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◆点　　鐘　　12：30

◆Ｒ　　Ｓ　　我等の生業

◆唱　　歌　　荒城の月

◆ビジター　　加藤兼司（別府東ＲＣ）
桝田　浩（　〃　ＲＣ）
竹内孝夫（　〃　ＲＣ）

会長の時間	 会長　森園　伸也

　皆さん、こんにちは。別府東ＲＣの加藤様、桝
田様、竹内様、ようこそ別府中央ＲＣへ。後程、
別府東ＲＣの皆様より創立35周年についてのご案
内があるとのことです、宜しくお願い致します。
　さて、本日は３月11日。皆様ご承知の通り東日
本大震災が起こった日であります。あれから３年
経ちますが復興については、依然進んでいないの
がないのが実情ではないかと思います。そんな東
日本大震災へＲＣとして行った支援活動はいくつ
かありますが、一部ご紹介すると、今年度我が別
府中央ＲＣがホストを務めました近隣7クラブで
のソフトボール大会の懇親会に於いて、近藤さん
の発案によりジャンケン大会を行い、皆様から出
していただいた参加費を支援金として送ることが

できました。そのジャンケン大会の優勝者が本日
お越しの加藤様で、加藤様には優勝賞金も全額寄
付していただけました。加藤様、本当にありがと
うございました。また、地区から依頼があり行っ
ている事業に親を亡くした子供への奨学金制度が
あります。日本全国のロータリアンから寄せられ

・メイクアップ
　　事前　近藤（別府東）
　　事後　河村、藤原（別府東）
　　欠席　梶原、河村、中尾、大島
　　理事会承認　椛田、岐部、森
　　出 席 免 除　溝部
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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/
　　　　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
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た支援の輪により、３年間で４億円を超えるお金
が集まっているとのことですが、この事業計画を
実施するのに10億円が必要とのことで、これから
も支援要請があろうかと思います。私どものクラ
ブではそういった対外的な支援にはスマイルボッ
クスのお金を使わせていただいております。会長
の時間に再々お願いしておりますが、スマイル
ボックスの趣旨をご理解いただき、ご協力いただ
ければ幸いです。これからも私たちでできる支援
を被災者の方へ続けていければと思います。
　以上で会長の時間を終わります。

幹 事 報 告	 平野　教康

―識字率向上月間―
１．本日の卓話
「会員卓話」前田哲矢会員　衛藤秀子会員

２．2014-2015年度地区研修・協議会開催のご案内
日　時　平成26年４月６日（日）10：00～16：30
場　所　ホルトホール大分
　　　　（大分駅　上野の森口より徒歩２分）
　　　　大分市金池町１丁目５番１号
　　　　☎097-576-7555
出席義務者　次年度会長、幹事各部門委員長　

３．第９回定例理事・役員会報告
（平成25年３月４日（火）クラブ協議会終了後～

於：ホテルニューツルタ　９名）
審議事項
１）	2013-2014年度別府中央ＲＣ子どもの善行
表彰報告。※承認

２）	「花見例会」の件。※承認
日　時　平成26年４月８日（火）
　　　　18：30～　　例会　
　　　　例会終了後～お花見
場　所　春香苑
会　費　6,000円
　　　　（＊個人4,000円＋例会食費2,000円）

３）	もみじ谷植樹作業　苗木代の件。※社会奉
仕委員会より拠出承認

４）	３月・４月例会予定の確認
	 ３月４日	「第３回クラブ協議会」
	 11日	「会員卓話」
	 	 前田哲矢会員／衛藤秀子会員

	 18日	「会員卓話」
	 25日	「創立25周年記念例会」
	 	 於：ホテル山水館
	 ４月１日	「会員卓話」
	 ８日	「花見例会」於：春香苑
	 15日	「　　　　」
	 22日	「　　　　」
	 29日	「法定休日の為　休会」

４．お祝い
結婚記念日　村津　忠久会員（３月15日）

※ご自宅にお花が届きます。
配偶者誕生日　近藤なな子さん（３月17日）

※記念品をお渡し致します。

５．例会変更のお知らせ
杵築ＲＣ	 ３月20日（木）の例会は、新入会員

オリエンテーション並びに歓迎会
の為　同日18：00～風の郷に時間
・場所変更

大分1985ＲＣ	 ３月24日（月）の例会は、創立記念
例会の為　同日19：00～にしおか
に時間・場所変更

津久見ＲＣ	 ３月25日（火）の例会は、３クラブ
合同観桜会の為　３月26日（水）
18：30～臼杵喜楽庵に日時・場所
変更

大分中央ＲＣ	 ３月25日（火）の例会は定款第６条
第１節（Ｃ）に基づき休会

大分城西ＲＣ	 ３月26日（水）の例会は、職場例会
の為　同日12：30～暁雲福祉会に
場所変更

大分東ＲＣ	 ３月27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

大分南ＲＣ	 ３月28日（金）の例会は、新会員歓
迎例会の為　同日18：30～食彩蓮
に時間・場所変更

６．次週例会の予定
「会員卓話」亀井　孝会員

７．本日の回覧
①くにさきＲＣ　週報
②やまだの作文第42集
③「創立25周年記念例会」出・欠席（３月25日）
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④「もみじ谷植樹作業」出・欠席（３月23日）
⑤「別府市近隣７ＲＣ合同親睦ゴルフ大会」
出・欠席（４月20日）

８．本日の配布
①週報No.1179
②ガバナー月信No.9

スマイルボックス	 副委員長　近藤　賢司
森園会長○
　別府東ＲＣの加藤様、桝田様、竹内様、よう
こそ別府中央ＲＣへ。ごゆっくりしていってく
ださい。
前田会員○
　今日はあの悲惨な東日本大震災から３年目、
小学１年生の女の孫の誕生日でもあります。人
前で話すことが苦手な卓話でもあり、少しでも
話す時間が短くなるようにスマイル。
鳴海会員○
　このところロータリー事務局より私の蔵書を
いくつか送った方よりの礼状が次々に届いてい
ますが、更にロータリーについてわかりやすく、
感動を与えるような本の発行を痛感する昨今で
す。以上を祈念してスマイル致します。
ロータリー関係著書
１) ロータリークラブ入会のしおり
（新会員のためのロータリー情報）

1981～82年度

２) ロータリーは何をしているか 1986年９月
３) ロータリーの魅力 1987年12月
４) 会長の時間 1988年２月
５) ロータリー・テスト 1988年12月
６) ロータリー・トピックス 1990年７月
７) 私のロータリー・ノート 1990年８月
８) ロータリーと共に 1995年３月
９) ロータリーと新世代への奉仕 1996年９月
10) ロータリーと私 1997年11月
11) "He	Profits	Most	Who	Serves	Best"
について思う

1998年７月

12) 子どもに夢と感動を与えよう 1999年１月
13) ハーバート・J・テーラーの
｢我が自叙伝｣ を読んで

1999年３月

14) ロータリー物語 2000年１月
15) ロータリー財団の父　
アーチ　C．クランフの人となり

2000年５月

16) 会員増強について考える 2000年５月
17) ロータリー礼賛 2001年１月
18) ロータリー雑誌と私 2002年４月
19) ロータリー物語(改訂版) 2004年３月
20) わたしのロータリー・ライフ 2010年７月

村津会員○
　今年末・12月14日の「第九」に、今年初めて
挑戦（チャレンジ）する10名の新人教育が一昨
日の日曜日から始まりました。９ヶ月の長丁場
に堪えて、全員がステージに乗れますよう祈念
してスマイル。
衛藤会員○
　今日は少し春を感じます。東クラブの加藤様、
桝田様、竹内様、ようこそ。どうぞごゆっくり
なさって下さい。
平野○ （英）会員
　いつも私が大変お世話になっている東クラブ
の御３人方、ようこそ。先日、東クラブのクラ
ブ協議会に出席出来ずにすみませんでした。今
日はここ８階まで歩いてのぼって来ました。約
120段ありました。つかれたぁー。
　PS．ガバナー月信９月号の表紙に良い男が
載っています。
亀井会員○
　東日本大震災から今日で３年が過ぎました。
被災されました方々に心よりお見舞い申し上げ
ると共に、亡くなられた方々に追悼の意をささ
げたいと思います。これからもロータリアン全
員で支援していければ!!と思います。
平野○ （教）会員
　別府東ロータリークラブ、加藤様、桝田様、
竹内様、ようこそありがとうございます。桝田
様、竹内様には都町でよく会い、自分は別府中
央でなく別府東の会員かと思うことがあります。
　４月に別会社を設立します。加藤様、その時
はお世話になります。
堀会員○
　今日は10時～２時間、免許違反者講習を受け
てきました。勉強になった事を皆様にもと思い、
スマイルします。
　燃費を良くするために４つの方法を教えます。
①タイヤの空気圧が不足すると、市街地で２％、
郊外で４％悪化します。
②不要な荷物をおろす、100kgで３％悪化。
③赤だと思ったら早めにアクセルから足を離す
と２％お得。
④穏やかにスタートする。最初の５秒を時速
20kmにすると約10％お得になります。
参考になれば幸いです。
西林会員○
　昨日、無事４人目の子供が生まれました。子
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供全員を一人前にできるように今後も精一杯頑
張ってまいります。
藤原会員○
　先週金曜日に、長女が別府支援学校高等部を
卒業しました。先に卒業した長男と合わせ、通
年17年間、子供の送り迎えをした女房に感謝し
てスマイル。

会員卓話	 前田　哲矢

　今日はあの悲惨な東日本大震災が起きた日から
三年目です。卓話で震災について避けてとおれな
いと思い少しだけお話をします。
　震災の時は健常な人も又障害のあるひとも沢山
の被害がでました。災害当時障害を持っている人、
又親はマスコミではあまり出ないですが障害者支
援団体の職員が現地にかけつけて調査又体験した
報告の中に非常に辛いことが沢山あったと聞いて
います。
　私どもリフライは障害のある社員と子供たちを
預かる仕事ですから避難訓練等特に注意をする必
要があります。今後行政とも連携の上訓練してい
きたいと思っています。
　今日は震災について避けて通れない日ですがこ
れくらいにして私どもの新規事業のPRと最近読
みました売れっ子の脳科学者茂木健一郎、金持ち
脳と貧乏脳お金は脳が稼いでいるか時間の範囲内
で話さして頂きます。
　まず新規事業は中央ロータリー会員の亀井さん
所有の永井ビル二階で支援学校の授業が終わった
後、児童・生徒を預かる放課後デーを始めました。
別府には何か所かの事業所はありますが保護者、
学校の先生の話の中で送迎、向かえにはくるけど
送ってくれる所はあるけど有料で土曜日少なく日
曜日に受け入れる事業所がないとのことでしたの
で県に相談しましたら認可がおりました。
　またビルオーナーの亀井様のご親切で温泉を使
用していいとのことですので放課後デーとしては
皆様に喜ばれています。因みに支援学校にかよっ
ている児童のかたは温泉が大好きな人がおおいそ
うです。ぜひ皆様のなかでお知り合いのかたでも
いらしたら放課後デー、サニーサイドアップを紹
介していただければと思います。

　まだ時間がありますので最近読んだ本で金持ち
になりたいがため興味をもった金持ち脳と貧乏脳
の話をします。
　私たちの「脳」と「お金に関する行動」はとて
も深い関係にあるそうです。
　お金持ちになる人の発想と行動は貧乏な人のも
のとはまったく異なっているといえ人にはお金も
ちや成功者に共通する脳の使い方「金持ち脳」と
お金がなかなか貯まらない貧乏な人の脳の使い
方「貧乏脳」があるそうで金持ち脳は「お金がお
金をだす」と言う思考で物事を考えることができ
る脳だそうで世の中の成功者はほぼ例外なくこの
「金持ち脳」をもっているみたいです。
　その一方貧乏脳は給料が入ったことでついつい
気分がよくなり飲みにいったり、目的もなく衝動
買に走ってしまうという思考で、その時ちょっと
したお金持ち気分を味わうことに快感を見出して
しまう脳だそうです。このような消費行動は一時
的に自分の欲求を満たしてくれるかも知れません
がその場だけの満足感しかのこりません。
　「なぜ人はお金を貯めようとするのでしょう
か？」何かを購入すると目的がなくても定期貯金
や積立をする人は多いはずです。ある意味、無意
識のうちにお金を貯めようと思って行動してはい
ないでしょうか？実はこの貯蓄というのは脳が人
間の行動に影響を及ぼすことによって生まれる典
型的なパターンの一つで人が貯蓄をするという行
動は「未来に投資をする」という意味合いが強く、
これは脳が「自分の未来は明るいものだ」と思っ
ているからだそうです。
　ある調査によれば「あなたは何年生きると思い
ますか」という質問に対し、多くの人は平均寿命
よりも自分は長く生きると思っているという結果
が出たそうです。数十年後に自分が生きているの
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かもわからないにも関わらず、それでも貯蓄をす
るということは未来に投資することであり、それ
は何の根拠もなく「自分の将来にはきっと楽しい
ことが待っているのだとのいそうのあらわれで
す。
　貯蓄というのは脳が持つ楽観主義に基ずく行動
であるいえるそうです。そういう楽観主義の反面
人生の「不可事実性」に対する備えという意味で
の貯蓄行動であるともいえる。人生は不可事実性
から逃れることはできない。一人ひとりの生活に
おいて将来のことはわかりません。もちろん誰も
が「不可事実性から逃れたい」あるいは安全なと
ころ居続けたい」と考えるものだと思うのですが
そのような安全地帯を作るためにいろいろな経験
をしたり人脈を広げながら自分なりの価値観を
持って生きるそれによって不確実なものを受け入
れるバランスを脳が保とうと言うわけでその安全
基地の一つがお金「貯蓄」ということです。ある
程度の蓄え「貯蓄」があると人間は安心できるの
です。そしてその安心をベースにして積極的な行
動をとれるようになる。このように貯蓄を始め私
たちが何気なく行っているお金に関する行動のす
べてを、脳があやつっている。
　一流の成功者やお金持ちは真剣にお金に向き
合っているので、お金の話をするのを少しもため
らわずむしろお金の話をすることはいいことだと
思っているから堂々とお金の話をしますが貧乏な
人はお金の話を避ける傾向がある。よくいわれる
お金がなければ不安になるだけでお金があれば本
当に幸せなのかお金をためることで私たち人間は
本当に前向きに生きることができるか永遠のテー
マだそうです。

誰も知らなかった脳とお金のただならぬ関係

　金持ちち脳と貧乏の決定的なちがい。
　金持ち脳とはお金を増やすことを考えている脳
であり貧乏脳といはただお金を使うことしか考え
ていない脳です。お金持ちの多くは最初からお金
持ちになった分けでなく自分の成長のため自己投
資を怠らず10年20年先を見据えて普通の人よりも
必死で努力してきた人達、自分磨きに邁進した人
達で、その一方「自分には特別な才能はない」と
最初から諦めて、ただ単にお金を稼ぐために仕事
を我慢しながら嫌々こなしているそのような人は
本気になって何かに打ち込ん経験がない人、金持

ち脳を持っている人は夢中になれる、好きなこと
を仕事にしているのでたとえ辛い場面に遭遇しえ
も我慢という感覚はないそうです。

ここに金持ち脳の特徴は
・人間関係が幅広い
・自己投資にお金をおしまない
・好奇心が旺盛である
・誰に対しても自分の知らないことを率直に質問
できる
・人の話を聞いて即行動に移すことができる
・人の良い部分をすぐにまねすることができる
・偏見がない
・判断基準として「まず何でもやってみる」とい
う考え方をもっている
・夢や目標がはっきりしている
・朝型で健康に気を配り体を大切にしている

貧乏脳の特徴は
・いざという時に頼れる友人・知人が少ない
・他人の意見や行動に流されやすい
・与える事より、もらうことだけを考えている
・常に受け身で被害妄想に駆られてしまう
・「でも」「だって」「どうせ」が口癖
・気が付けば愚痴をこぼしている
・嫌なことは常に先延ばしにしてしまう
・目先の利益だけをつい追いかけてしまう
・夢や目標を掲げるのが苦手
・不健康で体のケアをあまりしない
　だそうです

　貧乏脳だった人もこれからでも変えられるそう
です。

　最後ギャンブルについてこれは良く言われます
がギャンブルで儲けた人はいない。ギャンブルは
確率的にいえばかならず損をするようにできてい
る。これを金融工学と呼ばれていているそうで馬
券は控除率（運営主体の取り分）が25%で宝くじ
は50％だそうで損をするのは当たり前だそうで
す。残念なことに著者がパチンコをしないのか書
いてありませんでした。
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もう一人の官兵衛
　今年の大河ドラマ「軍師黒田官兵衛」の放映で
大分県も官兵衛ブームが始まろうとしています。
　ここで今日、私はもう一人の官兵衛について
知っていることを一寸お話します。
　かつて「西南の役」のことについて本を読んだ
時、大分の護国神社に「西南の役」で戦死した人
のお墓があることを知りました。その中に「佐川
官兵衛」と言う名前があるのを知り、官兵衛は黒
田官兵衛しか知りませんでしたので興味を持って
少し調べましたら、去年の大河ドラマ「八重の桜」
で中村獅童さんが演ずる会津藩士佐川官兵衛であ
ることがわかりました。西南の役で会津から参戦
したことも驚きでした。西南の役のお話は又の機
会にすることにして、今日は「佐川官兵衛」につ
いて調べたことを少しお話します。
　先ず、生まれは天保２年９月５日会津藩士佐川
直道（家禄三百国三〇〇石）の子として生まれ、
父と弟２人は戊辰戦争で戦死した。官兵衛は文久
二年（1962年）に藩主松平容保に従って京都に上
洛し学校奉行に任じられた。
　性格は直情的だが人情に厚く多くの会津藩士か

ら信頼されていた。武勇に秀で、藩長から「鬼の
官兵衛」「鬼佐川」と恐れられた。幕末、慶応四
年の鳥羽、伏見の戦の後は、会津に帰り家老にま
で進み、会津戦争では新政府を破り、戦後は東京
で謹慎した。その後明治政府となってからは、警
視庁に出仕し、一等大警部となった。明治10年の
西南の役では警視隊副指揮長兼小隊長として従軍
し、熊本県阿蘇郡にて薩摩の隊長蒲田雄一郎と一
騎討ちで薩摩軍の銃をあびて戦死した。享年47歳
でした。明治10年３月８日でした。
　辞世の句
　君がため　都の空を打ちいでて
　　阿蘇山麓に身は露となる
以上です。
　最後に、今日は３月11日、東日本大震災の日で
す。亡くなられた方の冥福と一日も早い復興を祈
りつつ。
　ご清聴ありがとうございました。

BEPPU	CHUO	ROTARY	CLUB

E-mail:info@beppu4rc.jp


