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　〃　 溝部　仁
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　〃　 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　　18：30

◆国　　歌　　君が代

◆Ｒ　　Ｓ　　奉仕の理想

◆唱　　歌　　１月１日

◆ビジター　　豊田　憲生　　（別　府ＲＣ）

西田　友行　　此本英一郎

石川　　晃　　渡辺　純一

三浦　　繁　　（別府北ＲＣ）

野村　幸雄　　田中　恒治

佐藤　博章　　黒木　健文

檀上　陽一　　（別府東ＲＣ）

会長の時間 会長　平野　英壽

　新年あけましておめでとうございます。2006

年度、新春はいかがおすごしでしたか。２週間ぶ

りに皆さんのお元気な顔が見れて、大変幸せです。

　私も会長就任から半年を過ぎ、折り返し点のス

タートが始まりました。前半は、どうにかこうに

かやってくることが出来ました。後半の半年も、

どうぞ寛大なお気持ちを持って、お付き合い願い

たいと思います。

　さて、後半の主な行事と致しまして、２月４日

（土）「別府北創立40周年記念式典」、４月８日（土）、

９日（日）、「2006－2007年度PETS地区協議会」

（予定）、４月下旬、「別府市近隣７ＲＣ親睦ゴル

フコンペ」と対外的行事がございます。４月下旬

の「別府市近隣７ＲＣ親睦ゴルフコンペ」は当ク

ラブが本年度はホストでございます。これも早め

に親睦委員長と打合せし、段取りをして行きたい

と思います。又、別府北40周年、PETS地区協議

会等は、市内の同じクラブとして大勢の皆さんに

出席して頂きたいと思います。

　今年も私なりに頑張って行こうと思います。ど

うぞ、ご支援、ご協力を切にお願い致します。

◆出席報告　　　　　　副委員長　衛藤　秀子
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幹事報告 幹事　木村きぬゑ

─　ロータリー理解推進月間　─

新年明けましておめでとうございます。

本年もよろしくお願い申し上げます。

…本日は例会終了後、親睦委員会担当により

「新年家族会」を開催致します。…

１．本日の卓話

　　「年頭所感～年女に因んで～」　衛藤秀子会員

２．ロータリー財団本部より「ロータリー平和および紛

争解決研究プログラム」受験希望者募集のお知らせ

○このプログラムは５番目の教育的プログラムで2006

年７月より始まる３年間の試験的プログラムです。

タイ、バンコクのチュラロンコーン大学で３ヶ月間

紛争解決について学ぶもので、１年間に３ヶ月のコ

ースが２回提供され、各30人が選ばれる予定です。

第１回
  登録とオリエンテーション：2006年７月３日
  授業：2006年７月４日～９月29日

第２回
  登録とオリエンテーション：2007年１月８日
  授業：2007年１月９日～４月６日

応募資格
　・大学卒業または同等の資格を有する人。
　・英語が堪能な人（授業は英語で行われます）。
　・フルタイムで政府、ＮＧＯ、民間企業の

中級職か上級職に雇用されている人。
　・帰国後、平和および紛争解決研究が自分

の仕事を高めるか明確に証明できる人。
　・地元のロータリークラブを通じて申請し、

地区の確認を得ること。

申請書提出期限　１月15日（日）まで

※詳細・申請書の必要な方は、幹事または事務局までお申し出下さい。

３．ＲＩ第2720地区『八代南ロータリークラブ創

立30周年記念式典・祝賀会』開催のお知らせ

日　時　　平成18年３月18日（土）

14：00～登録受付/15：00～記念式典

16：30～祝賀会

場　所　　八代ホワイトパレス

（八代市松江町290-1 （0965）35-0005）

登録料　　会員10,000円　ご家族5,000円

申込締切　　１月31日（火）

※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．例会場及び事務局変更のお知らせ

　　１月より玖珠ロータリークラブの例会場兼事

務局が下記の通り変更となりました。

　　＊例会曜日、時間に変更はありません。

（毎週木曜日　12：30～）

　　旧：「例会場」　トキハインダストリー

玖珠センター　３階大ホール

　　　　「事務局」　〒874-4413　

玖珠郡玖珠町塚脇180 トキハ

インダストリー玖珠センター内

　　新：「例会場」　望山荘

　　　　「事務局」　〒879-4403　

玖珠郡玖珠町帆足390-3 望山荘内

Tel（0973）72-0187　Fax（0973）72-7372

５．12月の例会にて「歳末たすけあい募金」別府市社会

福祉協議会の愛の袋募金をお願いしましたところ益金

2,700円となりました。ご協力ありがとうございました。

６．本日、18：00～割烹旅館ゆめさきに於いて「第

７回定例理事・役員会」を開催致しました。

７．お祝い

 会員誕生日　　吉冨　今男会員（１月12日）

 　　　　　　　森　　宗明会員（１月16日）

＊記念品をお渡し致します。

 配偶者誕生日　　椛田　健治会員（１月14日）

＊記念品をお渡し致します。

８．例会変更のお知らせ

別府北ＲＣ １月11日（水）の例会は、新年

家族会の為　同日18：00～ホテ

ル白菊に時間変更

宇佐ＲＣ １月12日（木）の例会は、新年

親睦例会の為　１月14日（土）

18：30～ホテルニューツルタに

日時・場所変更

別府東ＲＣ １月12日（木）の例会は、新年

家族会の為　同日18：30～杉乃

井ホテルに時間変更

くにさきＲＣ １月18日（水）の例会は、家族

新年会の為　同日18：30～いこ

いの村国東に時間変更

大分臨海ＲＣ １月23日（月）の例会は、職場

訪問例会の為　同日12：30～株

式会社大分ＣＳＫに場所変更

大分ＲＣ １月24日（火）の例会は、新年

家族例会の為　同日18：30～春

日神社参集殿に時間・場所変更

大分城西ＲＣ １月25日（水）の例会は、夜例会

（新年会）の為　同日18：30～ふ

ぐ八丁に時間・場所変更

９．次週の予定

 「会員卓話」　鳴海淳郎会員

10． 本日の回覧

①「別府北ＲＣ創立40周年記念式典」

　 （２月４日（土））　出・欠席



BEPPU CHUO ROTARY CLUB

E-mail:info@beppu4rc.jp

11． 本日の配布

①週報803号

スマイルボックス 委員長　梅津ヤヨイ

○平野会長

　あけましておめでとうございます。

　年賀状をいただいた会員のみなさんありがと

うございました。御返信ができずごめんなさい。

今年もよろしく。

○上妻会員

　新年会大いに楽しみましょう。

○木村会員

　新年明けましておめでとうございます。

　今年は例年になく寒く、北の方は雪でひどい

目に遭っています。お気の毒と思います。大分

県に住んでいる私達は寒いだけでずいぶん幸せ

と感じます。昨年31日、お墓参りの途中、交

通事故で後からドスンと当てショックをうけ

31日のしめをした感じです。今年は良い年に

なります様。

○鳴海会員

　皆さん、明けましておめでとうございます。

　いよいよ80才になりました。早々にお祝い

をいただき有難うございました。また、新しい

夢を追って前進したいと思います。

○村津会員

　この週末日曜日（15日）、12時半から別府ア

リーナで開催されるプロバスケットボール試合

のオープンセレモニーで、「君が代」のリード

を頼まれました。招待券を20枚頂きましたの

で、来れそうな方に差し上げます。声を掛けて

下さい。ご案内に代えてスマイル。

○河村会員

　おめでとうございます。

　昨年12月は風邪で事務所を何年ぶりかで休

みました。やはり鬼の霍乱と云われるのでしょ

うか。今年は元気に一年を乗りきります。本年

もよろしくお願いします。

○後藤（隆）会員

　あけましておめでとうございます。今年もど

うぞよろしく。

○薬真寺会員

　新年あけましておめでとうございます。

　別府中央ロータリークラブ会員の皆様方にと

っても別府市にとっても素晴らしい一年になり

ますように祈念してスマイルいたします。

○近藤会員

　皆様あけましておめでとうございます。

　本年最初の例会に和服でご出席すると薬真寺

会員に約束していながらきものを津久見に置き

忘れてきました。来年のことを言うと後藤隆さ

ん（けっして鬼というわけではありません）が

笑うと思いますが、和服にて出席することを皆

様に約束します。

○後藤（孝）会員

　皆さん明けましておめでとうございます。今

年もよろしくお願いします。

○亀井会員

　忘年会は大変失礼しました。

○土谷会員

　明けましておめでとうございます。

　昨年の忘年会どうでしたか？本日の新年会も

すばらしい会にします。皆様の御協力よろしく

お願いします。

○衛藤会員

　明けましておめでとうございます。本年もよ

ろしくお願い致します。

　よろこびに包まれ迎えし花の春

　今年のお正月はおだやかないいお正月でした。

○吉冨会員

　皆様本年もよろしくお願い致します。

　今年は、百余名の社員が不安や路頭に迷うこ

とのない様、又、会社トップの不健康は自己管

理ができていないことを外部に露呈する恥です

から、自分自身の健康管理には充分過ぎるほど

の気配りをしたいと思います。一企業の責任者

として、自覚新たに宣言しスマイルします。

○高宮会員

　皆様明けましておめでとうございます。

　入会後初めての正月です。前年の忘年会はカ

ゼで休会頂きました。今年は心を新にガンバッ

テ出席致します。

○森会員

　明けましておめでとうございます。

　16日で52才になります。今だに50をこえた

実感がない ! ! これでいいのかなァ？

○梅津会員

　新年明けましておめでとうございます。本年

も楽しい楽しいスマイルの時間を持ちたいと思

っています。どうぞ皆様御協力の程よろしくお

願い致します。
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　この節分ですが、季節のうつりかわる時のこと

で、立春、立夏、立秋、立冬の前日のことで、特

に冬から春にうつり新年を迎える意味で立春の前

日に豆まきをする様になりました。

　因みにこの百年間の戌年は、明治43年庚
かのえ

戌、

大正11年壬
みずのえ

戌、昭和９年甲
きのえ

戌、昭和21年丙
ひのえ

戌、

昭和33年戊
つちのえ

戌、昭和45年庚
かのえ

戌、昭和57年壬
みずのえ

戌、

平成６年甲
きのえ

戌、そして今年平成18年丙
ひのえ

戌です。

昭和21年生まれの人が今年還暦です。私は昭和

９年生まれの72才ですが、還暦を過ぎて初めて

の戌年ですので、まだ12才だと思っています。

犬は御主人様に柔順で盲導犬の様にやさしく人の

為に役立ち、人に可愛がられる。私もこの一年そ

の様にありたいと思っています。

　スマイルボックスにも書きましたが、

　　よろこびに　包まれて迎えし　花の春

　今年のお正月は、おだやかな良い年明けでした。

どうぞこの一年平和であります様お祈りしてお話

を終わります。ありがとうございました。

会 員 卓 話 衛藤　秀子

年頭所感「年女に因んで」

　明けましておめでとうございます。

　今日は、年頭にあたり「年女について」と云う

ことですが、勉強不足であまり詳しい事はわかり

ませんが、思いつくままに少しお話致します。

　この「年女」とは、年男に対して、近年出来た

風習で、もともと武家社会で宮中で大晦日の夜、

悪鬼を払い、疫病を除く追儺の儀式で、その年

の干支に当たる人が新年に門松を立て、若水を汲

み、飾り付けなどをして鬼に扮した者を内裏の四

門（東西南北）を廻って追いまわすと云う行事、

所謂節分の豆まきです。これを勤める人を「年男」

と云った様です。この行事、古く中国に始まり、

わが国には文武天皇（西暦700年）の頃伝わり、

初めは宮中の行事であったが近年になって民間で

も行われる様になりました。

E-mail:info@beppu4rc.jp

夢
　私は『夢』という言葉が好きです。
　世阿弥の書いた「風姿花伝」にお能の練習法が
書かれておりますが、ある時期、今まで通り演じ
ていてもうまくいかず、やる気をなくしてしまう
そうです。そんな時、

～指をさして人に笑はるるとも、それをば顧み
ず～心中には願力を起こして一期の境ここなり
と、生涯に懸けて能を捨てぬより外は稽古ある

べからず。ここに捨つれば、そのまま能は止ま
るべし～

　ここが一生の分かれ目だと思って能を捨てない
こと…そう強く念じる以外に稽古はないというの
です。
　夢は諦めた時に夢となります。だからこそ、夢
の実現の為、常に初心を忘れず挑戦し生きてゆき
たいと思う今日このごろです。
 次回は、平野英壽会員です。

会員コラム 大島由美子

新　　年　　会 １月10日　18：30～
於：割烹旅館ゆめさき


