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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　　それでこそロータリー

◆唱　　歌　　一日の終り

◆Ｂ．Ｇ．Ｍ　　「ハーモニカで綴る想い出の歌」より

知床旅情

北国の春

南国土佐を後にして　　他

◆ゲ ス ト　　大森万智子先生

（別府溝部学園高等学校インターアクト顧問）

鈴木あゆみさん

横井　裕美さん

（別府溝部学園高等学校インターアクト生）

会長の時間 会長　平野　英壽

　９月は「新世代のための月間」です。

　私たちロータリアンの責務は、年齢30歳までの

若い人全てを含む新世代の多様なニーズを認識しつ

つ、よりよき未来を確実なものとするために新世代の

生活力を高め、将来への準備をさせることであります。

　私たちがこうした若い人たちに関わりを持つきっか

けとなるものの１つに、インターアクトクラブがあり

ます。本日ゲストとして来て頂いています別府溝部学

園高校インターアクトクラブは、1999年別府中央Ｒ

Ｃの10周年目に結成いたしました。インターアクト

クラブの結成は、ロータリークラブが地域社会で実施

できる活動の中でも、最も報いの大きい活動の１つで

す。私たちロータリアンは、地域社会と世界社会への

奉仕に関心を抱く、将来性豊かな青年男女を指導する

機会に恵まれます。将来は専門職に就き、地域社

会の指導者として活躍するインターアクターの支援

源となるのです。それに対し、インターアクトクラブ

は提唱ロータリークラブに活力を持たせ、奉仕の斬新

なアイデアを提起してくれるのです。

　本年度、インターアクト海外親善交流事業で当

クラブより韓国へ２人の生徒さんが参加して下さ

いました。ありがとうございました。最近、イン

ターアクトとの活動も控えめになっておりますの

で、これを機に当クラブ会員との交流を深めてい

けたらと思います。もみじ谷トラストに参加して
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いただいたり、何か交流会の場を設けたり、私た

ちロータリアンが新世代の良い見本となれるよう

努力し、若い世代の人たちが能力を発揮できるよ

うな環境づくりをしていきましょう。

幹事報告 幹事　木村きぬゑ

－　新世代のための月間　－

１．本日の卓話

 『近況報告』　別府溝部学園高等学校インターアクトクラブ

 『私の仕事』　土谷昌秀会員

２．本日のゲスト

 大森万智子先生（別府溝部学園高等学校インターアクト顧問）

 鈴木あゆみさん（別府溝部学園高等学校インターアクト生）

 横井　裕美さん（　　　　　 〃 　　　　　）

３． ＲＩ第2720地区『国際奉仕委員会並びにＲ

財団合同セミナー』開催のお知らせ

 日　　時　　平成17年10月20日（木）13：00～17：00

12：00～登録開始/13：00～点鐘（開会）

13：30～基調講演/15：10～各委員会報告

17：00　点鐘（閉会）/17：10～希望懇親会

 場　　所　　ホテルニューオータニ熊本（ＪＲ熊本駅前）

 基調講演　　「ロータリー財団の動向と

ＲＩの水支援の要請」

水保全・保健・飢餓追放グループ

　ゾーン４コーディネーター

　岡村俊一氏（鹿児島ＲＣ）

参加対象者　　国際奉仕委員長、ロータリー財

団委員長、会長、幹事

＊委員長欠席の場合は、副委員

長または代理出席

＊登録は会場の関係で２名以上３名以内

 懇親会費　　7,000円

※登録ご希望の方は、幹事または事務局までお知らせ下さい。

４．第３回定例理事・役員会報告

（平成17年９月13日（火）13：40～於：トキハ別府店例会場 ８名）

報告・確認事項

１）2004-2005年度決算報告、2005-2006

年度予算報告の件。　＊承認

２）第２回クラブ協議会の件。

 日　時　　平成17年10月11日（火）12：30～

 場　所　　トキハ別府店例会場

 ゲスト　　ＲＩ第2720地区大分第三分区

ガバナー補佐　小口健一氏

※当初は10月４日に予定していました

が、小口健一ガバナー補佐と日程が合

わず上記の通り変更となりました。

３） 2005-2006年度森田靜一ガバナー公式訪問の件。

日　時　　平成17年10月18日（火）

10：00～10：45

別府中央ＲＣ会長・幹事懇談会

12：30～13：30　合同例会

場　所　　杉乃井ホテル　パレス２Ｆ「真珠」

ホスト　　別府北ロータリークラブ

※別府・別府北・別府東・日出・湯布院

・別府中央　以上６ＲＣ合同

※当日の別府中央ＲＣの例会は、上記の

為　場所変更となります。

４） 第２回「別府宵酔女まつり」協賛のお願

いの件。　＊募金箱回覧

開催日　　平成17年11月13・14日（日・月）

　　審議事項

１）新会員候補者の件。　＊承認（職業分類

「商業建築」開設）

２）森田靜一ガバナーより　　＊現状維持

　　・2007年規定審議会立法案提出について

３）｢ダメ。ゼッタイ。｣国連支援募金運動へ

の協力の件。　＊募金箱回覧

４）第28回別府合唱祭チケット購入協力の

件。　＊承認（例年通り２枚購入）

 日　時　　平成17年10月23日（日）14：00～

 場　所　　ビーコンプラザ・フィルハーモニアホール

 入場料　　500円（例年２枚の全員購入協力）

５）米山ランチ実施の件。（※10月は米山月

間です。）　＊承認

　　　実施日　　平成17年10月11日（火）

　　　　　　　　＠１,000×26名＝26,000

６）９月・10月例会予定の確認

　　　　９月６日「会員卓話」森　宗明会員

※台風の為 休会

　　　　 　13日「クラブフォーラム」

※会員満足度アンケートを実施

　　　　 　20日「会員卓話」土谷昌秀会員

　　　　 　27日「月見例会」

18：30～割烹旅館 ゆめさき

　　　　10月４日「米山奨学生卓話」

ドブロボリスカヤ・アンナさん

　　　　 　11日「第２回クラブ協議会」

　　　　 　18日「ガバナー公式訪問」於：杉乃井

ホテル （市内４ＲＣ・日出ＲＣ・湯布院ＲＣ合同例会）

　　　　 　25日「職業活動表彰」

※10月４日・11日の例会内

容が入れ替わりました。
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７）「2005-2006年度インターアクト海外親

善交流事業：韓国研修」旅費の件。

　　　＊承認（全額クラブ負担）

期　間：平成17年７月29日（金）～８月１日（月）３泊４日

５． ９月16日（金）13：00～社会福祉法人太陽の家に於いて「ＲＩ

第2720地区2005－2006年度社会奉仕・福祉推進合同セミ

ナー」が開催され、村津忠久社会奉仕員長が出席致しました。

６．お祝い

　　会員誕生日　大島由美子会員（９月 23 日）

＊記念品をお渡し致します。

７．例会変更のお知らせ

別府北ＲＣ ９月21日（水）の例会は、観月例

会の為　同日18：00～八幡朝見

神社に時間・場所変更

湯布院ＲＣ ９月28日（水）の例会は、早朝例

会（清掃）の為　同日６：30～湯

布院小学校に時間・場所変更

別府東ＲＣ ９月29日（木）の例会は、観月会

の為　同日18：30～べっぷ昭和

園に時間・場所変更

別府ＲＣ ９月30日（金）の例会は、第３回

クラブ協議会の為　同日18：30～

ホテルニューツルタに時間変更

大分臨海ＲＣ ９月26日（月）

大分1985ＲＣ ９月26日（月）

大分中央ＲＣ ９月28日（水）

大分城西ＲＣ ９月28日（水）

大分キャピタルＲＣ ９月28日（水）

大分東ＲＣ ９月29日（木）

大分南ＲＣ ９月30日（金）

８．次週の予定

　　「月見例会」

＊時間・場所を変更して、18：30 ～割烹旅館 ゆめさきに

於いて開催致します。お間違えのない様ご注意下さい。

９．本日の回覧

①大分県産婦人科医会より「おぎゃー献金運動」 募金箱

② 「ダメ。ゼッタイ。」国連支援募金運動　募金箱

③第 27 回青少年指導者養成研修会“ＲＹＬＡ”報告書

④ 「月見例会」（９月 27 日例会）　出・欠席

⑤ 「森田靜一ガバナー公式訪問」（10 月 18 日（火））出・欠席

⑥ 「ＲＩ第 2720 地区 2005-2006 年度地区

大会」（11 月 12・13 日）登録申込み

⑦くにさきＲＣ　週報

10． 本日の配布

①週報 789 号

② 「国際奉仕について」　鳴海淳郎Ｒ情報委員長

スマイルボックス 委員長　梅津ヤヨイ

○平野会長

　大森先生、又、横井ゆみさん、鈴木あゆみさん、

よくいらっしゃいました。今日は楽しい想い出話

をきかせて下さいね。又、土谷会員、卓話よろしく。

○上妻会員

　土谷会員の本日の卓話、よろしくお願いします。

　インターアクトの皆様、本日はようこそ。

○木村会員

　大森万智子先生、鈴木あゆみさん、横井裕美

さん、ようこそ。

　良い先生に指導されてうれしいですね。私も若

い頃を思い出しました。大いに勉強して下さい。

○溝部会員

　本学園関係者３名、御世話様になります。

○村津会員

　第28回別府市民合唱祭が、10月23日、B-con

で開催されます。今年のゲストは静岡県富士市

から来られる「富士女声コーラス」の皆さんで

す。地元も新規参加が１チーム増えました。

　合唱組曲「別府鶴見岳」創作の為の協賛金、只今

募集中です。今年もよろしくお願い申し上げます。

○森会員

　別府溝部学園高校の大森先生とインターアク

トの皆さんようこそ。これからもいろんなプロ

グラムに参加して下さい。

○近藤会員

　先週、私の誕生日をロータリークラブの皆様

から祝っていただきありがとうございました。

家族からも誕生会なるものをしてもらい、とて

もうれしかったのですが、ロータリーと同じで

出金は私の財布からでした。

○土谷会員

　まだまだ暑い夏が続きます。溝部学園高校の

大森先生、他生徒さんいらっしゃいませ。どう

ぞ私の卓話を聞いて帰ってください。

○高宮会員

　名古屋より次女夫婦が帰ってきました。10

月１日より（株）ティ・エフ・シーに入社しま

す。後継者として育てるつもりです。皆様の御

指導をお願い致します。

○赤嶺会員

　９月19日、昨日私のお友達が元気な女の子を

出産しました。いつの時も命の誕生は本当に感動

します。今日は心からのお祝いにスマイル! !ゲ

の例会は、公式

訪問例会の為

９ 月27日（ 火 ）

12：30～トキハ会

館５階ローズの

間に開催日変更
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ストの皆さんようこそいらっしゃいました。

　今日は、いつもいらっしゃる鳴海先生のお姿

が見えませんね。

○梅津会員

　今年の９月、残暑きびしくまだまだ日中の暑

さにはまいります。我が社のベテラン事務室長

の女性が野口病院で手術のため10日間位休ん

でいますので、私が大変忙しく老いにむち打っ

て走りまわっています。頑張ります。スマイル。

卓　話 別府溝部学園高等学校インターアクトクラブ

ホームステイを終えて

別府溝部学園高等学校　　鈴木あゆみ
　私は今回のインターアクトの交流会に参加できて本当によかっ
たと思っています。
　はじめは、私自身ハングルは簡単なあいさつくらいしか喋れな
いので、ホストファミリーと仲良くなれるか不安でした。でも、
釜山に着いて対面式をした時に、その不安はすっかり消えました。
なぜなら、私の交流相手の“パクさん”と“ヨーコ”の第一印象
は『とっても社交的』という感じだったからです。笑顔で、慣れ
ない日本語を使いながら自己紹介をしてくれて「日本と日本語が
好きなので、勉強をしています。」と言ってくれた時のことは特
に覚えています。でも、私たちはそれほどハングルを勉強しては
いなかったため、二人に申し訳ない気持ちになったけれど、そこ
は“後悔先に立たず”ということで、持参していたハングル語の
本と、高校で学んでいる英語、ジェスチャー、図などを使い、と
にかく笑顔で話しかけました。すると、相手も私達が何を言いた
いのか理解しようと、真剣に話を聴いてくれました。ホストファ
ミリーも気さくに色々話すことができ、日本で流行りの“ヨン様”
という言葉が通じたのには驚きました。あと、ホストマザーが作っ
てくれた料理は、どれも美味しいものばかりでした。
　私は、何ヶ月か前に韓国で起きた反日デモのこと、そして過
去に日本が犯した過ちなどを考えると、とても複雑な気持ちだっ
たけれど、全てを理解したうえで私達を受け入れてくれたホスト
ファミリーや、韓国の友達には感謝の気持ちでいっぱいでした。
　三日間という短い間ではあったけれど、なんとか“言葉の壁”
を乗り越えとても濃い三日間を過ごすことができました。この機
会を与えてくださった、ロータリークラブの方々には本当に感謝
しています。今回参加でき、本当によかったです。ありがとうご
ざいました。

ホームステイで得たモノ
別府溝部学園高等学校　　横井　裕美

　私は、この度韓国に行けるという機会を頂きとても感謝してい
ます。
　近隣の国という事・そして韓流ブームの絶頂期。韓国の首都圏
では、反日デモが勃発というニュースが、日本のニュースに度々
取り上げられていましたが、韓国に到着した時にはその不安が吹
き飛んでしまう程、韓国の人達は私達日本人を温かく迎えてくれ

ているようでした。入国してから、初めに韓国の市場を歩いて見
て回りました。一軒一軒の露店には、海産物や野菜などが、あふ
れんばかりに並べられていました。さすが今の、日本と共にアジ
アをリードしていく国だと思いました。人々は働くことで生き生
きしているように見えました。道路や車・建物は真新しく軒を連
ねていました。そして、韓国のインターアクトの生徒さん達との
夕食を兼ねての対面式。入国してからの初めての韓国料理を一緒
にいただきました。韓国人生徒達とテーブルに正面で向き合って
座り、韓国語で軽く挨拶をしたり、食べている料理の名前は何と
いうかを聞いたり。最初は、ぎこちない会話でしたが、親しくな
るにつれてお互いが理解しあうまで、繰り返しジェスチャーや英
語で話し合いました。時間をかけて相手に理解してもらった感動
は、家の中からやっと見つかった探し物のようでした。
　それから、私達を家へ迎えてくれた家族の方は、本当に温かく
包み込む優しさで接してくれました。家の壁の中央には、大きな
一枚の家族写真があり、それは家族の絆の深さ強さを表している
ようでした。家族と会話を楽しんでいる時、私が喉に手をあてて
いると、みんなが私を心配して、咳止め薬を私に手渡してくれまし
た。その時、私は感謝の気持ちをもっと表現したかったのに、言葉
の壁で伝えられなかったことに後悔でいっぱいでした。韓国にいた
期間、与えられたものは言いきれないほどたくさんあるのに、私は
与えたものはほんの一握りでしかありませんでした。韓国から持ち
帰ったものはお土産だけではなく、私達に与えてくれたたくさんの
優しさや親切な気持ちも、心の中に押し込めました。この交流会で
得たものは、言葉では言えないほどの深い優しさです。
　私は、また他国との交流会があったなら、その国の言葉や文化に
触れ知ろうとする努力を怠ることのないようにしていきたいです。
　本当に高校時代の思い出として、とても良い体験ができ、その
体験をいかして、さらなる向上を目指していきたいと思います。
　最後に、このような機会をくださいましたロータリーの方々に、
心からお礼と感謝を申し上げます、ありがとうございました。

卓　話 土谷　昌秀

私　の　仕　事
１．平成３年９月、別府市石垣東３丁目の地で、つちやフォ

トスタジオを開店 27 才。
　開店初日来店者０名、２日目来店者１名、店にいてもお客
様は来ない。なら自分でお客様のところに出向けばと考えた。
　最初に、泉都葬祭・中央葬儀と葬式に必要な遺影写真の
作成で、なんとか運営をしていきました。

２．平成５年、夢にまで見た婚礼の仕事を手に入れた。
　当時、バブルが弾けたとはいえ、まだまだ婚礼１組の単
価は高く、年間約 150 組を撮影していました。

３．平成７年、卒業アルバム事業をスタートする。
　そのころ、婚礼写真は単価が下がりはじめました。なに
か婚礼に替わる仕事はないか考え始めた。そして、自衛隊
の修了アルバムをスタートさせる。その後、学校アルバム
も手掛けるようになった。

４．現在
　各種アルバム事業を展開、溝部学園高等学校をはじめと
し、多数のアルバムを製作させていただいています。

E-mail:info@beppu4rc.jp

英国首相ロイド・ジョージ
　第１次世界大戦の最中、下層出身のロイド・ジョージが 1916
年イギリスの首相となった。彼の名は、ロイド眼鏡という名で
有名である。
　彼は、自分を支持する者だけに推薦状を交付し、所謂、クー
ポン選挙を行った。イギリスは、対戦中に配給（クーポン）であっ
たこともあり、クーポン選挙は、話題沸騰となった。反対する
者には、容赦なく対立候補を立て、３分の２を上回る候補者が

会員コラム 溝部　　仁

当選し、圧勝したのである。しかし、1922 年身内からの叛乱に
よって、政権から引きずり降ろされたのである。
　今度の小泉総理の戦略と呼応しないだろうか。結局、ロイド・
ジョージの自由党は、1926 年には、跡形もなく消滅した、と中
西輝政氏は書いている。
　歴史は、繰り返す、とよく言われる。今回の選挙を通じて、
空しさや寂寥感が増してきたのは、私だけだろうか。

（次週は衛藤秀子会員の予定です。）


