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◆点　　鐘　　12：30
◆国　　歌　　君が代
◆Ｒ　　Ｓ　　奉仕の理想
◆唱　　歌　　雪
◆ゲ ス ト　　ホッセイン・モハマッド・イムランさん

（米山奨学生）

会長の時間	 会長　髙宮　勝美

　皆さん、こんにちは。会長の髙宮勝美です。
　今日も空席が目立ちますが、久し振りに椛田会
員も出席して頂き明るい雰囲気が漂う例会となり
ました。しかし、今朝までの新聞報道によります
と、現在流行しているインフルエンザのピークが
今月中旬頃との事ですから、会員の皆さん、体調
管理に十分に気を付けて、この冬を乗り越え、暖
かい春を迎えましょう。
　さて本日は、昨日４日から始まった別府市内小
中学校の生徒さんを対象にした善行表彰について
ご報告を致します。
　昨今は、新聞を開いてもテレビを点けても、セ
クハラやパワハラ等のいじめや嫌がらせによる情
報が氾濫し、中には虐めを苦にした自殺者が出て
います。学校では虐めの現場を見たとか見ないと
か、挙句の果ては、学校側があれは喧嘩で虐めで
はないとか、生徒たちは何がどうなのか訳が分か
らなくなっているのが本音で無いでしょうか？
　しかし、この様な虐めも、ごく一部の子供が悪
意も無く行った事が次第にエスカレートして、取
り返しのつかない事故に繋がっているのではと考

えます。私達大人は、子供たちの大半が虐めに関
わらず、下級生や友達を助けたり美化運動を積極
的に行っていると信じています。
　この様に善行を行っている子供達が友達から
「○○さんがこんな良いことをしていたよ」…と

◆出席報告　　　　　出席委員長　平野　英壽

・メイクアップ
　　事前　
　　事後　木村、亀井、平野（英）、河村、森、
　　　　　中尾、大江、佐藤（別府東）
　　欠席　梶原、森、島田、梅津、大江、
　　　　　大島、中島
　　理事会承認　岐部
　　出席免除　溝部
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髙宮　勝美
森園　伸也
木村きぬゑ
森　　宗明

大島由美子
村津　忠久
近藤　賢司

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

会報委員長　河村　貴雄第 　 　 回 例 会
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先生に報告し、先生から○○さんが褒められるの
を見て、私も…という子供が一人ずつ増えること
により、親切の輪が広がり、楽しい学校生活を送っ
て欲しいものです。
　小さな奉仕…廊下に落ちていたちり紙を拾いゴミ
箱に捨てた事、４月から入学した新入生の手を引
いて登校して来た事…素晴らしいと私は思います。
　表彰式の会場で子供達の素直な目、明るい返事
に出会いました。私達が忘れてしまってた素直さ
に出会い、遠い昔を思い出し感動しました。
　会員の皆様方は勿論、私の我儘な発想から親身
に行動し、短期間の間に今日に繋げてくれた堀新
世代委員長と堀会員の会社の皆さん、大変有り難
うございました。心から感謝しております。そし
て、時間の都合で私の代わりに表彰式に行って頂
いた皆さん、有り難うございました。
　今回、参加出来なかった会員の皆さん。あと２
校、私の会長の時に表彰式が有りますので、ご一
緒しませんか？そして、素晴らしい感動を身体で
感じてロータリアンの素晴らしさを改めて実感し
て下さい。
　以上で会長の時間を終わります。

今期のスローガン
愉しい仲間を増やして　奉仕の輪を広げよう！

幹 事 報 告	 前田　哲矢

―世界理解月間―
１．本日の卓話
「会員卓話」亀井　孝会員

２．本日のゲスト
ホッセイン・モハマッド・イムランさん
（米山奨学生）

３．学校法人溝部学園故相良好仁先生「お別れの
会」のご案内
　当クラブ溝部仁会員のご尊父様、故相

さが

良
ら

好
よし

仁
ひと

様（学校法人溝部学園別府溝部学園短期大
学名誉学長兼大分県歯科技術専門学校名誉校
長）のお別れの会が下記の通り開催されます。
日　時　平成25年２月16日（土）11：00～15：00
場　所　学校法人溝部学園85年館２Ｆ
　　　　（多目的ホール）
＊「お別れの会」実行委員会より…ご来臨の
節は、ご都合の良い時間に平服にてお越し

下さいますようお願い申し上げます。また、
誠に勝手ながら、ご香典ご供花ご弔電ご供
物の儀は固くご辞退申し上げます。

４．２月４日（月）浜脇中学校全校集会に於いて、
「別府中央ロータリークラブ子どもの善行表
彰」が行われ、鳴海淳郎会員、堀　由美新世
代委員長が出席され、表彰状と記念品を贈呈
致しました。

５．本日、「別府中央ロータリークラブ子どもの
善行表彰」が行われ下記の会員の皆様が出席
され、表彰状と記念品を贈呈致しました。
・	南小学校全校集会
　…平野英壽会員、亀井　孝会員
・	春木川小学校全校集会
　…髙宮勝美会長、堀　由美新世代委員長
・	別府中央小学校全校集会
　…鳴海淳郎会員、前田哲矢幹事

６．本日例会終了後、「第８回定例理事・役員会」
を開催いたします。

７．お祝い
　　会員誕生日　村津忠久会員（２月10日）

※記念品をお渡し致します。
８．例会変更のお知らせ

大分1985ＲＣ	 ２月18日（月）の例会は職場例会の
為、同日12：30～ラフィネ・マリ
アージュ迎賓館に場所変更

大分中央ＲＣ	 ２月19日（火）の例会は、夜例会の
為　同日18：00～大分オアシスタ
ワーホテル３Ｆに時間・場所変更

大分キャピタルＲＣ	 ２月20日（水）の例会は、梅見例会
の為　同日18：30～壷中の天地に
時間・場所変更　

大分東ＲＣ	 ２月21日（木）の例会は、創立50
周年記念式典の為　３月２日（土）
14：00～大分オアシスタワーホテ
ルに日時・場所変更　

９．次週の予定
「新入会員卓話」
島田光男会員、梅津圭二会員、佐藤公亮会員
「会員コラム」前田哲矢会員

＊原稿をお願いいたします。
10．本日の回覧
①「音泉おおいた2013」チケット希望購入
②「第2720地区	2012-2013年度	地区大会」出
・欠席
③「2013-2014年度版	ロータリー手帳」希望購入

http://www.beppu4rc.jp/chuo/
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④別府市総合教育センターNEWS
⑤別府連隊後援会より「扇山」

11．本日の配布
①週報No.1127
②ロータリーの友２月号
③ガバナー月信　№８
④抜萃のつゞり　その七十二

スマイルボックス	 　委員　平野　教康

髙宮会長○
　亀井会員の卓話、楽しみにしています。別府
市内学生善行表彰がスタートしました。順調です。
鳴海会員○
　２月４日、５日と２日にわたり、「別府中央
クラブ子どもの善行表彰」に参加でき、かねて
より強調している「子どもに夢と感動を与える
奉仕活動」をわずかですが初めて実行すること
が出来ました。感謝して大いにスマイルしたい
と思います。
堀会員○
　先日よりお話していました善行表彰を、昨日、
今日と無事に終わりました。あと２校です!!　
髙宮会長、前田幹事、鳴海会員、平野英寿会員、
亀井会員、朝早くからありがとうございました。
会長、あと２校です。がんばりましょうね。
　よろしくお願いします。
森園会員○
　久し振りに椛田先生のお顔を見れてうれしい
です。
衛藤会員○
　今日は椛田先生ようこそ。例会が急に明るく
なりました。うれしいですね。会長初め鳴海先
生ほか皆様、小・中学校訪問ご苦労様でした。
　亀井会員、卓話楽しみにしています。
村津会員○
　本日は、84才の「誕生祝」有難う。
　精一杯元気そうに生き続けるつもりです。
　お祝いに感謝してスマイル。
椛田会員○
　皆様お元気ですか！
　私も元気にしています。
河村会員○
　このところなぜ例会の出席率がいいのかわか
りません。誰か私をマインドコントロールして

いるのでしょうか。もちろん本日の亀井さんの
卓話が楽しみなのは言うまでもありません。
佐々木会員○
　椛田さん、お久し振りです。
　亀井さん、卓話を楽しみにしています。
　私は先週風邪を引きまして、インフルエンザ
ではなかったのですが、声が出なくなりました。
健康第一！　身をもって感じています。
平野○ （教）会員
　悲しいお知らせです。
　４月２日から新規保険料が最高で28％近く上
がります。保険の申込みは３月末です。よろし
くお願い致します。

卓　　話	 　　亀井　　孝

　今日はノーベル生理学・
医学賞を受賞した山中伸弥	
教授	に関連した話をしよ
うと思います。まずは教授
の経歴及び教授の人柄が垣
間見える語録の一例を紹介
します。

①経歴
　日本の医学者、京都大学IPS細胞研究所所長
・教授。カリフォルニア大学サンフランシスコ
校グラッドストーン研究所上級研究員、奈良先
端化学技術大学院学栄誉教授。「成熟細胞が初
期化され多能性をもつことの発見」により2012
年のノーベル生理学・医学賞を受賞。1962年（昭
和37年）生まれ。大阪府東大阪市出身。1987年、
神戸大学医学部卒業。1993年、大阪市立大学大
学院医学研究終了。
②山中語録の一例
　大学院を出た後、最初は臨床医を目指しまし
たが、臨床医としては芽がでなかったそうです。
通常だと二時間位の手術に数時間もかかる程で
した。
　「研修期間の二年間ずっと『ジャマナカ』です。
『お前はほんまに邪魔や。ジャマナカや』と言
われ続けました。（中略）しかし、ここで壁に
ぶつかったことが、研究者という新しい道につ
ながったのです。」

　さて、ジャスト　ギビング　ジャパンという寄

E-mail:info@beppu4rc.jp

BEPPU	CHUO	ROTARY	CLUB



付を集めるファンドがあります。
　2001年	英国でスタートし、2009年は年間390億
円が支援団体に寄付されている団体のことです。
そのＨＰに、京大のIPS研究所に寄付をしようと
いうページがありました。その中のコメントの数
例を以下に挙げます。
①山中先生、この度はノーベル賞受賞おめでとう
ございます。常に真摯な振る舞いで、科学者と
して憧れます。これからもご自身の強い信念の
もとに、ご研究を続けられる事を心よりお祈り
申し上げます。
②山中さん、ノーベル賞受賞おめでとうございま
す。今後も研究活動は続くと思いますが、お身
体大事になさって、人類の為に素晴らしい成果
をあげられる様願っています。
③中南米に駐在したＯＢ会の有志で山中先生の業
績とお人柄に感動し、将来を期待しながら、わ
ずかですが会費から寄付したいと決議しまし
た。
④真摯な研究に頭が下がります。人の命の為に働
いて頂ける教授に貧者の一灯ですが、ご協力さ
せて頂きます。
⑤最近は子どもに見せられないニュースが多いの
ですが、先生のノーベル賞受賞は本当に嬉しい
ニュースでした。山中先生の応援がしたいと、
子どもがお友達と市民祭りの「ヨーヨー釣り屋
さん」で集めたお金です。お身体に気をつけて
頑張って下さい。
⑥受賞おめでとうございます。先生の「まだ、患

者様には何の成果も届けられていない」との受
賞コメント、最高です。
⑦ノーベル医学生理学賞、受賞おめでとうござい
ます。山中教授のＩＰＳ細胞研究に対する、真
摯な姿勢、静かな情熱にとても感動しました。

　なぜ私が今日この様な話をするのか？
　それは、ノーベル賞を受賞された世界一の人で
あっても、世界の人が見聞きしているのはコメン
トにもあるように、その人の人格、人柄であると
言うことです。受賞会見の時にまず、日本の国民
に感謝し、受賞は自分の手柄ではなく、自分を支
え、応援してくれた全ての人のおかげだと述べま
した。そして、ＩＰＳ細胞の源流となった50年前
のクローンカエルの作成者であり、共同受賞者の
ガードン博士に対しても、「ガードン先生の仕事
がなければ、私達の仕事は有り得なかった」と、
決して自らを賛美することなく、謙虚な態度を貫
き、この受賞に奢ることなくさらに前へと進もう
とする教授の姿勢には、日本国民のみならず世界
の人々の賞賛を得ました。
　すばらしい功績であっても、教授が己の成果を
誇示するだけなら、此れほどの評価は得られな
かったことでしょう。
　私も教授の生き方、考え方に共感した一人です。
どんな時でも、真摯な姿勢、謙虚な心でこれから
もＲＣの諸先輩、仲間と共に邁進していきたいと
思っています。

春よ来い　アラブの春よ　早く来い
　月の砂漠を、はるばると、王子さまとお姫さま
の乗った旅のラクダが行きました。
　幼い頃よく歌ったこのうたにアラブの広々とし
た夢の様な世界を想像して、あこがれたものでし
た。それがこの度の「アルジェリア人質事件」で
一瞬にして、ここは地の果てアルジェリアとなっ
てしまいました。
　卑劣なテロ行為は絶対許しません。優れた技術
を持った日本人が、遠い地の果てアルジェリアま
で行って、日本の為、世界の為に貢献していた事
を思うと、日本にとって優秀な人材を失ったこと
は大きな痛手です。それ以上に亡くなられた方の

御家族のことを思うと気の毒で心が痛みます。私
には難しいことは分かりませんが、どうしてイス
ラム過激派のテロはなくならないのでしょうか。
彼等の言い分は何でしょうか。話し合いで良くな
らないのでしょうか。何が原因でしょうか。経済
（生活）の貧困、教育の貧困なのでしょうか。一
日も早く、あの卑劣なテロのない平和な、あの王
子さまとお姫さまの夢のような世界が来ないもの
でしょうか。
　くだらない、ピントはずれのことばかり述べま
したが、唯々、犠牲になられた方々のご冥福を祈
るばかりです。
　　　合掌

会員コラム	 　衛藤　秀子
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