
2003 ～ 2004 年度

   ＲＩテーマ　　　　
Lend a Hand　手を貸そう

　　      四つの重点分野：貧困・健康・識字・ロータリーファミリー 

国際ロータリー会長　ジョナサン B・マジィアベ （国籍・ナイジェリア カノ）

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ぼたんの間
　　　　TEL  ２３－１１１１
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
　　　　〒 874-0931　FAX（0977）23-9019
　　　　http://www.beppu4rc.jp/chuo/
　　　　E-mail:beppu4rc@fat.coara.or.jp

理事　森　宗明
　〃　 村津忠久
　〃　 後藤健介
　〃　 河村貴雄

役員　会　長　後藤　隆
　　　副会長　森　宗明
　　　幹　事　小川雅代
　　　会　計　岩尾昭治

ＶＯＬ．16 － 10
2003 年 9 月 16 日 第  　 回 例 会 編集　中島　澄人

理事　鳴海淳郎
　〃　 溝部　仁
　〃　 椛田健治

ＳＡＡ　中島澄人

698

◆点　　鐘　　12：30

◆体　　操　　自律神経強化体操

◆Ｒ．Ｓ．　　我等の生業

◆唱　　歌　　ふるさと

◆Ｂ.Ｇ.Ｍ.　　「オーケストラで綴る
　　　　　　　　　　　日本の愛唱歌選」より
　　　　　　　丘を越えて
　　　　　　　東京ラプソディー　
　　　　　　　旅の夜風　　　　　　－ 他 －

会長の時間 会長　後藤　　隆

　私どもの別府中央ＲＣは、来年３月で創立15
周年を迎えます。別府市内の４ＲＣの中では一番
新しく若いクラブです。しかし会員の平均年齢は
60歳を超えており、４クラブで一番高齢化が進
んだクラブになっています。なんとか若い会員を
勧誘して、年齢的にバランスの取れた活力あるク
ラブにと願っているところです。会員増強にご協
力ください。

幹 事 報 告 幹事　小川　雅代

－新世代のための月間－
１．本日の卓話
　　　『倫理を学んで』　　　河村　貴雄 会員　
２．本日例会終了後、13：40～「第２回臨時理

事・役員会」を開催致します。
３．お　祝　い
　　　会員誕生日　大島由美子会員（９月23日）
４．例会変更のお知らせ

杵築ＲＣ　９月18日（木）の例会は、観月
例会の為　同日18：30～住吉リ
ゾートパークに時間・場所変更

別府東ＲＣ　10月２日（木）の例会は、観月会
の為　同日18：30～ふぐ処その
に時間・場所変更

大分城西ＲＣ　10月８日（水）の例会は、職場例
会の為　同日12：30～大分県消
費生活男女共同参画プラザに場所
変更

大分東ＲＣ　10月９日（木）の例会は、職場例
会の為　同日12：30～九州乳業
㈱みどりマザーランドに場所変更

５．次々週の予定（次週９月23日の例会は、法
定休日により休会です。）

　　　「新世代のための月間に因んで」
　　　　　　　　　森　宗明　新世代委員長

◆出席報告　　　　　　　委員長　佐藤　民子
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６．本日の回覧
① 地区大会登録申し込み
② ｢ダメ。ゼッタイ。｣国連支援募金箱
③ ｢おぎゃー献金運動｣募金箱
④ 宇佐ＲＣ・くにさきＲＣ

７．本日の配布
① 週報697号
② 『ロータリークラブ入会のしおり』

（Ｒ情報委員長：鳴海淳郎）

スマイルボックス 委員長　村津　忠久

○後藤会長
　本日の卓話、楽しみにしています。
　河村プロよろしくお願いします。

○森会員
　ソフトボールの監督としてお願いします。
　人数が足りません、“ドタキャン”はかんべ
んして下さい。よろしくお願いします。後藤会
長の娘さんが選手で出てくれます。

○河村会員
　先週に続き、今日も米山奨学生のＪ.Ｊが来
ています。気軽に声を掛けてあげて下さい。実
にすばらしい青年です。

○吉冨会員
　今月19日にビッグアイにて大分県のビルク
リーニング技能士の競技大会があります。
　その大会の成功を願ってスマイル致します。

○溝部会員
　短大介護福祉学科と幼稚園々舎の落成式が
12日にありました。
　岩屋代議士や杵築市長さんなど、御臨席いた
だきました。

○佐藤会員
　今日は、習い事が休みで、早く来て、外は暑
いし、皆まだ真夏の姿。
　デパートの中に入ってから、ああ…、秋だな
あと感じました。

○大島会員
　本日は河村会員の卓話を楽しみにまいりまし
た。
　又、今日は思いがけなく誕生祝いをして頂き、
誠にありがとうございます。いずれはこの世か
ら消えていく身、いつまでも若く明るく生きて
ゆきます。ありがとうございます。

○平野会員
　本日、出席できずに申し訳ありません。
　河村会員の卓話聞けずに残念です。今度「倫
理」の時にお聞きします。

○津末会員
　河村会員の卓話で勉強したいと思います。宜
しくお願いします。

○上妻会員
　今日の分と来週（休会）の分です。

○梅津会員
　先日お花の件で花柳笹之丞先生から電話がか
かって来ました。その折、中央ロータリーの皆
様にくれぐれもよろしくと、その中で鳴海先生
は御本人笹之丞先生の「人生の教えの師」であ
ると泣きながらおっしゃっておられました。そ

の教えが現在の自分につながっていますと何度
も何度もおっしゃっていました。私も皆様にそ
の気持ちをお伝えいたします。事をスマイルし
ます。

○村津会員
　ようやく朝晩は涼しくなりました。食欲の秋
です。医食同源と申します。予防に勝る治療な
しです。食べるべきものをしっかり食べて、よ
り元気になりましょう。健康増進委員会からの
提言に代えてスマイル。
　先週「泣きボックス」致しました来年の「第
九の会場」が、精進と工夫の甲斐あって、今日
解決し、予定通り来年の12月12日（日）・グラ
ンシアタで公演出来ることになりました。安心
の笑顔でスマイル。

卓　　話

『倫理を学んで』
河村　貴雄 氏

　（社）倫理研究所の指導員という資格を昭和63
年１月１日付で頂いた。当時としては全国でも最
年少の37才であった。もっとも若輩の私に指導
を受ける会員さんも居るはずもなく、資格は授け
られたが、開店休業の状態であった。それから２ヶ
月位たった頃だろうか、見知らぬご婦人（Ｆさん。
当時54才）が指導を受ける為に私をたずねて来
られた。Fさんは小柄で足が不自由な様子だった。
どうなされましたかとたずねると、Fさんは「ハ
イ、私は４才の時、事故で股関節脱臼して、そ
れ以来車椅子で生活しました。26才の時に東京
の虎ノ門病院で手術を受け、リハビリをした後歩
けるようになりました。しかし、その時はすでに
右足と左足の長さが10cm程、違っていました。」
と答えられ、次のように続けた。「最近28年前に
手術をした部分がとても痛むんです。再手術も難
しく、つらい日々を過ごしております。」と。私
は「Fさんのご両親はどうされていますか」と尋
ねると「ハイ、父は86才で亡くなり、母は85才
で２年前に私のことを案じながら亡くなりまし
た。」そこで、私はFさんに「Fさん、『苦に親しむ』
という言葉があります。人間は本当に苦しい時や、
痛い時、その苦しさから何とか逃げようとします。
しかし、逃げようとすればするだけますます苦し
く、痛く感じるものです。そうではなく、よし、
この苦しさ痛さと仲よくしましょう。痛い時は痛
いことをじっくり味わってみましょうと心を切り
替えると人間のもつ自然治癒力も増すものです。
Fさん、その痛さがあるからご両親のことをいつ
までも忘れないでいられるからいいですね」と自
分でも何故そのような言葉が出たのか不思議な気
持だった。その後、両親の偉大さ、大切さをいろ
いろな具体例を揚げて一生懸命に伝えた。
　それから一週間が経過した。あのＦさんが再び
いらっしゃった。「指導員さん、私は指導を受け
た後、両親のお墓へ行き、手を合わせている時に
いろいろなことが走馬燈のようにめぐりました。
小さい時、遠足に行くときも母はいつも車椅子を
押して連れて行ってくれました。父は、私の体を
心配して、80才を過ぎても現役で働いて、少し

・・
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でも私に蓄えを残す為に頑張ってくれました。思
い出したら涙が流れて仕方がない。この股関節の
痛さがいいんだと思えるようになってきました。
そしたら痛いのか痛くないのかあまりわからなく
なったんです。」
　「今はいかがですか？」と聴くと「今も少しは
痛いんですが、ほとんど気にならないんです」そ
してさらに次のようにおっしゃった。「指導員さ
ん、歩けるということはすばらしいことですね。
私はハンディキャップを持っていますから健常者
の６～７割の賃金しか頂けませんが、でも自分で
生活してゆくことができるんです」と、私はそれ
を聞いた時ガーンと一撃くらったようだった。
　私は五体満足なのにＦさんのように、いつも全
力を出しているだろうか。力を出しおしみしてい
るのではないかと、指導をする側の者が指導を受
ける側からはかり知れない多くのことを学ばせて
頂いた。よりによって指導の第１号が、その後の
倫理学習に多大な影響を与えたことは天の配剤で
あったのだろうか。

Ｒ情報 委員長　鳴海　淳郎

ロータリー・クラブ入会のしおり
NO.111　2003/9/11

～新会員のためのロータリー情報～
別府中央ロータリー・クラブ入会にあたって

　まず、ロータリー全体をながめていただき、あ
なたが会員となって何をロータリーに期待するの
か、また、当クラブは会員であるあなたに何を期
待するかを知っていただきたいと思います。
　そこで、はじめにロータリー全体について、次
に当クラブのことについて説明し、疑問があれば
それにお答えしたいと思います。

１．ロータリーとは
◎ ロータリーの誕生とその成長
　28歳という若さでシカゴに出て法律事務所を開
いた青年弁護士ポール・ハリスは、当時ものすご
いスピードで発展している大都会の生活に追われ、
誰もが他人のことなど考える余裕のない利己主義
横行の時代に、都会生活の孤独に辟易し、少年時
代を過ごした村の生活に郷愁を感じていましたが、
遂に９年後（27歳の時）の1905年２月23日、友
愛の心を求めて３人の友と語らい、親睦と相互扶
助を目的とするクラブをつくりました。
　ついで、３年後には会員以外の人たちに対する
サービスの概念が導入されて世のため人のための
クラブということになり、その後次々に志を同じ
くするクラブが各地につくられ、今や世界の166か
国に広がり、クラブ数３万以上、会員総数が120
万人に近い世界的規模の大きな奉仕組織に発展し
ました。
　そして、2005年には愈々創立100周年を迎える

ことになっています。　
・ ロータリーとは　
　他人のことを思い、他人を助けるという思いや
りの心を自分の職業に生かして地域のために最善
をつくし、更に、国際理解を深めて世界平和を推
進することを目指した職業人が世界的に結び合っ
た団体です。
・ 名称について
　ロータリーという名称は、ロータリー・クラブ
がはじめてつくられた当時のクラブの会合が会員
の事務所で順番（in rotation）に開かれていたこ
とから生れたわけです。
　また、ロータリーというと、ロータリークラブ
及びロータリアンによって構成される組織をさす
場合が最も多いのですが、場合によっては、概念
をさすこともあります。

◎ ロータリーのしくみ
　ロータリーの世界は34のゾーンに分割されてい
ますが、これはゾーン内のロータリアン数が等し
くなるようにするためです。このうち日本は４つ
のゾーンに分かれ、第２ゾーンにはグアム、サイ
パン、ミクロネシアが、第４ゾーンには香港、マ
カオ、台湾が含まれています。　各ゾーンは理事
会の定める日程に従って、4年おきにゾーン内のク
ラブ会員から１名の理事を指名するものとされて
います。　ゾ□ンの構成は12年毎に、また必要あ
れば臨時に見直されることになっています。

　また、地区とは、RIの管理の便宜上結び付けら
れた一群のロータリー・クラブの所在する地理的
地域で、RI理事会は、現存の地区すべてが、少な
くとも７5クラブそして、所属ロータリアン2,700
名を擁することを奨励しています。　現在、世界
の地区総数は530で、日本のロータリーは35地区
に分かれています。私たちの地区は第2720地区と
いって熊本・大分の二県にまたがっていますが、
３年に１回開かれる規定審議会（後述）に１名の
代議員を選出することになっています。
　また更に、地区を隣接３クラブから７クラブ位
の基準で区分し、この分区内のクラブ運営を援助
するための非公式なガバナー代理（ガバナー補佐）
が任命されています。大分県は５つの分区（第一、
第二、第三、第四、第五）に分かれ、合わせて33
のクラブよりなり、熊本県は７分区41クラブとなっ
ています。
　
　そこで、国際ロータリーは、このようなロータ
リークラブによって構成されていますが、個々の
ロータリアンはそれぞれのクラブの会員であって
国際ロータリーの会員ではないのです。

E-mail:beppu4rc@fat.coara.or.jp
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　各クラブはそれぞれ自治的なグループですが、
各地区は地区ガバナーによって管理されています。
　地区ガバナーは、毎年地区内のクラブによって
指名され、国際ロータリーの大会で選挙されます。
　国際ロータリーは、全世界から選ばれた会長お
よび理事によって管理されています。

２．ロータリーの目的と使命　
　ロータリーとは ｢人道的奉仕を行い、あらゆる
職業において高度の道徳的水準を守ることを奨励
し、かつ世界における親善と平和の確立に尽くす
ことをめざす、実業人および専門職業人が世界的
に結び合った団体である。」と正式に定義されてい
ますが、一口に言えば世界最初の奉仕クラブです。
　その内容は次の｢ロータリーの綱領｣に示されて
いますが、この綱領を遂行するためにクラブ奉仕、
職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕というロータリー
における四つの奉仕部門を通じて奉仕活動を行う
わけであります。
　要するに、職業倫理の向上がロータリーにおけ
る奉仕活動の焦点になるわけですが、職業倫理の
向上はロータリーでなくても出来る筈です。
　それでは、どこが違うかといいますと、ロータ
リーの特色は職業倫理向上のトレーニングとして
クラブ活動を行うことにあります。つまり、ロー
タリーは人生の道場であり、毎週一回の例会に出
席することによって心を磨き、磨かれた心を自分
の職業に生かし、他人のために尽くすという思い
やりの心を育てることを目的としています。
　従って、ロータリーではクラブとしての団体行
動よりもロータリアンの個人的な行動に重点がお
かれています。
　クラブ活動の中で自己啓発を行ない、奉仕の意
義と仕方を学んだロータリアン一人一人が自分の
職業を通じて地域社会に貢献し、更にその影響を
次第に周囲に及ぼして国際間の理解と親善と平和
を推進することを目的としています。
　また、ロータリアン一人一人が最も住み良い世
界を実現して行くために、色々なことを行なうチャ
ンスはいくらでもありますが、一人ではすること
に限度があります。
　しかし、全世界の160を越える国や地域の120
万人を越えるロータリアンと一緒にやって行けば、
さまざまな分野での才能や経験、力を大きく結集
でき、場合によっては各国政府が手をつけかねて
いる問題に対して、一国の未来をも変えるような
仕事をすることができ、ロータリーの会員である
ことによって、『一人の力』が国際ロータリーのプ
ログラムにより掛け合わされて数倍の威力となり、
ここにロータリーの存在意義があるわけでありま
す。

◎ ロータリーの綱領
　ロータリーの綱領は、有益な事業の基礎として、
奉仕の理想 （※）を鼓吹し、これを育成し、特に
次の各項を鼓吹、育成することにあります。
　第一 奉仕の機会として知り合いを広めること。
　第二 実業及び専門職業の道徳的水準を高めるこ
と。あらゆる有用な職業は尊重されるべきである

という認識を深めること。そして、ロータリアン
各自が、職業を通じて社会に奉仕するために、そ
の職業を品位あらしめること。
　第三 ロータリアンのすべてが、その個人生活、
職業生活及び社会生活に常に奉仕の理想を適用す
ること。
　第四 奉仕の理想に結ばれた実業人と専門職業の
世界的親交によって、国際 間の理解と親善と平和
を推進すること。
　※　奉仕の理想とは・・・｢他人のことを思いや
り、他人を助けることである｣と定義されています。
◎ 四つのテスト
　言行はこれに照らしてから

１．真実か どうか　
２．みんなに公平か　
３．好意と友情を深めるか　
４．みんなのためになるかどうか 

◎ ロータリーの奉仕について
　我々は、次の奉仕の四部門を通じて、ロータリー
の綱領を遂行しています。
・クラブ奉仕
　これは、ロータリアンが、自分のクラブを円滑
に運営するために行う諸活動。
・職業奉仕　　　　　　　　　　
　各自の事業及び専門職業を通じて奉仕を推進す
ること。
・ 社会奉仕　　　　　　　　　　
　各ロータリアンが、自分の地域社会を一層住み
やすくするために、あら ゆる地域活動に参加する
こと。
・ 国際奉仕　　　　　　　　　　
　世界の諸国民の間に友情と理解を広めるように
努め、優秀な学生を１年間外国に留学させるなど
のロータリー財団のプログラムを後援すること。

３．ロータリーと地域社会　
　各ロータリー・クラブでは、地域社会の各種業
界より一人ずつ選ばれた代表的人物が会員として
毎週一回の例会に出席するよう義務づけられてい
ます。
　したがって、ロータリー・クラブの例会は、地
域社会の縮図がそこに再現されることになります。
　それぞれ異なった職種の人が一堂に会し、役職
を離れて一人の人間として接し、互いに裸になっ
て職業倫理向上のトレーニングをうけることにな
りますので、職種の違った人と知り合いになって
視野が広げられ、更に友情を深めることができま
す。
　こうして、業界の代表が互いに啓発されて高い
境地を望み、これを自分の職業に生かすことによ
り、地域社会に奉仕することができるわけであり
ます。
　そこで、よく訓練されたロータリアンは商工会
議所の会員としても活発で行動的であり、よき市
民としてあらゆる社会奉仕活動に関心を持ち、地
域社会に貢献することが期待されます。
　また、地域において行政がまだ手をつけていな
い、なすべき施策が考えられる場合、ロータリア
ンはこれを果たす『ひきがね』の役となることが

http://www.beppu4rc.jp/chuo/
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望まれています。
　このため、新しいクラブをつくり、会員を増や
すことが本来必要なことですが、ロータリー的な
ものの考え方をする人、即ち、思いやりの心をもっ
て他人のために尽くす市民を一人でも多くつくる
ことが地域にとって最も大切なことと思う次第で
あります。
　また、別府市内にある四つのロータリー・クラ
ブのロータリアン一人一人が本当にロータリーを
身につけ、それぞれの職場、職域において活力が
発揮されれば、別府市は更に活気あるすばらしい
都市になるのではないかと思います。

４．ロータリー・クラブ入会にあたって
◎ どのようにして会員に選ばれたか 
　次の６段階よりなる手順を経て入会が決ります。
① 推薦された会員候補者の氏名を書面をもって幹
事を通じ理事会に提出。
② 理事会より職業分類委員会、会員選考委員会に
夫々回付し、検討の上適格性を付記して理事会に
報告させる。
③ 理事会は両委員会の勧告を審査して承認、不承
認を決定し、幹事を通じて推薦者に通知する。
④ 被推薦者の氏名を発表後７日間の異議申立期間
をおく。異議なき場合は、入会金を納入すること
によって会員に選ばれたことになる。
⑤ 承認の場合、被推薦者に対してロータリー情報
を行い、入会の承諾と入会申込書の提出を求める。
⑥ クラブ例会において新会員として正式に紹介。

（注） 以上別府中央ロータリークラブ細則第11条第１節要

◎ ロータリーにおける特典と義務
　｢特典｣ 
１）．ロータリー・クラブ会員には、たとえ本人が

希望してもなれないが、所定の手続きによって
選ばれ、はじめてロータリーのバッチをつける
ことが出来る。

２）．職種の違った人と知り会いになり、友人が得
られ、広い視野が得られる。

３）．日本は勿論、世界中のあらゆるロータリー・
クラブの例会に何時でも出席できる。

４）．入会と同時に世界中のロータリアンと友達に
なれ、親交が得られる。

５）．ロータリーという共通の絆を通して 常に奉仕
の機会が得られる。

６）．クラブ活動を通して 自己の職業上の倫理基
準を高め、自分の住む地域社会に奉仕すること
ができ、国際間の親善と理解を深めることがで
きる。

　｢義務｣
１）．会員は 綱領に示されたロータリーの原則に

従って行動しなければならない。
２）．会員は クラブの定款・細則に従い、その規

定を守らなければならない。
３）．会員は クラブ例会は勿論、クラブのすべて

の会合に出席しなければならない。
４）．会員は 入会金、及び会費を納入しなければ

ならない。
５）．クラブから依頼ガあった場合、特別な理由が

ない限り それを引き受けなければならない。
６）．会員は ｢ロータリーの友｣を購読しなければ

ならない。
７）．ロータリーの徽章は 個人の職業上の用箋や

名刺に使用してはならない。
８）．新会員を 推薦する義務がある。
・ 当クラブに対する金銭的責務
☆ 入 会 金 　30,000円
☆ 会 費 132,000円
☆ 食 費 1,800円（１回）（ビジター費 2,000円）
☆ そ　の　他

（注）2003年7月現在の金額である。

・ ロータリーの刊行物
　国際ロータリーでは、公式機関誌として「ロー
タリアン誌（The ROTARIAN）」を発行していま
すが、日本のロータリーでは、ロータリアン誌の
代りに「ロータリーの友」が公式機関誌として認
められています。
　それで、あなたは毎月これを受けとることにな
ります。この雑誌には、日本は勿論、全世界のロー
タリーについてのニュースが掲載される他、色々
興味深い読み物が掲載されています。
　また、当クラブは、クラブ会報（別府中央ロー
タリークラブ週報）を出しています。 これには、
週一回開催される例会の内容や、クラブ活動の報
告などが掲載されています。
　その他、地区ガバナーより月１回「ガバナー月信」
が送られてきて、当クラブの所属する第2720地区
の状況や国際ロータリーの状況について知ること
が出来ます。

◎　ロータリー・クラブ入会のメリット
① 職種の違った人と知り合いになり、友人が得ら
れ、視野を広げることができます。　また、必要
に応じて国の内外を問わず、自由に他クラブの例
会に何時でも出席して、近隣都市、日本全国、自
由世界のあらゆる国々のリーダーと何のアポイン
トメントなしに面会でき、場合によっては親交を
得ることもできます。
② また、『ロータリーの例会は人生の道場である』

（米山梅吉）といわれているように、毎週一回の例
会に出席することによって知識が広まり、心が磨
かれて奉仕へのきっかけを得ることができます。
③ 更に、一人では出来ないことも、全世界のロー
タリアンと一緒にやって行けば、様々な分野の才
能や力を大きく結集することができ、場合によっ
ては政府が手をつけかねている問題に対して、一
国の未来をも変えるような仕事をすることもでき
ます。
④ 『最もよく奉仕する者、最も多く報いられる』
というシェルドンの言葉こそ、ロータリーの魅力
を最も端的にあらわしているものと言えましょう。

　次に、ロータリーの魅力を極めて平易にあら
わしているものとして、故絹川清パストガバナー

（1970～71年度、京都RC）の『ロータリーの10徳』と、
私のまとめたロータリーの効用を次に掲げてご参
考に供したいと思います。　
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５．ロータリーに入会したからには
　ロータリーに入ったからには、自分なりに早く
ロータリーのいいところを見つけ、ロータリーを
身につけることです。
　入会に際しての綿密なインフォメーションが大
切なことは言うまでもありませんが、それでもわ
からないところがあれば、毎週の例会に出席して
会長の時間や卓話、ロータリー情報など、先輩よ
りも色々話を聞き、『ロータリーの友』を読んだり、
さらには手続要覧に目を通すなどして自分でも勉
強し、すすんで委員会活動活動をしたりして、ク
ラブ奉仕を身につけることです。
　つまり、ロータリーを表面からのみ見ていては
何もわからないのでありまして、ロータリーに入っ
たからには、とことん裸になってお付き合いし、
読む・聞く・体験するなどして一度ロータリーに
ぶつかってみることです。
　忙しい人にとっては、はじめは苦しいかも知れ
ませんが、自分を忘れてみんなのため、クラブの
ために尽くすというトレーニングを重ねて行くう
ちにそれが苦にならなくなり、これらの体験が積
み重なり、少しずつ実績があがるにつれて何とも
言えない充実感を味わうことが出来ます。
　このように、クラブ奉仕によって他人のことを
思い、他人のために尽くすというロータリーの心
を身につける訓練をうけることになります。
　しかし、なんと言っても、ロータリーに入った
からには実益がなければなりません。
　そのためには、このようにして得られたロータ
リーの心を自分の職業に生かすことです。
　“Nothing but the Best”という言葉がありま
すが、製造業の場合には｢これ以上良いものはつく
れない｣という気持ちで、サービス業の場合は｢こ
れ以上のサービスは出来ない｣という気持ちで努力
すること、医師の場合は｢患者さんのために常に最
善の医療を施す｣よう努力することであり、こうす
ることがその人の信用につながることになります。
　即ち、真のロータリアンとしての日頃の言動や
実績によって信望，即ち信用が得られ、仕事もう
まく行くものと思われます。
　つまり、ロータリーの奉仕は『思いやりの心を
もって他人のためにつくすことである』 とか、『最
もよく奉仕する者、最も多く報いられる』という
ロータリー哲学の実践にあります。 

６．別府中央ロータリー・クラブについて
　当クラブは、別府市で四番目のクラブとして、
1989年（平成元年）３月28日に創立、同年４月17
日国際ロータリーに加盟が承認されました。
事務所：別府市西野口町１番１号
　　　　　　　　青山通りビル３階
　　　　ＴＥＬ ０９７７－２３－９０００
　　　　ＦＡＸ ０９７７－２３－９０１９

例会日時：毎週火曜日（12：30～13：30）
例 会 場：トキハ別府店 ７階『ぼたんの間』 
　現在会員数は、21名です。なお、そのうち創立
会員は、７名（チャーターメンバーといいます。）
です。
　会員の年齢分布は、最低49歳より最高83歳にお
よび平均年齢60.8歳になっています。
　やがて創立１５周年を迎えるクラブですが、　楽
しいクラブづくりに全員で頑張
っています。

　本クラブの役員は、会長１名、副会長１名、幹
事１名及び会場監督（ＳＡＡ）で、理事定数は、
７名となっています。

　クラブの運営は、別府中央ロータリークラブ定
款、細則に則って行われ、クラブ
管理主体は理事会です。また、会長は、理事の承
認を得て、ロータリーの四大奉仕部門であるクラ
ブ奉仕をはじめ、職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕
など17の委員会を設置し、委員を任命します。
　クラブ会長は、あなたをこれらの委員会のいず
れかの委員に任命します。あなた
は、すすんでその任務を果すべく努力して下さい。
　現在、別府市には、別府中央ロータリークラブ
のほか、別府ロータリークラブ、
別府北ロータリークラブ及び別府東ロータリーク
ラブの三つのクラブがあります。
① 別府ロータリークラブ　 
　　　　　　　　：1952年（昭和27年）創立
② 別府北ロータリークラブ
　　　　　　　　：1965年（昭和40年）創立
③ 別府東ロータリークラブ
　　　　　　　　：1979年（昭和54年）創立

お わ り に　　　　　　　　　　　　　　
　以上ロータリー全般について、そして別府中央
ロータリークラブについてそのあらましを説明し
ましたが、当クラブの全会員はあなたの入会を歓
迎します。
　あなた自身も、われわれ会員とできるだけ接触
し、お互いがよく知り合えるようご努力下さい。
　そして、友情の輪を拡げて下さい。
　親睦に参加して下さい。
　奉仕に参加して下さい。
　知識の探求と拡大に参加して下さい。
　国際理解の推進に参加して下さい。

追記；

　本しおりは、米国カリフォルニア州ウェスト・チェスター RC

が会員候補者の入会前オリエンテーションのためにつくられた 

｢A Rotary “Flip Chart”｣（ロータリアン誌1981年5月号掲載）

を参考にして、1981～82年度別府ロータリー・クラブR‐情報

委員長であった鳴海がつくったものである。

　その後代々の委員長によって補正が行われ、別府中央RCに受

けつがれ今日に及んでいるが、2003年7月、今期R‐情報委員長

である鳴海が会員候補者の入会を前に再改訂したものである。


