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◆点　　鐘　　12：30

◆Ｒ　　Ｓ　　Ｂ・Ｃ・Ｒ・Ｃの歌

◆唱　　歌　　海

◆ゲ ス ト　　寺崎　賢治氏
（別府商工会議所青年部第27代会長）
清瀬善一郎氏

（別府商工会議所青年部副会長）
垣内　康寿氏

（別府商工会議所青年部専務理事）
杉本　孝生氏

（別府商工会議所青年部理事）

◆ビジター　　８月13日
村上　有紀　　（別府）
岡本　信哉　　孫　在　奉
梅津　　亮　　（別府東）

会長の時間	 会長　森園　伸也

　今月は会員増強月間で来週には増強フォーラム
が開催されますが、今月第１週目に行われたクラ
ブ協議会でガバナー補佐より提言頂いたことにつ
いて、私なりに考えてみました。
　ガバナー補佐からの提言は、我がクラブの会員

を職業分類で１業種１会員にするのか、１業種５
会員まで認めるのかを、別府中央ＲＣとしてはど
うするのか？とのことでした。私の結論は、１業

◆出席報告　　　　　　　委員長　衛藤　秀子

・メイクアップ
　　事前　
　　事後　河村、中尾、大島、梅津、大江、
　　　　　堀（別府東）
　　欠席　木村、梶原、大島、島田、河村、
　　　　　中尾、大江
　　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　　ロン	D・バートン	（国籍・アメリカ）
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
ところ　ホテルニューツルタ	〒874-0920	別府市北浜1-14-15
　　　　TEL	（0977）22-1110　FAX	21-1019
事務所　別府市西野口町 1番 1号	青山通りビル 3F
　　　　〒 874-0931　TEL（0977）23-9000
　　　　　　　　　	　FAX（0977）23-9019
　　　　http://www.beppu4rc.jp/chuo/
　　　　E-mail:info@beppu4rc.jp

理事
　〃
　〃
　〃

理事
　〃
　〃

森園　伸也
前田　哲矢
後藤　　隆
近藤　賢司

森　　宗明
村津　忠久
佐々木久宜

ＳＡＡ　髙宮　勝美
直前会長　髙宮　勝美

役員　会　長　森園　伸也
　　　副会長　前田　哲矢
　　　幹　事　平野　教康
　　　会　計　木村きぬゑ

会報委員長　大島由美子第 　 　 回 例 会

ENGAGE	ROTARY	CHANGE	LIVES
ロータリーを実践し	みんなに豊かな人生を
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種１会員に拘る必要はないのでは？との思いにな
りました。理由としては、現在のクラブの会員さ
んにも複数の業種の会社を経営している方や役員
になっている方もいますし、これから違う業種へ
事業展開されていく方もいると思うこと。業界に
よっては、持ちつ持たれつで仕事をしている場合
も多くあると思いますので、一概に１業種１会員
と縛る必要もないのかと思ったからです。また、
１業種１会員に拘るばかり変な職業分類を作り、
実態に合わない職業分類に当てはめて入会されて
も意味がないとも思ったからです。いま現在の会
員の方を第１に考えることには賛成であります
が、これから会員を増強するのであれば間口は広
いほうが良いので、まずはご紹介いただければと
思います。
　この考えは、私個人の今時点での考えなので今
後変化することもあるかもしれませんし、クラブ
としての決まりというわけではありません。次週
の増強フォーラムでは、そういったことも話して
頂ければと思います。堀増強委員長宜しくお願い
致します。
　以上で会長の時間を終わります。

幹 事 報 告	 平野　教康

―会員増強および拡大月間―
１．本日の卓話

「別府商工会議所青年部とは」
別府商工会議所 青年部 第27代会長　寺崎 賢治 氏

２．本日のゲスト
寺
てら

崎
さき

　賢
けん

治
じ

 氏　
（別府商工会議所　青年部　第27代会長）
清
きよ

瀬
せ

 善
ぜん

一
いち

郎
ろう

 氏
（　　　　　〃　　　　　　副会長）
垣
かき

内
うち

　康
やす

寿
ひろ

 氏　
（　　　　　〃　　　　　　専務理事）
杉
すぎ

本
もと

　孝
たか

生
お

 氏　
（　　　　　〃　　　　　　理　　事）

３．第２回定例理事・役員会報告
（平成25年８月６日（火）13：50～　

於；ホテルニューツルタ　８名）
報告事項
１）第30回近隣７ＲＣ親睦ソフトボール大会の

概要。

審議事項
１）岐部光男会員例会食事費免除の件。※承認

２）月見例会の件。※承認
日　時　平成25年９月17日（火）18：30～
場　所　割烹ゆめさき
会　費　5,000円　

（個人負担分5,000円＋例会食事費2,000円＝7,000円）

３）タイの子どもたちへ図書寄贈提案の件。（25
周年記念事業として）※承認

４）第36回別府市民合唱祭協力の件。※１人２
枚の全員協力にて承認
日　時：平成25年10月20日（日）13：30～
場　所：別府ビーコンプラザ・フィルハーモ

ニアホール
入場料：500円

５）８月・９月例会予定の確認
 ８月６日 「第２回クラブ協議会」
 13日 「定款休会」
 20日 「ゲスト卓話」
  別府商工会議所青年部会長　寺崎 賢治 氏
 27日 「会員増強クラブフォーラム」
 ９月３日 「会員卓話」村津忠久会員
 10日 「インターアクト活動報告」
  別府溝部学園高等学校ＩＡクラブ生
 17日 「月見例会」
 24日 「米山奨学生卓話」
  文

ムン

　智
ジ

炫
ヒョン

さん（米山奨学生）

６）その他
○公益財団法人「日母おぎゃー献金基金」

より募金のお願い。※承認（配布）
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４．RI第2720地区ローターアクト第29回年次大会のご案内
日　時　平成25年10月12日（土）
　　　　　16：00～開会式　17：00～基調講演
　　　　　19：00～懇親会
　　　　～13日（日）
　　　　　9：30～全体会　13：30～閉会式
場　所　清流山水花　あゆの里
　　　　（熊本県人吉市九日町30）
テーマ　「ピーススマイル」
登録料　17,500円（全登録）
※登録申し込み・詳細は幹事または事務局ま

でお申し出下さい。

５．本日より、下記の方が入会されますので、よ
ろしくお願します。
氏　　名　藤原 光生 氏（ふじわらみつお）
生年月日　昭和40年２月８日生（48才）
事業所名　㈱豊和銀行別府支店 支店長
職業分類　商業銀行
推 薦 者　髙宮 勝美 会員

６．委員会報告
○鳴海淳郎初代会長より　
「ロータリーを一般の人に分かりやすく伝
えるには」　

７．お祝い
配偶者誕生日　髙宮貴子さん（８月23日）

※記念品をお渡し致します。

８．例会変更のお知らせ
別府東ＲＣ ８月22日（木）の例会は、新入会員

歓迎会の為　同日18：30～ホテル

サンバリーアネックスに時間・場
所変更

大分東ＲＣ ８月22日（木）の例会は、早朝例会
の為　同日６：00～万寿寺に時間
・場所変更

大分南ＲＣ ８月23日（金）の例会は、ガバナー
公式訪問例会の為　８月26日（月）
12：30～トキハ会館５Ｆに日時・
場所変更

大分臨海ＲＣ ８月26日（月）の例会は、ガバナー
公式訪問例会の為　同日12：30～
トキハ会館５Ｆに場所変更

大分城西ＲＣ ８月28日（水）の例会は、ガバナー
公式訪問例会の為　８月26日（月）
12：30～トキハ会館５Ｆに日時・
場所変更

大分キャピタルＲＣ ８月28日（水）の例会は、ガバナー
公式訪問例会の為　８月27日（火）
12：30～トキハ会館に日時・場所
変更

湯布院ＲＣ ８月28日（水）の例会は、早朝例会
の為　同日６：00～総合グランド
に時間・場所変更

大分東ＲＣ ８月29日（木）の例会は夜の例会
の為　同日18：30～丸福に時間・
場所変更

　
９．次週例会の予定

「会員増強クラブフォーラム」

10．本日の回覧
①杵築、くにさきＲＣ　週報
②2013-2014年度会員名簿（住所のチェック

をお願いいたします。）
③米山梅吉記念館 館報 No.22

11．本日の配布
①週報No.1151、1152、1153
②「ロータリーを一般の人に分かりやすく伝

えるには」　鳴海淳郎初代会長より
③おぎゃー献金袋

E-mail:info@beppu4rc.jp
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スマイルボックス	 委員長　森　　宗明

衛藤会員○
　毎日残暑が厳しいですね。
　今日は商工会議所の皆様、お暑い中をありが
とうございます。
　どうぞごゆっくりなさって下さいませ。

近藤会員○
　別府商工会議所青年部の皆さん、ようこそい
らっしゃいました。藤原さん、ご入会おめでと
うございます。この別府中央ロータリークラブ
はすばらしく雰囲気の良いクラブです。第一に
皆が明るくて仲の良い事。次に皆がお互いを大
切にする事、そして例会がいつも楽しい事。青
年部の皆さん！　近い将来、ロータリークラブ
に入る時は入会して良かったと後々思えるよう
なクラブを選ぶことですよ。わかりましたね、
青年部諸君！

平野○ （英）会員
　別府商工会議所青年部、寺崎会長はじめ３役
の方々、よくいらっしゃいました。今日会場に
入って、みなさんの顔を見た途端、九州ブロッ
ク大会の広告を取りに来たのかと引いてしまい
ました。別府劇場がんばって下さいね！

西馬会員○
　今日は別府商工会青年部の寺崎会長をはじめ
役員の方々がゲストで来て頂き、誠にありがと
うございます。実は何を隠そう、私も青年部の
平会員であります。今日は寺崎会長の卓話を聞
いて、改めて勉強したいと思います。よろしく
お願い致します。

村津会員○
　先週末の土曜日と日曜日、「大分第九」の合
宿練習がありました。
　参加団員は、延303名で熱の籠もったレベル
の高い練習が出来ました。
　全てに感謝してスマイル。

梅津会員○
　少し休ませていただきました。体調もばっち

りです。
　先日ゴルフクラブを「衝動買い」して今、も
う練習中です。いつでも誘ってください。お待
ちしています。

後藤会員○
　あ づ い゙ ！゙！

森会員○
　平成７年創業以来はじめてお盆休みを頂きま
した。そのうち２日間、ゆっくり孫と過ごし
て、あらためて“じいさま”になったなぁと実感
です。色んな事を手分けしてくれた社員に感謝。

卓　　話	

「別府商工会議所青年部とは」
別府商工会議所	青年部	第27代会長　

寺崎　賢治	氏
①自己紹介
　皆様こんにちは！只今
ご紹介にあずかりまし
た、平成25年度別府商工
会議所青年部第27代会長
を仰せつかっております
寺崎賢治と申します。そ
して後ほどご説明させて
頂く、九州ブロック大会

『別府劇場』では大会会長を拝命しております。
別府の経済の中心におられる皆様に、ましてや青
年部の大先輩がいらっしゃるこの場で、私のよう
なものが卓話などと、はなはだ恐縮ではございま
すが、今日は一生懸命にお話させていただきます
ので、どうかよろしくお願いいたします。
　まずは、私が青年部に入ったきっかけをお話い
たします。18歳から建築塗装の世界に足を踏み入
れ、24歳の時に独立いたしました。多くの塗装関
係の皆様にご愛顧いただきながらやってまいりま
したが、やはり人脈の薄さでしょうか、仕事が途
切れる事もしばしばありました。そんな時に知人
から「どうも青年部と言う団体があり、そこに見

http://www.beppu4rc.jp/chuo/
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ると仕事をくれるらしい」という情報を聞き、年
会費もそんなに高くないということ「なに、そん
なに素敵な団体があるのなら是非入ってみよう」
と入会いたしましたのが平成13年のことでした。
　青年部の最初の印象は、国歌は歌うは、変な言
葉（綱領、指針）は言うは、これは宗教的な、な
にやらいけない団体に入ってしまったぞと思った
ものでした。そんな、疑心暗鬼なまま活動を続け
ていくうちに、皆さん別府の為、地域の為に、実
に真摯に直向きに活動されてるのがわかりまし
た。そしてそれが絆を作り、信頼を生み、仕事に
繋がっていくんだなと理解しました。
　私はこのような風貌なので最初はだれからも話
しかけられることもなく、寂しい感じで青年部活
動をしておりましたが、それでも頑張って参加し
ていくうちに、「あいつ、顔怖いけど最近よくみ
るな」と先輩方に覚えていただき、段々と和の中
に入る事が出来たように感じます。
　４年前の平成21年に縁あって、鉄輪通りにホル
モン店をオープン致しましたが、この時ほど、青
年部の友情を感じたことはありませんでした。奥
ゆかしい私はオープンすることを言えずに親しい
何名かだけにしか言ってなかったのですが、どこ
からか聞きつけたメンバーたちが「水くさい！な
んで言ってくれなかった！」と多く駆けつけてく
れて、ホントにオープン当初は青年部祭りでした。
青年部活動を頑張ってきて心からよかったと思い
ました。

②所信について
　そんな私が、25年度第27代会長と言う重責を担
いました。偉大なる先輩方がやり遂げてこられた
会長職を、私のようなものが務まるのかと、悩み
ましたが多くの仲間が支えてくれているおかげで
今日を迎えられております。
　25年度スローガンを「勝利者（YEG）は、常
にあきらめない」とさせていただいております。
決意した事を常に諦めない。どんな困難な道でも
放して諦めない。諦めずに直向きに突き進んでい
けば、必ずや光明は射し、闘いの舞台を放棄しな
かった勝利者になれる事を信じております。
　実は、スポーツ通の方や、歴史に詳しい方は、
ピンときたと思われますが、この言葉は私の大好
きな野球選手のピートグレイ選手の言葉をお借り

しています。彼は我々が生まれるずっと前に活躍
した選手ですが、なんと彼は片腕の大リーガー
だったのです。
　私がこのエピソードに出会ったのはかれこれ20
数年前になりますが、大変魂にふれ、以後、この
言葉を胸に頑張ってまいりました。
　平成19年度に、全国のYEGと足並みを揃える
べく、そして別府YEG若返りを図るべく、卒業
年度が49歳から45歳に引き下げられました。それ
が実施されたのがまさに25年度からでした。多く
の素晴らしい先輩方が49歳をまたずに卒業されて
行きました。
　非常に寂しく不安も一杯ですが、この改革が失
敗であったと思われないためにも、残ったメン
バーで乗り越えて行かねばなりません。そこで25
年度テーマを「改革の素価が問われるのは今」と
し、先輩方から受け継いできた青年部の心意気を
集うことなく真価が発揮できるよう励んでいこう
と思います。
　このスローガンとテーマを軸に、観は今年度別
府YFG11の使命と題し、事業に取り組んでおり
ます。
①第33回九州ブロック大会『別府劇場』の成功
②30周年記念事業の実施
③第７回別府冬粋彩開催そして今後へと継承でき

る資料作成
④例会出席率向上を目指して
⑤迅速な会議運営及び会員のYEG活動意識向上
⑥「けむリン」のPR活動，HP，ATの充実
⑦会員の研鑽、別府の未来創造
⑧会員間と家族を繋ぐコミュニケーション事業
⑨会員増強、新入会員の育成
⑩別府YEGによる災害支援計画樹立
⑪地域と国際交流による地域活性化
でございます。
　今年度は二つ新しい試みとして、別府の未来創
造と別府YEGによる災害支援計画をあげさせて
もらっています。かつて観光都市として名を馳せ
た別府の栄華は、今は影をひそめ、観光客は激減
し、中心市街地はシャッター街に変貌しつつあり
ます。このような現状を打破する為に、私は別府
の未来を創造していく会を設置し、市民の皆様、
友好団体の皆様と一緒に取り組みたいと考えてお
ります。「地域活性」なくして我々YEGの存在価
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値はありません。この命題に皆様のお力をお借り
し、全力で取り組んで行きたいと思っています。
　３，11の爪痕は今なお深く、九州北部豪雨災害
においでは、微力ながら有志のもので被災地に復
旧のお手伝いにいかせていただきました。その惨
状を目の当たりにし、もしこれが～～～身の震え
る思いでした。そこで万が一、別府の地で有事が
発生した際にいかなる状況下でも冷静に迅速に対
応できYEG独自の支援システムの考案を既存委
員会に設置し、これに臨みます。

③九ブロについて
　先ほど申し上げた九州ブロック大会『別府劇場』
のお話をさせていただきます。今年度我々の最大
の使命であります『別府劇場』と名付けられたこ
の大会には、九州はもとより日本各地から多くの
YEGの同志がご来別されます。ではここでPVを
ご覧ください。
　このPVをひっさげて九州全県キャラバンにま
わってまいりました。各県で、別府は大分は良い
とこです。必ずやご満足させますので是非来て下
さいと。お迎えする我々は今、丸田実行委員長を
はじめ、各部会長を中心にそれこそ時間を削って、
精神を削って頑張って準備に取り組んでいます。
　1500～2000人規模のこの大会は間違いなく別府
にすごい経済効果を残します。そして皆様に来て
よかったやはり別府は楽しい今度は家族や仲間と
来ようと思っていただきリピートにつなげ地域活
性の一翼を担えれば成功です。これを成し遂げる
ことで我々YEGメンバーも更なる成長、飛躍が
出来るのではと信じています。
　残り一カ月となりました。まだまだ不備は多い
ですが何卒皆様のお力をお借りして成功目指して
頑張っていきますのでよろしくお願いいたしま
す。

④冬粋彩について
　もう皆様ご存知と思いますが、今や別府の冬の
風物詩の一つとなりました別府冬粋彩が今年で７
年目を迎えます。市民の皆様はもちろん県外の
方々のも認知され、ご来場された皆様の笑顔に私
たちも癒されております。
　実は、今年度はブロック大会もあるし開催を控
えた方がメンバーの負担を軽減するためにはよい

のではとの意見も多く出ました。しかし、こういっ
た祭り、イベントは継続することに意味があるん
だ。～どんなにきつくても是非開催しようと訴え
かけ開催の運びとなりました。今回人事で一番苦
労したのはこの冬粋彩実行委員長でした。毎年度
実行委員長は大変な苦労をいたします。私も第２
回目の時にやらせてもらいましたが、それはそれ
はハードな一年でした。みんなそれを見ているの
で、やはり二の足を踏むというか受け手はいませ
んでした。そういった中でまだ青年部に入ったば
かりの豊泉荘の大原君がなんと手をあげてくれた
んです。大変だとは思うが皆さんの協力があれば
是非やってみたいと。大変すばらしいことです。
上がってきた計画書を見ましても、新人らしい今
までにない冬粋彩になりそうな予感がして私自身
も楽しみでございます。

⑤30周年事業について
　今年度別府YEGは創立30周年を迎えました。
この節目の年に今一度YEGの原点に戻り青年経
済人として、地域のお役に立てるようにと気持ち
を引き締め直さねばなりません。そういった意味
で、年が明けた１月２月に別府YEGに所縁のあ
るお世話になった方々を招いて記念式典を行おう
と計画しております。

⑥結び
　結びとなりますが、とにかく今年度はいろんな
事業がもりだくさんですが、先に申しました「諦
めない心」でメンバー一丸となって乗り越えてい
きたいと考えています。
　しかし我々YEGはまだまだ未熟であり微力で
ございます。ここにいらっしゃる皆様含む我々を
取り囲む全ての方々のお力がなければ前に進む事
はできません。何卒これからも我々YEGに対す
る温情深きご支援ご伝達を頂戴したいと思いま
す。別府地域活性の為に一心不乱に頑張ってまい
りますのでどうかよろしくおねがいします。
　ここにいらっしゃる皆様の今後のご健勝、ご多
幸を祈念いたしまして結びとさせていただきま
す。つたない聞きづらい卓話だったと思いますが
最後までご清聴ありがとうございました。
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