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理事　鳴海淳郎
　〃　 溝部　仁
　〃　 村津忠久
　〃　 平野英壽

役員　会　長　森　宗明
　　　副会長　後藤健介
　　　幹　事　上妻　浩
　　　会　計　岩尾昭治

第  　 回 例 会 会報委員長　近藤　賢司

理事　梅津ヤヨイ
　〃　 木村きぬゑ
　〃　 大島由美子

ＳＡＡ　梅津ヤヨイ

CELEBRATE ROTARY
ロータリーを祝おう

◆点　　鐘　　12：30

◆体　　操　　自律神経強化体操

◆Ｒ．Ｓ．　　別府中央Ｒ.Ｃ.の歌

◆唱　　歌　　つ　き

◆Ｂ.Ｇ.Ｍ　　「日本フィルで聴く

美しい日本のうた」より

　　　　　　　出　船

　　　　　　　ちんちん千鳥

　　　　　　　かあさんの歌　　　　他

◆ゲ ス ト　　岡部ナツヱさん

　　　　　　　（職業活動表彰者：

　　　　　　　㈲竹の井ホテル勤務）

　　　　　　　張　敏君　（米山奨学生）

◆ビジター　　城田　健夫　（別府北ＲＣ）

会長の時間 会長　森　　宗明

　　私の知人の姪の子ども（ややこしい）６歳男

子が「もやもや病」とかで。先日緊急入院開頭手

術を致しました。生まれつき脳の血管が細い病気

で、言ってみれば先天性脳梗塞状態の様な物でし

ょうか、ふびんでなりません。

　インドでは５歳まで成長する確立はほぼ 50％

だそうです。

　今元気でいることは当たり前のようですが、実

は之こそが奇跡なのだと思い知らされます。

　ご先祖様に。一番近いご先祖の父母に心から感

謝 ! 感謝 !! 感謝 !! !。

　頑張りましょう。

幹事報告 幹事　上妻　　浩

－職業奉仕月間・米山月間－

…本日は、職業奉仕委員会の担当により

『職業活動表彰式』を執り行います。…

１． 本日のゲスト

　　　岡
お か べ

部ナ
な つ え

ツヱさん　（職業活動表彰者

　㈲竹の井ホテル：勤務）

　　　張
チョー

　　　敏
ビン

君　　（米山奨学生）

◆出席報告　　　　　　　委員長　衛藤　秀子
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２． 第4回定例理事・役員会報告

　　（Ｈ16.10.５（火）18：00～

　於：割烹旅館　ゆめさき　８名）

報告事項

○別府市内ＲＣ合同事務局３人体制の件。

臨時職員川野有希さんの雇用期間が終了

し、10月より３人体制となる。

審議事項

１）2004～2005年前期立替金徴収の件。（10

月６日付）　＊承認

２）「ダメ。ゼッタイ。」国連支援募金運動へ

の協力の件。　＊承認（募金箱を回覧）

３）ガバナー会より　

　　「ＮＰＯ法人2005年スペシャルオリンピ

ックス冬季世界大会・長野」協賛の件。

＊全会員1,000円協力承認（インターアク

トが協力する関係上、クラブも応援する）

４）大分県共同募金会（赤い羽根募金）図書

カード募金の件。

　　　1枚　1,000円（図書カード分 500円）

＊森　宗明会長２枚

　上妻　浩幹事１枚　購入協力済み

５）職業活動表彰の件。　＊承認

　　　実 施 日　　平成16年10月12日（火）

 　被表彰者　　㈲竹の井ホテル

　　　　　　　　　岡部ナツヱ（サトミ）さん

６）ゲスト卓話者の件。　＊承認

　　①例会日　　平成16年10月26日（火）

　　　卓話者　　Lison DANDOREAさん

（フランス人留学生：モンペリエ第三大学修士課程）

　　　　　　　　通訳：別府大学教授

　　　　　　　　　　　井上富江先生

②例会日　　平成16年11月16日（火）

　卓話者　　（　未　定　）

７）歴代会長・幹事会開催の件。　＊承認

日　時　　平成16年11月12日（金）

　　　　　18：30～

場　所　　東京一うどん

会　費　　4,000円（会議費より拠出）

８）100万ドルの食事実施の件。　＊承認

　　　実施日　　平成16年11月30日（火）

寄付額　　108円（現レート）×＄2

×26名＝5,616円

９）10月・11月例会予定の確認　＊承認

10月５日「月見例会」

　　　　　於：割烹旅館 ゆめさき 18：30～

　　12日「職業活動表彰」岡部ナツヱさん

　　19日「米山月間に因んで」

　　　　　米山奨学生 張
チョー

　敏
ビン

君 

　　　　　＊米山ランチ

　　26日「ゲスト卓話」

　　　　　Lison DANDOREAさん

11月２日「ロータリー財団月間に因んで」

平野英壽ロータリー財団委員長

　　 ９日「業界を取り巻く現況」

　　　　　吉冨今男会員

　　16日「ゲスト卓話」

　　23日「法定休日」

　　30日「地区大会報告」 

　　　　　＊100万ドルの食事

10）その他

○ＲＩ第3470地区（台湾）嘉義玉山Ｒ

Ｃより「姉妹クラブ締結願い」の件。

　＊市内４ＲＣ会長・幹事会に一任

○「2004-2005年度ＩＭ開催」の件。

＊別府中央ＲＣとしてはＩＭは希望

しない方向で決まりました。

３． お祝い

結 婚 記 念 日　吉冨　今男会員（10月12日）

　　　　　　　大久保清子会員（10月13日）

※ご自宅にお花が届きます。

配偶者誕生日　後藤（孝）美智子さん

　　　　　　　（10月13日）

４． 例会変更のお知らせ

中津中央ＲＣ 10月19日（火）の例会は、職場

例会の為　同日12：30～裁判所

見学に場所変更

別府北ＲＣ 10月20日（水）の例会は、会員

お祝い会の為　同日18：00～ホ

テル望海に時間・場所変更

別府ＲＣ 10月22日（金）の例会は、第３回

クラブ協議会の為　同日18：00～

ホテルニューツルタに時間変更

大分1985ＲＣ 10月25日（月）の例会は、夜の

例会の為　同日18：30～割烹に

しおかに時間・場所変更

中津中央ＲＣ 10月26日（火）の例会は、100

万 ド ル の 食 事 例 会 の 為　 同 日

12：30～いずみの園に場所変更

日出ＲＣ 10月26日（火）の例会は、近隣７

ＲＣ親睦ソフトボール大会の為10

月24日（日）９：00～別府野口原
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グラウンドに日時・場所変更

湯布院ＲＣ 10月27日（水）の例会は、近隣７

ＲＣ親睦ソフトボール大会の為10

月24日（日）９：00～別府野口原

グラウンドに日時・場所変更

大分城西ＲＣ 10月27日（水）の例会は、野外

家族例会の為　10月31日（日）

延岡・高森湧水トンネルに日時・

場所変更

５． 次週の予定

「米山月間に因んで」　米山奨学生　張
チョー

　敏
ビン

君

６． 本日の回覧

①「ダメ。ゼッタイ。」国連支援募金運動　

募金箱

②中津中央ＲＣ・竹田ＲＣ・佐伯ＲＣ　週報

７． 本日の配布

①ロータリーの友10月号

② 週報746号・747号

③ 「ロータリー奉仕、個人としてできることは」

 　「わたしの職業奉仕」

　　　　　　（Ｒ情報委員長：鳴海淳郎）

④ 「わたしの職業奉仕」

　（10月２日（土）地区職業奉仕セミナー：資料）

　　　　　　（パネラー：鳴海淳郎）

スマイルボックス 委員長　薬真寺章三

○森会長

　「サトミ姉さん」ようこそおいで下さいまし

た。ありがとうございます。

　鳴海先生、突然の卓話のお願い心よく引き受

けて下さってありがとうございます。

　土谷さん、ソフトの練習行けなくてごめん。

○上妻会員

　岡部さんことさとみねえさん、本日の表彰お

めでとうございます。今後も元気で頑張って下

さい。

○後藤（健）会員

　さとみさん、永年に亘る別府観光の第一線で

の御活躍ごくろう様でした。ますますの御発展

（男を除く）を祈念します。

○鳴海会員

　岡部ナツヱさん、本日は当クラブでの表彰、

誠におめでとうございます。今後もよろしくお

願い致します。

○小川会員

　本日は職業奉仕月間により竹の井ホテルのさ

とみこと岡部ナツヱを表彰していただきありが

とうございます。今後もお客様へのおもてなし

向上に務めていただけることと思います。

○梅津会員

　岡部ナツヱ様、本日は誠におめでとうござい

ます。自宅が私の家の近くです。毎朝、朝一番

のバス、まだ夜が明けきれない時に出かけてい

ます。ホテルの朝ごはんのお客様の用意のため

でしょう。又、一度帰って夕方のバスでホテル

へ出かけているお姿をいつも見かけ、感心をし

ています。まさに職業奉仕一念だと思います。

これからもお身体に気をつけて頑張って下さ

い。おめでとう！

○大島会員

　10月だというのに暑い日がつづいています。

本日は、岡部さん、おめでとうございます。こ

れからもますます頑張って下さい。

○吉冨会員

　いつも楽しい宴会を提供してくれる竹の井ホ

テルの岡部様、おめでとうございます。又、宴

会の折はよろしく御願いします。

○村津会員

　「合唱組曲・別府鶴見岳」の作詩補佐を御願

いしている南雲増雄先生を御案内して、昨日、

朝７時から、スパビーチを出発して山頂まで上

りました。山頂到着は14時半、予定より30分

の延着でした。颱風21号による倒木被害は予

想以上に甚大で、復旧が大変です。

　ロープウェイで下山後、志高湖、神楽女湖、

塚原、扇山と回り、いろいろな意味で、収穫の

多い一日でした。感謝と祈りを込めてスマイル。

○土谷会員

　本日は、七五三撮影の為、途中退席させて頂

きます。

○近藤会員

　人間にたとえればジャニーズ系のうちの愛犬

キャンディが家族のチョッとしたすきにテーブ

ルの上の私共の朝食をたいらげていまして、お

こられると小さくなっていてとてもそれがまた

可愛くてスマイル! !

○薬真寺会員

　森会長のお話を受けて、家族の健康に感謝し

てスマイル。



BEPPU CHUO ROTARY CLUB

E-mail:info@beppu4rc.jp

わたしは職業奉仕を如何に実践しているか
・皮膚科診療に対するわたしの考え方
・皮膚に関する啓蒙の推進
・新しい治療法の導入
・これ以上のものはない、理想の全身シャンプーをつくる
・スキンケアセンターの併設とメークアップ教室の特徴
・夜間診療の実施
・「皮膚病の上手な治し方」の提示

皮膚科診療に対するわたしの考え方
・「常に大所高所より、あくまでも患者さんのために」である。安

易に患者の要求に応ずることのみが医師の職業奉仕ではない。
・患者のために常に新しい夢をもち、現時点において最善の治療が

提供できるよう、研鑚を怠らないこと。
・医師の倫理と患者の倫理が全うされ、初めて真の医療が行われる。

皮膚に関する啓蒙の推進（Ⅰ）皮膚に関する著書
１）皮膚、この大切な器官 （初版）1986年５月
  （第２版）1996年３月
２）お化粧と皮膚  1988年10月
３）皮膚と「こころ」 1993年８月
４）スキンケアのために 1999年１月
５）「みずむし」を治す 1999年７月
６）温泉と皮膚 2001年７月
７）皮膚科診療のために 2003年１月

皮膚に関する啓蒙の推進（Ⅱ）ホームページ「クリニックレポート」の開設
・皮膚科医50年の経験に新しい知識を加え、時宣に適した話題をテ

ーマに、主としてありふれた皮膚病について分かりやすく解説す
るとともに、

・わたしの考え方を皆さんによく知っていただくために、2001年８
月１日開設。　http://www.narumi-clinic.jp

・はじめは週１回、２年目より10日に１回の更新で、３年になる。
（2004年７月21日で更新100回目）

新しい治療法の導入
・凍結療法：1974年（昭和49年）以降
　液体窒素による普通の「いぼ」や老人性の「いぼ」等の治療
・レーザー治療
　・低反応レベルレーザー治療（平成５年２月以降）
　帯状疱疹後の後の神経痛や、普通の治療でてこずっている痒疹等

の慢性皮膚疾患、しろなまず、円形脱毛症等の治療
　・高反応レベルレーザー治療（平成12年６月以降）
　アザ、シミ、ホクロなどの治療

これ以上のものはない理想の全身シャンプーをつくる（2001年１月）
・「あか」や「よごれ」は取るが、最後の脂気は残し、しっとりと

皮膚を保護する。
・温泉のような硬水で使っても、普通の石鹸と違い、肌を荒らさない。

アトピーの人も安心して使える。
・普通の中性洗剤と違って、泡は分解しやすく、公害を残さない。

ＪＮスキンケアセンターの併設と～メークアップ教室の特徴～
・皮膚に関する医学と美容のドッキングが必要であり、皮膚科学に

立脚した美容が大切なことから、治療とケアを一貫して行うため
にジェイ・エヌスキンケアセンターを併設（平成３年８月20日）

・年２回の行事であるメークアップ教室は、医師であるわたしと、シュ
ウ・ウエムラ化粧品のインストラクターとよく打ち合わせをし、皮膚
科よりみた一人一人の問題点を考慮にいれて指導を行っている。

・今後は、お年寄りに「夢を与える」ことをモットーにしている。

夜間診療の実施
・アンケート調査の結果、患者さんの要望に応えて2002年10月21

日より開始。
・月、火、水、金曜の６時30分より８時まで実施している。

「皮膚病の上手な治し方」の提示
・老人クラブで話をしたことが切っ掛けで、ホームページ「クリ

ニックレポート」の更新100回を記念してパンフレットをつくる
（2004年７月21日）。

・内容の大要　　１．診療に際して大切なこと
　　　　　　　　２．必ず経過をみせること
　　　　　　　　３．治療の途中で他科を受診する場合の注意　

職業表彰

　職業表彰

　　岡部ナツヱ様

　　（㈲竹の井

　　　ホテル勤務）

卓　話

私の職業奉仕

鳴海　淳郎

変貌するロータリー
・最近のロータリーをみると、従来、奉仕活

動の中軸であった職業奉仕が忘れ去られ、
人道主義に基づく奉仕活動がロータリー奉
仕の主流となり、且つその中心は同額補助
金適用の世界社会奉仕となっている。

・昨今のロータリー活動（ＲＩの考え方）
は、職業奉仕を忘れ去って、ボランティア活動にのみ奔走している
ように思えてならない。

・菅生ＲＩ理事は、2003年１月、アナハイムにおける国際協議会に
おいて「今日における職業奉仕の重要性」を強調した。

職業奉仕の考え方の推移
・ロータリー史の最初の80年余り、職業奉仕の主体は個人にあった。
・1987～88年度の理事会は、「職業奉仕は会員個人とクラブ双方の

責任である」ことを認める「職業奉仕の新方針」を採択した。
　クラブの役割は、職業奉仕の模範を示し、会員が寄与できるプロ

ジェクトを開発し、会員はその基本方針に従って実践し、実績を
あげようということになった。

・その結果、職業奉仕の幅が広くなり、ある面で社会奉仕や青少年奉仕、
国際奉仕と重なる場合もあるために混乱することもあるが、奉仕の手
段として職業が用いられれば職業奉仕と言ってもいいわけである。

職業奉仕に対するわたしの信条
・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尽く

す」とか、「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」と言う
２つの言葉に表されるロータリー哲学の実践にある。

　“Thoughtfulness of and helpfulness to others”
　“He Profits Most Who Serves Best”
・自分の職業を通じて常に地域のために何か良いこと、新しいこと

が出来ないかを考え、最善の努力をすることが大切である。

ロータリーの心を自分の職業に生かすため、
　常に心がけている、わたしの好きな言葉
　“Nothing but the Best”
　これ以上良いものはない…ジョン・ハイリッグ著
　「メルセデス・ベンツ栄光の歴史」という本のタイトルより
　“To dream a new dream”
　新しい夢をみようよ…ロータリー財団管理委員会が1990年６

月の会合で発表した声明のタイトルより

職業奉仕について思う
・「道心の中に衣食あり」：
　自分の職業を天職と心得て一生懸命仕事をする人に生活が成り立

たない筈はなく、その人は無限の喜びを知る人であり、人から尊
敬される人であり、その人こそ幸せな人である。（伝教大師の言葉）

・「働く」ということ：
　ハタラクはハタ（周り）の人々をラク（樂）にすることである。

（村上和雄 筑波大学名誉教授・こころの科学より）
・ロータリーにおける職業奉仕の心は成功の法則であり、繁栄の哲学である。
・感動のサービス：「利益を生まない」サービスが利益になる。

岡部ナツヱ様と会長（仲良し）


