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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．　　我等の生業

◆唱　　歌　　シャボン玉

◆Ｂ. Ｇ. Ｍ　　「オーケストラで綴る

日本の愛唱歌」より　

しゃぼん玉

七つの子

夕焼小焼　　　他

会長の時間 会長　森　　宗明

・ロータリークラブとライオンズクラブの違い

について、先週、例会終了後の平野副会長の話

をご紹介したいと思います。

　平野会員が、ロータリークラブとライオンズ

クラブは何処がちがうのか、と誰かに聞かれた

折り、こう答えたそうです「ロータリークラブ

は職業を通して日頃から奉仕活動をしている人

が集まっている団体で、ライオンズクラブは集

まってからなにか奉仕しようとする人の団体で

す。」と、実に簡潔で、分かりやすい説明では

ないでしょうか。

・ＲＩ国際ロータリーからボランティア月間に

関して、４月をボランティア月間として、会員

各自、月間中に10時間以上のボランティアを

しましょう。という文書が来ています。このこ

とについて、当クラブとしては、いまさらこと

さらにボランティアを持ち出すこともなかろう

と、これは各人の自由意志に任せることにいた

します。

・次期ガバナーノミニーに別府北ロータリーク

ラブの玉ノ井会員を当クラブも推薦すること

を、持ち回りの理事会で承認しましたので、ご

報告いたします。

◆出席報告　　　　　　　委員長　衛藤　秀子
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幹事報告 幹事　上妻　　浩

　－ロータリーの雑誌月間・

100 周年ボランティア月間－　

１．本日の卓話

 「ＰＥＴＳ・地区協議会報告」

平野英壽次期会長、中島澄人社会奉仕副委

員長、森　宗明新世代委員長

２． 『ＲＩ第2720地区第20回ローターアクト研修

会』開催のお知らせ

　　　開催日　　平成17年６月18日（土）～19日（日）

　　　場　所　　菊南温泉観光ホテル

（熊本市鶴羽田町659

　096（344）6511）

　　　登録料　　１日目：開会式・懇親会

　　　　　　　　　　　　　　　　　6,000円

　　　　　　　　　　　　２ 次 会　2,000円

　　　　　　　　　　　　宿　　泊　6,000円

　　　　　　　　２日目：昼食代込　1,000円

　　　テーマ　　「　伝 承　」

　　　締切日　　５月15日(日)

※詳細・登録ご希望の方は、幹事または

事務局までお申し出下さい。

３．第10回定例理事・役員会報告

 　（Ｈ17．４．12（火）18：00～

於：春香苑　８名）

　　報告事項

○ＲＩ本部より、2005年４月を「100周年

ボランティア月間」と定める。

・この月間中に、各クラブは少なくとも

10時間をボランティア活動に捧げるよ

う会員に奨励し、世界中で行われるこの

大規模な活動にご参加下さい。

＊当クラブとしては、特に取り上げない

事とする。

○2005-2006年度（次年度）委員会構成の件。

　＊承認

　　審議事項

１）吉冨今男会員　病気入院の為４月12日

からの出席免除の件。　＊承認

２）ゲスト卓話者の件。　＊未定

　　　　日　時　　平成17年５月17日（火）12：30～

　　　　卓話者　　（　未定　）

３）  2004-2005年度「皆勤・精勤お祝い」の件。

※記念品は本人の希望する品（代金は各

自負担）

　・平野　英壽会員（平成元年９月19日＝15年）

　・後藤　　隆会員（平成２年５月22日＝15年）

　・森　　宗明会員（平成７年１月10日＝10年）

　・津末美代子会員（平成12年１月18日＝５年）

４）梅津ヤヨイ会員：５月７日「古希のお祝

い」の件。　＊承認

　・別府中央ＲＣ慶弔規定：第２章第２条

（２）に伴い会員全員で慶祝の意を表し、

記念品を贈呈する。（慶弔費から記念

品代拠出）

５）４月・５月例会予定の確認

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」

　　　　　　　　　於：春香苑　18：30～

 　　　　19日「ＰＥＴＳ・地区協議会報告」

 　　　　26日「会員卓話」梅津ヤヨイ会員

　　　　５月３日「法定休日」

 　　　　10日「会員卓話」薬真寺章三会員

 　　　　17日「ゲスト卓話」

 　　　　24日「会員卓話」衛藤秀子会員

 　　　　31日「会員卓話」近藤賢司会員

４．第５回臨時理事・役員会報告

　　（Ｈ17.４.15（金）　持ち回り）

１） ＲＩ第2720地区2006－2007年度ガバナ

ーノミニー推薦の件。　＊承認

※別府北ＲＣ会員の玉ノ井溥明氏を推薦する。

５．お祝い

 会員誕生日　　木村きぬゑ会員（４月19日）

 結婚記念日　　椛田　健治会員（４月19日）

 ＊ご自宅にお花が届きます。

６．例会変更のお知らせ

大分南ＲＣ ４月22日（金）の例会は、家族

集会＆新下院歓迎会の為　同日

18：00～割烹にしおかに時間・場

所変更

大分臨海ＲＣ ４月25日（月）の例会は、親睦

家族旅行｢道後温泉・内子の旅｣の

為　４月23日（土）～24日（日）

に日時・場所変更

湯布院ＲＣ ４月27日（水）の例会は、早朝

例会｢町内のゴミ拾い｣の為　同日

６：00～に時間・場所変更

≪定款第５条第１節により休会するクラブ≫

　　・４月27日（水）大分中央ＲＣ

　　・４月28日（木）大分東ＲＣ
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　　・５月２日（月）大分臨海ＲＣ

　　　　　　　　　　大分1985ＲＣ

　　・５月６日（金）別府ＲＣ、大分南ＲＣ

７．次週の予定

 「会員卓話」　　　梅津ヤヨイ会員

８．本日の回覧

① 宇佐ＲＣ、竹田ＲＣ、佐伯ＲＣ　週報

９． 本日の配布

① 週報769・770号

② 「国際ロータリー　戦前、地区の曙と日本

の黄昏」　前岡志郎ＰＧより

③ 「ロータリーをあまり難しくしないで」

　 「クラブ活動と自分の職業」

　　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

　吉冨会員の復帰に心からお祝いと感謝 ! !

○平野会員

　先週、花見例会で久し振りに焼肉を食べまし

た。子供達がいなくなって、焼肉の回数が減っ

てしまいました。私の一句はだれも気づかなか

った。残念！

○吉冨会員

　久し振りの例会です。先月28日の夜８時半

頃に業者と打合せ中に軽い脳出血が起こり、右

手の感覚に軽い麻痺（動かせるが字が書けない）

の症状が見られました。しかし翌日が我々業界

の別府市の入札日。午前中は無理して入札に参

加、昼休みの合間に病院へ。ＣＴ撮影直後緊急

入院を宣告されました。病名は脳出血で絶対安

静。でも症状は思いのほか軽くて済み、入院３

日後からは動けるようになり、今月16日に退

院することができました。若干の後遺症が現在

ありますが、リハビリで克服したいと思います。

お見舞いでお越しいただいた方をはじめご心配

いただきました会員の皆様方に御礼申し上げス

マイルいたします。

○赤嶺会員

　吉冨会員、ご快復本当によかったです。益々

ご健康に気を付けられ頑張って下さい。

○近藤会員

　吉冨さんが大変元気に出席。会員全員が喜ん

でいると思います。よかった、よかった。吉冨

さんの快復とあごひげにスマイル。

○大島会員

　吉冨さん、お身体大丈夫ですか。でもお元気

そうで何よりです。たかしさん、スマイルあり

がとうございます。

○梅津会員

　今週の土曜日６時より別府中央公民館に於い

て、私の弟の『大塚博堂記念音楽祭』がありま

す。毎年行う事になり、市長も別府観光の為に

と一生懸命です。よろしかったら是非行ってみ

て下さい。

　吉冨会員さん、ひどくならないで良かったで

すネ。Ｗでスマイルします。

○衛藤会員

　お久し振りです。２週間ご無沙汰致しました。

この所忙しくて失礼しました。今日は皆さんに

お会い出来て喜んでいます。

○村津会員

　今、樹々の芽立ちの季節。緑、黄緑、萌黄色、

色々様々ある中で、モミジの若葉が愛らしい。

赤子の手を思わせる５本の指を広げ、恥じらい

を含む紅の縁取り、やがて日を経て、明るい薄

緑の光るような若葉となるでしょう。もみじ谷

のモミジ達よ、風にも虫にも負けず、たくまし

く育っておくれ。

○鳴海会員

　吉冨さん、病後の快復もまだ不完全な中にも

拘わらず、本日例会に出席してプログラム委員

長の責務を果たしている姿に感動致しますとと

もに、一日も早いご快癒を祈念してスマイル致

します。

○後藤（隆）会員

　結婚記念日のお花をいただきました。25周

年なんだそうです。お互いに「がまん強いネ」

と讃え合いました。

卓　話

PETS・地区協議会報告

◇平野英壽次期会長　

　先日４月９日・10日、熊本の松橋へ行ってまいりま

した。９日はPETS（会長エレクト研修セミナー）、10

日は地区協議会で当クラブは次年度の各委員長及び代理

方々が出席していただきました。大変お疲れ様でした。

　次年度のＲＩテーマとして、超我の奉仕（スウェーデ

ンのカール・ヴィルヘルム・ステンハマー氏）2720地区

ガバナーエレクトの森田靜一氏の挨拶で始まりました。
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　先日、横断道路沿いにあるホテルサンバリーに

於いて大分県カメラ商組合の総会に出席して参り

ました。隣りに座ったカメラ店主と色々話し合い

ましたが、お互い年を取りましたね、これからの

余生を楽しく生きましょう。自分は店を子供に譲

り、家内を連れて旅行をしています。アメリカへ

会員コラム 中　島　澄　人

何回、ハワイへ何回、つい先日はロシアをシベリ

ヤ鉄道にて北欧巡りしてきました。その土地での

食事も医食同源と言いますか、美味しく楽しんで

います。人生を楽しむ事は色々方法がありますけ

どお互い長生きしましょう。ハッハッハーと笑い

合いました。

　次年度の私の会長の役割としては、

　・クラブの会員基盤を維持し、および／あるいはも

っと増大させる。

　・地元への成果ある奉仕プロジェクトを実施

　・プログラムへの参加と財政面の貢献の両面からロ

ータリー財団を支援する。

　・クラブレベルを超えてロータリーで奉仕できる指

導者を育成する。

　以上の４つを主要領域の各々において効果を高める

目標をクラブが開発し、支援するにおいて、クラブを

良き方向に指導していく事です。

　又、次年度の第三分区ガバナー補佐として別府北ク

ラブの小口健一氏が、私共のクラブの面倒を見ていた

だけるそうです。

　今回のPETSは、波乱万丈のスタートでしたが、歴

代のガバナー達のいろんな側面を見せて頂きました。

　心理学者のマズローが言うように、私たち人間は低

次元の欲望から始まって次第にそれを高次元化する。

つまり欲求を段階的に進化させていく動物です。衣食

住が満たされたなら次は知識欲、さらには自己実現欲

というように、と言う一説を思い出しました。又、自

己愛性人格障害（自分は優れている、自分は特別であ

るとの思い込みが強い）

　なにはともあれ、当クラブは会員みなさんの協力を

得まして効果的な目標を立て、みんなで楽しめる別府

温泉のように沸き立つクラブにできたらと思います。

　以上、PETS、地区協議会の報告感想まで。

◇中島澄人社会奉仕副委員長　

　４月10日社会奉仕委員長、村津さんの代理として熊

本県松橋町のウィングまつばせの地区協議会に出席し

て参りました。吉冨さんの車に便乗させて戴く予定で

したので、７日に出発時刻等伺いましょうと電話しま

したところ、体不具合で入院されたとのこと。早速平

野さんへ連絡取りましたら、上妻さんへ依頼しました

から連絡取っておくれとの事でした。上妻さんへ電話

でお願い致しましたら、大分を６時半に出発、別府へ

６時50分頃到着。小生を乗せ春香苑の木村さんへ廻り、

３名で高速を通り熊本へ向かいましょうとの事です。

　当日、別府は晴天、順調に熊本松橋を走り会場へは

９時半に到着、10時点鐘にゆっくり間に合いました。

全体会議は森田靜一、工藤寛昭、西村駿一各氏の講演

を伺い、次いで部門別協議会に移りました。その間休

憩昼食になりました。昼食は会場外の芝生や雑草の生

えた庭でグループ毎に輪になって弁当を戴きました。

部門別協議会は前回迄会場を別々に分かれて開催され

ていましたが、今回は全体会議場で

　　司会運営　　　　西島世晃、石井昭男

　　カウンセラー　　姫野陸喜、緒方基一

　各部会に９名の方が並ばれ、幹事部会より大体一人

20分位の持ち時間で従来の実行したテーマとこれから

の方針を話され、司会運営、カウンセラーの発言があ

りました。社会奉仕部会は玉ノ井溥明氏が発言され（Ｒ

101年に望む）ポリオプラス・プログラムが完了する

迄新規のプロジェクトは開始しない。しかし継続性と

して識字の教育、水保全、貧困緩和に取り組みますと

の事でした。４時前一応各部会終了致しました。遠方

より来た方は皆席を立ちましたので私達も退席し外へ

出ました。外は雨と強風が吹き荒れております。雨の

中を一路大分へと向いました。途中事故車の為６km

程渋滞しましたが、８時頃無事別府到着致しました。

上妻さんへは往復共本当にお世話様になりました。

◇上妻　　浩　

　点鐘から昼食までの午前の部は、工藤ガバナーの挨拶

で前日のPETSに触れた部分がやや異常を感じさせたが

西村パストガバナーの講演の内容も良識的なものでま

ずは無事に終了した。午後の部も地区幹事、各地区委員

長の報告・説明は少し長い人もいたが、無難なものであ

った。しかし、パストガバナーの３名が議長で３名がカ

ウンセラーであったが、３名のカウンセラーの内、西村

パストガバナーは壇上に姿を見せなかった。議長の中に

長々と自分の考え、意見を述べる人がいたり、カウンセ

ラーは意見を述べるのは当然としても、本題からかなり

はずれたことを含めて長すぎる人がいた。現ガバナー、

ガバナーエレクトに対して少し失礼ではないかという気

がした。ガバナーは大変なポストであり、なりたい人も

少ない中でどうかなという気がしました。


