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◆点　　鐘　　12：30
◆国　　歌　　君が代
◆Ｒ　　Ｓ　　奉仕の理想
◆唱　　歌　　どんぐりころころ

会長の時間	 会長　髙宮　勝美

　会長の高宮勝美です。
　今日から９月の例会がスタートです。まだ７月
から２ケ月しか経っておりませんが、会長の時間
が苦になります。歴代の会長は、会員歴も長く、
ロータリーの経験も豊富で良く勉強をされ、新聞
や書物も読み知識も豊かだったと感心していまし
たが、私は酒に明け暮れる毎日を過ごして来たの
で話す話題も有りません。ですから、前回の大江
会員の職場訪問に引き続き、今回は木村会員には
ご迷惑と思いますが、木村会員の（春香苑）職場
訪問のお話をさせて頂きます。
　但し、予めお断りしておきますが、之は私の主
観だけでありますので、是非皆さんも会員の職場
を積極的に訪問してください。
　８月26日、日曜日の事でした。別府の夏を締め
くくる浜脇地区の「別府浜脇薬師祭り」の見学に
知人達と連れ立って行きました。子供達が学生の
頃は、家族で祭り見物に行きましたが、子供達も
家庭を持ち、各々の生活が始まった後は、暫らく
祭り見学は有りませんでした。
　久し振りの祭り会場は懐かしい見立て細工や、
お化け屋敷、金魚すくい、綿菓子と露店が並び、
浴衣姿の子供や大人達が満面の笑みを浮かべなが

ら行き交っていました。そして、遠くからは太鼓
と三味線の音頭に合わせて、懐かしい別府音頭の
唄声が流れて来ました。聞き覚えのある声だな…
と思っていたら、連れの一人が「あっ。春香苑の
社長だ」と言うので舞台を見上げると、ロータリー
の木村会員が唄ってました。

◆出席報告　　　　　出席委員長　平野　英壽

・メイクアップ
　　事前　
　　事後　衛藤（別府北）
　　　　　平野（英）、河村（別府東）
　　欠席　梶原、河村、佐々木、大島、中尾
　　理事会承認　椛田、岐部
　　出席免除　溝部
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国際ロータリー会長　　田　中　作　次	（国籍・日本）
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別府中央ロータリークラブ
例会日　火曜日　12時 30 分
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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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　噂では、別府火の海祭りや自衛隊、各地区の祭
り会場で出演依頼が多く、快く祭りを盛り上げて
いると聞いておりましたが、舞台に立たれているの
は初めて見ました。大変素晴らしい声と節回し…。
暫し聞き惚れていました。
　そのころ周りからは「今、唄っている人は春香
苑のママょ、上手いね」とか「あっ。唄ってる人
は木村さんよ。」と話している声が聞こえました。
私はこの会話の中で、心に残っいてた疑問に対す
る回答を見つけることが出来ました。
　木村会員の経営する（春香苑）さんには年に何
度かロータリーの関係でお邪魔しています。そし
て、何時もお客様の多いことに驚かされています。
結構、同業者の多い業界で、新規出店も多い反面、
廃業も数多く知っています。　
　先日、私の会社の営業社員と、夏商戦の慰労を
予て親睦会を企画し、会場を「春香苑」に設定し
たところ、いつもは数名欠席するのですが、今回
は全員参加しました。私は大変嬉しかったです。
美味いお店は皆知っていて、しっかり参加するん
ですね。懇親会は17日の金曜日に予定し、当日は
集合時間の30分前に私は現地入りして社員を迎え
ました。お店の玄関先でウットウシイ私が立って
いたので、不審に思いながら入店されたお客様も
いらっしったかと思いますが、私は意に介さず、
ゾロゾロ来られるお客様の多さとお客様のウキウ
キした動きを観ながら考えました。
　「今日は給料日だから久し振りに美味い物を食
べに行こう」又は、「久し振りに家族が揃ったか
ら、美味しい焼肉を食べに行こう」と号令をかけ、
皆が大好きな「春香苑」に来たのだろう。そして、
何を食べようか、何を飲もうかと、ウキウキした
至福の時を過ごし、腹一杯の大満足の様子でお店
を後にしています。このことから、「春香苑」は
焼肉を食べて頂いているだけでなく、家族、仲間
の輪、幸福を、お土産として届けているのだと、
そう思いました。
　さて、我が社の慰労会に戻りますが、「こんな
美味いのは初めてです。」「こんな食べ方があるん
ですか。美味しい。」と、盛り皿の料理が次々に
空き、私の口には届かず完全な無礼講、思わず「俺
に１つ位くれ」と言いましたら、本当に１つだけ
くれました。皆、飲んで、食べて上機嫌で、私が
二次会は何処にするかと聞くと、オーム返しに「別
府。タワー」と答えが返って来ました。皆、美味
しいとこ、サービスの良い安らぎを与えてくれる

所は知ってるのですね。
　皆を送った後、レジで支払いを済ませながら、
驚きました。安い！
　私は以前、「春香苑」の木村社長に聞いたこと
があります。「お宅の店のチラシや広告を見たこ
とが無いのですが」と。答えは、「宣伝してません」
でした。
　木村会員が町の人たちの、お世話をし、多くの
人々から慕われて、「焼肉」と言ったら木村さん
の店。木村社長は知らない間に広告塔になってい
たのです。行ってみれば、料理は本当に美味いし、
料金は安い。スタッフの笑顔、対応する態度、す
べて最高でした。
　たくさんの満足を、ごちそうさまでした。

幹 事 報 告	 前田　哲矢

―新世代のための月間―

１．本日の卓話
「ファミリー企業について」平野教康会員
「ＮＨＫのラジオ体操」　村津忠久会員

２．ＲＩ第2720地区「ブライダル交流パーティー」
開催のお知らせ
日　時　平成24年９月15日（土）19時～21時
場　所　Ｋｅｎ’ｓ　Ｂａｒ
　　　　（大分市都町2-1-4☎097-534-5575）
会　費　男性4,000円　女性3,000円
※申込用紙を本日配布致しますので、お知り
合いの方がいれば、ご紹介ください。

３．９月２日（日）13：30～大分県ニューライフ
プラザに於いて「第2720地区米山記念奨学委
員会セミナー」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。

４．本日、例会終了後、「第３回定例理事・役員会」
を開催致します。

５．お祝い
会員誕生日　岐部光男会員（９月４日）
※記念品をお渡し致します。

http://www.beppu4rc.jp/chuo/
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６．例会変更のお知らせ
中津中央ＲＣ	 ９月11日（火）の例会は、観月例会

の為　同日18：30～金色温泉に時
間・場所変更

日出ＲＣ	 ９月11日（火）の例会は、親睦例会
の為　同日19：00～例会場所変更
（場所未定）

湯布院ＲＣ	 ９月12日（水）の例会は、別府ＲＣ
60周年記念式典出席の為　９月15
日（土）に日時・場所変更

大分ＲＣ	 ９月18日（火）の例会は、大分臨海
ＲＣ・大分ＲＣ合同職場例会の為		
９月14日（金）18：20～大分銀行
ドームに日時・場所変更

大分中央ＲＣ	 ９月18日（火）の例会は、夜の例会
の為　同日18：00～大分オアシス
タワーホテル３Ｆに時間変更

湯布院ＲＣ	 ９月19日（水）の例会は、早朝例会
の為　同日６：00山崎グランドに
時間・場所変更

大分東ＲＣ	 ９月20日（木）の例会は、野外家族
例会の為　９月22日（土）ハウステ
ンボスリゾートに日時・場所変更

大分南ＲＣ	 ９月21日（金）の例会は、夜の親睦
例会の為　９月20日（木）18：30～レ
ストランサッポロに日時・場所変更

７．次週の予定
「インターアクト活動報告」
別府溝部学園高等学校インターアクトクラブ

８．本日の回覧
①「別府ロータリークラブ創立60周年記念式典」
出・欠席
②「月見例会」出・欠席
③就労支援センター藍より仏事袋・祝儀袋　
希望購入
④「別府近隣６ＲＣ親睦ソフトボール大会」
出・欠席
⑤全国自衛隊父兄会より「おやばと」

９．本日の配布
①ロータリーの友　９月号
②ガバナー月信　vol.3（９月号）
③週報No.1109
④「ブライダル交流パーティー」申込用紙

スマイルボックス	 委員長　大江　知巳

○平野（英）会員
　３年間務めさせていただいた倫理法人会の会
長任期が無事終わりました。ご無理を言って、
お付き合いくださったロータリー会員のみなさん、
ありがとうございました。又、最後のＭ．Ｓ（モー
ニングセミナー）にご参加の方々も朝早くから
おつかれでした。又明日から検査入院します。
５年ぶりです。少し悪いところがあって入院し
てみんなからお見舞いをもらいたいです（笑）
○村津会員
　先週末、音楽大学を卒業した優秀なテノール
団員がわが合唱団に入団してくれました。男声
で合唱団に入ってくれる人は本当に少ないの
で、52年前に合唱団を始めた時から声の良い男
性には年齢を問わず誰にでも誘いの声を掛けま
したので、ホモと間違われた頃もありましたが、
最近は年の功か流石に「ホモか？」と言われる
事はなくなりました。合唱してくれそうな男声
おられたら紹介願いましてスマイル。
○亀井会員
　ロータリークラブの事ではないのですが、平
野英会員が倫理法人会会長を３年の長きに渡り
勤め上げ、無事８月31日に会長の任を終了しま
した。お疲れ様でした。いよいよ中央ＲＣの為
に全力を投入する事が出来ますネッ！よろしく
お願いします。
○衛藤会員
　朝夕はいくらかしのぎやすくなりました。今
日は村津先生、平野会員の卓話楽しみにしてい
ます。
○木村会員
　９月に入ってもまだまだ暑い。８階の例会場
で海を見て、良い音楽を聴き、今日も頑張ろう
と言う気持ちになる！　ありがとう良い音楽！
　会長、今日の会長の時間ありがとうございま
した。
○近藤会員
　先週、ソフトボールの練習が野口原グラウン
ドであり、バッティング、守備練習をしっかり
こなしました。私が監督になって以来の素晴ら
しいメンバーが揃いました。皆さん、悲願の一
勝どころかもしかしたら優勝するかも知れませ
ん。優勝した暁には別府駅前通りをパレードし
たいと思っています。

E-mail:info@beppu4rc.jp
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　後藤隆さん！『そんな馬鹿なことはありえな
い』なんて言わずに今すぐ東明高校のバトン
ガールと別商のマーチング部に連絡をしておい
て下さい。
○大江会員
　先日のソフトボールの練習、お疲れ様でした。
久しぶりに白いボールを打って、投げて、追い
かけて、楽しかったなぁ。前半、張り切りすぎ
て、後半は、バテバテのボロボロです。でも、
あの白いボールは、みんなの心をひとつにして
くれました。それと、久しぶりに岐部会員に会
えて嬉しかったなぁ。岐部会員は、この大会に
向けて、みんなのグローブに、年４回も、グリ
ス（油）を塗って、柔らかくしてくれていたそ
うです。別府中央ＲＣのみんなのことを、本当
に、大切に思っているんですね。岐部会員！あ
りがとう！…感謝・感謝のスマイルです！

卓　　　話	 平野　教康

ファミリー企業について
　ファミリー企業とは家族経営
から始まった会社
世界に200年以上続く会社は
8,000社あり日本の会社が3,000
社ある。

　なぜ日本の企業が多いのか？源氏、平氏が国政
を担うようになり家訓が生まれ時代を経て日本企
業の経営理念に変化していった。
　本家（創業家）の企業経営の位置づけはいろい
ろなパターンがあり経営に今でも携わる企業も
あったり、株式だけ保有する企業、社員の中から
社長を選び企業とする場合などである。
　ファミリー企業における事業継承は中々難しい
のが現実である。
事業継承の目的と作業　
１．経営理念の再確認
２．組織確認　経営側の組織（役割）、社内組織（役
割）
３．経営計画　１年、３年、５年　組織の計画も
含む
４．現社長、次期社長の無形、有形のリスクを確
認する
５．会社におけるリスクを確認する
６．就業規則等の見直し

７．業務における決定をトップダウンと社内ルー
ルとではっきり区分けする。
８．事業を継続させ雇用を守る。
９．社会貢献をする

卓　　　話	 村津　忠久

「ＮＨＫのラジオ体操」
　私は1929年２月生まれで83才
ですが、日本のラジオ体操は、
その３ヶ月前、1928年11月１日
から、昭和天皇の即位御大典事
業の一環として「国民保健体操」

の名称でラジオ放送が開始されました。
　その放送を担当したのは、ラジオ体操のために
採用された元軍人の江木理一アナウンサー。放送
は当然毎朝生放送で、マイクの前に立つ服装は、
当初ブリーフパンツ１枚でしたが、照宮成子内親
王（昭和天皇の長女）も毎朝ラジオ体操をされて
いると聞いて、それ以後は燕尾服に蝶ネクタイと
いう正装でマイクの前に立って号令を掛けたそう
です。
　実際の体操の振り付けは全国の郵便局員が国民
に周知して貰うために奔走しました。
　ラジオ体操の歌は、現在
「新しい朝が来た　希望の朝だ　喜びに胸を広げ
　大空仰げ…」
ですが、以前は
「昇る朝日の光を浴びて　まげよ伸ばせよ　我等
がかいな…」
でした。
　ラジオ体操の発想は元々アメリカのメトロポリ
タン生命保険会社が、健康増進・衛生思想の啓蒙
を図る目的で、広告放送していたものを、1925年
に保険事業の視察で訪米された逓信省簡易保険局
の猪熊課長が知り、帰国後提案されたものです。
　ラジオ体操第一は、13の動きによって構成され
た僅か３分12秒の体操ですが、その一つ一つが健
康増進のために計算し尽くされた全身運動です。
ポイントを押さえて正確に行えば美しい体のライ
ンづくりに役立ちます。
　毎日継続して続けることが肝心です。
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