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◆出席報告

梅津

圭二

みなさんこんにちは！第34回「会長の時間」の
時間です！
先週金曜日に春木川幼稚園に行って園児17名の
講習をして来ました。
別府中央ロータリークラブ30周年記念事業『夢
と感動のフラワーアレンジメント講習会』が別府
市内全ての公立幼稚園を14ヶ所約500名の園児た
ちにお花の講習をプレゼントすることができまし
た。そして子供たちとその家族にやさしい思い出
と奉仕の心の種を植え付けることができたと思い
ます。無事に終了することができましたことも会
員の皆様のご協力のおかげと感謝しております。
本当にありがとうございました。これでいよいよ
６月14日の記念式典に向かって会員一丸となって
準備にかかっていくようになります。引き続きヨ
ロシクお願いいたします。
そして三月から交換留学生のケイゾウ君が当ク

前々回の訂正

会長

本 日 の 出 席

BARONNIER Virgile Keizo君
（来日青少年交換学生／ＲＩ第
1710地区フランスリヨン）
佐々木景子さん
（来日交換学生ビルジル君ホスト
マザー）

会長の時間
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・メイクアップ
事前
事後
欠席 堀、梶原（和）、亀井、前田、大島、
中尾
理事会承認
出席免除 溝部、河村、平野（英）、木村

ラブの佐々木家にホームスティしております。お
世話いただいている佐々木景子夫人来ていただい
ています。息子ができたみたいでとても楽しいで
すと言っていただいて本当に感謝しております残
り期間もヨロシクお願いいたします。期間中に毎
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月一回は例会に参加してもらうのですが、本日は
紹介をかねて卓話をいただくようになっておりま
す。後ほどヨロシクお願いいたします。
それともみじ谷整備作業が雨のため残念ながら
中止になりましたことを報告申し上げます。今後
は７月と11月に予定しておりますのでそのときは
皆様の参加をよろしくお願いいたします。
今日の花は「エニシダ」というお花です。黄色
や白色の花でマメ科です。英名はスコッチブルー
ムというのですが、ブルームとはほうきのこと、
魔女のほうきはこの枝を束ねて作ったとも言われ
ているそうです。そんなところから「きれい好き」
というはなことばもあるそうです。が
本日の花言葉は「謙遜」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94日です！」
以上「会長の時間」の時間でした！

幹事報告

土谷

昌志

―水と衛生月間―
１．本日の卓話
「ゲスト卓話」
来日青少年交換学生
ヴァロニエ
ヴィルジル
BARONNIER,Virgile

ケイゾウ

Keizo（景三）君

２．本日のゲスト
ヴァロニエ
ヴィルジル
ケイゾウ
BARONNIER,Virgile Keizo（景三）君
（来日青少年交換学生／国際ロータリー第
1710地区 フランス・リヨン）
３．「第９回定例理事・役員会」報告
（平成31年３月５日（火）13：40～
於：トキハ別府店７Ｆ例会場 ８名）
確認事項
１）３月・４月例会予定の確認
３月５日 「高校野球と私」
		 明豊高等学校野球監督 川崎絢平氏
12日 「ゲスト卓話」ヴィルジル景三君
19日 「創立30周年記念卓話」
		 鳴海淳郎初代会長
26日 「記念会員卓話リレー⑯」
４月２日 「花見家族例会」於：春香苑

９日 「記念会員卓話リレー⑰」河村貴雄
16日 「記念会員卓話リレー⑱」
23日 「記念会員卓話リレー⑲」
２）「花見家族例会」開催の件。※承認
日 時：平成31年４月２日（火）
場 所：春香苑
会 費：会 員6,000円
（＊個人4,000円＋例会食費2,000円）
夫 人4,000円
子 供2,000円（小学生以上）
３）明豊高等学校選抜高等学校野球大会出場寄
付の件。※承認
＠1,000×25名分 25,000円 スマイルより
拠出
４．会長ノミニー研修セミナー
日 時：2019年５月12日（日）11：30～14：30
場 所：ホルトホール大分（大分駅南）２F
201・202
出席義務者 会長ノミニー
登録料：1,000円（昼食代込）当日徴収します。
５．３月８日（金）10：30～春木川幼稚園に於い
て「別府中央ロータリークラブ30周年記念事
業夢と感動のお花アレンジメント講習会（第
14回目）」を開催致しました。今回で別府市
内全ての公立幼稚園での講習会が終了いたし
ました。ご協力ありがとうございました。
出席者：梅津圭二会長、平野教康ガバナー補
佐、亀井 孝、森 宗明、佐々木久
宜 各会員
６．委員会報告
社会奉仕委員会より
７．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。
中尾 誠会員（３月18日）
配偶者誕生日 近藤なな子さん（３月17日）
皆
勤 近藤賢司会員（３月２日＝22年）
８．例会変更のお知らせ
大分1985ＲＣ ３月25日（月）の例会は、クラブ
内研修会の為、同日12：30～コン
パルホールに場所変更
津久見ＲＣ ３月26日（火）の例会は、３クラ
ブ合同観桜例会の為、同日３月28
日（木）18：30～喜楽庵に日時・
場所変更
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別府東ＲＣ

大分東ＲＣ

大分南ＲＣ

３月28日（木）の例会は、別府平
和園児童との交流会の為、同日
12：30～別府平和園に場所変更
３月28日（木）の例会は、夜の例
会の為、同日18：30～日本料理う
を精に時間・場所変更
３月29日（木）の例会は、夜の親
睦例会の為、同日18：30～場所未
定に変更

９．次回例会の予定
「創立30周年記念卓話」鳴海 淳郎 初代会長
10．本日の回覧
① 杵築・中津中央ＲＣ
②「第３グループＩＭ集合写真」希望購入
③「各ＲＣ周年式典」出・欠席
④「別府中央ＲＣ親睦ゴルフコンペ」出・欠席
⑤「花見家族例会」出・欠席
11．本日の配布
① 週報No,1410、1411、1412

ヴァロニエ

ヴィルジル

BARONNIER,Virgile

ケイゾウ

Keizo（景三）君

委員会報告 社会奉仕副委員長 村津

忠久

一昨日に予定されていた「別府ももじ谷植樹・
奉仕作業」は雨天のため中止になりました。
市・農林水産課が担当する300本は今月中に植
樹されますが、陸上自衛隊曹友会が担当する200
本は、11月に植樹されます。
スマイルボックス

委員長

髙宮

勝美

○梅津会長
ケイゾー君ようこそ別府中央ロータリークラ
ブへ。因みに私はケイジです。そしてホストファ
ミリー佐々木景子さん、残り期間もよろしくお
願いします。
○村津会員
福島県郡山市で５月に開催される「全日本
ロータリークラブ親睦合唱祭」に出演する「別
府ロータリーコール」の練習が昨夜から始まり
ました。
良い演奏が出来ます事を祈念してスマイル。
○佐々木会員
今日はケイゾウとホストマザーの妻も一緒に
来ました。３ヶ月、５月までいますので、よろ
しくお願いします。本日の卓話、がんばって！
○亀井会員
本日、所用のため欠席します。すみません。
１口スマイル。
３／10予定されていたもみじ谷植樹は雨の為
中止になりました。村津忠久社会奉仕副委員長
よりご報告があるかと思います。
７月、整美作業、11月に今回植樹するはずだっ
た200本の植樹作業を行います。
○土谷会員
景三君！ようこそ別府中央ＲＣへ。男前です
よね～！今日の卓話はどういう話なのかな？楽
しみにしています。
○衛藤会員
今日のお客様ケイゾー様、ようこそお越し下
さいました。卓話を楽しみにしています。どう
ぞごゆっくりなさって下さい。
○森会員
ひなかざり最上段の２人が“おだいり様”、お
ひなさまはひなかざり全体のこと…。ＮＨＫの
“チコちゃんに叱られる”で知りました～。
○平野（教）会員
景三君、ようこそ別府中央ロータリーへ。今
日は例会を楽しんで下さい！
近藤賢司さんの人柄にスマイル！
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卓

話
ヴァロニエ

ヴィルジル

ケイゾウ

BARONNIER,Virgile Keizo（景三）君

来日青少年交換学生

私のプロフィールを話します。
䝥䝻䝣䜱䞊䝹
ヴァロニエ
ヴィルジル
ケイゾウ
名前はBARONNIER,Virgile Keizoです。
私のスポンサークラブは、リヨン クロワ・ルースＲ
Ｃです。今、私のホストクラブは別府ＲＣです。
私はフランスのリヨンから来ました。
ᆅ⌮
䝻䞊䝚䠙䜰䝹䝥ᆅᇦᅪ
17才です。フランスの学校はリセ・ルイアルマンです。
今、私は別府の鶴見丘高校に通っていて２年生です。
趣味はピアノを弾くことです。特にジャズが好きで
す。スポーツは好きですサッカーは一番好きです。フ
ランスではテニスをしていました。日本の漫画が好き
です。ドラゴンボールは一番好きです。それではいま
からリヨンの紹介をします。
フランスから日本までの距離は10,000キロで、飛行
機で12時間ぐらいです。時差は８時間です。
私の県はローヌ＝アルプ地域圏です。沢山のフランス
の研究センター・大学があります。
アルプにはモンブランがあります。モンブランの高
さは4,807メートルです。
リヨンの歴史はローマ時代に始まります。名残は沢
山あります。リヨンはガリアの首都でした。大聖堂は
1884年に建てられました。この大聖堂はリヨンの概要
䝇䝫䞊䝒
を説明しています。
リヨンは絹織物が非常に重要な都市になりました。
栄えた舞台はクロワ・ルース（赤い十字架）の丘です。
今、この場所はとても人気があります。
次の場所はベルクール広場です。ルイ14世の銅像が
ᩥ
あります。
リヨンの工業は、化学・プラスチック成型加工技術
・金属加工・機械産業・電気産業・ハイテック（ビデ
オ・ゲーム、アニメーション、コンピュータグラフィッ
クス）です。80万人の労働者、20の大学があります。
フランス研究者の10％はリヨンにいます。
リヨンに日本の会社があります。例えば三菱、東レ、
JTEKT、コニカ、キャノンバンダイなど。
フランスにも新幹線があります。ＴＧＶです。リヨ
Santé!
ンからパリまで１時間55分です。ブリュッセルまで３
⤊䜚
時間50分、ブリュッセルはユーロの首都です。ロンド
ンまでは５時間。
リヨンは芸術でも有名です。ダンスミュージックと博物館と人形劇。
リュミエール兄弟はシネマトグラフを初めて発明しました。最初の映画はリヨンで撮影されました。今、
兄弟の家は博物館です。最初の映画は1895年に撮影された１分の面白い映画でした。題名は「水をかけら
れた散水夫」です。
リヨンにはフランスの中で一番おいしい食べ物があります。このおばちゃんは巨匠ポール・ボキューズ
の先生で名前をブラジエーおばさんといいます。
1933年ミシュランガイドの三ツ星を受けた初めてのただ一人の女性です。
1951年にポール・ボキューズという男の子を初心者として雇いました。
2018䡚2019ᖺ
㟷ᑡᖺᏛ⏕
䝞䝻䝙䜶 䞂䜱䝹䝆䝹 ᬒ୕

District Lyon 1710

䝣䝷䞁䝇

Name / BARONNIER Virgile Keizo
Adress / Villa de Presles 69870
Chambost-Allieres Age / 17 YO School
/ Lycée Louis Armand Nihon no gakko /
Tsurumigaoka / 2 nensei Hobbis /
Piano Soccer Tennis Manga Anime
Sponsort Club / Lyon Croix Rousse
Host Club / Beppu Club (4RC)
Tabemono / Yakiniku Sushi Ramen

District Tochigi 2550
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䞁䛾⤱⧊≀䛾♫䛜䝣䜯䝤䝸䝑䜽䛸ゝ䜟䜜䜛䚹䝸䝶䞁䛾䝣䜯䝤䝸䝑䜽䛿䝣䝷䞁䝇䛾⋤ᐙ
䛻䜘䜚䚸䜎䛯⣮த䛻ືᦂ䛥䜜䛯䝶䞊䝻䝑䝟䛾⋤ᅜ䛻䜘䜛䚹

䝧䝹䜽䞊䝹䛾ᗈሙ

䜽䝻䝽䞉䝹䞊䝇

䠍䠔䠌䠍ᖺ䛻䚸䝆䝱䜹䞊䝹䞉
䝆䝵䝊䝣䞉䝬䝸䞊䛸ゝ䛖ே
≀䛻䜘䛳䛶䝆䝱䜹䞊䝗⧊
ᶵ䛜㛤Ⓨ䛥䜜䛯䚹䛣䛾ᶵ
Ე䛾䛚䛛䛢䛷䚸୍ே䛾ປ
ാ⪅䛿」㞧䛺⤱⧊≀䜢
స䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹௨๓
䛿ఱே䜒ᚲせ䛷䛒䛳䛯䚹

⌧ᅾ䚸䝸䝶䞁䛻䛿⤱⧊≀䛾䝣䜯䝤䝸䝑䜽䛜ᑡ䛺䛔䚹䛬䛔䛯䛟ရ䛰䛡䛜స䜙䜜
䛶䛔䜛䚹
䝍䝅䝘䝸䞉䜶䞉䝅䝱䝔䝹䛸䛔䛖㧗⣭ရᗑ䛜1680ᖺ䛻❧䛥䜜䚸䛿䜽䝻䝽䞉
䝹䞊䝇䛷ఏ⤫ⓗ䛺⤱⧊≀䛾〇㐀䜢ಖㆤ䛧䛶䛔䜛䚹
䝍䝅䝘䝸䞉䜶䞉䝅䝱䝔䝹䛿
⨾⾡㤋䜔䛚ᇛ䛾䛯䜑䛻
⤱⧊≀䜢స䛳䛶䛔䜛䚹᭷
ྡ䛺䛚ᐈ䛥䜣䛾୰䛻䚸䜶
䝸䝊ᐑẊ䜔䝩䝽䜲䝖䝝䜴
䝇䛺䛹ᣲ䛢䜙䜜䜛䚹
2011ᖺ䛾䜚ୖ䛢䛿4ⓒ
䝴䞊䝻䛰䛳䛯䚹᪥ᮏ
䛷5൨1102

䜽䝻䝽䞉䝹䞊䝇䛾⾤㊰

䝣䞊䝹䞂䜱䜶䝹䛾ୣ

ᕤᴗ

䝸䝶䞁䛛䜙᪥ᮏ䜈

1860ᖺ䛻䝸䝶䞁䛾⤱⧊≀〇㐀ᴗ⪅䛜᪥ᮏ䛷⏕⣒䜢㈙䛔䛻⾜䛳䛯䚹䝣䝷䞁䝇䛻䛿䜒
䛖䛺䛛䛳䛯䛛䜙䛰䚹⧊䛳䛶䚸㉕ἑ䛺ရ≀䜢〇㐀䛧䛶䛛䜙䚸ୡ⏺୰䛻Ⓨ㏦䛧䛯䚹⧊≀
〇㐀ᴗ⪅䛜䜎䛪㛗ᓮ䛷㛤ᴗ䛧䛯䚹䝢䝙䝱䝔䞊䝹䛸䛔䛖ே䛿ᕞ䛸ᅄᅜ䛛䜙䝸䝶䞁䜎
䛷⏕⣒䜢㍺ฟ䛧䛶䛔䛯䚹
1864ᖺ䛻䚸䝣䝷䞁䝇ே䛿56ே䜒ᩘ䛘䜙䜜䜛䚹䛭䛾୰䛻17ே䛜㈠᫆ၟ䛰䛳䛯䚹䛭䛾
ᚋ䚸ᶓ䛷ၟ䛧䛯䚹

䝻䞊䝚䠙䜰䝹䝥ᆅᇦᅪ䛿ᕤᴗ䜰䜴䝖䝋䞊䝅䞁䜾䛻㛵䛧䛶䝣䝷䞁䝇䛷୍␒䚹

䝻䞊䝚䠙䜰䝹䝥ᆅᇦᅪ䛿ᕤᴗ䛾ᆅ᪉䛰䚹䝣䝷䞁䝇ᅜෆ䛻䛿ᅜෆ
⥲⏕⏘䛾12.5䠂䛰䚹≉ู䛺ᑓ㛛䛿௨ୗ䚹
•Ꮫ

•䝥䝷䝇䝏䝑䜽ᡂᆺຍᕤᢏ⾡
•㔠ᒓຍᕤ

䛭䛾䛣䜝䚸᪥ᮏ䛸䝣䝷䞁䝇䛿↓ど
䛷䛝䛺䛔㈠᫆┦ᡭᅜ䛰䚹୕≀
⏘䚸䝜䝄䝽䝲䛸䛔䛳䛯᪥ᮏ䛾ၟ♫
䜒䝸䝶䞁䛷㛤ᴗ䛩䜛䚹

•ᶵᲔᕤᴗ
•㟁Ẽᕤᴗ

•䝝䜲䝔䝑䜽䠄䝡䝕䜸䞉䝀䞊䝮䚸䜰䝙䝯䞊䝅䝵䞁䚸䝁䞁䝢䝳䞊䝍䜾䝷䝣䜱䝑䜽
䝇䚸䛭䛾䠅

䝻䞊䝚䠙䜰䝹䝥㈤ປാ䛻㛵䛧䛶䛿䚸䝣䝷䞁䝇ᅜ䛾31.3䠂䚹䝸䝶䞁䛾ᆅ᪉䛻䛿
㈤㔠ປാ⪅䛜80ே䛠䜙䛔䛔䜛䠄2006ᖺ䠅䚹

•

•20㌺䛾Ꮫ䚸ከ䛟䛾◊✲䝉䞁䝍䞊

•Ꮫ⏕䛿䠍䠑䠕䠌䠌ே䚹䛭䛾䠍䠑䠂䛿እᅜே䚹

•䝣䝷䞁䝇◊✲⪅䛾䠍䠌䠂䛿䝸䝶䞁ᆅ᪉䛷ാ䛔䛶䛔䜛䚹

䝸䝶䞁䛿䝣䝷䞁䝇䛷Ꮫ⏕⏫䛾␒┠䛷䛩䚹

ᆅᇦᅪ⥲⏕⏘䛾2䠂௨ୖ䛿◊✲㛤Ⓨ䛻ᢞ㈨䚹

•

䝻䞊䝚䠙䜰䝹䝥ᆅᇦᅪ䛻䛿2007ᖺฟ∧䛥䜜䛯≉チ䛜䝣䝷䞁䝇ᅜ䛾12.4䠂䚹

•

䝖䝑䝥ᴗ䠚䝯䝸䜰䞊䝹䚸䝃䝜䝣䜱䠙䝟䝇䝖䜳䞊䝹䚸䝡䜸䝯䝸䝳䞊䚸Electronic Arts䚸䝻䞊䝕䜱
䜰䞊䚸䜰䝹䜿䝬䞊䚸䝉䞊䝤䚸䜶䝹䝯䝇䛺䛹䚹

•

᪥ᮏ䛾ᴗ䜒䛒䜛䠚JTEKT䚸ᮾ䝺䚸୕⳻䚸䝁䝙䜹䚸᪥❧䚸䜻䝱䝜䞁䚸䝟䝘䝋䝙䝑䜽䚸䝘䝮䝁䞉
䝞䞁䝎䜲䛺䛹䚹

•

䛝䜜䛔䛺㏻ᶵ㛵䠚⛣ື䛾70䠂䛿ởᰁ䛧䛺䛔䜎䛯䚸ᑡ㔞䛻ởᰁ䛧䛯ᡭẁ䛜䜟䜜䜛䚹ᕷ
⾤㟁㌴䛜100䠂㟁Ẽ䚸᪂つ䛾䝞䝇䛿䜘䜚ᑡ䛺䛟ởᰁ䛧䛶䛔䜛䚹䛭䛧䛶䚸䞂䜵䝻䞊䞂䛸䛔䛖䝸䝶䞁
䛾⮬㌿㌴䚹

•

TGV䛸䛔䛖䝣䝷䞁䝇䛾᪂ᖿ⥺䠚䝸䝶䞁䛛䜙䝟䝸䜎䛷1㛫55ศ䚸䝤䝸䝳䝑䝉䝹䜎䛷3㛫50ศ䚸
ᑗ᮶䛻䝻䞁䝗䞁䜎䛷5㛫䚹

•

䝃䞁䝔䜾䝆䝳䝨䝸ᅜ㝿✵

•

䝖䝑䝥䛾ほගᆅ᪉䠚䝸䝶䞁䛛䜙䚸190䝇䜻䞊ሙ䛾䛒䜛ୡ⏺୍䝇䜻䞊ྍ⬟㡿ᆅ䚸䛩䛺䜟䛱䜰䝹
䝥䜎䛷1㛫䚹䝪䞊䝆䝵䝺䛾䜆䛹䛖⏿䜎䛷30༑ศ䚹ᆅ୰ᾏ䜎䛷2㛫䚹

•

7䛴䛾➇தຊ୰ᚰ䠚䜶䝁䞉䜶䝛䝹䜼䞊䚸⏕ྍ⬟䜶䝛䝹䜼䞊䚸Ꮫ䚸⧊≀〇㐀䚸䝥䝷䝇䝏䝑䜽
ᡂᆺຍᕤᢏ⾡䚸㏻ᶵ㛵(ே㛫䛸ရ≀䠅䚹

◊✲䛸㧗➼ᩍ⫱䛾୰ᚰ䛿䝣䝷䞁䝇䛻୍␒䚹

ᫎ⏬䛿䝸䝶䞁䛻⏕䜎䜜䛯䚹

ึ䜑䛶䛾ዪᛶᩱ⌮ே䛜䜼䞊
䛚䜀䛥䜣䛰䚹ᙼዪ䛾䝺䝇䝖䝷
䞁䛿䝮䝷䝔䜱䜶䞊䝹䛸䛔䛖ᆅ
༊䛻䛒䜚䚸᭱䜒ྂ䛔䝺䝇䝖䝷䞁
䛰䛳䛯䚹1759ᖺ䛻㛤䛔䛯䚹
䜒䛳䛸䜒᭷ྡ䛺ዪᛶ䛿䝤䝷
䝆䜶䞊䛚䜀䛥䜣䛰䚹1933ᖺ
䝭䝅䝳䝷䞁䜺䜲䝗䛾୕䝒ᫍ
䜢ཷ䛡䚸ึ䜑䛶䛾䚸䛯䛰୍
ே䛾ዪᛶ䛰䛳䛯䚹
1951ᖺ䛻䝫䞊䝹䞉䝪䜻䝳䞊
䝈䛸䛔䛖⏨䛾Ꮚ䜢ึᚰ⪅䛸
䛧䛶㞠䛳䛯䚹

䝫䞊䝹䞉䝪䜻䝳䞊䝈

䝢䝑䜽䞉䜰䞊䝚䝋䝣䜱䞊

䝖䝻䜰䜾䝻䞉䝭䝅䜵䝹

䝽䜲䞁

ேẼ䛾䛒䜛䝪䞊䝆䝵䝺䛸ḟ䛾䝽䜲䞁䜢㣧䜣䛰䜙䚸䛖
䜜䛧䛟䛺䜛䚹䛭䛾䝽䜲䞁䛾ྡ๓䛿䝤䝹䜲䚸䝅䝳䝘䚸
䝅䝹䞊䝤䝹䚸䝁䝑䝖䞉䝗䞉䝤䝹䜲䚸䝣䝻䞊䝸䚸䝆䝳䝸䜶
䝘䚸䝰䝹䝂䞁䚸䝮䝷䞁䞉䜰䞉䞂䜯䞁䚸䝺䝙䜵䞊䚸䝃䞁䝍
䝮䞊䝹䛸䚹䝅䝳䝘䛸䛔䛖䛾䛿䝹䜲13ୡ䛾䛚Ẽ䛻ධ
䜚䛾䝽䜲䞁䛰䛸ゝ䜟䜜䜛䚹

䛭䛾༡䛻䚸ཎ⏘ᆅ⾲♧䛾䝽䜲䞁䛜ከ䛔䚹䛘䜀䚸
䝁䝑䝖䞉䝻䝔䜱䚸䝅䝱䝖䞊䞉䜾䝸䜲䜵䚸䝁䞁䝗䝸䝳䚸䝃䞁䞉
䝆䝵䝊䝣䚸䜽䝻䝈䞉䜶䝹䝭䝍䝆䝳䚸䝁䝹䝘䚸䝃䞁䝨
䝺䞊䛺䛹䚹

䛭䜜䛷䚸䜒䛳䛸༡䛻䚸䝆䝂䞁䝎䝇䚸䞂䜯䜿䝷䝇䚸䝸䞊
䝷䝑䜽䚸䝍䞂䜵䝹䚸䝅䝱䝖䞊䝚䝑䝣䞉䝕䝳䞉䝟䝑䝥䛸
ゝ䛳䛯䝁䝑䝖䞉䝕䝳䞉䝻䞊䝚䛾䝽䜲䞁䛜䛒䜛䚹

E-mail:info@beppu4rc.jp

䝸䝳䝭䜶䞊䝹䞉䝹䜲䛿1895ᖺ3᭶19᪥䛻䛂ᕤሙ䛾ฟཱྀ䛃䛸䛔䛖ึ䜑䛶䛾ᫎ⏬䜢
䛳䛯䚹䛣䛾ᫎ⏬䛻䛿䝸䝶䞁ඵ༊䛻䛒䜛䝸䝳䝭䜶䞊䝹ᘵ䛾ᕤሙ䜢ฟ䜛ዪᏊ
ປാ⪅䛜ぢ䜙䜜䜛䚹

⨾㣗

䝸䝶䞁䛾⨾㣗䛿㇏ᐩ䛰䚹⨾㣗䛾ୡ⏺୰ᚰ㒔ᕷ䛸䜏䛺䛥䜜䛶䛔䜛䚹
⨾㣗䛻ᑐ䛧䛶㈉⊩䛧䛯䛾䛿ዪᛶ䛰䚹䜼䞊䛚䜀䛥䜣䚸䝣䜱䝴䞊䛚䜀䛥䜣䚸䝤䝷䝆䜶䞊䛚䜀䛥䜣䚸䝸
䝀䞊䛚䜀䛥䜣䚸䝫䞁䝫䞁䛚䜀䛥䜣䚸䝆䝱䞁䛚䜀䛥䜣䚸䝡䜸䝹䛚䜀䛥䜣䚸䝤䞊䝹䝆䝵䜰䛚䜀䛥䜣䚸䝺
䜰䛚䜀䛥䜣䚸䝫䝺䝑䝖䛚䜀䛥䜣䚸䝻䞊䝈Ꮉ䚸䝡䝙䝱䞊䝹䞉䝆䝳䝸䜶䞊䝑䝖䛸䛔䛳䛯ዪᛶᩱ⌮ே䛜ከ䛔䚹

䝻䞊䝚䠙䜰䝹䝥ᆅ᪉䛾᭷ྡ䛺䚸ᫍ䛾䛒䜛䝅䜵䝣

•AS䝃䞁䝔䝔䜱䜶䝚

䝸䝳䝭䜶䞊䝹ᘵ䛿⣲ᬕ䜙䛧䛔㑇⏘䜢ṧ䛧䛯䚹≉䛻䝅䝛䝬䝖䜾䝷䝣䚸ᫎ⏬䚸䛭䜜䛻ᕤᴗ
⣡ᒇ䛺䛹䚹᭱ึ䛾ᫎ⏬䛜䝰䞁䝥䝺䝆䞊䝹䛸䛔䛖ᆅ༊䛾㏻䜚䛷䜙䜜䚸䛭䛾ᚋ䚸䛣䛾㏻
䜚䛜䛂ึ䜑䛶䛾ᫎ⏬㏻䜚䛃䛸䛺䛳䛯䚹ึ䜑䛶䛾ᫎ⏬䛾⣡ᒇ䛜ୡ⏺୰䛻᭷ྡ䛻䛺䛳䛯䚹

1895ᖺ䛾ኟ䚸䝸䝳䝭䜶䞊䝹䞉䝹䜲䛿ᚋ䛻䛂ᩓỈ䛥䜜䛯ᩓỈኵ䛃䛸䛺䛳䛯䛂ᗞᖌ䛃䜢䛳䛯䚹䛭
䜜䛿䝸䝳䝭䜶䞊䝹ᘵ䛾䜒䛳䛸䜒᭷ྡ䛺ᫎ⏬䛰䚹

䝤䞊䝅䝵䞁䛸䛔䛖䝸䝶䞁䛾ఏ⤫ⓗ䛺䝺䝇䝖䝷䞁䛷㇏ᐩ䛺ᩱ⌮䛜㣗䜉䜙䜜䜛䚹20㌺䛠䜙䛔
ఏ⤫ⓗ䛺䝺䝇䝖䝷䞁䛸䛧䛶ド᫂䛥䜜䛶䛔䜛䚹䝤䞊䝅䝵䞁䛿䛻䝡䝳䞊䝸䝶䞁䛾㊰ᆅ䚸䝔䞊
䝻䞊ᆅ༊䚸༙ᓥ䛾䝯䝹䝅䞊䜶䝹㏻䜚䛸䝬䝻䝙䜶䞊㏻䜚䛻䛒䜛䚹䜎䛯䚸᭷ྡ䛺⨾㣗䛾䛸䛣
䜝䛿䝫䞊䝹䞉䝪䜻䝳䞊䝈䛾䜰䞊䝹䛸ゝ䛔䚸䝸䝶䞁䛾୕༊䛻䛒䜛䚹

•䜸䝸䞁䝢䝑䜽䞉䝸䝶䞁

䠚䝸䝶䞁䛛䜙100௨ୖ䛾㒔ᕷ䜈⾜䛛䜜䜛䚹

ᫎ⏬〇స

䝻䞊䝚䠙䜰䝹䝥䛻䛿ᩥ䛜䛸䛶䜒㔜せ䛷䛩䚹㡢ᴦ䚸䝎䞁䝇䚸ሙ䚸⨾⾡㤋䚸ᅜ᭷㈈⏘䚸
䝅䝵䞊䛺䛹䛿ከ䛔䛷䛩䚹

୍␒ேẼ䛺䛾䛿䝃䝑䜹䞊䛷䛒䜛䚹
䝻䞊䝚䠙䜰䝹䝥䛾䛺䝏䞊䝮䛿௨ୗ䛰䚹

䝸䝶䞁䛾ᩱ⌮

•䝸䝶䞁䛾䝃䝷䝎
•㇜⫗〇ရ
•䝍䝤䝸䜶䞉䝗䞉䝃䝥䞊䝹
•䜽䝛䝹
•䜰䞁䝗䜳䜲䜶䝑䝖
•䝡䝳䞊䝙䝳
•䝥䝷䝸䞊䝚䝟䜲
•∵䛾⫶

