ができるのでは…なんて思い、その本の印税
の使い道まで考えてしまった自分にスマイル！

○佐々木会員
　おかげさまでササキ電器が35周年を迎えるこ
とができました。昭和52年５月に上人南町に開
店し、35年間頑張ってきました。いまでは、家
電販売だけでなく、太陽光発電、オール電化、
リフォームと色々なことが出来るようになりま
した。
　これからもあなたの街の電器屋さんとして、
末長く頑張っていきます。
　ササキデンキ35周年、感謝してスマイル。

○平野（教）会員
　今日は特に無いですが、毎週向かいに衛藤さ
んが、横に姉さんがいて幸せです。
　来週の合同例会のスマイルは僕がするのか
なぁ？
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卓　　話 木村きぬゑ

　今日はバレンタインデーです。男性諸君にチョ
コレートを差し上げなければと思い、女性会員み
んなでプレゼントしようと思っていたのに、それ
を女性会員に連絡するのを忘れ、バレンタイン
デーが来てしまって、そう言うわけで私からの
チョコレートは有りません。
　つまりは忘れてしまいました。でも亀井会長か
らチョコレートを頂きました、有り難うございま
す。
　話は変わりますが、人は65歳から老人なのだそ
うです。世界保険機構でも65歳からを高齢者と定
めているとの事。「だとしたら私も老人？考えら
れない、考えたくない」と言うのが今の気持です。
身体がとる歳と気持ちの上での年齢って人によっ
て違いますよね。少なくとも私は老人では無いと
自分では思っています。
　人の心はもちろん生きものです。今日と明日、
そして明後日、その日によって変わります。体調
がよく、気分の良い時は年の事は考えませんが、
体調が悪く気分の悪い時はもう年だなーと落ち込
んでしまいます。若い時には考えなかった「歳」
がいよいよわが身にせまって来ると、さてこれに
どうしようかとまた考えてしまいます。
　例えば、あー私はあと何年生きられるのだろう
か？ 10年か、いや15年？いやいやそれでは短い、
短か過ぎる。まだまだやらなければいけない事が
山ほどあるのです。
　例えば私は商売をしているので後継者の問題は
切実です、私たち中小零細企業の大きな問題は後
継者にいかに上手にバトンタッチするか、と言う
ことだと思います。何時もその時々が一生懸命で
したから、この年になるまであまり考えられな

かった問題です。
　でも若い人に少しずつ渡してしてゆく事を意識
しなくてはいけない「歳」なりました。とても大
切なことのようです。デリケートな部分が多い課
題です。
　毎日が戦争のような現場の仕事を40年～50年近
くそれこそ無我夢中でやってきた私にはとても難
しい課題です。ある友人から「一旦誰かに仕事を
任せると決めたら少し離れて黙って見守るだけ」
と言われました。実際やってみて、仕事から少し
離れて任せる事がどんなに忍耐を要するか、初め
て知りました。
　今の時代、備えあって憂いなしではなく、備え
があっても憂いがあります、だから、いつでも死
ねるぞ、と思うくらいの覚悟も必要だと思ってい
ます。
　私の今からの人生、どれだけ若い人の力になれ
るか、誰かの為に役立に立てるか、自分の事は、
人に頼らず身の丈にあった生活を心掛けて「楽
かったナー、私の人生」と言えることが出来るか
ですよね。
　これからもロータリーの友人と週１回、まだま
だ永く付き合っていただきたいいと思います。出
来る限り永くこの絆を大事にしてゆきたいと思っ
ています。皆さんにお願いをして今日の卓話とし
ます。ありがとうございました。

会員コラム 　大島由美子

奇跡に感謝
　2011年３月11日以来、平穏無事な朝を迎えられ
ることに感謝する毎日です。どのように頑張った
ところで天地の創造主（これを神様と呼ぶので
しょうか？）の力には叶わないものなのですから
…考えてみれば、私たちの周りは奇跡に満ち溢れ
ています。生まれてきたことも、生きていること
も、出会いも、何もかもが、全て奇跡です。だか

ら、神様が怒らないよう、今、私の周りにいる人
を大事に、裏切られても裏切らないように感謝の
心でいると、なんだか全て良い方向へ導かれてい
るように思われてなりません。これからも「あり
がとう」の気持ちを忘れないように、魂を磨いて
生きたいと思う毎日です。感謝感謝。

 次回は、佐々木久宜会員です。


