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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　　どじょっこふなっこ

◆Ｂ. Ｇ. Ｍ　　「日本フィルできく

日本のうた」より　

夕焼小焼

叱られて

月の沙漠　　　他

◆ビジター　　右田　修平　（別府東）

会長の時間 会長　森　　宗明

　ライブドアとフジテレビの攻防にいよいよ決着

がつきそうです。じつは私個人的にはライブドア

を応援しています。軍配がどちらにあがるかは分

かりませんが、最近の報道機関の動きが、なにか

アンチライブドアのようで、気になります。

　確かに堀江社長は若いし、フォーマルでないと

ころが目に付くのかもしれませんが、彼のＩＴ戦

略等、確かにずば抜けた感性の持ち主であること

に間違いは無いように私は思います。政治家まで

がからんでライブドアの堀江はどうだこうだと、

自分のことはさておいて、うるさいことでありま

す。ライブドアの堀江社長には、今時の若い者の

代弁者たりうるべく、頑張ってほしいものです。

　新しい動き、新しい力の台頭を妨げることは経

済の活発化にブレーキを欠けることになりはしな

いでしょうか。また、最近10代の小説家が続々

とその非凡な才能を開花させています。最近の若

者は本を読まないとよく耳にしますが、本を読む

という行為のみが知識、見識を広げる術では無く

なったのでしょう。

◆出席報告　　　　　　　委員長　衛藤　秀子
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　RIもインターネットの利用を最近特に促して

います。時代とともに変わっていく事、どの時代

にも不変の真理、真摯な眼でロータリアンたるも

の、見ていきたいものです。

幹事報告 幹事　上妻　　浩

１．本日の卓話

 『突然の出来事』　　吉冨今男会員  

２． 『2005－2006年度 ＲＩテーマ』が発表され

ました。

ＳＥＲＶＩＣＥ Above Self
超我の奉仕

2005-2006年度RI会長

 カール・ヴィルヘルム・ステンハマー氏

（スウェーデン）

３． 『別府市近隣７ＲＣ合同親睦ゴルフ大会』の

ご案内

参加クラブ　　別府、杵築、別府東、日出、

別府中央、湯布院、別府北

 開　催　日　　平成17年４月24日（日）

 スタート時間　　午前10時14分より

（ＯＵＴ・ＩＮ同時スタート）

 集 合 時 間　　午前９時30分

 場　　　所　　別府国際ゴルフ倶楽部

（扇山ゴルフ場

　　　0977（24）2433）

 参　加　料　　ゴルフコンペ：１人 5,000円

（参加費、賞品代含む）

＊プレイ終了後、クラブハウス

にて「表彰式」を行います。

 申 込 締 切　　４月11日（月）

４．第９回定例理事・役員会報告

（Ｈ17.３.１（火）13：40～　

於：トキハ別府店例会場　９名）

　　審議事項

１）「別府中央ＲＣ創立16周年記念例会」の

件。　＊承認

日　時　　平成17年３月29日（火）

　　　　　12：30～

場　所　　トキハ別府店７Ｆ

内　容　　「別府中央ＲＣ創立16周年に

因んで」　溝部　仁会員

２）「もみじ谷植樹作業」の件。（※定款第８

条第１節（a）（５）適用）　＊承認

日　時　　平成17年３月27日（日）

８：30　集合

９：00～作業開始

集合場所　　別府ロープウェイ高原駅大食堂前

作業内容　　苗木の運搬及びその他作業

３）「花見例会」の件。

日　時　　平成17年４月12日（火）

　　　　　18：30～例会

　　　　　例会終了後 お花見

場　所　　（未定）

４）３月・４月例会予定の確認

３月１日「私とキムチの係わり」

　　　　　木村きぬゑ会員

　　８日「会員卓話」吉冨今男会員

　  15日「会員卓話」椛田健治会員

　  22日「会員卓話」津末美代子会員

　  29日「別府中央ＲＣ創立16周年記念例会」

　　　　　溝部　仁会員（卓話）

４月５日「定款第５条第１節（Ｃ）に基

づき休会 」

　  12日「花見例会」18：30～

　　　　　（＊場所未定）

　  19日「ＰＥＴＳ・地区協議会報告」

　  26日「会員卓話」梅津ヤヨイ会員

４）その他

○認定ＮＰＯ法人「さいたまユネスコ協会」

よりネパールへの支援協力の件。

　　　＊否承認（クラブとしては特にとりあげない。）

５．住所変更のお知らせ

 当クラブの大久保清子会員の事業所が移転し

た為、下記の通り変更となりました。

　　　＊電話・ＦＡＸ番号は変更ありません。

 【住友生命やまなみ支部】　

 〒874-0910　別府市石垣西10丁目５番７号

ウェスティンやまなみビル２Ｆ
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６． ３月７日（月）11：30～竹の井ホテルに於

いて「次期大分第３分区会長・幹事会」が開

催され、平野英壽次期会長が出席致しました。

同じく、13：00～「別府市内４ＲＣ会長・

幹事会」が開催され、森　宗明会長、上妻　

浩幹事が出席致しました。

７．お祝い

 会員誕生日　　上妻　　浩会員（３月14日）

 配偶者誕生日　　津末　武久会員（３月８日）

８．例会変更のお知らせ

佐伯ＲＣ ３月16日（水）の例会は、定款

第５条第１節(Ｃ)に基づき休会

湯布院ＲＣ ３月23日（水）の例会は、友愛

例会の為　同日12：30～事務局

（喫茶クリケット）に場所変更

大分1985ＲＣ ３月28日（月）の例会は、創立

20周年記念式典及び祝賀会の為

３月18日（金）14：00～トキハ

会館５Ｆ「ローズの間」に日時・

場所変更

大分臨海ＲＣ ３月28日（月）の例会は、クラ

ブ協議会の為　同日18：30～大

分全日空ホテルオアシスタワーに

時間変更

９． 次週の予定

 「会員卓話」　　椛田健治会員

10. 本日の回覧

①「もみじ谷植樹作業」（３月27日（日））　

参加・不参加

②「別府市近隣７ＲＣ合同親睦ゴルフ大会」

（４月24日（日））　参加・不参加

③中津ＲＣ　週報

11． 本日の配布

①週報765号

②「ロータリー・クラブ入会について」

　鳴海淳郎Ｒ情報委員長

スマイルボックス 委員長　薬真寺章三

○森会長

　右田さん、度々のメイキャップに御利用下さ

ってありがとうございます。また来て下さい。

○平野会員

　先週、次年度の各委員長と副と委員を決めさ

せていただきました。どうぞ次年度もすばらし

い活動計画をよろしく。

　吉冨さん、卓話がんばってネ

○上妻会員

　誕生祝、有り難うございます。14日で66才

になります。

○鳴海会員

　孫の宏子が山口大学医学部に合格しました。

３代目が無事育つことを記念してスマイル致し

ます。

○吉冨会員

　本日は卓話担当ですが、話も不得意なので昼

食後の昼寝をされる方はどうぞ。でも私なりに

頑張ります。

○河村会員

　今日は自分が卓話の順番。しかし原稿はまだ

書けていない。念の為と思って事務局に確認す

ると「今日の卓話は吉冨さんですよ。」何を勘

違いしたか。それにしても今日程、吉冨さんを

頼もしく思ったことはありません。

○溝部会員

　先週出張で京都に行きました。ひさしぶりに

長女と京都を歩きました。しかし京都は吹雪で

梅田に戻り「悪名」をセットで購入し、一人で

楽しんでおります。

○後藤（孝）会員

　赤嶺さん、ようこそ中央ＲＣへ。私もまだ一

年もなりません。一緒に楽しく、楽しく、楽し

くやって行きましょう。

○村津会員

　今年の別府市民合唱祭は38年目、10月23日、

日曜日、午後２時から、Ｂ-コン・フィルハー

モニアホールで開催されます。

　昨夜、合唱祭に向けての最初の会議がありま

した。成功を祈念してスマイル。

○梅津会員

　昨日、亡き後藤健介さんの長女の方が東京よ

り御挨拶にみえました。現在の事務所付きの住

宅を借りる時、保証人をして差し上げたので、

昨日ですべて家も返し終わりましたとお礼にみ

えました。後藤健介さんのご冥福をお祈りいた

します。長女の方も立派なお人でした。スマイ

ル。

○木村会員

　平野さん、ごめんなさい。今日も父の50回

忌で欠席します。これからもよろしくお願いし

ます。
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夢・実現

　「人生成功のカギは目標設定にあり」とはアメ

リカ人、ポール・Ｊ・マイヤーの言葉ですが、彼

は次のように言っています「今までの既成概念に

とらわれず、あなたの心に浮かんだ希望・夢・目

標を全て書き出して下さい」と。これは難しそう

だとか、時間がかかりそうだとか一切考える必要

はなく、子供の時に空想にふけった時のように一

見馬鹿のように思えることでもよいと言っていま

す。その目標や夢に対し達成期日を決め、具体的

会員コラム 河　村　貴　雄

行動計画を立て、あとはそれを宣言するだけです

べて現実のものとなると断言しています。以上が

あなたの中に眠れる潜在能力を顕在能力にかえて

ゆく最高の手段というわけです。私達は常に条件

づけられています。「これ以上売上が伸びるはず

がない…」とか「契約がそんな短期間で成立する

はずがない…」等です。

　これらの条件付けから抜け出て本音で実現した

い夢に挑戦し続けたいものです。

卓　話

突然の出来事

吉冨　今男　

　数年前のことになりますが、会社の事務員より「社

長！大阪府警から電話が入っていますが」とのこと。

　一瞬、大阪府警との接点はないし、何か事件がら

みの電話かなあと気持ちの不安と、動揺が交差する

なか電話をとりました。

　電話先の相手は大阪府警、刑事部捜査第一課の方

でした。私の身分を確認してから、近々別府の御社

を訪問したいとのこと。訪問内容は、御社でバイト

していた、ある事件の容疑者、Ｒ・Ｓ（19 歳）の

ことで…状況を把握できた私は数日後に刑事の方と

お会いする約束をしました。

　大阪府警刑事部捜査第一課Ｙ巡査部長、大阪府曽

根崎警察署刑事課強行犯係Ｔ巡査部長、大分県警刑

事部捜査第一課Ｔ刑事の３名の方が数日後来社致し

ました。早速、概況説明をされた後に、容疑者、Ｒ・

Ｓのバイト期間、勤務態度、私生活に関する事等々

を質問されました。

　Ｒ・ＳはＳ 57 年８月 10 日生まれ、国籍は中国

でその当時の身分は留学生でした。当社でバイトし

ていた期間は、平成 13 年７月 16 日～平成 13 年

８月 10 日までの約１ヶ月間。Ｒ・Ｓは大阪で発生

した女性刺殺事件の強盗殺人容疑者でした。その事

件の概要は大阪市北区のビジネスホテルで大阪府大

東市の女性（35）が刺殺されてキャッシュカード

等が奪われる事件があり、大阪府警捜査一課の曽根

崎署捜査本部は、中国人元留学生で東京都江戸川区

の無職少年（19）を強盗殺人容疑で逮捕。少年の

留学生仲間で大分県別府市の無職朴哲容疑者（21）

を同容疑で指名手配中であるという事件でした。ま

た府警は、大分県山香町で中国人留学生の支援活動

をしていた建設会社会長の吉野諭さん（73）夫婦

が殺傷されカード類を奪われた事件でも両容疑者の

関連を捜査中のこと。その事件とは、大分県山香町

建設会社会長、吉野諭さん（73）夫婦を殺傷した

事件でした。

　調べによると、別府市内の韓国人留学生、金ミン

秀容疑者（26）（逮捕済）ら５人は金品を奪おうと

共謀して、02 年１月 18 日午前２時半頃、吉野さ

ん宅に侵入。２階で寝ていた妻（71）の顔を押さえ

つけたが抵抗された為刃物で腹を刺して重傷を負わ

せ、止めに入った吉野さんの背中を刺して殺した疑

い。そのまま逃げた為、強盗の目的は遂げられなかっ

た。５人の内２人は吉野さんと面識がありうち１人

は吉野さんから身元保証を受けていたとのこと。

　話は変わりますが、現在大分県内の留学生数は

大分地域学生交流推進会議事務局の情報によると、

2132 名。その大半の留学生が、別府に学びの本拠

地を置いています。大多数の留学生が、真面目に勉

学に励んでいることを思えば、ほんの一部の心無い

ものの行動に腹立たしさを覚えます。

　ある放送局のニュースで外国人が起こした事件

がわが国で２万余件。その内の 8900 件、約 45％、

中国人が関係していると放送で流されていました。

中国国内のある村はピッキング村と呼ばれ、その村

の映像を見てビックリ。４～５階建の宮殿の様な豪

邸が軒を連ねて存在していました。そのターゲット

とされているのがもしかして日本？？？

　昨今の世相は人の心の貧しさと言うか、精神文化

の荒廃が日々増幅されているように思われます。悲

しく腹立たしく思う事件にも我々はまたか！と知ら

ず知らずの内に事件に対する関心が薄らいでいくよ

うに思えてなりません。

　一昔前の様に、お世話になった方への恩や人情は

いつの時代になっても残しておきたいものです。


