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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　　どこかで春が

◆Ｂ.Ｇ.Ｍ　　「極上のクラシック・バロック」より

カノン

メヌエット

シバの女王の入城　　他

◆ビジター　　浦松　傳（別府北RC）

会長の時間 会長　平野　英壽

　さて、今週は「世界ローターアクト週間」です。

　当クラブは、ローターアクトクラブを提唱して

いませんが、市内他３ＲＣはそれぞれローターア

クトクラブを抱えています。

　ローターアクトクラブとはどういった団体なの

かと申しますと、就職または就学している18歳～

30歳までの青年で構成されています。多彩なバッ

クグラウンドをもちながらも、社会奉仕や世界各

地の問題、機会に対する知識や理解を深めたいな

ど、現代ではすぐにかき消されてしまいそうな考

えを共有している若者たちです。しかし、今、市

内に３つあるローターアクトクラブの内、１クラ

ブは昔に比べとても人員が減少してしまいました。

　ロータリーでは、歴代の会長が、会員を増強し

クラブの多様性を高め、そして、あらゆる職業か

ら若い人々や女性を入会させるよう、常に奨励し

ています。ですが、私たちロータリアンは、ロー

ターアクトという理想的な新会員の供給源を忘れ

ています。今いるローターアクターは将来、ロー

タリアンになるためのあらゆる要件を満たすこと

でしょう。この若さでロータリーと同じ「超我の

奉仕」という理想へ向かっているからです。

　当クラブには、先に述べたようにローターアク

トクラブはありませんが、インターアクトクラブ

があります。　ローターアクトに比べもっと若い

学生たちですが、同じ目標の下、活動を行ってい

ます。インターアクトを卒業し、ローターアクト

へ…そしてロータリアンへと継続していくことは

◆出席報告　　　　　　　委員長　津末美代子
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とても難しいことかもしれませんが、共に活動を

し、連携を強めることにより、ロータリアンにな

りたいという思いが芽生えるかも知れません。

　お子さんやお孫さんに、まずはクラブの奉仕活

動に参加して貰って下さい。奉仕を教えるには実

践が最良です！そこから彼らにロータリーを魅力

あるものにしていくことも私たちの責務だと思い

ます。

幹事報告 幹事　木村きぬゑ

─　世界理解月間　─

世界ローターアクトの日（３月13日）

世界ローターアクト週間

（３月13日を含む１週間（３月12～18日））

１．本日の卓話

　　『性格と病気』　後藤　隆会員

２．委員会報告

　・社会奉仕員会　村津忠久社会奉仕委員長より

３．第９回定例理事・役委員会報告

　　（平成18年３月７日（火）13：40～

　於：トキハ別府店例会場　10名）

審議事項

１）玉ノ井溥明ガバナー・エレクトより

 「ＰＥＴＳ・地区協議会で使用する“ロータ

リアン必携”」購入願いの件。

 ・ロータリアン必携　１部　300円

　　＊承認（個人負担）

２）「もみじ谷植樹作業」の件。（※定款第８条第

１節（a）（５）適用）　＊承認

 日　時　　平成17年３月26日（日）

　　　　　８：25集合　＊雨天決行

 　　　　　８：30～作業開始式

 　　　　　９：00～作業開始

　　集合場所　　別府ロープウェイ高原駅大食堂前

３）「花見例会」の件。　＊承認

 日　時　　平成18年４月４日（火）

 　　　　　18：30～例会　例会終了後～お花見

 場　所　　春香苑

 会　費　　４,000円　

４）「別府市近隣７ＲＣ合同親睦ゴルフ大会」の件。

（ホスト：別府中央ＲＣ）

　　日　時　　平成18年４月23日（日）　＊承認

 　　　　　（後日、詳細を発表）

　　場　所　　城島後楽園カントリークラブ

５）３月・４月例会予定の確認

 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」

 ４月４日「花見例会」18：30～　於：春香苑

 　　11日「会員卓話」津末美代子会員

 　　18日「会員卓話」薬真寺章三会員

 　　25日「会員卓話」梅津ヤヨイ会員

６）別府中央ＲＣ「親睦ゴルフ」開催の件。　＊承認

 日　時　　平成18年３月21日（火・祝）

　　　　　　　９：00集合　９：30スタート

 場　所　　城島後楽園カントリークラブ

 懇親会　　「親睦家族会」18：30～　春香苑

 会　費　　5,000円（ご家族の方も）

４． ３月10日（金）18：00～杉乃井ホテル・ひ

かりホールに於いて「第37回女性会慈善パ

ーティー」が開催され、当クラブから平野英

壽会長、木村きぬゑ幹事が出席致しました。

５．お祝い（次週３月21日例会は法定休日の為、

本日お祝いを致します。）

 会員誕生日　　上妻　　浩会員（３月14日）

＊記念品をお渡し致します。

 結婚記念日　　村津　忠久会員（３月15日）

＊ご自宅にワインが届きます。

 　　　　　　　後藤　孝弘会員（３月25日）

＊ご自宅にお花が届きます。

 　　　　　　　近藤　賢司会員（３月26日）

＊ご自宅にワインが届きます。

 配偶者誕生日　　近藤なな子さん（３月17日）

＊記念品をお渡し致します。

６．例会変更のお知らせ

別府ＲＣ ３月31日（金）の例会は、定款

第５条第１節(Ｃ)に基づき休会

佐伯ＭＡＲＩＮＥＲＣ ３ 月31日（ 金 ） の 例 会 は、 第

3590地区晋州第一ＲＣ会員歓迎

会の為　４月１日（土）18：30～

ホテル金水苑に日時・場所変更

別府北ＲＣ ４月５日（水）の例会は、ＰＥＴ

Ｓ・地区協議会に向けてフォーラ

ム（下見例会）の為　12：30～

ニューライフプラザに場所変更

別府東ＲＣ ４月６日（木）の例会は、三重

・日出ＲＣ合同花見例会の為　

18：30～別府ホテル清風に時間

・場所変更
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７．今後の例会予定

 　○３月21日（火）「法定休日」

 　○３月28日（火）「創立17周年記念例会」

　　　　～創立記念に因んで～　会長　平野英壽氏

８．本日の回覧

①「別府中央ＲＣ：親睦ゴルフ大会」

　（３月21日（火・祝））参加・不参加

②「もみじ谷植樹作業」（３月26日（日））

　出・欠席

③「花見例会」（４月４日例会）　出・欠席

９．本日の配布

①週報811号

②「世界ローターアクト週間にあたって」

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

　今日はホワイトデーおかえしが大変だー！ま

ずは梅津さんにスマイルでお返し。

○上妻会員

　今日はホワイトデー、そして私の誕生日。

　誕生祝のお礼とホワイトデーのお返しです。

○木村会員

　久しぶりに定休日です。10年間つかった道

具がつかえなくなり、あれもこれもと大変な出

費です。10年ひとくぎりと言いますが、本当

ですね、がんばります。

○吉冨会員

　本日はホワイトデーですね。

　先日の梅津会員のお返しはスマイルして下さ

いとの事でしたので、お返しにスマイル致しま

す。ありがとうございました。

　又、今日の後藤会員の卓話、楽しみにしてい

ます。

○近藤会員

　もうすぐお彼岸。暑さ寒さも彼岸までとよく

言いますが、これできっと暖かくなる。

　来週の別府中央ロータリークラブのゴルフ大

会頑張るぞ！！

○髙宮会員
　時の過つのは早いですね。

　先月２月８日に生まれた孫が自宅に帰りまし

た。毎日、入浴当番でしたので淋しくなりました。

　今日の歌の様に早く春が来て外で孫と遊べる

日を楽しみにしています。

○薬真寺会員

　毎年、この時期になるとのどから異常をきた

し、体調を多少こわします。今日はマスクで、

スマイル

○土谷会員

　本日3月14日は、ホワイトデー。買物をトキ

ハで済まし、一石二鳥の中央ロータリークラブ

に感謝しております。今日は仕事の都合で途中

退席させて頂きます。

○衛藤会員

　春は名のみで毎日寒いですね。折角片付けた

冬服を取り出しました。でも春の足音は聞こえ

ます。今日の卓話、後藤会員のお話楽しみにし

てます。

○後藤（孝）会員

　久しぶりの出席です。書く事はいろいろある

のですが、次週からにします。本日はただひた

すらにスマイル！スマイル！

○大島会員

　春が来たと思ってましたのに寒い日が続いて

ます。先日、津末さんのお宮素敵でしたよ。

○高田会員

　おつかれさまです。

　皆様が歓迎して下さって大変うれしく思って

います。これから長いおつきあいをよろしくお

願いします。

○森会員

　後藤隆さんの卓話「性格と病気」花粉症の私

はどんな性格でしょうか。卓話楽しみです。

○岩尾会員

　私共の職業で一年で一番多忙な確定申告の期

限が明日15日です。今年は昨年末より体調が

芳しくなく苦労しました。

　体調快復に専念し、残りの人生を有意義に全

うできるよう努力したいと思います。

　先月２月19日三女に二人目の孫が誕生しま

した。母子共に健康を祈念し、おそまきながら

スマイルいたします。

○赤嶺会員

　今日も寒いですね。本日はホワイトデー、先

月のバレンタインのお返しにホワイトデースマ

イル！！

　ビジターの浦松会員、ようこそおいで下さい

ました。ありがとうございます。
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委員会報告

社会奉仕委員会報告

委員長　村津　忠久

　３月 26 日（日）のもみじ谷奉仕作業は、陸上

自衛隊曹友会から、樫村会長以下 54 名、コーラ

ス会員・６名、市農林水産課職員と森林組合から

５名が参加予定となっております。わがクラブか

らも、なるべく多くの会員が御参加下さいますよ

うにお願いします。

　作業内容は、当日植樹される 600 本の中・

300 本を鶴見橋から植樹現場に運ぶ作業と、そ

の後、Ｂ地区及びＣ地区の整美作業を実施します。

剪定ばさみと剪定鋸の不足分はクラブで用意致し

ます。水筒は各自で用意して下さい。

　平野工務店の施工で修復された「第２九電橋」の

視察旁々、楽しく作業をしたいと思っております。

　雨天でも作業を実施致しますので、当日体調不

良の方は、御遠慮下さい。

　

会 員 卓 話 後藤　　隆

『性格と病気』

　私たちの周りには、せっかちでいつもイライラ

している人々がいます。この特有の行動特性を『タ

イプＡ行動パターン』と呼びます。社会的には有

能で、機械化が進んだ先進国では管理職や経営者

に多く見られます。この行動特性を持つ人たちは、

そうでない人より２.２倍も虚血性心疾患（狭心

症・心筋梗塞）の罹患率が高いことが医学的に証

明されています。そこでタイプＡの行動特性と、

その特有の行動を修正することで罹患率や再発率

を押さえることができるという研究結果について

お話しました。

○村津会員

　昨日、粉雪の舞う中を、一気登山道途中の倒木

処理を実施しました。鶴見山中腹ににある御楽現

権の上と、林道との交差点下の二ヶ所。森林事務

所の石田さんと市農林水産課の菊地さん、作業を

して下さった青年二人に感謝してスマイル。

　一気登山参加申込者は、2,341名になりました。

○後藤（隆）会員

　梅津さん、バレンタインのチョコありがとう

ございました。

○鳴海会員

　わたしの長男である当クリニックの副院長

は、かねてより将来の夢を救急医療に託すべく、

済生会福岡総合病院に長期出張中でしたが、こ

の度郷里別府に帰り、この三月より新別府病院

救急部長としてその職に専念することになりま

した。

　副院長を辞して当クリニックを離れること

は、父親として寂しい限りではありますが、わ

たしには出来ない将来への夢を果たすことに更

なる喜びを感ずる次第であります。

　この上は、他所では出来ない救急医療の実現

をめざし、郷土別府のために尽くすことを願っ

て止みません。

　わたしも80歳を過ぎましたが、まだまだ患者

さんのためにお役にたちたいと思っております。

　つきましては、この度診療科目を皮膚科・ア

レルギー科に変更し、これまでの経験を生かし

て充実した診療を行いたいと思っておりますの

で、何卒よろしくお願い致します。

○梅津会員

　本日もたくさんのスマイルありがとうござい

ます。又、今日はホワイトデーでのお返しスマ

イル、感謝感動しました。その又お返しでスマ

イルします。ありがとうございました。

E-mail:info@beppu4rc.jp

気がつく事

　自分が年をとったのかわかりませんが目上の

人に対する礼儀が若い人にかぎらず、中年の私達

も神経が麻痺してしまった様な気がしてなりませ

ん。言葉使い、日本語の敬語は本当にきれいだな

ーと最近特に気がつく様になりました。

　言葉は（ことだましい）と言って人を喜ばせた

り怒らせたり、一つの言葉で勇気をもらったり。

　最近気がついたのですがライブドアのホリエモ

ンさん、目上の人の前も大事な話をする時、特に

取引きの時等やはり背広でネクタイの方がよい。

若い人はキリッとひきしまってほしいと思いま

す。やはり義律心いろ色有りますが、礼儀は日本

の美だと思います。日本は美しい国、美しい言葉

を大事にしたいものです。

 次回は、衛藤秀子会員です。

会員コラム 木村きぬゑ


