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◆出席報告　　　　　出席委員長　衛藤　秀子
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・メイクアップ
　　事前　岐部（地区大会）
　　事後　森園（RI 会長代理歓迎晩餐会）
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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　　春が来た
◆Ｂ. Ｇ. Ｍ　　「ダーク・ダックス歌集」より

からたちの花
この道
荒城の月　　　他

会長の時間 会長　亀井　　孝

東日本大震災から1年　避難生活34万人
　東日本大震災は11日、発生から１年を迎えまし
た。１万5854人が死亡、なお3155人の行方が知れ
ません。東京電力福島第一原発事故による放射能
汚染も影響し、いまも34万人余りが仮設住宅など
での避難生活を強いられています。被災地に山
積みされるがれきは、阪神大震災の1.5倍の推計
2252万トン。放射能を心配して受け入れる自治体
は少なく、処分の遅れが復興に影響を及ぼしてい
ます。原発事故は、政府の「収束」宣言とほど遠い。
溶け落ちた核燃料の状態すら分からず、核燃料を
冷す作業が続いています。原発事故で避難した住
民が故郷での生活を取り戻す見通しは立たず、漁
業など被災地の経済は疲弊したままです。私達
2720地区のロータリアンは長期に渡る支援を考え
ています。被災された方々は大変でしょうが、頑
張っていただきたいと思います。
　３月９、10日と、第2720地区2011～2012年度の
地区大会が熊本で開催されました。400人を超す
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出席者で、韓国やオーストラリアという海外から
の参加もあり大変盛況でした。別府中央ＲＣから
参加されました皆様、お疲れさまでした。ＲＩ会
長代理歓迎晩餐会は大変素晴らしく、本田ガバ
ナーと熊本城東ＲＣの皆様の懇意が伝わってくる
ような企画の会でした。女性の参加者も多く、我
が中央ＲＣの女性会員にもこれからは是非参加し
ていただきたいと思います。
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幹 事 報 告 幹事　森園　伸也

―識字率向上月間―
１．本日の卓話
　　「会員卓話」平野英壽会員
２．３月９日（金）13：00～熊本ホテルキャッス
ルに於いて、「会長・幹事・Ｇ補佐及び地区
指導者育成セミナー」が開催され、亀井　孝
会長、森園伸也幹事が出席致しました。又、
同日、18：00～「RI会長代理歓迎晩餐会並
びに希望交流会」が開催されました。
出席者：亀井孝、平野英壽、岐部光男、村津忠久、

森宗明、髙宮勝美、森園伸也　各会員
３．３月10日（土）9：30～熊本市崇城大学市民ホー
ルに於いて、「RI第2720地区2011-2012年度地
区大会」が開催されました。又、当クラブは下
記の表彰を受けましたのでご報告いたします。
登録者：亀井孝、平野英壽、岐部光男、村津

忠久、森宗明、髙宮勝美、鳴海淳郎、
森園伸也　各会員　鳴海静子さん

尚、当クラブは下記の表彰を受けました。
☆出席率向上実績優秀クラブ（3.93%）
☆会員増強率優秀クラブ（38.9%）
☆会員増強数優秀クラブ（７名）
☆高齢会員地区大会
　出席者（80歳以上）
　村津　忠久会員
☆永年皆勤表彰
　（25年以上40年未満）
　村津　忠久会員
☆マルチプル・ポール・ハリス・フェロー（２回目）
　平野　英壽会員
☆新ポール・ハリス・フェロー
　木村きぬゑ会員　　後藤　　隆会員
☆米山功労者マルチプル（３回目）
　平野　英壽会員
☆米山功労者
　木村きぬゑ会員　　後藤　　隆会員

４．第９回定例理事・役員会報告
（平成24年３月６日（火）13：40～

於：ホテルニューツルタ例会場　８名）
審議事項
１）別府ＲＣより「別府ＲＣ創立60周年記念式
典」全員登録願いの件。※承認　
日　時　平成24年９月15日（土曜日）
場　所　別府ビーコンプラザ

登録料　会員12,000円
＊当クラブ20周年式典の際、別府ＲＣより
10000円×41名全員登録あり

２）「花見例会」の件。※承認
日　時　平成24年４月３日（火）
　　　　18：30～例会　終了後～お花見
場　所　春香苑
会　費　6,000円
　　　　（＊個人4,000円＋例会食費2,000円）

３）３月・４月例会予定の確認
	 ３月６日	「名字ランキング」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23周年記念例会」
	 	 溝部　仁会員卓話
	 ４月３日	「花見例会」於：春香苑　
	 10日	「会員卓話」衛藤秀子会員
	 17日	「会員卓話」堀　由美会員
	 24日	「会員卓話」平野教康会員
５．委員会報告
○ロータリー探究：
　No.95「ロータリー用語を知るために」

鳴海淳郎Ｒ情報委員長より
○社会奉仕委員会報告
　村津忠久社会奉仕委員長より

６．お祝い（次週、休会の為、本日２週分お祝い致します。）
結婚記念日　村津忠久会員（３月15日）
　　　　　　中尾　誠会員（３月18日）
　　　　　　堀　由美会員（３月24日）
　　　　　　近藤賢司会員（３月26日）

※ご自宅にお花が届きます。
配偶者誕生日　近藤なな子さん（３月17日）

※記念品をお渡し致します。
７．例会変更のお知らせ
別府ＲＣ	 ３月23日（金）の例会は、第４回ク

ラブ協議会の為、18：30～ホテル
ニューツルタに時間変更

大分臨海ＲＣ	 ３月26日（月）の例会は職場訪問例
会の為　同日12：30～大分市消防
局に場所変更

大分1985ＲＣ	 ３月26日（月）の例会は定款第６条
第１節（Ｃ）に基づき休会

大分東ＲＣ	 ３月29日（木）の例会は定款第６条
第１節（Ｃ）に基づき休会

中津平成ＲＣ	 ３月29日（木）の例会は定款第６条
第１節（Ｃ）に基づき休会
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８．次週例会の予定（３月20日（火））
法定休日の為、休会致します。

９．次々週例会の予定
（３月27日（火）　創立23周年記念例会）
「アラブの春の真相を探る」溝部　仁会員

10．本日の回覧
①くにさきＲＣ　週報
②「花見例会」出・欠席（４月３日）
③「別府市近隣７ＲＣ合同親睦ゴルフ大会」
出・欠席（４月８日）

11．本日の配布
①週報　No.1087
②ガバナー月信No.9

スマイルボックス 副委員長　平野　教康

○村津会員
　先週・金曜、土曜の熊本での地区大会。往復、
運転の労を頂いた亀井会長、森園幹事と同行の
みなさんに感謝してスマイル。

○衛藤会員
　平野様、卓話楽しみにしています。

○木村会員
　春はうれしいけど辛い。なぜか？花粉症が辛
い。目汁、鼻汁、くしゃみ。あぁ春が早く終わ
ればいい。

○森会員
　先週より「ギックリ腰」で泣きました。なん
とか金・土の地区大会には参加しましたが、日
曜日は全く動けなくなりました。亀井会長に教
えてもらってペインクリニックに行きました。
わずか５分、針を６本、以上終わり！
　亀ちゃんありがとう！

○近藤会員
　今日は結婚記念日祝いと配偶者誕生日の祝い
の品をいただきありがとうございました。家内
の誕生日は覚えていましたが、結婚記念日を思
い出して良かったです。これで家内に怒られん
ですみます。

○平野（教）会員
　今日は何も書く事がありませんが衛藤さんが
隣なのでスマイル。
　平野英壽さん、卓話楽しみにしています。

○平野（英）会員
　一つでもスマイルすると私の卓話が短くなる
かも？

委員会報告 社会奉仕委員長　村津　忠久

　来週日曜日・18日の天気予報が雨ですので、「春
のもみじ谷植樹奉仕」を１週間延期して３月25日
と致します。若し、又、25日の予報が雨になりま
したら、その時は又改めて実施日を検討いたします。
　今年度予定の植樹本数500本の内300本は既に農
林組合の方々のお働きによって終了致しております。
　残り200本を、奉仕作業当日、曹友会25名の御
奉仕で植樹の予定です。
　ロータリー会員家族の皆さんは、作業現場に到
着後、作業開始前に、本年１月に架け替えられた
第１九電橋の竣工工合を視察していただいた後、
「こだわりの08・09地区」から整美作業をしてい
ただきます。
　よろしくお願い申し上げます。

卓　　話 平野　英壽

年の差婚での話題
　加藤茶68歳。お相手は23歳。
45歳差婚を祝福するムードと
なっていますね。
　この会場にも気持ちが共感で
きる方がいらっしゃるのでは…。
　加藤茶に45歳差の環境で変
わったことはありますかと聞いたところ、
１．健康になり、無意識のうちに意識改革ができ
るようになった。例えば運動に取り組んだり生
活習慣の改善ができるようになった。
２．若返り効果。常に若い妻と一緒にいることで
頭の中や心にカルチャーショック的な刺激が与
えられます。
３．前向きになれる。健康状態がよく、若返る状
況は心にとてもよい効果を与えられます。
しかし、マイナス面はいいませんでした（笑）
　還暦などを過ぎた男を結婚相手として連れてき
た娘の両親は一体どんな思いなのだろうか。機械
製造会社を経営する父親37歳、母親44歳。喜びの
うちを両親が話したという。
　「娘から報告を受けた時さすがに少し驚きまし
た。でも、娘が好きで結婚したいといっているん
だから、それでもいいかと…。」
　加藤茶は２度目の結婚。年の差は45歳、気まず
い気持ちは当然あるらしく、目の前の彼女の両親
は自分よりはるかに年下だし、しかし、けじめは



BEPPU CHUO ROTARY CLUB

E-mail:info@beppu4rc.jp

つけなければ…。そんな思いを胸に、神妙な面持
ちで両親に頭を下げたという。
　一方、嫁さんの父親も30歳以上も年上のしかも
日本中の人が知っている大物芸人を前に、戸惑う
気持ちは隠せなかった。という。戸惑う中にも、
お会いすると本当にいい人で娘にもとても優しく
私たちにも丁寧でしたという両親。
　加藤茶が娘さんを必ず幸せにしますときっぱり
宣言した直後、それに対して娘の母親が「まぁ頑
張ってね！」と笑いながら答えたという。
　会話の中で加藤の離婚歴浮気について話が及ぶ
と茶は汗を拭き、もうそんな元気ないですからと
答えたという。「本当にそんな元気もないみたい
でした」とその時のことを思い出して母親が笑っ
て答えたという。
　私は母親の対応に感動した。受けれることは、
時によっては何よりも難しく困難なことにさえな
りますが、一度受け入れることから始めるとあと
はすべて幸福に変わります…と両親は答えた。
　また、夫婦円満の秘訣について嫁が言うのではな
く若き嫁に加藤茶はこう言っています。「旦那のしつ
けは犬と一緒」おだてて！おだてて！怒ったらだめ
よ。反抗するからね。家事の手伝いにも「ほめて、
ほめあげて」と嫁にアドバイス。やったあとは、御
苦労さんね。ありがとうね。するとお互いにやる気
になります。男も女もやってあげたい気分になるの
です。と大切なことを言っているなぁと思いました。

以下、スポニチから抜粋。
　相次ぐ「年の差婚」は一般社会でも増加傾向に
ある。タレントほしのあき（34）と騎手三浦皇	成（21）
など、女性が年上の夫婦も増えている。男性も女性
も、なぜ今、年の差なのか…。「“年の差婚” の正体」
（扶桑社新書）などの著書があるマーケ	ティングラ
イターの牛窪恵さん（43）に、その理由を聞いた。
　会員制の結婚相談所「marriage	club	アルパ青
山」（東京都）によると、同相談所で結婚したカッ
プルの年齢差は04年は13％だった11～15歳差が09
年には38％に増加。16歳以上差も２％から８％に

急増している。牛窪さんは「一部のモテる男性が
若い女性と結婚することは昔からあったが、顔も
年収もそこそこの中年以上の男性と20～30代の女
性が結婚するケースが２年くらい前から増えてい
る」と指摘する。その理由について、
（１）08年頃から「婚活ブーム」が起きたことで、
20～30代の女性はじっとしていたら結婚できない
という危機感が強い。
（２）女性の早婚願望が高まる一方で、20～30代
の男性は恋愛に対して消極的。
（３）08年のリーマン・ショック以降、収入が不
安定な20～30代の男性に比べれば、40代以上の収
入は安定している。――を挙げ、「昔は女性が男
性に求める条件は “３高” といわれたが、現代の
若い女性が求めているのは安心感と安定感。決し
て理想は高くなく、経済的、精神的な安心・安定
を得たいという思いが強い」と、解説する。
　６月に公表された2010年の国勢調査によると、
男性の未婚率は、40～44歳が05年の前回調査の
18.7％から27.9％に増加。加藤茶が属する65～69
歳は2.6％から２倍以上の5.9％にアップしている。
　牛窪さんは「経済不安で結婚に踏み切れなかっ
たバブル世代や離婚率の増加で中年以上の男性が
“市場” に流通している」と指摘。「20～30代の女
性が結婚	を意識した時、草食系の同年代よりも
知識や経験が豊富で頼りにできる年上男性に魅力
を感じる。年収やルックスがとりわけいい必要は
ない」とみている。

　これまでのお話を受け入れられない方もいるで
しょうが参考までに聞いて下さい。
　60代が若い女性から人気をいただけるのは嬉し
いばかりですが、まずは息子世代の30代40代に頑
張ってもらいゆずっていくことの大切さも実感し
ています。
　私は若き世代や息子の為にも母ちゃんで我慢で
はなく母ちゃんとの人生を大切にしようと思いま
す。母ちゃんに支えてもらいます。ご静聴ありが
とうございます。

地区協議会


