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◆点　　鐘　　12：30

◆Ｒ　　Ｓ　　別府中央Ｒ.Ｃ.の歌

◆唱　　歌　　夏の思い出

会長の時間	 会長　梅津　圭二

　みなさんこんにちは！第七回「会長の時間」の
時間です！
　皆様お盆期間はゆっくりできましたでしょうか？
　例年お盆のお参りが早くなってきている関係で
お花も早めにお届けするようになってきていたの
ですが、今年はこの暑さですので、お花もギリギ
リに届けるケースも多く配送の手配もかなり大変
でした。この暑さはもうこれが当たり前になって
行くのでしょうか、今日は少し涼しい朝でした。
ソフトボールの練習を８月30日から毎週木曜日19
時から四週連続で行いますので参加をよろしくお
願いします。
　本日は30周年記念会員卓話第二回です。
　前回の村津会員からのご指名で亀井会員にお願
いしております。

　本日８月17日今日の花は 「コマツナギ」という
お花です。「マメ」科の花で、茎がとても丈夫で
しなやか、かつ根もしっかりと張るので馬をつな
ぐことができるほどという意味からこの名前がつ
いたと言われているようです。花言葉は 「希望を
かなえる」です

「世界中に花と幸せそして奉仕の心があふれます
ように！」

「別府中央ロータリークラブ30周年記念式典の日
までカウントダウンあと293日です！」
　以上 「会長の時間」の時間でした！

◆出席報告　　　　　　　委員長　津末美代子

・メイクアップ
　　事前　平野（教）（別府東）
　　事後　土谷（地区米山奨学生セミナー）
　　　　　大島（別府東）
　　欠席　堀、梶原（和）、中尾、大島、前田、
　　　　　森園
　　理事会承認　
　　出席免除　溝部、河村、平野（英）
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国際ロータリー会長　　バリー・ラシン	（国籍・バハマ）
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　トキハ別府店7F	〒874-8558	別府市北浜2丁目9番1号
　　　　TEL	（0977）23-1111　FAX	26-3123
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
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理事
　〃
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西馬　良和
鳴海　淳郎
村津　忠久
平野　教康

後藤　　隆
亀井　　孝
近藤　賢司

ＳＡＡ　佐々木久宜
直前会長　佐々木久宜

役員　会　長　梅津　圭二
　　　副会長　西馬　良和
　　　幹　事　土谷　昌志
　　　会　計　森園　伸也

会報委員長　森　　宗明第 　 　 回 例 会
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幹 事 報 告	 土谷　昌志

１．本日の卓話
「創立30周年記念会員卓話リレー②」　
亀井　孝 会員

２．RI第2720地区2018-2019年度「地区大会」開
催のご案内
日　時　平成30年11月16日（金）～17日（土）

【大会１日目】（16日）
16：00～17：30　
　地区指導者育成セミナー　
　於：ホルトホール大分３Ｆ大会議室
18：20～20：40
　地区学友創立総会並びに記念祝賀会
　於：トキハ会館５Ｆローズの間

【大会２日目】（17日）
10：00～11：00
　ガバナー補佐・会長・幹事会議　
　於：ホルトホール大分３Ｆ大会議室
12：00～17：30　
　本会議
　於：ホルトホール大分１Ｆ大ホール
18：30～20：30
　ＲＩ会長代理歓迎晩餐会・会員交流会
　於：レンブラントホテル大分

登録料　大会登録　会員8,000円 ご家族5,000円
ＲＩ会長代理歓迎晩餐会・会員交流会　10,000円

３．第２回定例理事・役員会報告
（平成30年８月７日（火）13：40～　

於：トキハ別府店７F例会場　８名）
報告事項
１） 別府市内４ＲＣ会長・幹事会報告

（平成30年７月25日（水）13：40～　
於：ホテル白菊）

・2019-2020年度長期青少年交換候補生推
薦願いの件。
長期青少年交換候補生推薦（大分第３グループ）
馬〆ほたるさん（大分県立別府鶴見丘高
等学校　２年生在籍）

・ＲＯＴＥＸによる「フランス語会話教室」
開催の件。

・別府市内４ＲＣ定款休会による事務局閉
鎖の件。（８/13・14・15）

２） 地区内他クラブの周年式典開催予定　

３） 2018-2019年度青少年交換スケジュール
審議事項
１） 髙山泰四郎ガバナーより「平成30年７月豪

雨」支援募金のお願い。※承認
＠2000×25名分を募金（スマイルボックスより）

２） 月見例会の件。※承認
　　　日　時：平成30年９月11日（火）18：30～
　　　場　所：割烹旅館 ゆめさき

会　費：個人負担分5,000円＋例会食事費2,000円
確認事項
１） ８月・９月例会予定の確認。

 ８月７日 「卓話リレー①」村津忠久会員
　　　14日⇒17日（金）「卓話リレー②」
  亀井　孝会員
 21日 「定款第８条第１節（Ｃ）に基づき休会」
 28日 「会員増強フォーラム」
 　９月４日⇒７日（金）髙山ガバナー公式訪問　

別府市内４ＲＣ合同例会
 11日 「月見例会」18：30～　
  於：割烹旅館 ゆめさき
 18日 「30周年準備委員会」
 25日 「ゲスト卓話」
  心理セラピスト　石井 美佐子 氏

４．８月７日（火）18：25～大分空港に今年度交換
留学生、ヴィルジル景三君（フランス・リヨ
ンより）のお迎えに平野教康ガバナー補佐が
出席致しました。

５．お祝い
配偶者誕生日　髙宮貴子さん（８月23日）

※ご自宅にお花が届きます。
皆　　　勤　堀　由美会員（８月10日＝８年）

６．例会変更のお知らせ
大分1985ＲＣ　８月27日（月）の例会は、夜の例会

の為、同日18：30～トキハ会館に
時間変更

大分ＲＣ　８月28日（火）の例会は、野外家族
例会の為、８月26日（日）九重方面
に日時・場所変更

別府東ＲＣ　８月30日（木）の例会は、ゲスト卓
話例会・懇親会の為、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ＲＣ　９月４日（火）の例会は、リレー

http://www.beppu4rc.jp/chuo/
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・フォー・ライフ例会の為、９月
８日（土）10：10～大銀ドームに
日時・場所変更

大分ＲＣ　９月11日（火）の例会は、夜間例
会の為、同日18：30～ホテル日航
大分オアシスタワーに時間・場所
変更

７．次回例会の予定
　８月21日（火）は定款第８条第１節（Ｃ）
に基づき休会です。
　８月28日（火）は「会員増強フォーラム」
を開催致します。

８．本日の回覧
① 「髙山ガバナー公式訪問別府市内４ＲＣ合

同例会」出・欠席
② 「月見例会」出・欠席
③ 「第２回別府中央ＲＣ親睦ゴルフコンペ」

出・欠席
④ 「別府中央ＲＣ親睦ゴルフ遠征」出・欠席
⑤ 「地区大会」出・欠席
⑥ ハイライト米山Vol.221

９．本日の配布      
① 週報No,1386

スマイルボックス	 委員長　髙宮　勝美

梅津会長○
　本日は会員卓話リレー２回目です。亀井会員
の卓話を楽しみにしております。よろしくお願
いいたします。
土谷会員○
　今日の卓話は亀井会員です。楽しい卓話にな
ると思いますね！楽しみにしています。
衛藤会員○
　今日の卓話、亀井会員のお話、すごく楽しみ
にしています。
森会員○
　２歳の子どもが見つかったニュースに夫婦で
跳び上がって喜びました。ボランティアの日出
町おじさん“あっぱれ！！”

木村会員○
　お久しぶりです。少し涼しくなりました。今
日は亀井会員の卓話楽しみにしています。
村津会員○
　卓話して下さる方を指名するなど、89年の生
涯で初めての事です。
　受けて下さった亀井会員に感謝してスマイル。
髙宮会員○
　森会員のスマイルにありました、２歳児の無
事発見という嬉しいニュースの反面、暑いから
老人だからとＴＶにエアコンにビール付きで高
校野球に浸っていた自分が情けなく感じまし
た。もう一度頑張るぞー。
　亀井さんの卓話楽しみにしてますが、来客の
為、少し早く退席します。妻の誕生祝いの花は
会社に届けて下さい。

卓　　話	 亀井　　孝

村津先輩会員からの
リレー卓話

自己紹介

　別府中央ＲＣには2005年10月４日の入会ですの
で、ロータリー歴は12年と10ケ月になります。職
業分類は商業建築となっていますが、現在は商業
施設全般と小規模ビル、住宅等の設計施工、並び
に不動産の宅地開発、分譲、一般的な不動産売買
から仲介等もしています。

　私とロータリーの出会いは、春香苑の木村社長
と、平野工務店の平野社長からのご紹介でした。
お二人とも私のお客様で、特に平野社長は公私と
もに仲良くしていただいておりましたので、その
時の私の立場は、まさしく“前門の虎、後門の狼” 
でした。 “前門の虎、後門の狼” の類語である、“進
むも地獄、退くも地獄” “八方塞がり” “袋の鼠” そ
して “一難去ってまた一難” ということわざの通
り、追い詰められた状況だったのです。
　私はそもそも、何らかの団体に所属したり、他
人の云う事を聞いて徒党を組む事が大変苦手であ
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りましたので、若い頃から全て断ってきました。
が、しかし、気が付けばそこは、新会員のインフォ
メーションでした。そしてその場に、鳴海、村津
両先輩会員が同席されており、私は一言の返事を
することもできずに入会となりました。当時、お
二人からどの様な事を言われたのかすら何も覚え
ていません。
　入会してからは、紹介して頂いた木村社長、平
野社長の両名に迷惑はかけられないと思い、とに
かく三年間は勤め上げようと頑張りました。入
会した当時は理念が厳しく、100%出席又はメイ
キャップも必ずしなければなりませんでした。
　ある時、その日私は夕方から仕事での会食があ
りましたので、車で例会場迄行けず、別府から日
出のロイヤルホテルまでタクシー往復での例会メ
イキャップをしました。またある時は、湯布院の
例会場に行くとそこは喫茶店で、オーナーからは、
最近は例会をやっていない事を告げられました。
私は、ロータリーのメイキャップは一体何なのか
と疑問を持ちつつも、例会出席を続けました。さ
らにある時、トキハ会館の例会場に行くと、担当
の方から名簿を差し出され、｢ここに名前を書い
ていただければよいです。｣ と言われました。私
共の例会場受付にも、実際に来場されたのか分か
らないにも関わらず、多い時は10名ほどの名前が
記載されている時もあります。私は、一体100%
出席とは何なのかと思う事があります。ロータ
リークラブのルールはどうなっているのかと思い
つつ今まできました。

　良いこともありました。熊本の大会に参加し
た時の事、記念講演で東京の和敬塾塾長であ
り、東京沖縄2580地区のパストガバナー、前川
昭一さんの講演を拝聴し、すばらしい考え方を
される人がいるものだと感銘を受けました。前
川さんは、ロータリーとは四つのテスト、すな
わち、真実がどうか Is it TRUTH.　みんなに公
平か Is it fair to all concerned.　好意と友情を深
めるか Will it build GOOD WILL and BETTER 
FRIEND SHIP.　みんなの為になるかどうか Will 
it be BENEFICIAL to all concerned. を実践すれ
ば良いのだ、と言われました。又、その一つ一つ
の考え方を説明して頂き、私は、他のロータリア
ンとは考え方が少し違うけれども、すばらしい、
と思いました。さらに、“不易疏行”の考え方も必
要ですとも話されました。つまり、四つのテスト
の本質的なものを忘れないなかにも、新しく変化
を重ねているものを取り入れていくことも必要だ
という事でした。
　ＲＣ会員であればこそ、地区大会に参加出来、
すばらしい講演を聞く事ができました。
　別府中央ＲＣは、現在70代以上の先輩が８名、
60代が８名、そしてこれから梅津会長を中心に頑
張ってくれるであろう30代～50代の会員が９名と
なっています。直近の事業にはソフトボール大会
があり、来年には30周年記念事業があります。梅
津会長、後藤実行委員長を中心に会員増強も計り
ながら、25名の会員の皆様と一緒に頑張っていき
たいと思います。宜しくお願いします。
　ご清聴ありがとうございました。
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