
2005 ～ 2006 年度

   ＲＩテーマ　　　　

国際ロータリー会長　カール　ヴィルヘルム　ステンハマー （国籍・スウェーデン）

2720 地区

別府中央ロータリークラブ

例会日　火曜日　12 時 30 分
ところ　トキハ別府店　７Ｆぼたんの間
　　　　TEL  ２３－１１１１
事務所　別府市西野口町 1 番 1 号 青山通りビル 3F
　　　　〒 874-0931　TEL（0977）23-9000
　　　　　　　　　 　FAX（0977）23-9019
　　　　http://www.beppu4rc.jp/chuo/
　　　　E-mail:info@beppu4rc.jp

理事　鳴海淳郎
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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　　12：30
◆Ｒ　　Ｓ　　別府中央ロータリークラブの歌
◆唱　　歌　　雪山讃歌
◆Ｂ.Ｇ.Ｍ　　「イージー・リスニングの世界」より

シバの女王
鏡の中のアンナ
恋する瞳　　他

会長の時間 会長　平野　英壽

　今月、２月23日は、ロータリーの創立記念日
です。そこで、「ロータリーの始まった日」につ
いて少しお話をしたいと思います。
　それは1905年（明治38年）２月23日。このころ
は自動車がようやく実用化の段階に入ったばかり
で、まだ馬車の方が幅を利かせていました。この年
の２月23日の晩、米国ノリノイ州のシカゴに４人
の人が集まりました。４人というのは、弁護士のポ
ール・Ｐ. ハリス、石炭商のシルベスター・シール、
鉱山技師のガスターバス・Ｅ. ローア、洋服商のハ
イラム・ショーレーです。４人は、ポール・ハリス
が過去５年の間にあたためてきたアイデアについて
語り合いました。「お互いの業務あるいは職業上の
結び付きを通じて、友好的交友関係を築くことがで
きるはずであり、またそうすべきである。仕事上で
の関係が、友情の妨げとなることはない」と、ポー
ルは考えたのです。その晩、話が進むにつれ、職業
を通じて結ばれた関係は、個人的な友情に発展させ
ることができるし、またそうすべきであることを、
お互い一段と深く認識し合ったのです。そして、さ
らに話し合いを続けた結果、このような友好関係を
はぐくむには何らかのクラブを作ることが一番良い
という結論に達したのです。ロータリークラブとい
う名称は、このとき、その場で決められたわけでは
ありませんでしたが、実質的には、1905年２月23
日の晩に開かれたこの会合が、世界最初のロータリ
ークラブの第１回会合となりました。（“ロータリー”

という名称が決められたのは、会合が始まってまも
なく、会員の事業所で輸番に会合を開くという、当
初の計画を適切に表現するものであると、ポールが
主張したのである。）
　最近のロータリーのあり方について、鳴海先生
や溝部先生、又色んな方々と話をしますが、特に
近年はロータリークラブでも特に変わりつつある

◆出席報告　　　　　　　委員長　津末美代子
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ようです。それがいい方向に向かうか否かはさだ
かではありませんが…
　ロータリーは、昨年100年の歳月を迎えました。
ロータリーとはどういう団体なのか、そしてどんな
目的を持っているのか等、この月間、創立記念日を
迎えるにあたり見直してみるのはいかがでしょうか。

幹事報告 幹事　木村きぬゑ

─　世界理解月間　─
１．本日の卓話
　　『男と女』　　大島由美子会員
２．2006－2007年度RI第2720地区『会長エレクト研修セ

ミナー (PETS)・次年度ガバナー補佐会』開催のご案内
日　時　　平成18年４月８日（土）13：30～19：40

12：30～登録受付/13：30～開会
17：20～記念撮影
18：00～19：40懇親会

場　所　　ビーコンプラザ
　　　　　　　（別府市山の手町12-1 0977（26)7111）

「会　議」国際会議室
「懇親会」レセプションホール

出席義務者　　次期会長
登録料　　会長エレクト研修セミナー　9,000円
懇親会費　　10,000円（セミナー出席者は全員お願いします。）

３．2006－2007年度　RI第2720地区『地区協
議会』開催のご案内
日　時　　平成18年４月９日（日）10：00～16：30

９：00～登録/10：00～開会
13：30～部門別協議会/16：30閉会

場　所　　ビーコンプラザ
　　　　　　　（別府市山の手町12-1 0977（26)7111）

「全体会議」フィルハーモニアホール
「部門別協議会」協議会当日会場をお知らせ

出席義務者　　次期会長、幹事、クラブ奉仕、会員増
強、ロータリー情報、職業奉仕、社会
奉仕、新世代、国際奉仕、米山、ロー
タリー財団　各次期委員会委員長

登録料　　8,000円
申込締切　　３月10日（金）

４．例会場変更のお知らせ
２月15日より湯布院ロータリークラブの例
会場が、下記の通り事務局と同じ場所になり
ました。尚、例会日・時間には変更ありませ
ん。（水曜日　12：30～）

　　　旧例会場：湯布院倶楽部コーワパークホテル
　　　新例会場：喫茶クリケット

〒879-5102 由布市湯布院町川上2915-14
Tel・Fax（0977）85-5155

５．第８回定例理事・役員会報告
（平成18年　２月７日（火）13：40～

於：トキハ別府店例会場　９名）

審議事項

１）「創立17周年記念例会」の件。＊承認
日時　平成18年３月28日（火）12：30～
場所　トキハ別府店例会場

内容　「創立記念に因んで」 会長 平野英壽
※当日、シャンパンにて乾杯

２）２月・３月例会予定の確認
２月７日「会員卓話」上妻　　浩会員
　　14日「会員卓話」大島由美子会員
　　21日「定款第５条第１節（Ｃ）に基づき休会」
　　28日「第３回クラブ協議会」
３月７日「会員卓話」村津　忠久会員
　　14日「会員卓話」後藤　　隆会員
　　21日「法定休日」
　　28日「創立17年周年記念例会」

３）別府中央ロータリークラブ定款細則　一部
改正の件。　＊承認
○鳴海、溝部両会員にて当クラブの「定款
細則」を一部改正
・2006年１月31日付→会員に定款細則（案）を配布
その後、異議申立てがなかった為　上記日付にて施行する。

６．例会変更のお知らせ
大分キャピタルＲＣ ２月15日（水）の例会は、梅見

例会の為　同日18：30～東洋ホ
テル14Fに変更

大分臨海ＲＣ ２月20日（第３月）の例会は、
親睦夜の例会の為　同日18：30
～ふぐ八丁に場所変更

佐伯ＲＣ ２月22日（水）の例会は、記念
例会の為　同日18：30～太鳳閣
に時間・場所変更

宇佐ＲＣ ２月23日（木）の例会は、職場
訪問例会の為　同日12：30～ト
キハインダストリー中洲店にて例
会、その後13：00～九州総合ス
ポーツカレッジに場所変更

別府東ＲＣ ２月23日（木）の例会は、ニュー
釜山港RC会員歓迎会の為　同日
18：30～別府ホテル清風に時間
・場所変更

佐伯ＲＣ ３月８日（水）の例会は、合同例会
の為　３月10日（金）18：30～
ホテル金水苑に日時変更

７．今後の例会予定
・２月21日（火）「定款第５条第１節（Ｃ）に基づき休会」
・２月28日（火）「第３回クラブ協議会」　
＊協議会は全員参加です。（特に入会３年未

満の会員の方はぜひご出席下さい。）
各委員会の委員長で万一欠席される方は、必ず代
理者を幹事までお知らせ下さい。審議の進行上、
ご協力お願い致します。尚、「2005-2006年別府
中央ＲＣの現況と活動計画」（黄色の冊子）を元
に進行していきますので、当日ご持参下さい。

８．本日の回覧
①創立100周年記念「国際ロータリー奉仕の

100年」2004-05年度年次報告
②ロータリー財団　2004-05年度年次報告
③「第３回クラブ協議会」（２月28日例会）出・欠席
④2006-2007年度版「ロータリー手帳」希望購入
⑤杵築ＲＣ、くにさきＲＣ　週報
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９．本日の配布
①週報808号
②「世界理解月間にあたって」

鳴海淳郎Ｒ情報委員長より

スマイルボックス 委員長　梅津ヤヨイ

○平野会長
　今日は一年一度のバレンタインディー、何個
チョコレートがくるかな？
　由美ちゃん卓話頑張って下さいネ。

○上妻会員
　今日はバレンタインデー。義理チョコすら全く
もらわなくなりましたが家内の姪が毎年可愛いプ
レゼントをくれるので、去年は張りこんでティフ
ァニーのアクセサリーを送ったら今年はワインを
送ってきました。今年は何のお返しをしようかな？

○木村会員
　由美ちゃんの卓話たのしみです。
　消費者が喜ぶのか、生産者が喜ぶのか？今日
はチョコレートが売れる日、こんなのだれがき
めたの？梅津さん有がとう。女性である事わす
れてた。

○鳴海会員
　この度、孫の雄気が大分大学医学部の推薦入
試に合格、現在山口大学医学部一年に在学中の
姉　宏子につづき、医師への道を進むことにな
りました。
　また、その下の孫　進悟も新設の向陽中学に
合格しました。祖父としてこれに勝るよろこび
はありません。
　わたし自身も、この元日に80歳を迎えたこ
とを記念して、本日皆さんにお配りした『皮膚
を心底きれいにするには』という小冊子を出版
することが出来ました。
　お世話になった森会員にも心より感謝してス
マイル致します。
　又、バレンタインで従業員からたくさんチョ
コレートをいただきました。うれしい事です。

○森会員
　大島会員の卓話「男と女」ついつい変な事考
えてニンマリ

4 4 4 4

してしまう私は変でしょうか。楽
しみです頑張って！！

○髙宮会員
　２月８日三番目の孫が誕生しました。名前は

「豪
ごう

」と言い、次女の初めての子供です。昨日
２月13日に退院し我家に滞在中！！私の仕事
は毎日の入浴です。
　暫く「スマイルボックス」に登場します。

○吉冨会員
　今日の卓話のタイトル「男と女」どんな内容
なのか楽しみです。大島さん頑張って！

○津来会員
　今日はバレンタインデイーですね。本命チョ
コは３個買いました。３人に愛をささげます？
　由美ちゃん卓話頑張ってネ。

○薬真寺会員
　７階レストラン街がおかげで大変好調です。
次は６階に「手芸」の専門店の導入と、玩具、
子供服売場もリニューアルします。３月２日オ
ープンです。
　また、本日の卓話「男と女」興味深々。大島
さん、期待しています。

○土谷会員
　久しぶりの例会に喜んでおります。
　今後もお忘れなくよろしくお願いします。

○大島会員
　梅津会員、チョコレートをありがとうござい
ます。

○赤嶺会員
　今日は２月14日です。世の中はバレンタイ
ンデー一色です。ここトキハも早々から列がで
き、駐車場もいっぱいです。ワクワクしますね。
私も今日の日をはりきっていきます。
　大島会員さん卓話がんばって下さい！！
　バレンタインスマイルとして。

○村津会員
　健康増進委員長として是非共、聴いておきたい
講話を受講する為、例会を欠席致します。順天堂
大学医学部主任教授・佐藤信紘氏の「医食同源～
いかに食べ、いかに飲むべきか」がテーマです。
　何れ卓話の時に要約をお伝え致します。

○梅津会員
　本日はバレンタインです。スマイル委員長私
も女性でございます。日頃のスマイルに感謝し
てささやかなチョコレートを送らせていただき
ます。お返しのホワイトデーでスマイル待って
います。
　ありがとうございます。

会 員 卓 話 大島由美子

男　と　女

　今日、２月14日はバレンタインデーです。こ
れはもともと３世紀イタリアのカトリック司教、
聖バレンティヌス（英語読みでバレンタイン）が
殉教した日だそうです。伝説によりますとバレン
タインは、兵士の結婚を「士気が下がるから」と
いう理由で禁じたローマ皇帝に背いて恋人たちを
結びつけ、皇帝の怒りをかって処刑されたと言わ
れております。
　そしてこの日（２月14日）はまた、西洋では「小
鳥が初めてつがう（愛をかわす）日」とも言われて
いるそうです。こういう事から、アメリカやイギリ
ス等では２月14日に恋人達がカード（バレンタイ
ンカード）や贈り物を取り交わすようになりました。
　さて日本ですが、私達の国で最初にバレンタイ
ンデーを紹介したのは神戸の洋菓子店「モロゾフ」
だそうです。1936（昭和11）年の事です。そして
1958（昭和33）年「メリーチョコレート」という
会社が伊勢丹新宿本店で「バレンタインデーフェ
ア」と銘打って板チョコを売り出しました。しかし
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とは今まではずうっと「男系（父親が皇族で母親
は皇族・民間を問わない）」の方が天皇になられ
ているということになります。
　このことを頭においてこれから読み上げるコラ
ムをお聞き下さい。これは先日１月29日の大分
合同新聞「東西南北」に載ったコラムです。
　あの頑固で一徹な小泉首相は改正問題を今の国
会で成立させると宣言し、又世論調査でも大多数
の人々が「女性天皇」も「女系天皇」も賛成だと
いう空気の中で書かれたコラムです。
　では、読んでみます。
　女性天皇の是非が論じられるのは愛子さまが念
頭にあるからだろう。だから国民の賛否両論は愛
子さまの天皇是非論でもあろう。その点では、当
方も多くの国民と同様、女性天皇に賛成だった。
だったと過去形にしたのは、最近ちょっと考え直
したからだ。それは雑誌「文芸春秋」二月号の寛
仁親王さまのインタビューを読んでからだ。「な
ぜ私は女系天皇に反対なのか」と、寛

とも

仁
ひと

親王さま
は具体的に詳しく話されている。
　この発言には、現職の皇族としていかがなもの
か、と批判もあり、当方も初めはそんな感じも持
っていた。しかしこの記事を読んで、もっとわれ
われは国民の天皇家、皇室という歴史的存在を理
解しなければならないのではと思い直した。端的
に言うと、皇室は日本の歴史の根幹にある伝統文
化だ。伝統文化や文化財は昔のまま保存しなけれ
ば意味がないし、現状変更は絶対してはならない。
その意味で皇室の伝統が、少子化や男女共同参画
など現代社会の風潮と合わなくなりそうというこ
とで、これを変えてもよいものか。それも数人の

「有職者会議」の議論によるだけでよいのか。確
かに男女同権の民主主義の現代では、女性天皇は
当然と考えられるが、皇室の伝統はそんな近代的
民主主義とは別世界にあるのだ。そしてその故に
国や国民の象徴としての存在意義がある。
　「天皇さま　その血の重み」と「血」を持ち出す
のは前近代的な古臭い論理に聞こえるが、世界に
類のない太古からの伝統文化（血統）は近代的・
現代化になじまないし、またすべきではない。少
なくとも急いで結論を出す問題ではないと思う。
　皆様、どう思われるでしょうか？

この時は３枚150円しか売れなかったので、翌年「女
性が年に一度チョコレートを贈って愛の告白をする
日」という売り文句を考えチョコレートもハート型
にしたところ爆発的に売れ出したんだそうです。
　これ以後２月14日のバレンタインデーは、女
性から男性に贈りもの（特にチョコレート）をし
て愛を告白することができる日、という日本型バ
レンタインデーができあがりました。
　ここでのポイントは、チョコレートもさること
ながら１年に一度のこの日だけは「女性から男性
に愛をうちあけることができる」というところだ
と思います。つまり私達の国では女性から男性に
積極的に愛を告白する事はまだまだ「はしたない」
という意識が皆の心の中にあるということの裏返
しが、バレンタインデーがこれほど盛んになった
理由ではないかと思われます。やはり男性中心の
日本社会では、女性は「ひかえめ」にという事が
美徳なのです。
　ところが、先頃私達の国日本で「男と女」の関
係が劇的に変化するかもしれない事が起こりそう
になりました。それは皇室典範改正問題です。

「女性天皇」と「女系天皇」又「万世一系」など
むつかしい言葉が新聞やテレビで毎日のように
飛び交っておりました。私もよく分かりません
のでこれから勉強しようと思っていた矢先に紀子
様の御懐妊のニュースが飛び込んできて、今はこ
の問題は収束にむかっております。しかし、お生
まれになるお子様が女子ならば又近々必ず再燃す
ると思われます。何故ならば平成天皇様（第125代）

にお世継ぎはいらっしゃらないことになるのです
から…。皆さまももう十分ご存じのこととおもわ
れますが「女性天皇」とは文字通り女性の天皇様
で歴史上８人いらっしゃるそうです。２人の方が
二度天皇様になられているので「８人10代の女
帝」などと言われております。推古天皇（第33代）

・持統天皇（第41代）等です。一方「女系天皇」とは、
父親は民間の方でお母さんが皇族である子孫を言
うそうです。具体的には愛子様が天皇になれば「女
性天皇」で、お年頃になって民間からお婿さんを
もらい、できたお子様は男子女子関係なく「女系」
になり、もしそのお子様が天皇になれば、ここに
史上初めて「女系天皇」が誕生することになるそ
うです。この時点で歴史が変わります。というこ

E-mail:info@beppu4rc.jp

～晩酌～
　一日頑張った疲れを癒してくれる夕食事におけ
る晩酌、お風呂上りに頂く一杯のビールは特にサ
イコーですよね。最近我が家でもこれを楽しみに
している子供がいるんです!!
　皆さんは「子供ビール」なるものをご存じです
か？お酒ではなく炭酸飲料なのですが、ちゃんと
オープナーで栓をぬき泡もちゃんとビールの様に
なるのです。その名も「よい子が飲んでるよい子
のビール」思わず笑ってしまいましたが…。昔で
は考えられない事ですよね。近年子供達が犯す犯

罪や犠牲になる事が多い世の中で、少しでも子供
の心のよりどころみたいな物が必要とされるる時
代にこういった商品が出てくるのは一つの手段か
も知れませんね。実際、不思議な事に飲んでる子
供の頬が桜色に染まってくるんですよ（笑）
　大人も子供もこのストレス社会の中で必至に戦
いながら生きていると思います。少しでもそんな
心の手助けみたいな事が出来たらと改めて思いま
した。「子供ビール」にカンパイ　　　　～終～

　
 次回は、村津忠久会員です。

会員コラム 赤嶺　リサ


