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みなさんこんにちは！第35回「会長の時間」の
時間です！
本日は鳴海初代会長に卓話をいただくように
なっております、毎年３月この時期には鳴海先生

前々回の訂正

会長

本 日 の 出 席

◆Ｒ

会長の時間

役員

第 1414 回 例 会

ＶＯＬ．31 - 34
2019 年３月 19 日

◆点

理事
〃
〃
〃

3/5

始まっています、３月31日には地区協議会が開催
されます。参加該当する方はヨロシクお願いいた
します。
今日の花は「シダレザクラ」というお花です。
淡いピンクの花でバラ科です。ソメイヨシノより

委員長

宗明

津末美代子

会 員 総 数
出
席
者
事前メイクアップ
理 事 会 承 認
出 席 免 除
欠
席
数
出
席
率

25 名
14 名
0名
0名
6名
6名
70.00 ％

出
席
率
事後メイクアップ
理 事 会 承 認
出 席 免 除
修 正 出 席 率

80.00 ％
0名
0名
5名
80.00 ％

連
通

に卓話をしていただいております。ヨロシクお願
いいたします。もうすでに次年度の色々な会議が

森

続
算

－回
750 回

100 ％

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

も枝が細く柳のように枝が枝垂れていますので大
木になると支えが必要となります。シダレザクラ
は江戸彼岸の園芸品種で京都で作り出されたそう
で、平安の昔から庭木として愛でられてきました。
本日の花言葉は「優美」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87日です！」
以上「会長の時間」の時間でした！
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幹事報告

土谷

昌志

―水と衛生月間―

６．例会変更のお知らせ
別府東ＲＣ ４月４日（木）の例会は、豊後大野
・日出・別府東３ＲＣ合同花見例

１．本日の卓話

会の為、４月２日（火）18：30～ホ

「皮膚科医として、この道66年」

テル＆リゾーツ別府湾に日時・場

鳴海 淳郎 初代会長

所変更
宇佐ＲＣ

２．八代東ロータリークラブ創立30周年記念式典

４月４日（木）の例会は、花見例会
の為、同日18：30～米沢観光園に

のご案内
日

時間・場所変更

場

時：2019年５月18日（土）
14：00～

記念講演

15：30～

記念式典

17：00～

祝宴

７．次回例会の予定
「記念会員卓話リレー⑯」

所：八代ホワイトパレス

８．本日の回覧

記念講演：「夢、目標にチャレンジ
～挑戦することの大切さ～」
柔道家

古賀 稔彦 氏

登録料：会員10,000円

① 竹田ＲＣ
②「各ＲＣ周年式典」出・欠席
③「別府中央ＲＣ親睦ゴルフコンペ」出・欠席

ご家族8,000円

④「別府近隣７ＲＣ親睦ゴルフ大会」出・欠席
⑤「花見家族例会」出・欠席

３．2018-2019年度ロータリーリーダーシップ研
究会（ＲＬＩ）パートⅠ（１）開催のご案内
日

時：2019年４月20日（土）９：20～16：45

場

所：ホルトホール大分

懇親会：レンブラントホテル大分
会

費：3,000円

懇親会6,000円

※入会経験の長短を問わず、どなたでも参加

スマイルボックス

委員長

髙宮

勝美

○梅津会長
本日は鳴海初代会長に卓話をお願いしており
ます。よろしくお願いいたします。
○土谷会員

していただける研修です。
参加ご希望の方は幹事、または事務局まで

鳴海先生、この道66年はすごいですね！

お知らせください。

今日の卓話、楽しみにしています。
○衛藤会員

４．別府近隣７ＲＣ親睦ゴルフ大会のご案内
日

時：2019年５月19日（日）８：30～

場

所：城島高原ゴルフクラブ
（懇親会

○村津会員
72年間もお世話になった「自動車運転免許証」
を先週返納致しました。

春香苑）

参加料：ゴルフコンペ3,000円

鳴海先生の卓話、楽しみにしています。

懇親会5,000円

無事故で終われた事に感謝してスマイル。
○鳴海会員

本日より出・欠回覧致します

本日、卓話をいたします。
記念に10,000円スマイルいたします。

５．お祝い
結婚記念日

堀

由美会員（３月24日）

http://www.beppu4rc.jp/chuo/
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話

鳴海

淳郎

2. 㧗➼Ꮫᰯ௦䛾ᛮ䛔ฟ

⓶⛉་䛸䛧䛶䚸䛣䛾㐨66ᖺ

➨5㧗➼Ꮫᰯ௦䛾ᚋ༙ 䠄⤊ᡓᚋ䛾 1䡚2ᖺ㛫䠅

㬆 ᾏ ῟ 㑻

ື≀Ꮫ䛾ඛ⏕䛾䛤ᣦᑟ䛷䚸ᨺㄢᚋ䛾వᬤ䜢⏝䛧䛶
⣙70༉䛾䛂䜏䜏䛪䛃䛾ゎ๗䜢䛧䛯䚹

ูᗓ୰ኸ䝻䞊䝍䝸䞊䜽䝷䝤 ❧䠏䠌࿘ᖺグᛕ༟ヰ
ᖹᡂ䠏䠍ᖺ䠏᭶䠍䠕᪥

⏕Ṫჾ䜔┣ᄞ䛾ᙧ䜢ヲ⣽䛻䛧䜙䜉䚸ẚ㍑ゎ๗Ꮫ䛾
∦㫣䛻䜅䜜䛶䚸ጁ䛻Ẽ䜢ច䛛䜜䛯䛣䛸䜢ᛮ䛔ฟ䛩䚹

䛿䛨䜑䛻

㧗➼Ꮫᰯ௦䛻⾜䛳䛯䛂䝭䝭䝈䛾ゎ๗䛃

2019ᖺ1᭶1᪥䜟䛯䛧䛿93ṓ䜢㏄䛘䚸⓶⛉་䛻䛺䛳䛶66ᖺ
䛻䛺䜚䜎䛩䚹䛣䜜䜢ᶵ䛻䚸䜟䛯䛧䛜Ṍ䛔䛶᮶䛯㐨䜢䜚㏉䛳
䛶䜏䛯䛔䛸ᛮ䛔䜎䛩䚹
䞉1951ᖺ䠄26䠅༞ᴗ䚸䛭䛾ᚋᮾி㏴ಙ㝔䛷䜲䞁䝍䞊䞁
䞉1953ᖺ䠄28䠅1᭶䜘䜚ᮾி㏴ಙ㝔⓶⛉ົ
䞉1959ᖺᮾிᏛ䜘䜚Ꮫᤵ
䞉1960ᖺ䠄35䠅⩌㤿Ꮫ་Ꮫ㒊⓶⛉ຓᩍᤵ
䞉1963ᖺ䠄38䠅ᮾி᪂ᶫ䛻ᮾி⓶⛉デ⒪ᡤ㛤タ
䞉1968ᖺ䠄43䠅ᬽ䚸ูᗓ䛻ᖐ┬䛧䛶㬆ᾏ⓶⛉䜽䝸䝙䝑䜽㛤タ
䞉1960ᖺ䠄44䠅1᭶13᪥䜘䜚デ⒪㛤ጞ

3. Ꮫ௦䛾ᛮ䛔ฟ
Ϩ 䜟䛯䛧䛾
⓶⛉་䛸䛧䛶䛾䝹䞊䝒

ᕞᏛ་Ꮫ㒊䛻ධᏛ䛧䛶䚸1ᖺ䛾ኟఇ䜏
ゎ๗Ꮫᩍᤵ䛾䛤ᣦᑟ䛷䚸84య䛾⫪⏥㦵䛾
ィ ⓗ◊✲䜢⾜䛖䚹
㦵䛾ᙧ䛜➽⫗䜔㛵⠇䛾㐠ື䛸ዴఱ䛻㛵ಀ
䛜῝䛔䛛䜢ዴᐇ䛻▱䜙䛥䜜䛯䚹

Ꮫ⏕௦䛻᭩䛔䛯ㄽᩥ䛂⫪⬈㦵䛾ィ

1. ᗂᖺ௦䛾ᛮ䛔ฟ
⮬↛⛉Ꮫ䜈䛾᠄䛿∗䜘䜚
䞉 ᪻᥇㞟 䜢ᮏ᱁ⓗ䛻ᩍ䜟䜛
䞉∗䛜Ꮫ⏕௦䛻ᥥ䛔䛯㢧ᚤ㙾䝇䜿䝑䝏⏬䛻ឤື

ឤᛶ䛾⫱䜏䛿ẕ䜘䜚
䞉ᗂᖺ௦䛻ཱྀఏ䛘䛷ᩍ䜟䛳䛯䝩䞊䝮䝇䜲䞊䝖䝩䞊
䝮䜔䝬䝹䝉䜲䝴䛿䛻䛺䛳䛶䜒 䛚䜌䜝䛢䛺䛜䜙ḷ
䛘䜛䚹
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Ꮫ⏕௦䛻᭩䛔䛯䛂⫪⬈㦵䛾ィ

ⓗ◊✲䛃

Ϫ ⓶⛉་䛸䛧䛶
䜟䛯䛧䛜Ṍ䛔䛶᮶䛯㐨

䠍䠊ᮾி㏴ಙ㝔௦

ϩ 䛺䛬⓶⛉་䛻䛺䛳䛯䛛

䠎䠔ᖺ䠄1953䠅1᭶ 䡚 35ᖺ䠄1960䠅3᭶
䞉 26ᖺ䠄1953䠅༞ᴗᚋ䚸 ᮾி㏴ಙ㝔䛻䛶䜲䞁
䝍䞊䞁⤊䚸䛭䛾䜎䜎ྠ㝔⓶⛉䛻ົ䛩䜛䛣䛸䛸䛺
䜚䚸ᙜ᪂㐍Ẽ㗦䛺ᜠᖌᑠᇼ㎮ඛ⏕䛾䛤ᣦᑟ䜢ཷ䛡
䛯䚹
䞉 ධᒁ䛸ྠ䛻ᙜ䛸䛧䛶䛿᪥ᮏ䛷䛔䛱᪩䛟⭈⓶㉁䝩䝹
䝰䞁⒪ἲ䛾◊✲䛻╔ᡭ䛧䛯ඹྠ◊✲⪅䛾୍ဨ䛸䛺䜚䚸
୍᪉䚸䜰䝯䝸䜹䛷Ⓨᒎ䛧䛯᪂䛧䛔㌾⭯⒪ἲ䛾ᡭ䜋䛹䛝䜢
ཷ䛡䛯䚹
䞉䛂⭈⓶㉁䝩䝹䝰䞁䛾ᙧ⬺ẟ䛻ᑐ䛩䜛⒪ຠᯝ䚸
≉䛻䛭䛾ዌຌᶵᗎ䛻䛴䛔䛶䛃䜢ㄽᩥ䛻ᑂᰝ䜢䛖䛡䚸
1959ᖺ ᮾிᏛ䜘䜚Ꮫ䜢ᤵ䛥䜜䛯䚹

䞉∗䛛䜙ᩍ䜟䛳䛯᪻᥇㞟䜢䛝䛳䛛䛡䛻䚸
㧗➼Ꮫᰯ௦䛻䛂䜏䜏䛪䛃䛾ゎ๗䜢䛧䛯䜚
Ꮫ௦䛻䛂⫪⏥㦵䛃䛾ィ 䜢䛧䛯䜚䛧䛶䚸⮬↛䛻䜒
䛾䜢䜏䜛カ⦎䜢䛥䛫䜙䜜䛶䛝䛯䚹
䞉㧗௦䚸ື≀Ꮫ䛾ᩍᤵ䛛䜙ẚ㍑ゎ๗Ꮫ䜢◊✲䛩䜛
䜘䛖⌮Ꮫ㒊㐍Ꮫ䜢່䜑䜙䜜䛯䛜䚸 ᐙᗞ䛾䛷་Ꮫ
㒊㐍Ꮫ䜢່䜑䜙䜜,䛻ධᏛ䛧䛯䚹
䞉୍⢭⚄⛉䜢ᚿᮃ䛧䛯䛣䛸䜒䛒䛳䛯䛜䚸ᮾி㏴ಙ㝔
䛷䜲䞁䝍䞊䞁䜢䛧䛯䛾䛜䛝䛳䛛䛡䛷䚸బฟ㌟䛾㝔
ົ㛗䛾䛩䛩䜑䜒䛒䜚䚸ᙜ᭷ྡ䛺⓶⛉䛻ධᒁ䛧䚸
ᑠᇼ㎮ඛ⏕䛾䛤ᣦᑟ䜢ཷ䛡䜛䛣䛸䛸䛺䛳䛯䚹
䞉䛣䛾䚸䛯䜎䛯䜎ḟ䛾ዴ䛝䝀䞊䝔䛾リ䜢▱䜛ᶵ䛜䛒
䜚䚸䛸䛟䛻่⃭䜢ཷ䛡䛯䚹

ΈΒΤ͑͑ΚΤΥ͑ΕΒΤ͑΄ΔΙΨΖΣΤΥΖ͑ΧΠΟ͑ͲΝΝΖΞͰ
ΈΒΤ͑ΕΚΣ͑ΕΒΤ͑ͽΖΚΔΙΥΖΤΥΖ͑ΕΦΖΟΜΖΥ͑͝
;ΚΥ͑ΕΖΟ͑ͲΦΘΖΟ͑ΫΦ͑ΤΖΙΖΟ͝
ΈΒΤ͑ΧΠΣ͑ΕΖΟ͑ͲΦΘΖΟ͑ΕΚΣ͑ΝΚΖΘΥ͟
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ᮾி㏴ಙ㝔௦䛾ᛮ䛔ฟ

䠏䠊ᮾி⓶⛉デ⒪ᡤ௦
38ᖺ䠄1963䠅10᭶ 䡚 43ᖺ䠄1968䠅12᭶

䞉⏣୰ゅᰤ㒑ᨻ⮧䛾ᛮ䛔ฟ
䞉Ụ⨾ᬛᏊ䛥䜣䞉ධỤౝᚑ䛾ዟᵝ
䞉䛚⍆䛾ඛ⏕䞉⡿ᕝᩥᏊ䛥䜣䛾䛺䛹

38ᖺ9᭶䚸⩌㤿Ꮫ䜢㎡䛧䛯ᚋ䚸ྠᖺ10᭶䜘䜚
43ᖺ䠄1968䠅12᭶䜎䛷䛾ᮾி᪂ᶫ䛻䛚䛡䜛5ᖺ
㛫䛾㛤ᴗ⏕ά䛿䚸 ᅜ䛾⌮⨾ᐜ䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛻䛾䛳
䛯≉Ṧ䛺య㦂䛷䛒䛳䛯䚹
ጞ䜑䛿 ᪥ᮏẟ㧥◊✲ᮏ㒊タ䛾 デ⒪ᡤ䛸䛧䛶
Ⓨ㊊䛧䛯䛜䚸ᚋ䛻⊂❧䛧䛶⤒Ⴀ䚹

䠎䠊⩌㤿Ꮫ௦
35ᖺ䠄1960䠅䠐᭶ 䡚 38ᖺ䠄1963䠅9᭶
1960ᖺ䚸⩌㤿Ꮫ་Ꮫ㒊ຓᩍᤵ䛸䛧䛶㉱௵䚸
ᒣ☆ᩍᤵ䜘䜚グ㍕⓶⛉Ꮫ䛾ཎⅬ䛻ゐ䜜䛯䝗䜲䝒ὶ䛾
ཝ䛧䛔䛤ᣦᑟ䜢ཷ䛡䛯䚹
䛣䛾㛫 㛵ᮾ䛻䛚䛡䜛◊✲⏕ά3ᖺ㛫䛾ᵝ䚻䛺య㦂
䛸䚸 ๓௵ᆅ䛷䛒䜛 ᮾி㏴ಙ㝔䛷䛾8ᖺ㛫䛾䛔䜟䜀
䜰䝯䝸䜹ὶ䛾⮬⏤䛺◊✲య㦂䛜䝭䝑䜽䝇䛥䜜䛶䚸 ᪥䛾
⮬ศ䛜䛒䜛䛣䛸䜢䚸 ᭦䛺䛜䜙ឤㅰ䛧䛶䛔䜛䚹

⩌㤿Ꮫ௦䛾ᛮ䛔ฟ
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ᮾி⓶⛉デ⒪ᡤ௦䛾ᛮ䛔ฟ
䞉ḷ⯙ఄᙺ⪅䞉ἑᮧ⏣அຓ䛥䜣᮶䜛
䞉ḷᡭ䞉᮲┿⌮Ꮚ䛥䜣᮶䜛
䞉Ᏻ⸨᪼Ặ᮶䜛
䞉᳜ᮧ⚽Ặ䛸䛾ฟ䛔

⓶⛉デ⒪䛻ᑐ䛩䜛䜟䛯䛧䛾⪃䛘᪉
ϫ ูᗓ䛻ᖐ┬䛧䛶㛤ᴗᚋ䚸
䜟䛯䛧䛿ዴఱ䛻⓶⛉デ⒪䜢
ᒎ㛤䛧䛶䛝䛯䛛

⓶⛉་䛸䛧䛶59ᖺ䚸㒓㔛ูᗓ䛻ᖐ䛳䛶㛤ᴗ44ᖺ䚹
䜎䛯䚸䝻䞊䝍䝸䞊䞉䜽䝷䝤䛻ධ䛧䛶42ᖺ䛜㐣䛞䛯䛜䚸 䛣䛾42ᖺ
䛻 䜟䛯䜛䝻䞊䝍䝸䞊䛾య㦂䛿䚸᭦䛻⓶⛉་䛸䛧䛶䛾⫋ᴗዊ
䛻☻䛝䜢䛛䛡䛺䛜䜙87ṓ䛾⌧ᅾ䛻ཬ䜣䛷䛔䜛䚹
䞉䜟䛯䛧䛾⫋ᴗዊ䛿䚸䛄ᖖ䛻ᡤ㧗ᡤ䜘䜚䚸䛒䛟䜎䛷䜒ᝈ⪅䛥䜣
䛾䛯䜑䛻䛅 䛻䛒䜛䚹
䞉Nothing but the best 䛾⒪
䞉䛸䛟䛻䜰䝺䝹䜼䞊ᛶ⓶ᝈ䛾䛒䛯䛳䛶䛿䚸䜰䝺䝹䜼䞊䛻ᑐ䛩
ฎ⨨䛿ㄽ䚸 ሙྜ䛻䜘䛳䛶䛿⚄⤒䚸 䛸䛟䛻⮬ᚊ⚄⤒䛺䜙䜃䛻
ෆศἪ䛾ᙳ㡪䜢⪃䛘䛯䚸 䛔䜟䜖䜛୕୍ య䛾ᴫᛕ䛻ᇶ䛵䛔䛯
⒪䛜ᚲせ䚹

㛤ᴗᚋ䛾␎Ṕ
䠍䠕䠒䠔ᖺ䠄䠐䠏ᖺ䠅䠍䠎᭶䠎䠐᪥㬆ᾏ⓶⛉䜽䝸䝙䝑䜽㛤タ
䠍䠕䠒䠕ᖺ䠄䠐䠐ᖺ䠅䠍᭶䠍䠏᪥䜘䜚デ⒪㛤ጞ

㬆ᾏ䜽䝸䝙䝑䜽䛾デ⒪᪉㔪

་ᖌᙺဨ䛸䛧䛶
ูᗓᕷ་ᖌᖖ௵⌮䞉1974ᖺ䠄49ᖺ䠅4᭶1᪥䜘䜚3ᮇ6ᖺ
ศ┴་ᖌᖖ௵⌮䞉1980ᖺ䠄55ᖺ䠅4᭶1᪥䜘䜚3ᮇ6ᖺ
ูᗓᕷ་ᖌ┘䞉䞉䞉䞉䞉1986ᖺ䠄61ᖺ䠅4᭶1᪥䜘䜚2ᮇ4ᖺ

䠍䠊⓶䜢㌟ⓗ䛻ᢕᥱ䚹ᖖ䛻⓶䛸㌟
䜢⪃䛘䛺䛜䜙デ⒪䛻ᙜ䛯䜛䚹

䝻䞊䝍䝸䜰䞁䛸䛧䛶
1970ᖺ䠄45ᖺ䠅9᭶ : ูᗓ䝻䞊䝍䝸䞊䞉䜽䝷䝤ධ

䠎䠊ὀᑕ䚸ෆ᭹䚸እ⏝䛾㑅ᐃ䛿䛝䜑⣽䛛䛻䚸
≧୪䜃䛻⒪⤒㐣䛻ᛂ䛨䛶㑅ᢥ䚹
䠏䠊స⏝䝏䜵䝑䜽䜢ᛀ䜜䛺䛔䛣䛸䚹

䞉1996ᖺ䠄ᖹᡂ 8ᖺ䠅6᭶ : ᪥ᮏ⓶⛉Ꮫຌປဨ
䞉2010ᖺ䠄ᖹᡂ22ᖺ䠅5᭶ : ᪥ᮏ⮫ᗋ⓶⛉Ꮫ≉ูဨ

䛸䛟䛻ูᗓ䛻ᖐ䛳䛶䛛䜙䛾⓶⛉デ⒪
ஂ䛧䜚䛻㒓㔛䞉ูᗓ䛻ᖐ䜚䚸ᚨᕝ୰ᮇ௨ᚋ䛝ฟ䛶䛔䜛⏤⥴
䛒䜛⮬Ꮿ䛾 Ἠ䛻ධ䜛䜘䛖䛻䛺䜛䛸䚸ᘔ⯪ၥᒇ䛛䜙 Ἠᐟ䛻ኚ
䜟䛳䛯ඛ௦䛜䚸་⪅䚸䛭䜜䜒⓶⛉་䛻䛺䛳䛯6௦┠䛾䜟䛯䛧
䛻䛄 Ἠ䛸⓶䛅䛸䛔䛖䝔䞊䝬䜢ᤵ䛡䛶࿋䜜䛯䜒䛾䛸ᛮ䛘䛶䛺䜙
䛺䛔䚹
ͤ
Ἠ䛸⓶䛻㛵䛩䜛㛤ᴗᚋ䛾ᐇ⦼
䞉1959ᖺ1᭶ : ูᗓ䛻ᖐ┬䛧䛶デ⒪㛤ጞ
䞉1972ᖺ : ➨1ᅇධᾎㄪᰝ
䞉1976ᖺ : ➨2ᅇධᾎㄪᰝ
䞉1990ᖺ : ➨3ᅇධᾎㄪᰝ
䞉ධᾎㄪᰝ䛾䜎䛸䜑
䞉2001ᖺ1᭶ : 䛂JN㌟䝅䝱䞁䝥䞊䛃䜢䛴䛟䜛
䞉2001ᖺ7᭶ : ᑠⴭ䛂 Ἠ䛸⓶䛃Ⓨ⾜

⓶⛉デ⒪䛻ᑐ䛩䜛䜟䛯䛧䛾⪃䛘᪉
䞉 䜟䛯䛧䛾デ⒪䛿ཝ䛧䛔䛷䛩䛜䚸䛭䜜䛿 䛄ᖖ䛻
ᡤ㧗ᡤ䜘䜚䚸䛒䛟䜎䛷䜒ᝈ⪅䛥䜣䛾䛯䜑䛻䛅
䛻䛒䜚䜎䛩䚹
䞉 ᪂䛧䛔⓶⛉デ⒪䜢ồ䜑䛶
䜰䝖䝢䞊ᛶ⓶⅖䛺䛹䜢୍ᒙ䜚䜔䛩䛟䛩䜛䛯䜑䛻䚸
⓶䜢୰ᚰ䛻 ච䞉⚄⤒䞉ෆศἪ䛾ാ䛝䜢ྠ䛻⪃䛘䛯䚸
䛔䜟䜖䜛 䛂୕୍ య䛾᪂䛧䛔⓶⛉デ⒪䛃 䛻ຊ䜢ධ䜜䛶
䛔䜎䛩䚹

䞉 Nothing but the best 䛾⒪

http://www.beppu4rc.jp/chuo/
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ᑓ㛛ㄅ䜈䛾ᥖ㍕

䜟䛯䛧䛜⮬㌟䜢䜒䛳䛶䛚ᛂ䛘䛷䛝䜛䠏䛴䛾⒪

䠍䠊ᙧ⬺ẟ䛻䛚䛡䜛䠎䠈䠏䛾ၥ㢟
⓶⛉䛾⮫ᗋ䠖7ᕳ䠈8ྕ䠈554䡚560㡫䠈40ᖺ

䠎䠊ᙧ⬺ẟ
᪥䛾 ⒪ᣦ㔪䠖442䡚443㡫䠈1971ᖺ䠄་Ꮫ᭩㝔䠅

䠏䠊⤎⭯⓶⅖䛾୍⪃ᐹ

䠍䠊䜰䝖䝢䞊ᛶ⓶⅖䜢䛩

⮫ᗋ⓶⛉䠖24ᕳ䠈12ྕ䠈1185䡚1188㡫䠈45ᖺ

䠐䠊䛻䛝䜃

䠎䠊䛂䛻䛝䜃䛃䜢ୖᡭ䛻䛩

⓶デ⒪䠖6ᕳ䠈5ྕ䠈427䡚430㡫䠈59ᖺ

䠑䠊䠫䡂䡂䡅䠿䡁 䛻䛚䛡䜛Ὑ㧥ᣦᑟ
⓶デ⒪䠖8ᕳ䠈5ྕ䠈493䡚499㡫䠈61ᖺ

䠒䠊ᑜᖖᛶⓄ⒪䛾first choice

䠏䠊䝺䞊䝄䞊⒪䛾㨩ຊ

⓶デ⒪䠖9ᕳ䠈10ྕ䠈959䡚966㡫䠈62ᖺ

䠓䠊䛹䜣䛺Ẽ䛻ග⥺⒪ἲ䜢⾜䛖䛛 - ⚾䛿䛣䛖䛧䛶䛔䜛 –
⓶デ⒪: 17ᕳ䠈9ྕ䠈901䡚911㡫䠈ᖹᡂ7ᖺ

⓶䛻㛵䛩䜛ⴭ᭩

㛤ᴗ་䛸䛧䛶䛾Ꮫ⾡◊✲άື
௨ୖ䛾䜘䛖䛺⪃䛘䛷᪥ᖖデ⒪䜢⾜䛳䛶䛔䜎䛩
䛸䚸 ḟ䚻䛻᪂䛧䛔䛣䛸䛜ศ䛛䜚䚸 䛭䛾㒔ᗘ
䛣䜜䜢䜎䛸䜑䛶Ⓨ⾲䛩䜛䛣䛸䛻䛧䛶䛔䜎䛩䛜䚸
85ṓ䜢㐣䛞䛯⌧ᅾ䛷䜒䚸ฟ᮶䜛䛰䛡ᖺ䛻1ᅇ䚸
䛣䜜䜢ᐇ⾜䛩䜛䛣䛸䛻䛧䛶䛔䜎䛩䚹
ḟ䛻 䛣䜜䜢♧䛧䜎䛧䜗䛖䚹

䠍䠊⓶䚸䛣䛾ษ䛺ჾᐁ䠄ึ ∧䠅
䠄➨2∧䠅
䠎䠊䛚⢝䛸⓶
䠏䠊⓶䛸䛂䛣䛣䜝䛃
䠐䠊䝇䜻䞁䜿䜰䛾䛯䜑䛻
䠑䠊䛂䜏䛪䜐䛧䛃䜢䛩
䠒䠊 Ἠ䛸⓶
䠓䠊⓶⛉デ⒪䛾䛯䜑䛻
䠔䠊⓶䜢ᚰᗏ䛝䜜䛔䛻䛩䜛䛻䛿
䠕䠊䜰䝖䝢䞊ᛶ⓶⅖䜢䛩
10䠊䛂䛻䛝䜃䛃䜢ୖᡭ䛻䛩䛻䛿

1986ᖺ 5᭶
1996ᖺ 3᭶
1988ᖺ10᭶
1993ᖺ 8᭶
1999ᖺ 1᭶
1999ᖺ 7᭶
2001ᖺ 7᭶
2003ᖺ 1᭶
2006ᖺ 1᭶
2007ᖺ 7᭶
2007ᖺ 7᭶

11䠊䝺䞊䝄䞊⒪䛾㨩ຊ

2007ᖺ 7᭶

㬆ᾏ⓶⛉䜽䝸䝙䝑䜽௦䛾ᛮ䛔ฟ
䞉䝫䞊䝹䞉䝰䞊䝸䜰᮶䜛䠖䠍䠕䠔䠔ᖺ䠍䠍᭶䠍䠑᪥
䞉᳜ᮧ⚽Ặ᮶䜛䠖1994ᖺ䠄ᖹᡂ6ᖺ䠅3᭶22᪥
䞉Ᏻⱁᓥ᮶䜛䠖1995ᖺ䠄ᖹᡂ7ᖺ䠅12᭶15᪥

䝫䞊䝹䞉䝰䞊䝸䜰᮶䜛䠖1988ᖺ11᭶15᪥

E-mail:info@beppu4rc.jp
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᳜ᮧ ⚽Ặ䛻䛴䛔䛶

デ⒪ෆᐜ䛾ᐇ䛻ྥ䛛䛳䛶
䠑䠊䝩䞊䝮䝨䞊䝆䛂䜽䝸䝙䝑䜽䝺䝫䞊䝖䛃䛾㛤タ
䠄2001ᖺ8᭶䠅
⓶⛉་50ᖺ䛾⤒㦂䛻᪂䛧䛔▱㆑䜢ຍ䛘䚸ᐅ
䛻㐺䛧䛯ヰ㢟䜢䝔䞊䝬䛻䚸 䛸䛧䛶䛒䜚䜅䜜䛯
⓶䛻䛴䛔䛶ศ䛛䜚䜔䛩䛟ゎㄝ䛩䜛䛣䛸䛻ດ
䜑䛯䚹

デ⒪ෆᐜ䛾ᐇ䛻ྥ䛛䛳䛶
䠍䠊᪂䛧䛔⒪ἲ䛾ᑟධ
䠆⤖⒪ἲ䠖49ᖺ䠄1974䠅䞉䞉䞉ᾮయ❅⣲䛻䜘䜛䛂䛔䜌䛃➼䛾⒪
䠆䝺䞊䝄䞊⒪
䞉పฟຊ䝺䞊䝄䞊⒪䠖ᖹᡂ5ᖺ䠄1993䠅2᭶
䞉㧗ฟຊ䝺䞊䝄䞊⒪䠖ᖹᡂ12ᖺ䠄2000䠅6᭶
䠭䝇䜲䝑䝏䞉䝹䝡䞊䜶䡓䠉䝄䞊䛾ᑟධ䠖ኴ⏣ẕᩬ➼䛾⒪
Ⅳ㓟䜺䝇䝺䞊䝄䞊䛾ᑟධ䠖䜲䝪䜔䝩䜽䝻䛾⒪

䠎䠊䠦䠪 䝇䜻䞁䜿䜰䝉䞁䝍䞊䛾ేタ䠄1991ᖺ8᭶䠅
⓶䛻㛵䛩䜛་Ꮫ䛸⨾ᐜ䛾䝗䝑䜻䞁䜾䛜ᚲせ䞉䞉䞉䝯䞊䜽䜰䝑䝥ᩍᐊ䛾㛤ദ➼

デ⒪ෆᐜ䛾ᐇ䛻ྥ䛛䛳䛶
䠒䠊䝸䝙䝳䞊䜰䝹䜸䞊䝥䞁

ᖺ䠏᭶䠎᪥䜘䜚䚸ḟ⏨䞉㈼䛜㝔㛗䛸
䛺䜚䚸ᾘჾෆ⛉䞉ෆ⛉䞉እ⛉䜢デ⒪
⛉┠䛻㏣ຍ䛧䛯䚹
⚾䛿ྡ㝔㛗䛸䛺䜚䚸⓶⛉་䛸䛧䛶
⌧ᅾ䜒デ⒪䜢⥆䛡䛶䛔䜛䚹

デ⒪ෆᐜ䛾ᐇ䛻ྥ䛛䛳䛶
䠏䠊᪂ୡ⣖䛻ྥ䛡䛶⌮䛾㌟䝅䝱䞁䝥䞊䜢䛴䛟䜛
䠄2001ᖺ1᭶䠅

䜟䛯䛧䛾ዲ䛝䛺䝻䞊䝍䝸䞊ဴᏛ
䝻䞊䝍䝸䞊䛾ዊ䛸䛿
䇾Thoughtfulness of and helpfulness to others䇿
䛂ே䛾䛣䛸䜢ᛮ䛔䚸ே䛾䛯䜑䛻ᑾ䛟䛩䛃

䞉䞉䞉ᮾி䛾⢝ရ䝯䞊䜹䞊䠄䝆䜵䜲䜸䞊䞉䝁䝇䝯䝔䜱䝑䜽䝇䠅䛸༠ຊ

䝆䜵䜲䞉䜶䝚㌟䝅䝱䞁䝥䞊䛾≉ᚩ
䞉䛂䛒䛛䛃䜔䛂䜘䛤䜜䛃䛿ྲྀ䜛䛜䚸⓶䛻ᚲせ䛺⬡Ẽ䛿ṧ䛧䚸䛧䛳
䛸䜚䛸⓶䜢ಖㆤ䛩䜛䚹
䞉 Ἠ䛾䜘䛖䛺◳Ỉ䛷䛳䛶䜒䚸ᬑ㏻䛾▼㮯䛸㐪䛔䚸⫙䜢Ⲩ䜙䛥
䛺䛔䚹
䞉 ᬑ㏻䛾୰ᛶὙ䛸㐪䛔䚸Ἳ䛿ศゎ䛧䜔䛩䛟䚸බᐖ䜢ṧ䛥䛺䛔

䛭䛾✲ᴟ䛾┠ⓗ䛿
䇾He Profits Most Who Serves Best䇿
䛂᭱䜒䜘䛟ዊ䛩䜛⪅䚸᭱䜒ከ䛟ሗ䛔䜙䜜䜛䛃
᭱䜒䜘䛟ዊ䛩䜛䛻䛿 䇾Nothing but the best䇿䛾ዊ
䛭䛾䛯䜑䛻䛿
䇾To dream a new dream䇿
ᖖ䛻᪂䛧䛔どⅬ䜘䜚⪃䛘䚸䛣䜜䜢ᐇ⾜䛻⛣䛩

デ⒪ෆᐜ䛾ᐇ䛻ྥ䛛䛳䛶
䠐䠊ኪ㛫デ⒪䛾ᐇ 䠄2002ᖺ10᭶䠅
䞉䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ䛾⤖ᯝ䚸ᝈ⪅䛥䜣䛾せᮃ䛻ᛂ䛘䛶2002ᖺ10᭶
21᪥䜘䜚㛤ጞ䚹
䞉䛿䛨䜑 ᭶䞉ⅆ䞉Ỉ䞉㔠 䛾 6༙䜘䜚 8䜎䛷ᐇ䛧䛶䛔䛯䛜䚸
80ṓ䜢㐣䛞䛶䛾యㄪ䜢⪃䛘䚸2009ᖺ9᭶1᪥䜘䜚 ኪ䛿7䜎䛷
䛸䛧䛯䚹
䞉⌧ᅾ䛿䠕䠌ṓ䜢㉸䛘䛯䛾䛷䚸ኪ㛫デ⒪䛿⾜䛳䛶䛔䛺䛔䚹

E-mail:info@beppu4rc.jp

