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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　　それでこそロータリー

◆唱　　歌　　うれしいひなまつり

◆Ｂ. Ｇ. Ｍ　　「レイモン・ルフェーヴルの世界」より
パリの空の下
愛の讃歌
バラ色の人生　　他

会長の時間 会長　亀井　　孝

　話題を探そうと今日は何の記念日かとネットを
検索してみましたら、「バカヤローの日」だそう
です。思わず笑ってしまうネーミングの記念日で
す。1953（昭和28）年、時の首相・吉田茂が衆議
院予算委員会で、西村栄一議員の質問に対し興奮
のあまり、「バカヤロー」と発言しました。これ
がもとで内閣不信任案が提出・可決され、この年
の３月14日に衆議院が解散しました。これを「バ
カヤロー解散」と呼ぶそうです。最近の内閣も情
けない失言のオンパレーﾄﾞですが、どうせなら「バ
カヤロー」のほうが活気があって良いのかな、と
も思ってしまいます。しかし、実はこの「バカヤ
ロー」は叫んだのではなく、自席に戻る際ボソッ
と呟いたものをマイクが拾い、それを西村議員が
糾弾したものだそうです。60年程も前から、重箱
の隅をつつく政治が行われているのです。
　もうすぐ暖かい春がやってきます。今がどんな
に苦しくても、後年笑い飛ばせるような記念日な
ら大歓迎です。

1086ＶＯＬ．24 -32
2012 年２月 28 日

幹 事 報 告 幹事　森園　伸也

―世界理解月間―
…本日の例会は、第３回クラブ協議会を開催致します。…
１．国際ロータリー第2720地区ガバナーエレクト
の岡

おか

村
むら

泰
やす

岳
たか

氏より、平野英壽会員、大島由
美子会員へ、それぞれ「2012-2013年度RI第
2720地区学友委員会副委員長」「2012-2013年
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RI第2720地区ブライダル少子化対策委員会
副委員長」としての委嘱状が届いております。
本日ご披露し、お渡し致します。

２．2012-2013年度ＲＩ第2720地区『地区協議会』
開催のご案内
日　時　平成24年４月14日（土）9：00～17：00
場　所　別府大学大分キャンパス
　　　　大分市野田380　℡097-586-0001
出席義務者　次期会長、幹事、各部門別委員長
登録料　5,000円

３．２月21日（火）13：40～ホテルニューツルタに
於いて「別府市内４ＲＣ会長・幹事会並びに
次年度会長・幹事会」が開催されました。
出席者：亀井　孝会長、髙宮勝美副会長、前

田哲矢副幹事、森園伸也幹事
４．本日、例会終了後、第２回臨時理事・役員会
を開催致します。

５．委員会報告
ロータリー探究：
No.463「クラブ会長の任務について」

鳴海淳郎Ｒ情報委員長より
６．お祝い
会員誕生日　堀　由美会員（３月４日）

※記念品をお渡し致します。
７．例会変更のお知らせ
日出ＲＣ	 ３月６日（火）の例会は、社会奉仕

活動の為、３月３日（土）9：00～
黒岩グランドに日時・場所変更

大分城西ＲＣ	 ３月７日（水）の例会は、新入会員
歓迎・米山奨学生送別の夜例会の
為　18：30～大分全日空ホテルオ
アシスタワーに時間変更

大分南ＲＣ	 ３月９日（金）の例会は定款第６条
第１節（Ｃ）に基づき休会

８．次週例会の予定
「名字ランキング」近藤賢司会員
「会員コラム」津末美代子会員

＊原稿をお願い致します。
９．本日の回覧
①中津中央ＲＣ　週報
②「もみじ谷植樹作業」出・欠席（３月18日）
③「別府市近隣７ＲＣ合同親睦ゴルフ大会」
出・欠席（４月８日）
④㈳全国自衛隊父兄会より「おやばと」

10．本日の配布
①週報　No.1085

スマイルボックス 副委員長　平野　教康

○河村会員
　日曜日、津末会員のお孫さんのピアノリサイ
タルに行きました。小学２年生とはとても信じ
られないくらいの舞台度胸とテクニックに驚き
ました。さらなる飛躍を念じてスマイル。

○村津会員
　今月１日に募集を始めた「一気登山」の参加
申し込みが、先週末で1,900人を超えました。
　本番前日、Ｂ－コン・フィルハーモニアで開
かれる「記念の集い」も既に定員の半数を超え
ました。
　全ての成功を祈念してスマイル。

○森会員
　大変申し訳ありません。途中退席致します。
協議会は梅津さんがいませんので平野さんにお
願いしました。
　先日、携帯電話をなくしました。スマートフォ
ンに切り替えましたが、何をどうすれば良いか
苦労しています。ドコモショップのお嬢さんが
とても優しく教えてくれます。

○平野（教）会員
　先だって、河村会員の卓話を聞く機会があり、
大変感動しました。「No.２を目指せ」は心に残
りました。別府中央ロータリーの先輩の方々を
No.１とし頑張っていきます。別府中央ロータ
リーに入会して良かったので、スマイル。

第３回クラブ協議会 

◆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．今年度目標
　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。
②２：１計画の推進…会員２人に対して１人の
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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。
◆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。
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
後に、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、今年
度の活動計画を報告します。
①例会を休む会員様には、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お誕生日の会員様には、誕生日記念スマイルを
お願いしたいと思います。
以上、今年度も昨年度同様、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。
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。
３．とくに新会員のためにロータリーの基礎をわ
かりやすく解説したいと思う。

◆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。
◆Ｓ　Ａ　Ａ
　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
　梅津副委員長がいなくなりましたので、平野
（弟）氏に報告をお願いします。
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。未だ実行できていません。
２）	職業表彰の実施
　別府で40年ぶたまん一筋に生きてこられた
「ぶたまんの店幸崎の幸崎社長」を表彰しました。

◆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」
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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．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。
５．これまでのプログラムでは取り上げられな
かった14歳以下の、小学生またはそれ以下の子
どもに対して、夢と感動を与えるプログラム（例
えば子ども会を開いて油屋熊八物語などをスラ
イドを見せながら説明する）を考えている。

◆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
　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）

会員コラム 　髙宮　勝美

地域に根ざす
　鹿児島県の桜島の噴火活動の活発化、宮崎県の
新燃岳、熊本県の阿蘇岳と我が町別府市の鶴見岳
の火山性微動の活発化と日本列島及びその周辺は
大きな活動期に入ったのでしょうか。
　昨年の東北の大震災に続き、ＴＶや新聞を開く
と毎日の様に地震・津波の情報が飛び込んできま
す。最近では新聞で東日本大震災の大津波は想定
外ではなく、一ヶ月前の有職者会議でも指摘され
ていました。しかしあまりにも恐い話なので外部
に公表されなかったと大分合同新聞の２月28日朝
刊で報道されていました。２月27日の大分合同新
聞では、「別府湾の活断層型地震」では、３分で
津波到達と出ていました。地震後３分間で何をど
うしたらいいのでしょうか？
　私の事務所があり、九州で交通量が一番多いと
言われる汐見町は、別府市の測定によると、海抜
３ｍ～４ｍ。建物は平屋のドライブインや食堂、商
店が多く、近くの高い建物のマンションはオート
ロックで外部の人が建物内に入る事が出来ません。
津波が来たら観光客、ジョギング中、低い建物に

住んでいる人々の安全はどうなるのでしょうか？
　我が社ではテナントと緊急時の協定を結び、津
波の恐れがある場合、本部ビル５階にお客様や従
業員、付近に居る人々を避難させる為の人道的行
動指針を作成し、別府市とも協議に入り、指定避
難場所の協定を結ぶ事としています。
　日中の災害時はドコモショップ別府店が避難対
応を指揮し、夜間は24時間営業の吉野家さん、ファ
ミリーマートさんが対応出来るように皆で協力
し、訓練を行っています。
　また被災後、ドコモショップ別府店はメーカー
を問わず一回で80台充電可能な自家発電機で、全
ての人々の通信を確保し、牛丼の吉野家さんは食
の、ファミリーマートさんは水や食料の自社で対
応可能な限りの応援を行うこととしています。
　来店されるお客様、働いてくれている従業員、
近所の方々、観光客、散歩中、運転中の皆さん
に万一の時の安全を提供するのも私ども商売人、
ロータリアンの使命だと思います。
　大震災が発生しない事を祈ります。
	 次回は、津末美代子会員です。


