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◆点　　鐘　　12：30
◆Ｒ　　Ｓ　　Ｒ-Ｏ-Ｔ-Ａ-Ｒ-Ｙ
◆唱　　歌　　冬景色

会長の時間	 会長　髙宮　勝美

　皆さん、こんにちは。会長の高宮勝美です。
　今日の例会も空席が目立ちますが、新聞等の報
道によれば、インフルエンザの流行も徐々におさ
まって来ているようですから、もう少しの辛抱で
す。体調管理を十分して下さい。そう言う私も少
し体調を崩してますが、風邪には負けるものかと
踏ん張っております。
　さて、会員の皆様には既に会長の時間でお話を
させて頂きましたが、ご承知の通り、私ども別府
中央ロータリークラブの行いました、別府市内の
小・中学生を対象にした善行表彰が、大分合同新
聞、今日新聞、とんぼテレビで報道されました。
先程、私が配らせて頂きました新聞のコピーをご
参照下さい。
　報道が有ってから、私の元には多くの人々より
「良い事を始めましたね」「ロータリーの基本です
ね」と言うメールや電話が数多く寄せられて反響
の大きさに驚いています。
　別府中央ロータリークラブの会員の皆さんは、
私たちの明日を託す子供達が、小さな小さな善意
を行っていると、その場を目にした友達から報告
を受けた際は、善行をしていた子供と、連絡をし
てくれた子供に最大級の有り難うの言葉を伝えて
下さい。廻りの子供達や大人達も感動して素晴ら
しい環境が出来て来ることでしょう。そこに小さ
な親切行為が、多くの人々に感動と勇気を与える
事が出来る事を感じて頂き、この事が子供達の心
を豊かにして大切な思い出となり、家族の方々が
子供達の優しさに気づいてくれれば私達の運動は

陽があたります。
　まだまだスタートしたばかりの運動ですが　入
会して３年に満たない堀由美新世代委員長に白羽
の矢を立てて、後輩の前田幹事とタックを組んで、
忙しい仕事をしながら、短期間にここまで市、教
育委員会、校長会、学校現場、父兄会等の根回し
をされた事に私は感動を覚えました。その行動力

◆出席報告　　　　　出席委員長　平野　英壽

・メイクアップ
　　事前　村津（別府東）
　　事後　森園、大島、佐藤（別府東）
　　欠席　大江、平野（教）、大島、梶原、
　　　　　河村、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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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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は本当に素晴らしいと思います。数々の指摘等が有っ
た事も承知してますが、まずは何事に於いても行動
を行う事が大切です。協力することが大切です。　
　最も忘れてならない事は、堀委員長の会社の方
達の存在です。株式会社ハウスの方々にも大変ご
迷惑をおかけしましたが、私が度々訪問しても、
いつもにこやかな笑顔で迎えて頂き、ほっとして
ました。社員の皆さん有り難うございました。
　さて、今日はこの後、新会員の島田光男会員、
梅津圭二会員、佐藤公亮会員の卓話の時間となっ
ていますので、会長の時間はこれで終わらせて頂
きます。　
　３名の新会員の皆様、卓話を楽しみにしており
ます。

幹 事 報 告	 前田　哲矢

―世界理解月間―
１．本日の卓話
「新会員卓話」
島田光男会員、梅津圭二会員、佐藤公亮会員

２．2013-2014年度RI第2720地区会長エレクト研修
セミナー（PETS）開催のご案内
日　時　平成25年
　　　　３月16日（土）　13：00～17：30
　　　　　親睦交流会　18：30～20：00
　　　　３月17日（日）　9：00～12：00
場　所　熊本県人吉市「ホテルサン人吉」
親睦交流会登録料　10,000円
出席義務者：森園伸也会長エレクト、平野英

壽次年度ガバナー補佐
３．第８回定例理事・役員会報告
（平成25年２月５日（火）13：40～

於：ホテルニューツルタ例会場）
１）	「第４回クラブ協議会」開催の件。※承認
日　時　平成25年２月26日（火）12：30～
場　所　ホテルニューツルタ

２）	「創立24周年記念例会」開催の件。※承認
　　（ノンアルコール飲料で乾杯・祝箸）
日　時　平成25年３月26日（火）12：30～
場　所　ホテルニューツルタ
内　容　鳴海淳郎会員の卓話

３）	「別府中央ＲＣ子どもの善行表彰」に係る
補正予算承認の件。※承認

４）	今年度もみじ谷苗木寄贈の件並びにもみじ
谷植樹作業の件。※承認
日　時　平成25年３月31日（日）
　　　　＊定款第８条第１節（a）（5）適用

５）	事務局員のRIへの登録および会員アクセス
ページにアクセスする権限を与える件。※承認

６）	２月・３月例会予定の確認
	 ２月５日	「会員卓話」亀井　孝会員
	 12日	「新会員卓話」島田光男会員、
	 	 梅津圭二会員、佐藤公亮会員
	 19日	「ゲスト卓話」
	 26日	「第４回クラブ協議会」
	 ３月５日	「会員卓話」
	 	 岐部光男会員、津末美代子会員
	 12日	「地区大会報告」
	 19日	「ＰＥＴＳ報告」
　	 26日	「創立24周年記念例会」（創立日３月28日）
４．２月９日（土）13：30～熊本テルサ・テルサホー
ルに於いて「クラブ管理運営セミナー」が開
催され、髙宮勝美会長と森園伸也副会長が出
席されました。

５．委員会報告
・森宗明別府市内４RC合同事務局諮問委員

６．お祝い
結婚記念日　岐部　光男会員（２月12日）
配偶者誕生日　平野なるみさん（２月15日）

※記念品をお渡し致します。
７．例会変更のお知らせ

大分東ＲＣ	 ２月28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

８．次週の予定
「ゲスト卓話」

９．本日の回覧
①杵築ＲＣ　週報
②「20123-2014年度版	ロータリー手帳」購入希望
③「第４回クラブ協議会」出・欠席

10．本日の配布
①週報No.1128

スマイルボックス	 　委員　森　　宗明

高宮会長○
　島田会員、梅津会員、佐藤会員、卓話を楽し
みにしています。
平野○ （英）会員
　出席委員会でなかなかスマイルが出来ません
でした。今日は森ちゃんがしゃべっているので、
その間にスマイル。
　先日の別府市内の小中学校での奉仕表彰が新
聞で紹介されました。

左から島田・梅津・佐藤

http://www.beppu4rc.jp/chuo/
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亀井会員○
　本日初卓話の３会員、ガンバッテ下さい。
森会員○
　最近休会が多くて申し訳ないなぁ。出張が多
いという理由です。私も寂しいのですよ。
衛藤会員○
　先週のコラム欄で、平野教康会員から身に余
るお褒めの言葉を頂き、天にも昇る思いです。
ありがとうございました。私、決してそんな立
派な人間ではありません。でも、皆さんに可愛
がられて幸せです。今後も中央ロータリークラブ
の末席を汚さぬ様、努めます。感謝してスマイル。
　本日の卓話、お三方楽しみにしています。頑
張って下さい。
村津会員○
　今日は「天津日本中学校３期生同窓会」に出
席する為、東京の芝浦に来ております。
　メーキャップは１月31日（木）に済ませてお
りますが、ホームクラブ欠席をお詫びしてスマ
イル。
佐々木会員○
　島田さん、梅津さん、佐藤さん、今日は卓話
がんばって下さい。楽しみにしています。
　少しだけ時間を短くしま…。
木村会員○
　島田さん、梅津さん、佐藤さん、卓話たのし
く聞かせていただきます。私も初めは何を話し
ていいやらわからず、今でも、時々とまどって
いますが、すごく勉強になりました。
森園会員○
　仕事の都合上、途中で退席します。新会員の
方の卓話が聞けず残念です。
前田会員○
　３月16・17日の２日間、重度訪問介護者研修
基礎課程を聞くことになりました。おかげさま
で別府大学、大分大学生16名が受講することに
なり、定員をオーバーしました。今後も続けた
いと思いますので、受講希望の方がいらしたら
よろしくお願いします。ちなみにアルバイトす
る場合、時給1,300～1,500円です。
佐藤会員○
　花粉症の季節となりましたが、皆様は大丈夫
でしょうか？
　私は10数年前からお付き合いしており、目薬
と鼻うがいで凌いでおります。
　今日はつたないスピーチをさせて頂きます
が、よろしくお願いします。
近藤会員○
　スマイル担当が誰も来ていないから、せんで
もいいかと思っちょったら、突然森さんが現れ
て急にスマイルをすることになってしもうた。
森さんにスマイル！

卓　　話	 　　島田　光男

　18才から修理業界に入社してから、13年まで勤
めて13年前に開業しました。
　我社の内容は、自動車板金・塗装・車検・整備
・各種車の販売・旧車のレストアをしています。
　車検整備・板金・塗装で月150台くらいの修理
台数です。

卓　　話	 　　梅津　圭二

　今日は初めての卓話ということで自己紹介を兼
ねてお話させていただきます。
　梅津圭二、昭和39年10月15日生まれで、現在48
歳です。
　家族は今、妻の麻美（あさみ）と、桜子（さく
らこ）４才、心（ここ）２才、莉子（りこ）０才
です。
　事業所は有限会社花の店うめづで、おかげさま
で昨年創業55年を迎えることができました。花を
取り扱う業種、花店でも幾つか種類がありまして、
園芸専門や、葬儀専門などいくつかある中で、私
どもの店は、いけばな材料を専門に取り扱う店と
してスタートいたしました。
　当時いろいろな場所に花を飾るという仕事はい
けばなの先生の仕事でした。特にここ別府の地は
たくさんの観光客をお迎えする旅館や、ホテルの
ロビーや客室、宴会場を飾る、さらには結婚式の
花を装飾したり、すべていけばなの先生の役割で、
そのための材料を、市場に流通する品物、生産地
との提携、山からの自然素材等を調達し、材料を
取り合わせる（コーディネートする）仕事でし
た。もちろん当時は戦後のいけばなブームでお茶
かお花かというかんじで、学校の授業や、会社の
華道部などで世の中のほとんどの女性がいけばな
に携わっていた時代でしたので、そのおけいこ用
の材料、いけばな展覧会用の材料のコーディネー
トも任されていました。とくに「いけばな小原
流」とは関わりが深く、本部から講師を迎えて会
員がいっせいにみんなで花をいけて採点をしても
らう研究会の材料を供給する仕事をさせてもらっ
ています。そしてその小原流大分支部が今年創立
60周年を迎えますので、その記念講習会デモンス
トレーションが大分のグランシアターで３月３日
に、行われますのでその材料を集めに今走り回っ
ております。日本全国の小原流の支部ごとにうち
のような納入花店がいて、その全国組織である協
同組合豊友会という団体がありまして、母ヤヨイ
がそこの理事を長く務めておりました。今は私が
その役を務めておりまして、先日は年に何回かあ
るその理事会と重なりまして、入会以来初のお休
みをさせていただきました。
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　お茶の世界に「千家十色」という言葉があるそ
うで、お茶の千家を支える色々な業者が力を合わ
せ、千家と共に茶道の歴史を守ってゆくというよ
うな意味があるらしいのですが、まさしく「いけ
ばな小原流」を全国の会員が力を合わせともに守
り伝えてゆく、そんな大義をもって活動をしてい
ます。実は最近全国的にいけばな人口の減少が加
速しております。昔はお茶かお花かといわれてい
た習い事も今は何十倍、何百倍もの選択肢の中で
選ぶようになってきました。小原流は５世家元が
23才という若さで、活躍していまして、未来はす
ごく明るいのですが、もっともっと内外にアピー
ルをしてゆく必要があると思います。今までは花
の材料を供給する立場からだけの協力だったので
すが、まずはもっと会員を増やすためにどうする
か？私は今までフラワーデザインの教室しか教え
ていませんでしたが、私自身子供の頃から習って
いた小原流を家元教授の一員として、今後はいけ
ばな小原流の教室も始めようと思っています。
　そして今からはフラワーデザイナー梅津圭二だ
けではなく、小原流の華道家梅津圭二としての活
動もして、小原流を少しでも広めてゆこうと考え
ています。どうかみなさんの近くで日本の伝統文
化いけばなを、習いたいというかたがいらっしゃ
いましたら、よろしくお願いいたします。

卓　　話	 　　佐藤　公亮

　今回話す機会を頂きお礼を申し上げます。
　ロータリーで１回目のスピーチにて私をもっと
知って頂きたく私自身の事を話します。
　生れは大分市牧、近くに県立芸術会館、大分市
立の能楽堂、大分県護国神社があるところです。
　小学校⇒ソフトボール
　中学、高校⇒テニス
　大学⇒アルバイト（ビアガーデン、酒屋、土方、

引越し屋）
　学生時代は勉強に集中した記憶はほとんどあり
ません。
　当時母親に勉強していないと将来困るとよく言
われていた。⇒社会人になって解りました。⇒最

終的にはその子にあった学校へ行きその人にあっ
た仕事をすればよい。
［社会人］
昭和59年４月⇒豊和相互銀行入社
入社理由⇒長男だったので、地元の企業に勤めた
いという有り触れた理由
小学校の卒業文集にも将来の夢⇒公務員、会社員
［家族］
平成２年、28歳で結婚⇒見合い結婚
当時、アルメイダ病院で看護婦⇒福岡
今は日赤病院でパート勤務
子供は２人
長女⇒熊本の看護大４年
　　⇒今年就職活動と国家試験
次女⇒４月に大分の理学療法士の学校に入る
２人とも、妻と同じ医療の道を選択しました。
［最近考えること］
　ロータリーの精神にもある、人の役に立つ、人
の喜ぶ事、感謝される事をやっていけば楽に生き
られる様な気がします。
（例えば）
家庭⇒お茶碗洗い・運ぶ、洗濯物を畳む、掃除の

手伝い、ゴミ捨て、買い物の荷物持ち、子
供の迎え

会社⇒若い社員が成長するようなことを相手の立
場で指導する⇒以前はマネージメントをし
なければならないと仕事の延長線の様な気
持ちでやっていた⇒これではダメ

健康⇒一昨年秋初めて入院、初めての手術を行い、
会社やお客様、そして家族に心配をかけ健
康のありがたさを痛感しました。

　今⇒休日は歩く、週１回ロータリーでラジオ体
操、アルコールはひかえめに。

　私の場合、経営者としてではなく社員として入
れて頂いています。自分のお金で参加しているの
ではなく、会社の経費で支払っているので、銀行
を代表してロータリーを通じて各方面に貢献でき
るようにして行きたいと思うので今後もみなさん
宜しくお願い致します。
　簡単ですが、私のスピーチを終わらせていただ
きます。

「特別支援学校の学校訪問で感じたこと。」
　私はここ数ヶ月の間で別府市・大分市にある特
別支援学校４校に学校訪問をさせて頂き、校長先
生を初めとする先生方に会社で行っている事業や
取り組みについて、ご説明させて頂きながら、私
は支援学校に訪問するまで、どういう子どもたち
がいて、どんな授業を行っているのか等といった
学校の実態を知りませんでした。

　授業の中で、就職に向けた作業学習という時間
割が設けられ、メモ帳や携帯ストラップを先生方
と協力して、一生懸命作成されておられる様子を
目の当たりにしました。
　私は卒業後の進路に生徒さん達が困っていると
いう話を伺って、改めて障がい者雇用及び障がい
者の社会参加の重要性を考えるよい機会となりま
した。

会員コラム	 　前田　哲夫
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