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理事　鳴海淳郎
　〃　 溝部　仁
　〃　 村津忠久
　〃　 梅津ヤヨイ

役員　会　長　平野英壽
　　　副会長　上妻　浩
　　　幹　事　木村きぬゑ
　　　会　計　岩尾昭治

第  　 回 例 会 会報委員長　大島由美子

理事　吉冨今男
　〃　 薬真寺章三

ＳＡＡ　河村貴雄
直前会長　森　宗明

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　　星の世界

◆Ｂ．Ｇ．Ｍ　　「ハーモニカで綴る

想い出の歌」より

赤とんぼ

夕焼小焼

叱られて　　　他

◆ビジター　　中村　　光（別府北）

会長の時間 会長　平野　英壽

　今年も夏の盛りを過ぎ、早いものであと数日で

お盆を迎えようとしております。当クラブは、後

藤健介会員が初盆を迎えられます。お参りにいら

っしゃる会員の皆様は大変お疲れ様です。どうぞ

よろしくお伝え下さい。今日の会長の時間はちょ

っと涼しくなるようなイメージのお話しをさせて

頂きます。

　日本には古くから夏を涼しく過ごすための粋な

工夫があります。

　例えば、軒下の“簾”。陽
ひ

を遮
さえぎ

りながら風通しも

良くする優れもので、見た目もとても涼やかです。

玄関や庭先にまく“打ち水”も、喉や乾燥をふせぎ

つつ、地面の温度を下げる効果があります。当クラ

ブ、大島由美子会員の店先にはいつも感心させられ

ます。いつも、綺麗に打ち水していらっしゃいます。

　皆さん、“打ち水大作戦”というフレーズを聞

いた事がありますか？ 1997年京都で、世界約

140カ国がお互いに協力し「地球温暖化」に歯止

めをかけるための会議が行われました。そこで日

本は伝統文化である“打ち水”に着目したのです。

“打ち水大作戦”は真夏の気温を下げるという科

学的な効果の他に様々な効果があります。ひと

つには気軽に楽しく参加できることで多くの人の

「環境問題に対する意識啓発」や、「ライフスタイ

ル、伝統的文化の見直し」の機会となっています。

◆出席報告　　　　　　副委員長　衛藤　秀子
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また参加するひとりひとりが自分の住むあるいは

働く地域で参加することで現代社会において疎遠

になりがちなお隣さん同士の会話が生まれ「コミ

ュニティ再生」のきっかけともなっています。さ

らに“打ち水大作戦”には、水道水はご法度とい

うルールがあります。水の二次利用をもっとも大

事な基本原則とし、打ち水には雨水やお風呂の残

り湯、エアコンの室外機にたまった水などを使用

することを呼びかけることで、生活の中での「水

の再利用」を促しています。「暑い日は打ち水し

よう！みんなで真夏の気温を２℃下げよう！」こ

の夏も涼しい顔で乗り切りたいものですね。

幹事報告 幹事　木村きぬゑ

－　会員増強および拡大月間　－

１．本日の卓話

 「私の仕事」　　大久保清子会員

２．ＲＩ第2720地区『クラブ奉仕セミナー』開

催のお知らせ

 日　　時　　平成17年９月４日（日）

 　　　　　　　登録受付／ 12：30～

　　　　　　　　　開会点鐘／ 13：30～

 　　　　　　　閉会点鐘／ 16：30

 場　　所　　国立阿蘇青年の家　

 　　　　　　（阿蘇市一の宮町宮地16029-1

（0967）22-0811）

参加対象者　　会長、幹事、クラブ奉仕委員長

及びクラブ奉仕関連委員長

（親睦、プログラム、広報、Ｒ

情報、会員増強など）

※今年度は３年未満の会員方は、会場の都

合により除外させていただいております。

１クラブ５名程の参加を期待しています。

 登録締切　　８月20日（土）

※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．ＲＩ第2720地区『社会奉仕・福祉推進委員

会合同セミナー』開催のお知らせ

 日　　時　　平成17年９月16日（金）

 　　　　　　　登録受付／ 12：30～

　　　　　　　　　開会点鐘／ 13：00～

 　　　　　　　基調講演／ 13：40～

　　　　　　　　　閉会点鐘／ 17：00

 場　　所　　社会福祉法人 太陽の家

（別府市亀川　　（0977）66-0277）

基調講演　　『明日は我が身の介護かな』驕る

なかれ「健康のつもりの暮らし」

 　　　　　　ＮＰＯ法人 ワークショップ「いふ」

理事長　星子邦子先生

参加対象者　　社会奉仕委員長及び福祉関連委員の方

 参 加 費　　１クラブ：1,000円　

※友愛の広場に軽食をご用意しております。

 登録締切　　８月25日（木）

※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。

４．第２回定例理事・役員会報告

　　（平成17年８月２日（水）13：40～ 於：トキハ別府店例会場 10名）

審議事項

１）大分県産婦人科医会より「おぎゃー献金運

動」協力依頼の件。　＊募金箱回覧

２）森田靜一ガバナーより　＊案内文章回覧

「ＲＩ第2760地区“愛・地球博「米山デー」

参加のお知らせ”」の件。

日　時　　平成17年８月28日（日）

　　　　　10：00～19：00

場　所　　愛知万博ロータリー館

費　用　　交通費、万博入場料は自己負担

登録期限　８月11日（木）

３） 大分県立別府青山高等学校より「甲子園出

場に対する寄付金」協力依頼の件。

　　　＊スマイルより　50,000円拠出　承認

４） 月見例会の件。　＊承認

日　時　　平成17年９月27日（火）18：30～

場　所　　割烹旅館 ゆめさき

会　費　　4,000円

５）８月・９月例会予定の確認

 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）に基づき休会」

 　　23日「会員卓話」後藤孝弘会員

 　　30日「会員卓話」吉冨今男会員

 ９月６日「会員卓話」森　宗明会員

 　　13日「クラブフォーラム」

 　　20日「会員卓話」土谷昌秀会員

 　　27日「月見例会」18：30～

　　　　　　　於：割烹旅館 ゆめさき

５． ８月５日（金）・６日（土）国立阿蘇青年の家に於

いて「ＲＩ第2720地区 第21回インターアクト

クラブ年次大会」が開催され、森　宗明新世代

委員長が出席致しました。別府溝部学園高校イ

ンターアクトクラブからは、インターアクター
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２名と顧問教諭１名の計３名の参加でした。

６． ８月５日（金）15：30～ホテルニューオータ

ニ熊本に於いて「ＲＩ第2720地区Ｒ財団・国

際奉仕委員会合同協議会」が開催され、溝部

仁地区国際奉仕委員長が出席致しました。

７． お祝い（次週例会（８月16日）が定款休会

の為、本日お祝い致します。）

 会員誕生日　　岩尾　昭治会員（８月17日）

 　　　　　　　土谷　昌秀会員（８月20日）

 配偶者誕生日　　薬真寺郁子さん（８月15日）

　　　　　　　　　＊記念品をお渡し致します。

８．例会変更のお知らせ

竹田ＲＣ ８月16日（火）の例会は、定款

第５条第１節に基づき休会

大分東ＲＣ ８月18日（木）の例会は、夜の

職場例会兼夜の例会の為 同日

18：30～マリーンパレスＡ-ZOO

に時間・場所変更

大分臨海ＲＣ ８月22日（月）の例会は、姉妹ク

ラブ北浦項ＲＣ（青少年交流）歓

迎会の為　８月19日（金）18：30～

大分全日空ホテルオアシスタワー

に日時変更

竹田ＲＣ ８月23日（火）の例会は、都合に

より　８月24日（水）12：30～

ホテル岩城屋に開催日変更

別府東ＲＣ ８月25日（木）の例会は、新入

会員歓迎会の為　同日18：30～

チャンコ吉葉に時間・場所変更

大分ＲＣ ８月30日（火）の例会は、野外家

族例会の為　８月28日（日）12：00

～浮羽町のぶどう狩りキリンビア

ファームに日時・場所変更

湯布院ＲＣ ８月31日（水）の例会は、友愛夜の

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

９． 次週（８月16日）の例会は、「定款第５条第

１節（Ｃ）」に基づき休会致します。

10． 次々週（８月23日）の予定

　　「会員卓話」　　後藤孝弘会員

11． 本日の回覧

① ロータリー入門書（2005－2006年度版）

　希望申込み

② 佐伯ＲＣ　週報

12． 本日の配布

① 週報785号

② 「８月は会員増強月間です」

　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

　大久保会員さん、今日は卓話ご苦労様です。

頑張ってください。

○上妻会員

　大久保会員、本日の卓話頑張ってください。

○木村会員

　暑いですね。今年の米はおいしいかな？台風

の大きいのが来ないようお祈りしようか。

　大久保清子さんの卓話、楽しみです。

○溝部会員

　８月５日、６日、熊本で財団と国際奉仕の合

同委員会がありました。誕生日の８月６日、食

中毒になり死にそうでした。何でも“生”はい

けません。

○村津会員

　今日、「長崎原爆の日」。平和学習の講師とし

て、別府商業高校で講話をさせて頂きました。

　60年前の８月６日、「広島原爆」の悪魔の光

を、15km南の江田島で目前に直視した体験者

として、又、小学校３年生当時、中国軍の私兵

軍団に、私達の住む日本租界が包囲され、我が

家の屋上にも機関銃が据えられ、銃撃戦を実体

験した者として、話をしました。

　50分間の講話の間、私語もなく、真摯な雰

囲気の中で静粛に話を聞いて下さった学生諸君

・職員の先生方に感謝してスマイル。

○森会員

　先週の金、土、別府溝部学園高等学校のインタ

ーアクト生２人と先生１人で、インターアクト年

次大会に参加して来ました。楽しい二日間でした。

２時間のハイキングは少々こたえましたが、会場

の国立阿蘇青年の家は涼しくて、朝は毛布にくる

まりました。酒は飲んでおりません。……？

○河村会員

　先週、お休みしました。新入会員の高宮さん、

ようこそ我がクラブへ。心より歓迎します。

　大久保さん、本日の卓話、期待しています。

○岩尾会員

　本日は76回目の誕生日を迎えました。健康

を祈念してスマイルいたします。お祝い有り難

うございました。
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○薬真寺会員

　家内の誕生日８月15日、また忘れる所でし

た。ありがとうございます。

○吉冨会員

　昨日、岡山に嫁いだ長女に女の子が誕生しま

した。母子共に元気との知らせに大変喜んでお

ります。

　又、本日の卓話、大久保会員よろしくお願い

します。

○土谷会員

　８月14日、故後藤健介氏の初盆に皆様方を

代表して、村津会員、梅津会員、溝部会員、計

４名で行ってまいります。皆様方の分までお参

りしてまいります。

○大島会員

　本日は大久保会員の卓話を楽しみにしています。

○大久保会員

　皆さんこんにちは。久し振りの出席です。毎

日暑い日が続いています。今年はどうしよう

もなく暑くあっちこっちに、あせこが出来まし

た。年のせいでしょうか？

○梅津会員

　又、選挙が始まります。大変ですね。本日は、

大久保さんの卓話です。頑張ってくださいね。別

府中央ロータリーより初盆故後藤健介さん御仏前

を預かりました。皆様の分もお参りして来ます。

卓　話 大久保清子

私　の　仕　事

　この仕事について約20年過ぎました。

　最初はとても軽い気持ちで入社しました。入社し

て、毎月毎月〆切があるという大変な仕事について

しまったと思ったものです。

　でも私に加入していただいたお客様がいる以上

は、やめるわけにもいかず、ただ平凡に毎日が過ぎ

て、約５年が経ちました頃、あるきっかけで所長と

いう、まあグループ長のような立場になって人の為

に働く楽しさがわかってきました。所長になって約

１年になった時、当時の支社長から事務所を持って

みないかと云われまして、今の支部長という立場に

なりました。

　支部長になってまず私は、世間一般の方が思って

いる保険会社のイメージを変えたいと思いました。

少しおこがましいのですが、営業職員さんがお客様

を大切にし、自分達も大切にする人になってもらい

たいと毎日、毎日奮闘しています。ですが、仲々う

まくいかず、やはり途中でやめてしまう人がいます。

この仕事は、見かけはとても派手に見えますが、コ

ツコツと毎日の仕事の積み重ねで、最後は素直に人

の云う事をする人が優績者になれるわけです。

　私がしている支部長という職は、当社では万能職な

んですね。すべての事に責任があります。朝は一番に

事務所に行き鍵を開け、最後に事務所を閉めるまです

べての事が仕事です。お客樣、支部の職員さん、事務

員さん方の不特定多数の方が相手になるわけです。

　今は特に厳しい世の中ですので、一年中がんばらな

いといけないようですが、人と人との繋がりでできて

いる会社に入社出来て、本当に良かったと思います。

　今年の11月で定年になります。

　友人の誘いで入社して20年間勤めることが出来

て、友人と会社の仲間、上司、そしてお客様に感謝

しています。

　私の今後、これからの人生にとても素敵な宝物を

いただきました。これからは、今までの経験を活か

して後輩の指導をするようになっていきます。又、

ロータリーのみなさんとも出会うことが出来、感謝

しています。

　でも、まだ後、４ヶ月間忙しい毎日を過ごさなけ

ればなりません。お客様に愛される会社作りの為に、

力いっぱい頑張りたいと思います。

　今日はありがとうございました。

E-mail:info@beppu4rc.jp

「仕事と家庭とどっちが大事？」

　こんなご時世ですから、どうしても残業の機会が増

えてきます。時々ならよいのですが、頻繁に残業が重

なって来ますと、必ずどこからか、家庭内での不満が聞

こえてきます。「家庭と仕事とどっちが大事なの！」と。

　私はいつも、どちらも大事、もともと比べるもので

はないのだ。と社員に言います。が究極、どちらかを

会員コラム 森　　宗明

選べと言われれば迷わず「家庭が大事」と言います。

こちらは代わりがいないのです。家庭を、自分を大事

に大切にしたいものです。

　とは言えときには家庭も健康も関係なく仕事をしな

ければいけない場合がありますが、これはお客様との

約束を守る為です。これはこれでまた最優先でありま

す。頭の痛いことです。


