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SERVICE Above Self
超我の奉仕

◆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　　夏の思い出

◆Ｂ．Ｇ．Ｍ　　「オーケストラで綴る

日本の愛唱歌」より

誰か故郷を想わざる

湖畔の宿

東京ラプソディー　　他

会長の時間 会長　平野　英壽

　本日、第２回目の会長の時間です。あと、40

うん回で終わりです。（笑）皆様、どうか最後ま

でお付き合い願います。

　さて、先週お話しした「場を沸かそう」ですが、

このことは、私のロータリー職務に対する思いで

もあります。

　これまで、「何々委員長をお願いします。」と言

われ、「はい、なんとかやってみます。」とは言っ

たものの、「さて、どうやればいいんだろう。ど

うすればいいんだろう。」と思いながらも、今ま

でどうにかこうにか前任者の真似事をしてやって

きました。今回の会長の任務もそうです。おおか

た、真似事でやっています。

　でも、「会長としてもっとこうして欲しい。」と

か「ああして欲しい」など皆さんの思いがそれぞ

れあると思います。各委員長、委員の方々に対し

てもそう思っておられる方がいらっしゃるのでは

ないでしょうか？そこで、対話＝ダイアログでい

ろんな思いや気持ちを言っていただけないでしょ

うか？それによって、わがクラブが、もっともっ

と盛り上がっていければ、と思っております。

　さて、今期私の「会長の時間」は「気」をテー

マにした話をしていきたいと思います。目に見え

ない「気」、この「気」が私たちにどう関わって

いるのか、私の好きな「盛運の気」という本の中

から抜粋してお話していきたいと思います。身勝

手な、自分なりの解釈ではありますが。

　さて、今回のお話ですが…

◆出席報告　　　　　　　委員長　津末美代子
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　ある有名経営者が「誠実、勤勉、真面目は会社を

つぶす」と驚くべきことを言っています。これはど

ういうことなのでしょうか…？

　この３つの人間的態度は、いずれも自分の身を守

る武器でありこれに専念してしまうと安定の中に精

神が固定されてしまい創造力を枯らしてしまうので

す。では、創造力のエネルギーを生み出す心の状態

とはどういうものか…。それは「自堕落で、いい加減」

という対極にあたるもので一般的には皆さんに反感

を持って迎えられる人間的態度だと思います。その

反面、いたずら好きの子どものように、生き生きと

した天真爛漫な心の状態でもあるといえます。そし

て、このとき、さらに言い換えれば“心が何事にも

とらわれず自由な時”気が心身に補足され「気」を

源とする創造のエネルギーがでてくるのです。時に

は皆さん、自分の殻を破って違う自分を発見してみ

ては…？どうでしょうか。

幹事報告 幹事　木村きぬゑ

─　識字率向上月間　─

１． 本日の卓話

 「委員長就任挨拶（活動計画）」

上妻　浩クラブ奉仕委員長、吉冨今男職業奉

仕員長、村津忠久社会奉仕委員長、薬真寺章

三国際奉仕委員長

２． 第１回定例理事・役員会報告

（平成17年７月５日（火）13：40～

　於：トキハ別府店例会場　12名）

　審議事項

１）2004－2005年度決算報告、2005-2006年

度予算報告の件。　＊承認

２） 2005－2006年度委員会構成の件。　＊承認

３） 2005－2006年度年間スケジュールの件。　＊承認

４） 2005－2006年度前期会費納入金・立替金

徴収の件。　＊承認

５） 新会員候補者の件。　＊承認

６） もみじ谷奉仕活動をメーキャップとして承

認する件。　＊承認

 ※定款第8条 出席　第1節(a)(5)に基づき

＊理事会承認のクラブの奉仕プロジェクト

またはクラブがスポンサーした地域社会

の行事や会合に出席及び参加すること。

 ○もみじ谷整美作業

　　　日　時　　平成17年７月31日（日）　８：30集合

　７） 宮地一久会員ホームクラブ出席免除扱いの

理事会承認期間延長の件。＊承認

　８） 例会場の日章旗、ロータリー旗　新調の件。

　＊現状の旗のまま　[正絹210×140]

　国旗：31,500円／ロータリー旗：51,500円

　９） 夕涼み例会の件。　＊承認

　　　日　時　　平成16年7月26日（火）18：30～

　　　場　所　　別府タワー

　　　会　費　　3,000円

　10）７月・８月例会予定の確認。

７月５日「就任挨拶」会長、副会長、幹事、

会計、SAA

　　12日「委員会活動計画」クラブ奉仕、

会員増強、職業奉仕、社会奉仕、

国際奉仕　各委員長

　　19日「会員卓話」赤嶺リサ会員

　　26日「夕涼み例会」於：別府タワー 18：30～

８月２日「会員増強フォーラム」

　　９日「会員卓話」大久保清子会員

　　16日「定款第5条第1節（C）により休会」

　　23日「会員卓話」後藤孝弘会員

　　30日「会員卓話」吉冨今男会員

３． 第１回臨時・理事役員会報告

（平成17年７月６日（水）持ち回り）

　審議事項

１） 新会員候補者入会審査の件。　＊承認

４． ７月７日（木）18：30～本家 お川に於いて「別

府市内4RC会長・幹事会」が開催され、平野

英壽会長、木村きぬゑ幹事が出席致しました。

５． お祝い

　　会員誕生日　　後藤　隆会員（７月18日）

　　　　　　　　　＊記念品をお渡し致します。

６． 例会変更のお知らせ

くにさきＲＣ ７月13日（水）の例会は、米山

奨学生と新入会員の歓迎会の為　

７月16日（土）18：30～いこい

の村に日時・場所変更

佐伯MARINEＲＣ ７月15日（金）の例会は、納涼

例会の為　同日18：30～セント

タルホテル2Fに時間・場所変更

中津ＲＣ ７月20日（水）の例会は、例会

場の都合により　同日12：30～

福澤茶屋に場所変更

湯布院ＲＣ ７月20日（水）の例会は、夜の例

会の為　同日19：00～事務局（喫

茶クリケット）に時間・場所変更

大分城西ＲＣ ７月20日（水）の例会は、新入

会員歓迎会の為　同日18：30～
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大分ワシントンホテルプラザ銀座

に時間・場所変更

大分キャピタルＲＣ ７月20日（第３水）の例会は、

ビ ア ガ ー デ ン 例 会 の 為　 同 日

18：30～大分東洋ホテル４階「カ

リヨン」に時間変更

大分1985ＲＣ ７月25日（月）の例会は、親睦

例会の為　同日18：30～割烹に

しおかに時間・場所変更

７．次週の予定

　　　「会員卓話」　赤嶺リサ会員

８．本日の回覧

①「ロータリー情報集（2005・2006）最新

版」　希望購入

②「積もり寄付（米山・ロータリー財団）」 

希望申込み

③「結婚記念日：記念品」

④「夕涼み例会」（７月26日例会）　出・欠席

⑤「もみじ谷整備作業」（７月31日（日））　

出・欠席

⑥ 中津中央RC、竹田RC　週報

９．本日の配布

① 週報781号

② 「ロータリーの特別行事（Special Observances）」

鳴海淳郎R情報委員長

スマイルボックス 委員長　梅津ヤヨイ

○平野会長

　本日このクラブでやっとゆっくり食事ができ、

「ほっ」としています。ありがとうございます。

○上妻会員

　空梅雨が一転して集中豪雨。困ったものです

ね。お互いに気を付けましょう。

○木村会員

　美代ちゃん、ミックスの本有難う。若くては

りきっている姿の写真を見て頑張ろうという気

になります。お互いにがんばりましょう。

○河村会員

　土、日と北陸に出張していました。大分に帰っ

て集中豪雨があったことを知りました。異常気象

をどうとらえたらいいのか、亡くなった方が気の

毒です。別府に住んでいることにスマイル。

○村津会員

　目出度い話です。私共合唱団ピアニストの小

野三奈子さんが、近々第三子を出産されます。

産前産後のピアノピンチヒッターとして、孫の

華子が、先週から笑顔で加勢致しております。

三奈ちゃんと新しく生まれてくる子の無事出産

を祈念してスマイル。

○薬真寺会員

　現在、館内のトイレを改築中ですが、７Ｆの

トイレが先週やっと完成しました。ご迷惑をお

かけいたしました。

○津末会員

　今度と夕涼み例会別府タワーおいで頂くとの

事。楽しく生ビールを飲みましょう。お待ちし

ています。

　ミックス今月号に私とタワーの事が出ていま

す。宜しかったら読んで下さい。

○吉冨会員

　末娘の子供（孫）が１才になったので、子供

を保育所に預けて娘が働く事となった。職場は

トキハ１Ｆ化粧品売場に８月１日よりパートで

働くとの事です。薬真寺店長、ヨロシクお願い

します。

○森会員

　本日所用にて１時20分に退席します。お詫

びしてスマイル。

　先週末、酔っぱらって「ちはら」に社員２人

と行きました。お金を払わずに帰った様な気が

して昨夜行きました。また「一盃飲んで」帰り

ました。なんのこっちゃ？

○土谷会員

　梅津さんがスマイル委員長なのでスマイルし

ます。

○梅津会員

　よく降ります。が、私も９日（土）10（日）

と大阪へ。その合間を見て歌舞伎中村勘三郎をち

ょっと観劇。10日の夕方帰り、10日という会合に。

翌11日朝から花市場の会議へ、夜、大分銀行経

済の会と多忙な毎日を頑張っています。スマイル。

卓　話

委員長就任挨拶（活動計画）

クラブ奉仕委員長　　上妻　　浩

　クラブ奉仕とは４大奉仕の一つであり、従って職

業奉仕、社会奉仕、国際奉仕等とは密接な関係はあ

っても、直接の奉仕対象ではありません。一口で言

えばクラブの色々な活動の中でもこの例会を有意義
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に楽しくかつスムーズに行うことが最大の役割であ

ります。そのためには、職業・社会・国際奉仕委員

と、組織の増強に関する委員以外の全部の委員の協

力が必要であります。というより、各委員の方々が

それぞれの役割を果たして頂ければ、クラブ奉仕委

員や委員長の出番は殆どないわけでして、我クラブ

は現在そういう状態で推移しており、理想に近いと

いえると思います。これも会員数は少ないものの熱

心で経験豊富な会員さんが多いおかげと感謝してい

ます。今年度もよろしくお願いいたします。尚、余

談ですが、クラブ奉仕委員長は原則として副会長が

兼務しているため、クラブの活動全般に奉仕すると

いう誤解を招いている場合もあるそうですが、活動

全般に奉仕というか拘わっているのは、会長、副会

長、幹事であります。又、組織の増強の役割を担う

職業分類、会員選考、会員増強等の委員のご協力を

仰ぐのも副会長の役割となっています。私も今年度

はさらに努力したいと思いますのでよろしくお願い

いたします。

職業奉仕委員長　吉冨　今男

１　職業奉仕表彰の実施

２　職場例会の実施

３　ロータリー暦のあるベテラン会員さんの職業奉

仕観を例会で語って頂く（新人会員さんの行動

指針のために）

　以上の三項目が活動計画であるが、１、２の項目

については役員、理事会の助言をいただき、後藤隆

副委員長と打ち合わせをしながら進めていきたい。

　３項目目については、先般行われたクラブ協議会

において鳴海会員より御提案いただいた、全会員の

卓話の時間に各人の職業奉仕観を語っていただき、

その内容を冊子にして残していってはどうか、とい

う意見を取り入れたい。

　その為にも、会員の皆様の卓話の時間に、地元に

おいて第一人者としての職業奉仕観を語ることへの

御協力よろしくお願い致します。

社会奉仕委員長　　村津　忠久

　クラブ創立以来の継続事業「もみじ谷の植樹」を、

間もなく設立される「ＮＰＯ法人・別府もみじ谷機

構」との緊密な連繋の下に実施してまいります。

　７月31日（日曜日）の奉仕作業は、平成２年以

来の植樹苗木の下枝剪りを行います。大小それぞれ

の苗木に就いて、植樹の高さの３分の１以下の枝を、

主幹から２センチメートル程のところから切り落と

します。

　枝の太さ２センチ以下のものは剪定鋏で切れます

が、それ以上の太いものは剪定鋸を使います。鎌
かま

や

鉈
なた

は樹皮を痛めるので使えません。

　御家庭に剪定鋏や剪定鋸がある方は、御持参下さ

い。また、奉仕作業に参加出来ない会員で道具をお

持ちの方は、お貸し下さい。

　超我の奉仕で、楽しく作業しましょう。

国際奉仕委員長　　薬真寺章三

　国際奉仕の目的は、「ロータリアンのあいだに、

また一般の人々のあいだに理解と善意を育むこと

が、ロータリーの国際奉仕の明確な任務である。（ロ

ータリー章典）」とありますが、２月の世界特別月

間の催し以外は、まだ具体的には思いつきませんが、

第2720地区国際奉仕委員会副委員長の溝部会員の

ご指導を頂きながら、つとめてまいりたいと思いま

す。

E-mail:info@beppu4rc.jp

　今年度、第１回目の会員コラムです。

　何を掲載しようかと考え皆さんに「頭の体操」を

楽しくしてもらおうと考えました。「IQ サプリ」と

いう番組を知っていますか？そこから問題です ! !

１）なんと読むのでしょう？

　　①　　　　　　　　②

　　　　　　　　　　　　賞×２　　　←畳

　　③春夏冬二升五合

２）合体漢字（何という単語になるでしょう？）

　　日＋日＋寸＋門＋土＝

会員コラム 平　野　英　壽

３）サプリでだ～れ？（これは何の事をいっているので

しょうか？）※何番のヒントで答えられましたか？

ヒント　①1804年フランス生まれ　②日本では明

治10年生まれ　③約800種の仲間がいる　④非常事

態の時にも活躍　⑤昔の相棒は「ノミ」と「カナ

ヅチ」　⑥持ち味は長生きすること　⑦台所でよく

見かける　⑧スタイルは円筒形が多い

　全部答えられましたか？

答え１）①スクーター（スターの中にクー）
　　　　②商売繁盛　③商い益々繁盛
　　２）時間　　３）缶詰

クー


