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

2011 〜 2012 年度
   ＲＩテーマ　　　　

国際ロータリー会長　カルヤン・バネルジー （国籍・インド）

Reach Within to Embrace Humanity
こころの中を見つめよう 博愛を広げるために

2720 地区

別府中央ロータリークラブ
例会日　火曜日　12 時 30 分
ところ　ホテルニューツルタ 〒874-0920 別府市北浜1-14-15
　　　　TEL （0977）22-1100　FAX 21-1019
事務所　別府市西野口町 1 番 1 号 青山通りビル 3F
　　　　〒 874-0931　TEL（0977）23-9000
　　　　　　　　　 　FAX（0977）23-9019
　　　　http://www.beppu4rc.jp/chuo/
　　　　E-mail:info@beppu4rc.jp

役員　会　長　亀井　　孝
　　　副会長　髙宮　勝美
　　　幹　事　森園　伸也
　　　会　計　河村　貴雄

第 　 　 回 例 会 会報委員長　大島由美子

ＳＡＡ　木村きぬゑ
直前会長　木村きぬゑ

亀井　　孝
髙宮　勝美
森　　宗明
村津　忠久

近藤　賢司
平野　英壽
津末美代子

理事
　〃
　〃
　〃

理事
　〃
　〃
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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　　NHKラジオ深夜便
「懐かしの唱歌・抒情歌集」より
あざみの歌
花の街
朝はどこから　　他

◆ゲ ス ト　　早見　英一氏
（ＮＨＫ大分放送局局長/大分ＲＣ）
田内　康男氏

（2012～2013年度ＩＲ第2720地区
大分第３グループガバナー補佐）

1100ＶＯＬ．24 -46
2012 年６月 19 日

会長の時間 会長　亀井　　孝

敵を作る人、作らない人はどこが違うか
“行動科学マネジメント研究所”

　とくに攻撃的な性格ではないのに、なぜかまわ
りから反感を買いやすい人がいます。敵をつくり
やすい人は、周囲から信頼を得てないのでしょう。
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たとえば人から信頼を得ていれば、きつい言葉で
叱っても相手はしっかり受け止めてくれます。し
かし、近くを歩いている他人にいきなり同じこと
を指摘したら、たとえ正論でもカチンときます。
発言内容は関係ありません。敵をつくるかどうか
は、信頼関係次第です。
　まわりから信頼される条件はいくつかあります
が、なかでも大切なのは、相手を褒める気配りで
す。そういうと、他人を褒め慣れていない人は心
理的な負担を感じるようです。簡単です。相手の
肩をポンと叩いて「頑張っていますね」と一言添
えるだけで、信頼感が醸成されていきます。
　自慢話をする人も要注意。嫌われる人は、他人
を激励しているつもりが、いつのまにか「俺はこ
んなに仕事ができる」「自分の若いときはもっと
頑張っていた」「自分の会社はこんなに素晴らし
い」と自慢話にシフトしてしまう傾向がある。こ
ういう人は他人に反感を持たれて社会で孤立しが
ちです。つまり、成功体験が豊富な人ほど、つい
自慢話をしてまわりから顰蹙を買うのです。
　私達ロータリアンは４つのテストを規範として
います。
　１．真実ですか？
　２．全ての事に公平公正ですか？
　３．よりよい友情と好意を構築できますか？
　４．全ての事の為になりますか？有益ですか？

幹 事 報 告 幹事　森園　伸也

―ロータリー親睦活動月間―

１．本日の卓話
「公共放送ＮＨＫ」　
ＮＨＫ大分放送局　局長　早見 英一 氏

２．本日のゲスト
早
はや

見
み

 英
ひで

一
かず

 氏（ＮＨＫ大分放送局　局長／
大分ロータリークラブ）
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 康
やす
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お

 氏（2012-2013年度ＲＩ第2720地区
大分第３グループガバナー補佐）

３．「国際ロータリー第2720地区第28回インター
アクト年次大会」開催のご案内

日　時　　平成24年７月28日（土）～29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　　「元気２」－いのちの大切さ・家族

の絆（がんばろう日本）－
登録料　　インターアクター　4,000円
　　　　　顧 問 教 諭　4,000円
　　　　　ロータリアン　4,000円
ホスト　　別府北ロータリークラブ
　　　　　明豊高等学校インターアクトクラブ

　　申込期限　　７月６日（金）まで

４．委員会報告
「ロータリークラブ入会40年が過ぎた 

今のわたしの心境」
鳴海淳郎Ｒ情報委員長より

５．2011-2012年度「皆勤お祝い」
　　※対象者の方に記念品をお渡し致します。
村津　忠久会員（H23年９月12日＝25年）
木村きぬゑ会員（H23年10月８日＝15年）
近藤　賢司会員（H23年３月２日＝15年）

６．お祝い（次週が夜例会の為、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。
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７．例会場所変更のお知らせ
ＲＩ第2720地区大分中央ロータリークラブは、
例会場の都合により、2012年７月より例会
場及び例会曜日を下記とおり変更しますので
お知らせします。

（旧）　大分第一ホテル
　　　毎週水曜日　12：30～
　　　　　↓

（新）　大分オアシスタワーホテル
　　　毎週火曜日　12：30～

８．例会変更のお知らせ
大分臨海ＲＣ ６月25日（月）の例会は、最終夜

の例会の為　同日18：30～いか
しょうに時間・場所変更

中津中央ＲＣ ６月26日（火）の例会は、夜間例
会の為　同日18：30～グランプラ
ザ中津ホテルに時間変更

日出ＲＣ ６月26日（火）の例会は、会長・幹
事・役員慰労会の為　同日19：00～
場所変更

竹田ＲＣ ６月26日（火）の例会は、最終夜
間例会・会長・幹事慰労会の為　
同日、18：00～竹田丸福に時間・
場所変更

中津ＲＣ ６月27日（水）の例会は、最終夜
例会の為　同日18：30～グランプ
ラザ中津ホテルに時間変更

大分中央ＲＣ ６月27日（水）の例会は、新旧引
継例会・ありがとうお疲れ笑談会
の為、同日18：00～大分第一ホテ
ルに時間変更

別府北ＲＣ ６月27日（水）の例会は、新旧・会
長幹事歓送迎会の為　同日18：00～
悠彩の宿望海に時間・場所変更

中津平成ＲＣ ６月28日（木）の例会は、最終夜
間例会の為　同日18：30～グラン
プラザ中津ホテルに時間変更

宇佐ＲＣ ６月28日（木）の例会は、最終例会
・クラブ協議会の為　同日18：30～
かんぽの宿宇佐に時間・場所変更

別府ＲＣ ６月29日（金）の例会は会長・幹
事退任慰労会の為、同日18：30～
ホテルニューツルタに時間変更

佐伯MARINEＲＣ ６月29日（金）の例会は、定款第
６条第１節（Ｃ）に基づき休会

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26日）
②「７月10日（火）例会」出・欠席
③「もみじ谷整美作業」出・欠席（７月29日）

11．本日の配布
①「Ｂ－混記念合唱団クールあおやま第18回

定期演奏会」招待券　村津忠久会員より

亀井会長おめでとう! !
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○近藤会員
　本日は15年皆勤祝いをいただきまして、あり
がとうございました。このクラブに入って８年
になりますが、全出席を続けています。これか
らも頑張って皆勤出席をしていきたいと思って
います。

○森会員
　会長の時間はあと２回と多分言うぞと思った
ら、今日で終わりと言うてしもうた！亀井会長、
あと１回ですね。

○大島会員
　ゲストの早見局長、ガバナー補佐の田内さん、
ようこそ。
　本日の卓話を快く受けてくださった早見さ
ん、卓話を楽しみにしています。

○佐々木会員
　早見さん、田内ガバナー補佐、ようこそ別府
中央へ。楽しんでいって下さい。
　村津さん、木村さん、近藤さん、皆勤おめで
とうございます。僕も皆勤めざしてがんばりま
す。

○梶原会員
　６月17日（日）のコンペでショートホールで
なんと２回もパーを取りました。次は110切り
をします。

○平野（教）会員
　残り少ないスマイルにスマイル。
　衛藤さん、亀井会長、お誕生日おめでとうご
ざいます。

○堀会員
　今期、亀井会長のもとで無事にスマイル委員
長の大役をまっとうする事ができました。皆様
ありがとうございました。来週は出張の為、出
席できませんので副委員長、よろしくお願い致
します。

スマイルボックス 委員長　堀　　由美

○ゲスト卓話者　早見英一氏より
　卓話の謝礼をスマイルボックスにいただきま
した。

○衛藤会員
　台風４号、ひどくないことを祈ります。今日
は私の誕生祝いをいただける由、ありがとうご
ざいます。むなしく馬齢を重ねるうちに78歳と
なりました。みなさまのおかげです。感謝して
スマイル。
　今日は田内様、早見局長様、悪天候の中をよ
うこそお越し下さいました。ＮＨＫの局長様と
聞いてウン十年前、東京本部で働いていた頃を
懐かしく思い出しました。どうぞごゆっくりな
さって下さいませ。

○森園会員
　田内様、早見様、ようこそ。
　本日の卓話、楽しみにしておりましたが、仕
事の都合上、途中で失礼いたします。

○村津会員
　ＮＨＫさんには昭和34年以来、半世紀余りに
亘って、色々なジャンルでお世話になりました。
今、毎日使っている手帳も1990年以来、ずーっ
とＮＨＫの手帳です。
　今日は早見局長さんのクラブ御来訪を歓迎申
し上げてスマイル致します。

○鳴海会員
　本日、最後の「ロータリー情報」を記念して
スマイル致します。

○平野（英）会員
　早見局長、今日はようこそ。
　私は若い頃はＮＨＫは紅白歌合戦ぐらいしか
見ていませんでしたが最近は年のせいかＮＨＫ
を一番見るようになりました。コマーシャルが
無い分、スッキリ気分で見られます。又、田内
ガバナー補佐、今日は湯布院よりわざわざあり
がとうございます。
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や高齢者の方々に向けた福祉番組等、豊かで質の
高い放送をあまねく（意味わかる）全国にお届け
する役割がある。

（災害対策基本法・・・指定公共機関として関係
機関と協力していかなければならない）

【公共放送って必要？】
　公共放送の使命や役割は、みなさまからの受信
料をもとに成り立っています。
　ＮＨＫは市場原理だけでは律する事のできない
公共性を強く意識し、特定の団体の利益や視聴率
に左右されず放送事業を行う。
　みなさまからの受信料だからこそ、公共性が成
り立つ。
　テレビ（地上・ＢＳ・ＣＳ・ブロードバンドを
利用したテレビ、さらにインターネットで情報が
どんどん出せる、多メディア時代。
　こんな時代だから、質の高い確かな情報が必要
になってくる。
　公共放送の必要性をご理解ください。

【ＮＨＫだからできる放送】
　放送法の７条、「公共の福祉のために、あまね
く日本全国において受信できるように豊かで、か
つ良い番組を放送することが使命。
　「安心・安全を守る確かな緊急災害報道」「伝統
文化を守り、新しい文化を創造する番組」「生き
る勇気を与える番組」等期待が寄せられる。
　それぞれの分野で高品質の番組のパイオニヤと
して番組を追求することが求められている。
　だから、必要なのです。民放と同じ番組では見
られない。

【ＮＨＫ大分放送局は地域の応援団】
　大分の街元気ない、パルコがなくなる、（福岡
では新店舗出来る）、新幹線は福岡・熊本・鹿児
島（西九州）、大分・宮崎の東九州は影響大きい。
　どんどん寂しくなる、南大分駅開発（北方面は
今の駅正面トキハ側はどうする）地元の地域のみ
なさんを応援する。（婚活・小児科医がたりない・）
地元新聞社。
　社と共同提案をして、大分の課題や問題に正面
から取り組んでいます。
　ＮＨＫ大分放送局は地域の応援団を自負してい

卓　　話 

「公共放送ＮＨＫ」
NHK大分放送局　局長　早見　英一

（大分ＲＣ）

　私は別府生れです。
鶴見丘高校卒業まで別
府で暮らしました。日
本全国、転々と勤務し
て来ましたが、故郷に
帰ってくることができ
ました。
　この仕事に携わって
きた中で以下の二つの
事件は私の人生を変え

る大きな出来事でした。
　一つは1979年１月26日「三菱銀行人質猟銃事件」
三菱銀行北畠支店（大阪住吉区）の報道に係わっ
たこと、そしてもう一つは1985年８月12日「日本
航空御巣鷹で墜落」・1995年１月17日「阪神淡路
大震災」に私と家族が被災したことです。

【公共放送って何？】
　ＮＨＫの報道は大きく分けて、災害報道・事件
報道・選挙報道の３本が大きな柱になっています。
　テレビ局の電波は国民共有財産（国が管理）、
広い意味で民放局も公共放送。
　ただ、一般的に営利を目的にしているため商業
放送（民間放送）、国家の強い管理下で放送を行
う国営放送に分けることが出来ます。
　これらに対して、公共放送とは営利を目的にせ
ず、国家の統制からも自立して、公共の福祉のた
めに行う放送局が公共放送です。
　ＮＨＫは、政府から独立して受信料によって運
営され、公共の福祉の向上に寄与することを目的
に設立された放送事業体であり、公共放送として
の自覚と責任を持ってその役割を果たす・・と放
送法に書かれています。
　昭和25年に制定された放送法に基づいて設立、
国内では唯一の特殊法人。
　放送の自主自立を貫き、国民の生命・財産を守
る緊急報道、正確で公平・公正な報道番組や青少
年の豊かな心をはぐくむ教育番組、障害のある方
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ます。
　ＮＨＫ大分放送局をどうか利用してください。
　お昼前「すきっちゃ」という情報番組で地域の
イベントを紹介しています。
　夕方６時10分から「しんけんワイド大分」で地
域の話題をお伝えしています。

【恩返し】
　2010年の６月に大分放送局の局長として、実に
35年ぶりに大分に戻ってきました。
　私が小学校の低学年だった昭和40年代前半、別
府の街はまだまだ栄えていました。修学料のコー
スでもあり、銀天街・銀座街は大盛況でした。
　ところが、昭和48年～52年大学生のころ、別府
に帰省すると、なんだか以前と違った寂しさを感
じたものでした。

　ＮＨＫ大分放送局長として、私にできることは、
ここ大分の魅力をもっと掘り起こし、九州全域に、
また全国に伝えていくことだと思っています。
　昨年、大分放送局が単独でドラマを作りました。

「無垢の島」という津久見市から船で30分くらい
のところにある「無垢島」を舞台に島民の生活を
描いたドラマです。
　全国に２回、九州管内で３回、大分では４回の
放送をしました。

　大分放送局としてドラマを作る体力・制作力が
あることがわかって、今年も10月に、別府の鉄輪
を舞台にしたドラマを制作します。
10月に新日本風土記〈新日本紀行のような番組〉
10月火野正平「心の旅」
　実は、先週12日火曜日から16日土曜日まで「つ
るべの家族に乾杯」のロケ、〈８月放送〉別府。

　みなさん、どうぞＮＨＫ大分放送局をどんどん
使ってください。私達職員も大分の応援団として
地域を盛りたてていきます。今後ともＮＨＫ大分
放送局を身近な放送局として活用していただけれ
ば幸いです。

ＮＫＫホームページ
http://www.nhk.or.jp/

ＮＨＫ大分放送局ホームページ
http://www.nhk.or.jp/oita/

ホテルニューツルタさん
お世話になりました! !


