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◆点　　鐘　　12：30

◆Ｒ　　Ｓ　　それでこそロータリー

◆唱　　歌　　夏の思い出

◆ビジター　　右田　修平（別府東ＲＣ）

会長の時間	 会長　髙宮　勝美

　今年の梅雨は九州地方、とりわけ、熊本と私た
ちの大分県、日田、玖珠、湯布院、中津に未曽有
の被害をもたらしましたが 一゙段落がついたと思
われた７月13日の16時過ぎ、俄かに空が真っ暗に
なり叩き付ける大粒の雨により私が働いているド
コモショップ別府店付近の汐見町一帯は、排水量
を大幅に超える降水の為に水浸しになり、乗用車
はドア付近まで冠水し、エンジントラブルでも
有ったのか車を乗り捨てて運転手が避難する車が
続出しました。また。後続の定期バスが乗客を乗
せたまま立ち往生する始末で、一瞬テレビ画面を
見ている錯覚に陥りました。

　私の後から当社の駐車場に避難してきた若い娘
さんは顔を真っ青にして、何処かに携帯電話で連
絡をしていました。私どもが現在地に移転して15
年、初めての怖い経験でした。
　私は２日後の15日の昼、予て別府中央ロータ
リークラブが奉仕活動している別府ロープウェイ

◆出席報告　　　　　出席委員長　平野　英壽

・メイクアップ
　　事前　
　　事後　堀、河村（大分城西）
　　欠席　森、津末、岐部、大江、堀、梶原
　　理事会承認　椛田
　　出席免除　溝部、鳴海
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ＳＡＡ　亀井　　孝
直前会長　亀井　　孝

役員　会　長　髙宮　勝美
　　　副会長　森園　伸也
　　　幹　事　前田　哲矢
　　　会　計　大江　知巳
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下の九州横断道路沿いの「通称　温水谷」に行っ
てきました。
　谷に入るには九州横断道路下の暗渠を潜り抜け
て行かなければなりませんが、既に土砂で埋まり
全く空間がありませんでした。山手側の土石流発
生方角では別府市の委託を受けた地元の「浦松建
設さん」が重機やトラックを複数台入れ懸命の復
旧作業をしていました。私は車から降り、現場の
方に復旧見通しを聞くと「このままの天気が続け
ば４～５日位でしょう」と言う事でした。
　その後、私は「隧道の向こうの谷側はどうでしょ
うか」と尋ねましたが「私どもの委託を受けてお
る現場はこの隧道までです」と答えが返って来ま
した。結果として隧道の向こうは手付かずで、私
が「現場を見たい」と申し出ると「二次災害の危
険がありそうで、まだ復旧作業に着手してないか
ら、現場に行くべきでない」と注意され断念しま
した。私の記憶で３～４年前にも、この様な土砂
災害が有り、我がクラブ平野会員の会社の力を借
りて現状回復をしたと記憶してます。
　それから、すぐ上の別府ロープウエイに行って
見ました。ここは、私が高等学校を卒業して最初
に就職をした思い出の場所です。現地に到着する
と、目を疑う光景が広がっていました。一面、泥
と直径３メートルを超すような巨石で青々として
いた公園と広々した駐車場が見る影もなく、泥と
巨石に埋め尽くされていました。現場の方に伺う
と、山から流れ落ちる水を駐車場を交す為の砂防
工事中に大雨で造成中のダムに水が溜まり土石流
を誘発したのでは？ということでした。たまたま
別府ロープウエィはゴンドラの取り換え中で営業
を休んでいたのが幸いしたようですが、万一、営
業中だったら、正に地獄絵だったろうと思いまし
た。
　その、すぐ上の通称「旗の台」の道路の反対側
の山肌は、長さ300メートル位、幅30メートル位
に渡り杉の大木がなぎ倒され、巨石がゴロゴロと
自然の猛威を見せつけられました。この様な現実
を見ながら私たち別府中央ロータリークラブは
「何故」紅葉谷に拘るのでしょうか？？？
　自然の生態系を崩し、2720地区会長の「その」

奉仕作業が終了し、ロータリアンが居なくなって
も後を継ぐ人々が継続していく事業、そして何人
かのガバナーや昨年のガバナー補佐のクラブ協議
会の講評、当クラブ会長経験者の意見、会員諸氏
に、この事業を本当に何故、継続していかなけれ
ばならないかを私は聞きたいと思います。
　会員皆さんの浄財を使い、作っては壊れ、賽の
河原にも似た環境の中で、万一夕立でもあって犠
牲がでた時、誰がどの様な責任を取らなければな
らないのでしょうか？
　私はこの度の災害を見て強く感じました。

幹 事 報 告	 前田　哲矢

１．本日の卓話
「就任挨拶（活動計画）」
平野教康会員増強・職業分類・会員選考委員長
平野英壽出席委員長
佐々木久宜親睦委員長
梶原和朗健康増進委員長
近藤賢司ロータリーソング委員長
大江知巳スマイルボックス委員長
岐部光男プログラム委員長
後藤　隆ロータリー情報・研修委員会委員長
河村貴雄広報・雑誌・会報委員長
村津忠久ロータリー財団委員長
中尾　誠米山奨学委員長　　

２．７月10日（火）13：40～ホテル山水館に於い
て「大分第３グループ会長・幹事会」が開催
され髙宮勝美会長、前田哲矢幹事が出席致し
ました。又、終了後は「別府市内４ＲＣ会長
・幹事会」を開催し、代表会長、代表幹事と
して髙宮勝美会長、前田哲矢幹事が出席致し
ました。

３．７月11日（水）12：30～ホテル白菊に於いて
開催の別府北ＲＣ例会に、就任挨拶の為、髙
宮勝美会長、前田哲矢幹事が出席致しました。
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４．７月14日（土）16：00～18：00大分県労働福
祉会館ソレイユ３階に於いて「ＲＩ第2720地
区2012―2013年度ブライダル少子化対策委員
会担当者会議（大分県）」が開催され、地区
ブライダル少子化対策委員会副委員長として
大島由美子会員が出席されました。

５．お祝い
会員誕生日　後藤　隆会員（７月18日）
　　　　　　※記念品をお渡し致します。
皆　　　勤　岐部光男会員（７月６日＝２年）

６．例会変更のお知らせ
大分1985ＲＣ	 ７月30日（月）の例会は、家族の会

との親睦例会の為　８月１日（水）
に日時・場所変更

中津中央ＲＣ	 ７月31日（火）の例会は、大田ロー
タリークラブ交換学生送別例会の
為　７月30日（月）18：30～グラン
プラザ中津ホテルに日時変更

別府東ＲＣ　８月２日（木）の例会は、祈願例会
の為　同日12：30～火男火売神社
に場所変更

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「夕涼み例会」出・欠席（７月24日）
②「もみじ谷整美作業」出・欠席（７月29日）

９．本日の配布
①別府ロータリークラブ創立60周年記念式典
祝賀会案内パンフレット

スマイルボックス	 平野教康会員代行

○平野（教）会員
　日田、竹田地区の天災に対し、仲間に声かけ
あって使用済みタオルを集め、本日の夜に持参
します。復旧が一日でも早くなるようにスマイ
ル！
　後藤さん、お誕生日おめでとうございます。

○村津会員
　一昨日、ビーコンプラザでクール・あおやま
の「第18回定期演奏会」を公演致しました。客
入りは今いちでしたが、合唱演奏は最高だった
と、多くの音楽家の先生方からお言葉を頂きま
した。
　御来場下さった皆様に感謝してスマイル。

○近藤会員
　先日、ＡＰＵの留学生に日本語を教える為に
大学へ行き、教室に入ったところ、ボランティ
アの人達が20名程いるなかに気になる人がいま
した。振り返って彼の名札を見ると、高野雄至
と書いていました。なんと中学時代の同級生で
約50年ぶりの再会でした。「近いうちに一緒に
飲みに行こう」という約束をして別れましたが、
同級生というのは50年会わなくても溝がないも
のだなと感じた一日でした。

○後藤会員
　バースデープレゼントありがとうございま
す。日焼けしていますが、海外ではありません。
ゴルフでもありません。高松でうどんを食べて
来ました。30分くらい並んで待ったので日焼け
したのです。

○中尾会員
　雨・雨・雨の一週間でした。ようやく降り止
んだのに、外は雨でした。体にカビが生えそう
です。
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○河村会員
　小学生の時、母のすすめでヴァイオリンを習
いました。転校後やめてしまいましたが、今年
母のカタミと思いヴァイオリンを購入しまし
た。毎日15分～20分探り弾きでキーコキーコ鳴
らしています。けっこう楽しいものです。
　感謝してスマイル。

就任挨拶	 会員増強・職業分類・会員選考委員長　平野　教康

１．今年度目標
　　30名
	
２．具体的な行動
①現ロータリー会員の皆様方に１人づつ推薦
をいただき確実に面接等を行いクラブ会員
の増強に力をいれます。
②女性会員の入会を勧奨します。
③２か月毎に１人入れるように頑張ります。

就任挨拶	 出席委員長　平野　英壽

　今期出席委員長のお世話をさせていただく平野
です。
　出席委員長とは私自身、自らが出席し模範とな
らなければいけませんので大変苦痛な役どころと
泣いております。とは言ってもやる以上は頑張っ
てやりますので皆さんのご協力をお願いします。
　鳴海先生のロータリー探究の中に「ロータリー
会員は毎週１回の例会に出席するよう義務付けら
れていますが、ロータリーの例会に出席すること
をロータリアンに与えられた特典と考えてこれを
フルに活用するよう努力すれば、その積み重ねに
よってロータリーを身につけることができ、ロー
タリーより最大の利益を得ることが出来ます。例
会に欠席するとこのような特典を失うことになり
ます。」とあります。まさに例会出席を守ってい

くと、いろんな目にはみえないけど、HAPPYな
事が起きたりいい気分になれたりします。（笑）
100％達成どうぞよろしく。

就任挨拶	 親睦活動委員長　佐々木久宜

　今年度、親睦委員長を仰せつかりました佐々木
久宜です。
　職業分類は電気器具小売、ロータリー歴は１年
１ヶ月です
　親睦委員長を拝命しましてから、いろいろな方
に『ここに行ってみたい』、『こんな例会をしてみ
たい』など、多くのご意見、希望をお伺いしてい
ます。
　他クラブとの合同例会やイベントなど、いろい
ろな例会を企画してみたいと思います。
　【みんなが楽しく参加できる例会】を提案して
いきたいと思いますので、皆さんのご参加をよろ
しくお願いします。

就任挨拶	 健康増進委員長　梶原　和朗

　今年度、健康増進委員長の梶原です。
　初めての委員長です。会員皆様には、ご指導の
ほどよろしくお願いいたします。
　今年の活動計画としては下記の通りです。

「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「ラジオ体操」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。
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就任挨拶	 ロータリーソング委員長　近藤　賢司

　ロータリーソング委員会は、会場にどなたが
入っても楽しめるようにＢＧＭを流し、ロータ
リーソングを楽しく歌えるように配慮したいと
思っています。
　私は前年度の村津委員長のような音楽的知識が
ありませんので、今年の目標は次の年度の委員長
が私同様に知識がなくてもできるような委員会を
作って行きたいと思っています。そして、少しで
も会員の皆様の負担が少なくすむように運営して
いきます。
　私自身先程申しましたように音楽に大きな関心
がなく、ロータリークラブの会場に流すＢＧＭと
なるようなＣＤを多く持っていませんので、ぜひ
ともＢＧＭにできるＣＤを各人１枚づつでも貸し
ていただければありがたいと思います。

就任挨拶	 プログラム委員長　岐部　光男

　こんにちは。今期プログラム委員長に任命され
ましたが、会社の都合上、例会に出席することが
できず、皆様にご迷惑をおかけしています。
　佐々木副委員長に、代役をお願いしています。
　皆様、例会をスムーズに進行できますように、
よろしくお願いします。

就任挨拶	 スマイルボックス委員長　大江　知巳

　景気低迷の中、スマイルまでは、中々行き届か
ないとは思いますがスマイルボックスは、催促な
しの	自主申告が	基本のスマイルです。
　それでは、次年度の	活動計画を報告します。
今回は、スマイル委員より、３点程提案したいと
思います。

提案Ⅰ
　現行の縦書き記入のスマイルボックス【申請用
紙】を横書きの【申請用紙】に変更したいと思い

ます。＜理由＞は、週報が、横書きであるという
点です。書き込む段階で、週報まで統一したイメー
ジが出来るメリットがあります。
　形が変われば、気持が変わる・・・イメージの
転換でもあります。
　スマイルボックスから「スマボちゃん」という
キャラクターを考えてみました。皆さんは、つい
可愛いのでスマイルしようと、心を動かされるに
違いありません。

提案Ⅱ
　できるだけ	・・・　スマイルBOX【申請用紙】は、
例会の直前に書くのではなく、ご自宅・もしくは、
職場ですでに書き終えた状態で、例会時に、提出
をするスタイルに切り替えたいと思います。
　＜理由＞は、慌てて書くと、食事が	まずくな
ります。
　皆さんは、健康体操の後、年間40回以上も、ゆっ
くり昼食がとれていなかったのです。お気づき
だったでしょうか？今後は週に一度しか、会えな
い仲間と、会話を楽しみながらの食事は、きっと、
今まで以上に親睦を深めることでしょう。と同時
に、余裕の時間に書くと、字も丁寧に書けて、し
かも時間をかけた分、もっと、ジョークの効いた	
内容の濃いスマイル	となる点です。
　昔から、ジョークは、人の心を豊かにすること
から、紳士淑女のたしなみです。人も虫も、楽し
い場所にやってくるのです。
　今以上に、ジョークの効いたスマイルを皆さん
にお願いします。
　それは、やがて、会員増強につながっていくの
です。

提案Ⅲ
　現在は、「職業奉仕」「社会奉仕」「身

しん

辺
ぺん

慶
けい

事
じ

・
ほほえみ」「その他」と	分類されておりますが、
本年度より、あえて「職場PR」の枠を設けたい
と思います。自分の職場のことや、仕事の事、会
社のPRも大歓迎です。それを強調したいと思い
ます。＜理由＞は、会員の仕事を通じて、人格は
もとより、
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Ⅲ-１		インターネットや書籍では得られない、
とっておきの最新の「生の情報」が得られ
る事です。そして、

Ⅲ-２		異業種を参考に自社の仕事に役立つ情報と
なり、スマイルの時間がより有益な時間と
なり得る事＝出席率の向上につながります。

　例えば、佐々木会員だったら、｢今週の新機種
情報です！主婦の夢をかなえた、アイロンが、新
発売になりました。」・・・と書くと、「なに！	世
の中には、主婦の夢を叶えたアイロンがあるの
か！」と私は、いち早く「主婦の夢を叶えたお墓」
づくりの参考となるのです。
　私は、仕事のアイデアは、異業種にあると考え
ています。せっかくの異業種の集まりです。もっ
と、有益な時間にしたいと思います。それとHP
にも	週報を通じて、記載される広告費だと考え
るのは、いかがでしょうか。週報はHPを通じて、
世界へ発信しているのです。

　目標金額は、ありません。本来の催促なしの自
主申告の基本のスマイルを貫ぬこうと思います。
あとは、新キャラクターの「スマボちゃん」の力を
信じるだけです。皆さまのご協力で、より楽しい
時間にしたいと思います。宜しくお願い致します。

就任挨拶	 ロータリー情報・研修委員会委員長　後藤　　隆

　私には鳴海前委員長のような活動はできません
が、中央クラブにはロータリー歴の浅い会員が多
いので行事などに合わせ、必要な情報をタイム
リーに提供していこうと思っています。髙宮会長
の指示に従い、夜の会合も企画する予定です。

就任挨拶	 広報・雑誌・会報委員長　河村　貴雄

　広報・雑誌・会報とそれぞれに重要な役割を果
たしているのが「言葉」だと思います。この一年
間は特に言葉を大切に使っていきたいと思いま
す。たった一言でやる気を出させたり時には失望
させたりとまさに言葉には生殺与奪の威力があり
ます。
　会報にしてもできるだけ解りやすい言葉で会員
の皆様に紹介していきたいと思います。一年間ど
うぞよろしくお願いいたします。

就任挨拶	 ロータリー財団委員長　村津　忠久

　Ｒ財団への会員１名当りの分担金は10ドルです
が、全世界121万人の分を集めると大きな奉仕が
出来ます。
　その意義を自覚して、義務分担の10ドルの他に
ポールハリスフェローの搬出金も積極的に心懸け
て頂きたいと思います。
　財団月間の11月には、「100万ドルの食事」を予
定します。

就任挨拶	 米山奨学委員長　中尾　　誠

・米山奨学金普通寄付はこれまで通りお願いしま
す。
・特別寄付もお願いいたします。
・奨学生の思想信条に配慮していただきますよう、
お願いいたします。
・米山記念奨学金についての詳細は、
　http：//www.rotary-yoneyama.or.jp/summary/
　を、ご一読いただければと思います。
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