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◆点　　鐘　　12：30

◆国　　歌　　君が代

◆Ｒ　　Ｓ　　奉仕の理想

◆唱　　歌　　港

◆ゲ ス ト　　文　智炫さん
（2013学年度　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。
　いよいよ、次年度の地区協議会も終わり、今日
は前回に引き続き会議に出席された方の報告を聞
かせて頂きす。又、今日の会員卓話は梶原和朗会
員です。そして、先程ご紹介させて頂きました、
2013学年度　米山奨学生の文智炫さんをゲストと
してお迎えしております。
　文さんについては、後ほど自己紹介をして頂き
ますが、韓国ご出身のＡＰＵ大学の４年生です。
既に、株式会社　東レに就職が決定しているそう
です。
　それから、先ほど皆さんにお配り致しました
「ロータリーの友　5月号」の21ページに、先日実
施致しました、子供の善行表彰が記事として掲載
されています。帰られましたら目を通しておいて
下さい。

　昨今は、朝晩の気温差が大きく湿気が高いので
体調を崩される方が多いと聞いています。
　会員各位はくれぐれも体調管理に気を付けて頂
きたいと思います。

◆出席報告　　　　　　　委員長　平野　英壽

・メイクアップ
　　事前　村津（日出）
　　事後　平野（教）（地区協議会）
　　欠席　平野（教）、島田、森園、河村、堀
　　理事会承認　椛田、岐部
　　出席免除　溝部、鳴海
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国際ロータリー会長　　田　中　作　次	（国籍・日本）
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
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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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幹 事 報 告	 前田　哲矢

１．本日の卓話
「会員卓話」梶原和朗会員
「地区協議会報告」

２．本日のゲスト
文
ムン

　智
ジヒョン

炫さん（2013学年度　米山奨学生）

３．「ＲＩ第2720地区職業奉仕セミナー」開催の
お知らせ
日　　時　2013年５月25日（土曜日）
　　　　　13：30～16：30
場　　所　グランメッセ熊本２Ｆ「大会議室」
　　　　　（☎096-286-8000）
出席義務者　会長、職業奉仕委員長、ガバナー

補佐、地区職業奉仕委員、希望者

４．第８回臨時理事・役員会報告
（平成25年４月23日（火）　持ち回り）
審議事項
１）新会員候補者入会審査の件。※承認

５．４月29日（月・祝）９：00～別府扇山ゴルフ
場に於いて、別府東ロータリークラブホスト
により、「別府市近隣７ＲＣ合同親睦ゴルフ
大会」が開催され当クラブは団体戦に於いて
４位になりました。又、18：00～ホテルサン
バリーアネックスに場所を移し、懇親会を開
催致しました。
参加者：平野英壽、河村貴雄、亀井　孝、森

園伸也　各会員

６．本日例会終了後、「第11回定例理事・役員会」
を開催いたします。

　
７．例会変更のお知らせ

大分東ＲＣ	 ５月９日（木）の例会は、職場例会
の為　同日12：30～ＮＢＵ日本文
理大学に場所変更

大分中央ＲＣ	 ５月14日（火）の例会は、早朝例会
の為　同日７：00～大分オアシス
タワーホテルに時間変更

宇佐ＲＣ	 ５月16日（木）の例会は、比／豪／
日３カ国合同例会の為　５月19日
（日）18：00～かんぽの郷宇佐に

日時変更
大分南ＲＣ	 ５月17日（金）の例会は、夜の親睦

例会の為　同日18：30～大分トキ
ハ会館４Ｆに時間変更

大分1985ＲＣ　５月20日（月）の例会は、クラブ内
研修の為　同日12：30～大分コン
パルホールに場所変更

大分中央ＲＣ	 ５月21日（火）の例会は、チャーター
ナイト記念夜間例会の為　同日
18：00～大分オアシスタワーホテ
ル21Ｆに時間変更

大分東ＲＣ	 ５月23日（木）の例会は、夜の親睦
例会の為　同日18：30～丸福に時
間・場所変更

８．次週の予定
「ゲスト卓話」
学生国際ボランティア団体	ハビタットＡＰＵ
「会員コラム」大島由美子会員

＊原稿をお願い致します。
　
９．本日の回覧
①「もみじ植樹作業」出・欠席（５月12日）

10．本日の配布
①週報No.1140
②ロータリーの友
③赤山武興ガバナーエレクトより
　「2013-2014年度地区大会アンケート」

スマイルボックス	 委員長　大江　知巳

髙宮会長○
　朝夕の寒暖の差で体調を悪くする人が多く
なっています。体調管理に注意して下さい。
　米山奨学生の文智炫さん、１年間宜しく！
衛藤会員○
　みなさんお久し振りです。風薫る五月、いい
季節になりました。みなさんゴールデンウィー
クは如何でしたか。
　文さん、ようこそ。どうぞごゆっくりなさっ
て下さい。
中尾会員○
　ホーム例会の出席が少なく申し訳ございませ
ん。お詫びしてスマイル。

http://www.beppu4rc.jp/chuo/
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村津会員○
　先月末の日曜日に「大分第九」の結団式があ
りました。
　年末12月15日（日）の「第37回大分第九の夕
べ」に向けての結集です。これから月１～２回
の練習を積み重ねて本番を迎えます。
　メイキャップは４月30日（火）に、日出ＲＣ
の例会にビジターとして出席し、事前で済ませ
ました。
　ホームクラブ欠席をお詫びしてスマイル。
梅津会員○
　今週日曜日は母の日です。感謝の気持ちを無
事に届けられますように願いを込めてスマイ
ル。
近藤会員○
　この連休にトリニータを応援する為に大銀
ドームに行きましたが、あまりの弱さに悲しく
なりました。でもＪ１昇格後一勝もできないト
リニータと創立以来一勝もできない我が別府中
央ソフトボールチームを重ね合わせると、とて
も親しみがわいてきました。
　頑張れトリニータ！！
　頑張ろう別府中央ロータリークラブ！！
森会員○
　２日から昨日まで尾道に出張致しておりまし
た。
　６日間で1000km近くを車で移動。今日は休
む予定でしたが仕事が山積み！！お昼をいただ
きに来ました。午後は中津、夕方は大分市内に
予定あり。ヒェ～ッ助けてぇ～。
木村会員○
　五月の連休いかがでしたか？ゆっくり休みを
とり英気を養った人と、忙しく身体を動かし骨
が痛む人もいるかと思います。私も骨が痛んだ
人の１人です。お陰様で５日間で3500人のお客
様を迎える事が出来ました。感謝してスマイル。
大江会員○
　ＧＷはず～っと仕事でした。鼻が日焼けで痛
いです。これからは文さんの国のかたつむりク
リームは欠かせません！

地区協議会	部門別協議会報告	 　

◇新世代奉仕部会　　　　　　　　　後藤　　隆
　ロータリークラブは今、いろいろな問題に直面

していますが、次年度のガバナーを務める赤山エ
レクトは『挑戦！未来の夢！』をテーマに掲げ、
会員増強・ロータリー財団・新世代の育成の３つ
の目標に特に力を注ぐと話しておられました。新
世代の分科会では岡村ガバナーも出席されてお
り、グループに分かれての協議が行われました。
　別府中央ロータリークラブはインターアクトの
提唱クラブですがアクトを提唱しているクラブは
どこも、資金を継続することに困難を感じている
ようです。岡村ガバナーから講評として、資金を
渡すだけでなく若者の自主性を刺激して自ら行動
を起こさせる努力をするように指導がありまし
た。

◇◇◇　◇◇◇　◇◇◇
◇奉仕プロジェクト部会

社会奉仕委員長　佐々木久宜
　今回、初めての地区協議会の参加です。
　熊本での開催ということもあり、移動と親睦を
含めてとても楽しい地区協議会の参加となりまし
た。大分県・熊本県の第2720地区だけでもこれだ
けの人が集まるのだなという驚きがあり。そし
て、赤山ガバナーエレクトはじめ、皆さんのロー
タリーに対する熱い思いを感じることができまし
た。昼からは部門別に分かれての協議会があり、
クラブの活動事例や今後など話をしました。
　これは自分の勉強不足なんですが、ロータリー
用語をしっかり覚えていないと説明されているこ
と自体理解ができないところもありました。ロー
タリアンの道は長いようです。

◇◇◇　◇◇◇　◇◇◇
◇奉仕プロジェクト部会　　　　　　近藤　賢司
　とてもすばらしい、そして大変な２日間でした。
前週、森会員もお話をしたように大阪の伊丹ＲＣ
の会員でパストガバナーの深川純一氏が基調講演
の中で語った「ロータリークラブは奉仕団体では
ない。ロータリークラブは社交団体である。ただ
ロータリークラブは奉仕をする人間を作るところ
である。」という言葉に共感し感銘をうけました。
　国際奉仕の分科会では、熊本の２つのクラブ（名
前が聞き取れなかったが…）は、フィリピンで、
トイレが（汲み取り式で）大変不潔なので、巨大
な穴を掘り溜める作業を立ち上げ、現地の人達と
共同でし尿処理場を作った。かたやタイで水の浄
化や上水道の整備を国際奉仕委員会で行い、ロー
タリー財団の地区補助金の対照活動に認定されて
いるということを聞き、別府中央ＲＣはこの１～
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２年、学生の奉仕活動を支援することによって国
際奉仕活動を開始したところなので、来期はさら
にバージョンアップした活動ができるように考え
ていきたい。

◇◇◇　◇◇◇　◇◇◇
◇Ｒ財団部会

亀井　　孝
　2013年～2014年度　第2720地区協議会に、中尾
誠財団委員長の変わりに参加して参りました。
　午前9：00より登録、午前10：00の点鐘で始ま
りました。午後2：55からのＲ財団部会では、
　・奨学金と財団学友について
　・ＶＴＴと平和フェローシップについて
　・ポリオ、プラスについて
　・資金推進について
以上のテーマに付、講義を聴いて来ました。

卓　　話	 　梶原　和朗

トイレ用洗剤の進歩
　年に１回の私の苦手な卓話の時間に何を話そう
か悩んでいるときに資材の取引のある会社が、発
行している業者向け新聞『かわら版』に面白い記
事があったのでそれを紹介しようと思います。

　一般的にトイレ清掃と言うと、洗剤を散布して
専用パットで擦るのが常識でした。
　しかし、最近よく耳にするようになってきたの
が、バイオ（細菌）の力を使って洗浄する方法です。
細菌と言うと人体に悪影響があるのではないのか
と心配されると思うのですが、けして人体に悪影
響を及ぼす細菌ばかりではありません。
　たとえば、アルコールを酢酸に変える酢酸菌、

糖類を発酵させ乳酸菌を産出する乳酸菌が主なの
もとされます。

　１個のバクテリアが７時間後には日本の総人口
と同じ約１億３０００万にまで増殖します。
　繁殖したバクテリアの餌となるのが便器の汚れ
（有機物）です。
　バクテリアはその汚れを食べ増殖していきます。
　もちろん臭いの発生も抑制し長期的に衛生的な
便器を維持していけます。

　清掃方法としては、ゴシゴシこする清掃から
さっと塗る感覚の清掃に変わります。
　私たちの会社では塗るという感覚になじめない
為、散布した後まだパットで擦り洗いをしていま
す。

　皆さん疑問になるとは思うのですが、水を流し
たらバクテリアも一緒に流れてしまうのではない
かと思われと思いますが、一部は流れていき配管
や浄化槽に移動していきます。
　便器の陶器は肉眼ではツルツルしており留まる
ところが無い様に見えますがミクロの世界ではざ
らついた表面になっています。
　水垢などの汚れが付着していく様に、バクテリ
アもしっかりと住みついてきます。

　最後にメンテナンス会は日々進歩し、新しい技
術も出てきています。
　今、新しいフロアーケアの実験もしている所です。
　来期の卓話までにいい結果が出たらそのときご
報告いたします。
　ご静聴ありがとうございました。

韓国・日本近代学会に参加して
　５月２日から５日まで韓国・日本近代学会（古
代から近代までの領国の交流を探る会である）に
参加した。というのは、基調講演を依頼されたか
らである。
　タイトルは、『大分県の中における朝鮮半島』
である。宇佐八幡宮の祭祀の中で最も大切な行幸
会に関係する高家乙咩社と田染について朝鮮半島
の影響が色濃いことを話した。この理由は、『咩』
と『染』が朝鮮語で、『恩返し』するという意味

を持っているからである。
　今日まで、両社は、宇佐八幡宮の荘園（封戸）
でないのに、何故、年貢を納めるのか、解明され
ていなかったのである。これを詳しく話してきた。
　釜山に久し振りに訪問したが、高層建築が乱立
し、かつての印象は、まったく通じなかった。
　高速道路も整備され、ウエスティンホテルから
観た景色は、ハワイ（山が台形なら）と見間違う
景色に驚異すら感じた。
　プルコギ、カルビスープは、絶品であった。

会員コラム	 　溝部　　仁
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