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◆点　　鐘　　12：30

◆Ｒ　　Ｓ　　我等の生業

◆唱　　歌　　虫の声

◆ゲ ス ト　　文　智炫さん（米山奨学生）

◆ビジター　　瑞木一博（別府東ＲＣ）

会長の時間	 会長　森園　伸也

　本日の会長の時間はお知らせとお願いでありま
す。いよいよ来週月曜日の祝日には、私ども別府
中央ＲＣがホストでありますソフトボール大会が
開催されます。今回の大会は30回目の記念大会で
もありますし、千葉の館山ＲＣの特別参加もあり
ますので、ホストクラブとして大会を成功させ参
加されるロータリアン同士の親睦が深まるように
会員の皆様のご協力をお願いいたします。また、
我がクラブの戦力も益々充実してきておりますの
で、“近藤監督を男にしよう！ ”を合言葉にクラブ
創立25年来の悲願であります１勝を成し遂げるた
め、多くの会員の大会への参加、応援を重ねてお
願いいたします。
　来週にはもう一つ重要な行事があります。赤山
武興ガバナーをお迎えしての第３グループ合同例
会が水曜日の16日に開催されます。ガバナーの公

式訪問について新入会員の方への説明をどのよう
にしようかと思っていましたら、本日配布のガバ
ナー月信に公式訪問の様子や目的について記載が
ありましたので、少しご紹介いたします。“ガバ
ナーの公式訪問は、ガバナー自身が地区内の各
ロータリークラブを以下のような目的をもって訪

・メイクアップ
　　事前　
　　事後　河村、平野（英）（別府）
　　欠席　梶原、島田、大島、中尾、大江
　　理事会承認　椛田、岐部
　　出席免除　溝部、鳴海
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◆出席報告　　　　　　　委員長　衛藤　秀子

2013 〜 2014 年度
			ＲＩテーマ　　　　

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/
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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
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問します。①重要なロータリーの問題に主眼を置
き関心をもたせる。②弱体あるいは問題のあるク
ラブに特別な関心を払う。③ロータリアンに意欲
を起こさせ奉仕活動に参加させる。④地区内にお
けるロータリアン個人の卓越した業績を表彰す
る。等々…”とあります。ガバナーのお話が直接
聞ける機会でもありますし、平野ガバナー補佐を
出しているクラブとして、ご多忙とは存じますが
全会員に出席いただきますよう宜しくお願いいた
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

―職業奉仕・米山月間―

１．本日の卓話
「自己重要感について」　河村 貴雄 会員

２．本日のゲスト
文
ムン

　智
ジ

炫
ヒョン

さん（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（平成25年）11月16日（土）
　　　　　　13：30～16：00
場　　所　　熊本学園大学12号館

（熊本市中央区大江2-5-1
　☎096-364-5161）

出席義務者　　会長、職業奉仕委員長、ガバナー
補佐、希望者

４．第４回定例理事・役員会報告
（平成25年10月１日（火）13：40～

於：ホテルニューツルタ例会場　８名）

報告事項
１）ガバナー・ノミニーに野田三郎氏（熊本南

ＲＣ）決定の報告。
審議事項
１）職業活動表彰の件。※11月に開催
２）2013－2014年度前期立替金徴収の件。※承

認
３）100万ドルの食事実施の件。※承認

実施日　　平成25年11月　５日（火）
寄付額　　２ドル×28名＝56ドル

（現レート　１ドル100円＝5,600円）
４）第２回別府市子どもの善行表彰の件。※承

認
５）25周年について。※承認（タイ図書券寄贈、

25万円を負担する。）
６）10月・11月例会予定の確認

 10月１日 「新会員卓話」
 ８日 「会員卓話」　河村貴雄会員
 15日 「赤山武興ガバナー公式訪問合同例会」
  ⇒16日（水）12：30～
  　於ホテル白菊へ変更
 22日 「職場例会」於：別府市美術館
 29日 「定款休会」
 11月５日 「　　　　」
 12日 「　　　　」
 19日 「　　　　」
 24日 「　　　　」
６）その他

○もみじ谷奉仕作業について
10月27日（日）→11月３日（日）に変更　
※承認

○公益財団法人ボーイスカウト日本連盟より
「第23回世界スカウトジャンボリー」招致
に係る開催支援依頼の件。※見送り

５．10月２日（水）14：00～ホテル白菊に於いて「第
２回大分第３グループ会長・幹事会」が開催
され、平野英壽ガバナー補佐、森園伸也会長、
平野教康幹事が出席致しました。

６．本日、９：30～別府市役所に於いて、別府中
小校長会の研究部会に森園伸也会長、後藤隆
新世代委員長、堀由美前新世代委員長、平野
教康幹事が出席し、「第２回別府市子どもの
善行表彰の実施要項の説明を行い、協力をお

http://www.beppu4rc.jp/chuo/
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願い致しました。

７．お祝い（次週、例会変更の為、本日２週分お
祝いいたします。）
会員誕生日　西林　勲二 会員（10月９日）
　　　　　梅津　圭二 会員（10月15日）

※記念品をお渡し致します。

配偶者誕生日　藤原　里美 さん（10月11日）
　　　　　亀井　京子 さん（10月21日）

※ご自宅にお花が届きます。
皆　　勤　亀井　　孝 会員（10月４日＝在籍８年）

　　　　　　　前田　哲矢 会員（10月５日＝在籍３年）
　　　　　　　平野　教康 会員（10月５日＝在籍３年）
　　　　　　　衛藤　秀子 会員（10月７日＝在籍10年）
　　　　　　　木村きぬゑ 会員（10月８日＝在籍17年）

８．例会変更のお知らせ
大分1985ＲＣ 10月21日（火）の例会は職場例会

の為　同日12：30～大分県中小企
業団体中央会」に時間変更

大分臨海ＲＣ 10月21日（第３月）の例会は、新
会員歓迎夜の例会の為　18：30～
いかしょうに場所変更

津久見ＲＣ 10月22日（火）の例会は職場訪問
例会の為　同日12：00～つくみイ
ルカ島に時間・場所変更

別府北ＲＣ 10月23日（水）の例会は、職場例
会の為、同日12：30～立命館アジ
ア太平洋大学に場所変更

中津平成ＲＣ 10月24日（木）の例会は、平成４
クラブ姉妹交流会の為　10月26日

（土）18：30～中洲鷹勝に日時・
場所変更

９．次週例会の予定
「赤山武興ガバナー公式訪問大分第３グルー
プ６RC合同例会」
＊15日（火）の例会を変更し、16日（水）12：30～

ホテル白菊に於いて開催いたします。

当日は駐車場が混み合いますので別府公園
駐車場をご利用下さい。

（１時間：無料　２時間：100円）

10．本日の回覧
①くにさきＲＣ　週報
②「赤山武興ガバナー公式訪問６ＲＣ合同例

会」出・欠席（10月16日）
③「赤山武興ガバナーとの会食会」出・欠席
　（10月15日）
④「職場例会」出・欠席（10月22日）

11．本日の配布
①週報No1160号
②ガバナー月信No.4
③ロータリー米山記念奨学会より「2013-2014

年度版豆辞典」

スマイルボックス	 委員長　森　　宗明

別府東ＲＣ　瑞木一博氏○
　10月の職業奉仕月間にあわせ鳴海淳郎会員に
卓話をお願いしたところ快諾していただきまし
た。感謝を込めてスマイル致します。
　尚、例会は10日、会場はホテルサンバリーア
ネックス。
近藤会員○
　とうとう１週間後に決戦の日が迫りました。
皆さん、悲願の一勝がもう目の前にやってきた
ということですよ！チアガールの皆さん、ブル
マーの用意はできていますか？これも何かの御
縁。文さんにもお願いしましょう。
平野○ （英）会員
　10月16日の赤山ガバナー公式訪問は、別府、
日出、湯布院のロータリアンが出そろいます。
中央クラブの意気込みを見せて下さい。
村津会員○
　年末、12月15日（日）にグランシアターに於
いて公演される「第37回大分第九の夕べ」の指
揮者・黒岩英臣先生に依る直接御指導が一昨日
行われました。
　本番の成功を祈念してスマイル。
衛藤会員○
　颱風24号、ひどくないことを祈りつつ。

E-mail:info@beppu4rc.jp
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　今日は文さん、ようこそお越し下さいました。
どうぞごゆっくり。
　別府東ロータリークラブの瑞木さん、ようこそ。
　河村先生の卓話、楽しみにしています。
河村会員○
　東京の関与先の社長が来別したので、森さん
達と８名でバイクツーリングで大観峰へ行って
きました。雨、風、霧の中で大変でしたが、い
い思い出になりました。
後藤会員○
　スマイル委員長の森さんが、もの欲しそうな
顔をしてじーっと見つめています。惚れてんの
かな？私に惚れてもだめなのになぁ。まぁスマ
イルを出せってことなんだろうな。仕方がない。
森会員○
　友人が日赤で腫瘍の摘出手術をしました。

「デスモイド」と言うもので、なんと７kg ！！
手術の跡は45cm。切腹です、びっくり！！

卓　　話	 河村　貴雄

言葉は生命の発動
　言葉を日頃何気な
く使っているが、使
い方によっては宝石
のように輝いたり、
使い道を誤れば、相
手を不幸の淵まで追
いやってしまうこと
もある。
　まさに生殺与奪の
威力がある。
　いつもプラスで積極的で、明るい言葉や、誉め
言葉を使っていると、その人のもとには明るい友
達やお客様が寄ってくるし、環境も打ち開けてく
る。
　逆にマイナスで消極的で明るい言葉や責め言葉
を発していると不思議と、様々なことが暗く八方
ふさがりの状況になってゆく。
　心霊科学研究所の榊原教授がある実験をした。
左の部屋に西洋桜草を５鉢並べ、右の部屋にも同
じように５鉢を準備した。そして光や水分、養分
や温度等のすべての条件を全く同じにした。

　しかし、たった１つだけ違ったことを試みた。
左の部屋の西洋桜草には毎日、一時間、やさしい
気持ちで美しい言葉をかけてゆく。逆に右の部屋
の鉢には憎しみを込め、ありとあらゆる罵詈雑言

（マイナス言葉）を吐いてゆく。数ヶ月後、どうなっ
たか。プラスの言葉を吐き続けた左の部屋の鉢は
ものの見事に花を咲かせたが、右のマイナス言葉
をかけた鉢の花のつきは非常に悪かった。人間が
カーッと怒った状態で吐く息を抽出して科学的に
調べてみると、体内のノルアドレナリンが増加し
ており、毒ガスにも近い成分になっているそうで
ある。
　苦しい状況であればある程、とてもプラスの言
葉を使う気にもなれないくらい辛い局面であれば
ある程、にっこり笑ってプラスの言葉を発してゆ
く時、遅々として進まなかった事態が少しずつ好
転し始めるのである。
　言葉は生命の発動であり、たましいの息吹きで
ある。

「ハイ」の威力
　返事の「ハイ」には幾通りかの意味、あるいは
語源があると云われています。
　「ハイ、私はあなたの云うことを全面的に受け
入れます」という意味と、さらにもう一つ素晴ら
しい捉え方、「ハイ、私はこの一点に厳然と存在
をしております」という積極的な意味。
　自分の存在感を表し、決して受動的ではなく能
動的な意味です。ある表語に「返事は好意のバロ
メーター、打てば響くハイの一言」とあります。
名前を呼ばれたら間髪を入れず何も考えずに返事
する。それが極意かも知れません。
　ハイもピンからキリまであります。声の響き声
の艶、大小、高低。「ハイ」一つとて非常に奥が深い。
　企業でも伸びている会社やお店では上司と部下
との間で、同僚同志で、社員とお客様との間で

「ハイ」の返事が飛び交っています。
　さらに「ハイ」にはすべてを受けきるという意
味があります。自分にとって都合が良いことも悪
いこともすべてを喜んで受けきってゆく時、常識
をはるかに越えた展開になってゆくことがありま
す。
　それは自分にとって起きてくる事柄をすべて肯
定した結果でもあります。「ハイ」の本当の威力
はそのあたりにあるように思われます。
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