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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　　我等の生業
◆唱　　歌　　春が来た
◆Ｂ.Ｇ.Ｍ　　「極上のクラシック」より

オーボエ協奏曲
カンタータ第106番
シチリアーノ　　　　他

◆ビジター　　中村　光（別府北RC）

会長の時間 会長　平野　英壽

　本日はこの後、創立記念に因んで卓話も任せら
れていますので、少しロータリーから離れてお話
をしたいと思います。

　先週の春分の日を境に、徐々に春らしくなって
きました。「はる」という言葉は「万物が発〔は〕
る（発する）」「木の芽が張〔は〕る」「天候が晴〔は〕る」

「田畑を懇〔は〕る」などの意味を持ちます。天候
に恵まれ、希望に溢れる季節を象徴しています。
　そして、４月５日頃『清明（せいめい）』とは
万物が若返ってすがすがしく、明るく美しくなる
ことです。清明とは「洗浄明潔」の略で「万物こ
こに至りて皆潔斎にして清明なり」という意味が
あります。簡単にいえば「満開の桜をみると、す
べてのモノが生き生きしているように見えるな
ぁ。さあ、花見だ！」ということでしょうか。日
本列島はさまざまの花が咲き乱れ、特に桜前線
が次第に北上して、お花見シーズンの当来で人々
の心が浮き立ってきます。「生きていてよかった」
とつくづく感じさせられる時期でもあります。い
よいよ冬と決別して、温暖な季節となるので、旧
暦時代には４月１日を衣替えの日としていまし
た。この日から冬の着物の綿入れを脱いで袷（あ
わせ）に着替えるところから、四月一日と書いて

「わたぬき」という姓があるほどです。もっとも、
太陽暦の４月１日に衣替えをすると風邪を引くお
それがありますからご注意を！清明の節の終りか
ら、次の穀雨の頃（４月20日頃）になれば、ち

ょうど良いでしょう。
　古くから中国では、清明の日に人々は郊外に出
て春の風物を楽しんだり、先祖の墓参りをしまし
た。この風習は沖縄県に影響して、この日を「シ
ーミー」と呼んで、墓参りをして、墓前で家族が
会食する習しがあるそうです。
　来週は、当クラブもお花見です。お天気が良い
といいですね。

◆出席報告　　　　　　　委員長　津末美代子
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幹事報告 幹事　木村きぬゑ

─　世界理解月間　─

１．本日の卓話
　　『創立17周年に因んで』　平野英壽会長
２．ＲＩ第2720地区熊本’05福祉ロータリークラブ『認

証状伝達式（チャーターナイト）』開催のお知らせ
 日　時　平成18年５月27日（土）16：00～登録

16：30～式典/17：15～記念講演/18：20～祝宴
 場　所　「もやいの丘」熊本市大窪2丁目9-1　 096（324）5249
 記念講演　『「きょうされん」の現状と展望』上野修一氏
 登録料　会員　10,000円　ご家族　8,000円
 申込締切　４月25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。
３．『別府市近隣７ＲＣ親睦ゴルフ大会』のお知

らせ　（ホスト：別府中央ＲＣ）
参加クラブ　別府、別府北、杵築、別府東、日出、

湯布院、別府中央
 日　時　平成18年４月23日（日）９：00集合

９：30～スタート（OUT・IN同時スタート）
 場　所　城島後楽園カントリークラブ 0977(22)1164
 懇親会　18：30～春香苑（表彰式含む)
 参加料　ゴルフコンペ　5,000円（参加賞・商品代含む）

懇親会　　　2,000円（食事・飲物含む）
懇親会のみ　4,000円（※当日、会場にて徴収）

 申込締切　４月10日（月）
４．第９回臨時理事・役員会報告
　　（平成18年３月14日（火）13：40～　於：トキハ別府店例会場　９名）

審議事項

１）2006－2007年度「PETS・地区協議会」について　＊承認
　　（ホスト：別府北　コ・ホスト：別府中央、別府、別府東、日出、湯布院）
　　○ＰＥＴＳ（次期会長のみ）
　　　日　時　平成18年４月８日（土）13：30～19：40
　　　場　所　ビーコンプラザ
　　○地区協議会
　　　日　時　平成18年４月９日（日）10：00～16：30
　　　場　所　ビーコンプラザ、ニューライフプラザ

※地区協議会当日、コ・ホストとして部会別での受付等を担当
　・クラブ奉仕部会/職業奉仕部会/社会奉仕部会を別府ＲＣと担当

５．委員会報告
　　・社会奉仕委員会　　村津忠久委員長より
６． ３月19日（日）12：00～ホテルニューオータ

ニ熊本に於いて「次年度地区予算委員会」が
開催され、当クラブの溝部　仁次年度国際奉
仕委員長、河村貴雄次年度地区財務委員会予
算会計委員長が出席致しました。

７． ３月21日（火・祝）９：00～城島後楽園カントリークラ
ブに於いて「別府中央ＲＣ親睦ゴルフコンペ」を開催
し、18：30～春香苑に於いて「懇親会」を行いました。
優勝：近藤賢司会員、準優勝：平野英壽会員、
３位：河村貴雄会員、ドラコン賞：近藤賢司
会員、ニアピン賞：河村貴雄会員
参加者：平野英壽、後藤孝弘、後藤隆、亀

井孝、河村貴雄、近藤賢司、上妻浩、
吉冨今男　各会員（ゴルフコンペ）
森　宗明、村津忠久、鳴海淳郎、高
田由子、土谷昌秀、梅津ヤヨイ、木
村きぬゑ　各会員（懇親会のみ）

８． ３月26日（日）８：30～別府もみじ谷に於いて「も
みじ谷植樹作業」を行いました。参加会員の皆様

ご協力ありがとうございました。また、外部から
の協力は陸上自衛隊曹友会54名、コーラス会員６
名、市農林水産課職員３名の参加がありました。
参加者：平野英壽、村津忠久、亀井孝、上妻浩、

中島澄人、鳴海淳郎、吉冨今男　各会員
平野英太郎氏（平野工務店常務）、寺西
氏（平野工務店社員）、小野氏（鳴海ク
リニックスタッフ）

９．お祝い（次週４月４日例会は夜例会の為、本日お祝い致します。）
 配偶者誕生日　鳴海　静子さん（３月30日）

吉冨　邦子さん（４月２日）
村津久美子さん（４月４日）

＊記念品をお渡し致します
10．例会変更のお知らせ

中津中央ＲＣ ４月４日（火）の例会は、お花見
例会の為　同日18：30～たはら
に時間・場所変更

豊後高田ＲＣ ４月４日（火）の例会は、家族花
見例会の為　４月２日（日）18：00
～稲荷公園に日時・場所変更

日出ＲＣ ４月４日（火）の例会は、別府東・
三重ＲＣ合同花見例会の為　４月
６日（木）18：30～別府ホテル
清風に日時・場所変更

中津ＲＣ ４月５日（水）の例会は、観桜例
会の為　同日18：30～森のレス
トランかなかなに時間・場所変更

佐伯ＲＣ ４月５日（水）の例会は、観桜例
会の為　同日18：30～南海病院
ラボ山荘に時間・場所変更

宇佐ＲＣ ４月６日（木）の例会は、家族親
睦花見例会　同日19：00～かん
ぽの郷宇佐に時間・場所変更

杵築ＲＣ ４月６日（木）の例会は、同日18：30
～焼き肉みやべに時間・場所変更

大分ＲＣ ４月11日（火）の例会は、職場
例会の為　同日12：30～㈱大分
ＣＳＫに場所変更

別府北ＲＣ ４月12日（水）の例会は、別府
北ＲＣ第2000回記念例会：40周
年記念祝典、PETS・地区協議会
慰労会、花見会の為　18：00～
ホテル白菊に時間変更

大分中央ＲＣ ４月12日（水）の例会は、夜の
例会の為　同日18：30～大分第
一ホテルに時間変更

11．次週の予定
　　「花見例会」

※時間・場所を変更して、18：30～春香苑に於い
て開催致します。お間違えのない様ご注意下さい。

12．本日の回覧
①「花見例会」（４月４日例会）　出・欠席
②「別府市近隣７ＲＣ親睦ゴルフ大会」
　　（４月23日（日））　参加・不参加
③くにさきＲＣ　週報

13．本日の配布
①ガバナー月信３月号
②週報811・812号
③「ロータリーの現状について思う」

　鳴海淳郎Ｒ情報委員長より
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スマイルボックス 委員長　梅津ヤヨイ

○平野会長
　我中央RCのおでむかえが大変いい雰囲気にな
りました。うれしい。又、17年間首にならずにこ
のクラブにおれます事に感謝してスマイル。

○上妻会員
　先週の火曜日は休会でロータリーのメンバーと
楽しいゴルフをしました。スマイルは２回分です。

○木村会員
　もみじ谷植樹作業に出れなくて申しわけありま
せんでした。先日はゴルフ（懇親会）ありがとう
ございました。私もゴルフを始めたいナー等、少
しうらやましかったです。

○鳴海会員
　当クラブの創立17周年を記念してスマイル致し
ます。創立までの苦労を偲んで、感慨無量なるも
のがあります。
　家内の誕生日ありがとうございました。スマイ
ルします。

○村津会員
　一昨日、日曜日のもみじ谷奉仕作業、御苦労様
でした。詳細は委員会報告の通りです。感謝して
スマイル。

○溝部会員
　幼年期　多くの夢をみる。
　少年期　夢を憶える。
　青年期　夢を追い求める。
　壮年期　夢を悟る。
　老年期　夢を回顧する。
　私も創立17年記念にあたり、回顧するようにな
りました。老年期でしょうか。

○森会員
　先週の金曜日、仕事中にカッターナイフで左手
のくすり指をザックリ切ってしまい、２針縫いま
した。26日のもみじ谷奉仕作業に参加の予定でし
たが、休ませて頂きました。参加された皆様のご
苦労に感謝して。
　次週の花見例会は東京出張のため欠席いたしま
す。悪しからず。

○薬真寺会員
　別府観光協会理事会出席の為、途中退席いたし
ます。
　記念例会の退席をおわびしてスマイルいたします。

○近藤会員
　先週の当クラブのゴルフ大会で絶好調!!　アウ
ト38イン40の78点で優勝することができました。
賞金もガッポリは入りましたので、スマイルでお
返ししたいと思います。

○古冨会員
　創立17周年おめでとうございます。歴代会長さ
ん、理事さんはじめ、中央ロータリークラブを支
えているロータリーアンの皆様にスマイル致しま
す。

○髙宮会員
　春になりました。
　桜もボツボツ咲いて来ました。
　明日、四国の孫二人が遊びにきます。二月に生
まれた別府の孫と三人そろうと楽しいか？苦しい
か？賑やかな事でしょう。

○亀井会員
　親睦ゴルコンペ、もみじ谷作業おつかれ様でし
た。“Ｗでスマイル”。

○土谷会員
　木村さんの和服姿がすばらしいのでスマイルし
ます。
　４月23日、7RCゴルフ親睦会よろしくお願いし
ます。

○津末会員
　春ですね。心もうきうき素晴らしい出会いが出
来ます様に、心待しましょう。

○大島会員
　創立17周年にスマイルします。

○衛藤会員
　三月は去る、早いものですね。三月も終りですね。
　創立17周年おめでとうございます。末永く、お
付き合いお願いします。中村様、どうぞごゆっく
り。

○赤嶺会員
　皆様、お久しぶりです。先日、もみじ谷大変ご
苦労様でした。出席できず、すいません。
　今日は娘の小学校卒業、縁のある方々とのお別
れ色々とありました。会員の方々にも会長をはじ
め、大変お世話になり、ありがとうございました。

（留学生）今後も又、新しい出会いがあると思い
ますが、宜しくお願い致します。
　中央ロータリークラブ17年本当におめでとうご
ざいます。会長がんばって下さい。ビジターの中
村さんようこそいらっしゃいました。

○高田会員
　先日のもみじ谷植樹作業おつかれさまでした。
当日は急に体調をこわして参加できませんでし
た。参加の方におつかれさまの気持ちをこめてス
マイルします。

○梅津会員
　もみじ谷作業、おつかれ様でした。脚のひざが
痛いので休みました。ほんとにおつかれ様でした。
今日は、創立17周年でした。皆で頑張りましょう。
おめでとうございます。

委員会報告 社会奉仕委員長　村津　忠久

　３月 26 日・日曜日、毎年継続 17 年目・第 17 回の「も
みじ谷植樹」を実行致しました。
　８時 20 分より、作業に備えての準備体操、８時 30
分より作業開始式、市の小林林業所長、自衛隊の樫村
曹友会長、鳴海初代会長の挨拶の後、私が作業要領を
説明、植樹現場に向いました。
　参加者は、平野会長、亀井・上妻・村津・中島・鳴海・
吉富・各会員と、平野工務店の平野英太郎さん、寺西
さん、鳴海クリニックの小野さん、10 名、陸上自衛隊
曹友会・54 名、コーラス会員・６名、市農林水産課職員・
３名、併せて 73 名。
　植樹本数は、ヤマモミジ・540 本、ヤマボウシ・ヤ
マザクラ・コブシ・トチノキ・チシャノキ・ケヤキ、
各 10 本の合計 600 本。
　曹友会隊員の内・30 名は来年度の植樹地域の準備作
業に当たりました。
　天候は曇り、作業終了後に雨が降り出しましたが、
恵みの雨となりました。
　Ａ地区、Ｂ地区に分かれての作業の後、11 時に、林
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楽しく過ごすクラブへと考え方が変わっていきました。
それになによりも今まで私とはあまり接する機会が無い
人達に知り合えることでした。
　知り合いのロータリアンは、なおさらのこと今まで口
を聞いたことも無い人達と声を掛け合う場ができるよう
になりました。
　年に一度、毎年変わっていく自分が担当する各委員会。
これもそれなりに責任をもってやると、なかなか楽しい
やら、苦労やら、何とも言えない充実感をあじわえる委
員長もありました。
　親睦・ロータリーソング・職業奉仕・ロータリー財団
・国際、等々いろいろとさせられましたが、特に印象深い
のがロータリーソング委員長のときのタクトぶりですね。
曲とタクトが合わないので毎回冷や汗もんでした。(笑)
　多くの経験をさせていただきながら、今回私自身の17
周年でもあります。おもい振り返るのに何故こんなにも
辞めずに続いたのだろうと自問自答した時に、それは会
員皆様一人一人が私を受け入れ認めてくれ、皆さんがそ
れぞれを許しあい、分かり合えることができる大きな愛
なのだと感じます。他のクラブでは誰と誰が、言い争い
があったとか、意見が合わずに退会とか、聞くことがあ
ります。そんな中、我中央ロータリークラブはそのよう
な事は全くありません。大変すばらしいクラブゆえ17年
も居心地よく在籍できたと思います。又もうひとつは、
ロータリー理念であります四つのテストです。「真実か
どうか・皆に公平か・好意と友情を深めるか・皆の為に
なるかどうか」今回までロータリーが世界中にのびてい
ったのは、この四つのテストだと思うのです。何でもな
いこの言葉はロータリアン言うよりこの世で人間関係を
築いていく上でなくてはならない言葉です。私の潜在意
識にしっかりと入っているのではないかと思うのです。
ロータリーをまだ良く知らない方々や入会しても退会さ
れる方々は、この四つのテストの言動をよく理解できな
いままではないでしょうか。人々が理念でたばねられる
ほど強いものはありません。どの企業も繁栄している会
社は理念でつながっています。わが社、グループ全体の
理念は「人を知り、人に習い、人を喜ばす、よって、末
永くお付き合いです。」今一度、この四つのテストをよ
く理解していただいて、皆さんひとりひとりが伝道師に
なり中央ロータリーをＰＲしていただけたらもっと、も
っと会員が増えていくのではないかと思います。
　今日は、17周年に因んで「何か会長がしゃべれ」と言わ
れましたので私のロータリー 17年を振り返ってみました。

道入口下の植樹地に集結、「春の小川」「花」「さくら」
を楽しく高唱して解散。

会 員 卓 話 平野　英壽

ロータリ17周年に因んで
　私は17年前はまだ38歳で、現場へ出て、第一線で働
いていました。そんなある日ですね、「おい、平野君、君、
ロータリークラブへ入らんか。」とお声をかけてくださ
ったのが、我クラブの当時のチャーターメンバー会員で
ありました小田部社長でした。ロータリー、聞いたこと
はありますがまさか、自分にそう声がかかるとは思って
いませんでしたので、そんなロータリーなんかとんでも
ない、第一その当時仕事に、夜遊び、子育てと休みもな
いくらい働いていましたので、私には無理です。と、き
っぱりお断りしました。
　「お前、断るな、俺だって発足してまもないクラブで
あまりよくわからないけどやっていっているから、まぁ、
入会すれば面白いこともあるよ。」
　「入会申込書、書け」と･･･。私の会社の名づけ親でも
ありますし、その当時いろんな面でお世話になっていま
したので、お断りが出来なくなってしまう中、とうとう
入会させられてしまいました。私が入会したのは９月で
したので来月10月にチャーターナイトがあると言われ
て、全会員が大変何かバタバタしていた記憶があります。
トキハの前の日伯ホールでチャーターナイトを行いまし
た。私の人生で最初で最後の経験でしょうね。チャータ
ーメンバには名前はのっていませんがチャーターナイト
は唯一経験させて頂きました一人でございます。
　当時のメンバーで現在残っているのは七人だけです。
初代会長が今なお現役でおられます鳴海先生です。私、
今だから言えますがその当時の鳴海先生は非常に怖かっ
たですね。我中央ロータリーに命をかけておられるので
はないかと思うほどでした。自堕落いい加減な私なんか
本当にやっていけるのかなぁ、と何度も思いました。ま
ぁ小田部社長への義理を果たせたならいいのだから、そ
れまでは我慢！だと思う事もありました。が、しかし規
律やかた苦しさよりも、だんだんこんなもんなんだなぁ
と受け止められるようになってきました。それよりも私
を何となく居心地よくさせていったのは、普段の皆さん
のお人柄でした。鳴海先生や村津会員をはじめ、ロータ
リーのクラブ運営には厳しいものがありましたが各会員
皆様がそれぞれ個性があって、たくさん勉強させられ、
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　『近頃思ったこと』
　年を取ると、どうも先を急ぐのか、取り越し苦労をし
て困ります。
　戦後も60年、世の中が豊かになり、平和になったにもか
かわらず、暗いニュースがあったりすると考えさせられま
す。この60年間に日本人は、何か忘れものをして来た様な
気がします。それは『心』ではないでしょうか。この心と
いう字は便利です。良いことにも、悪いことにも付けて言
葉になります。私はここで『日本人の心』としたいです。
敷島の大和心などオーバーなことは申しませんが、日本人
には、武士の心、美しい心、優しい心など、立派な心が、
たくさんあったと思いますが、それがだんだん薄れていっ
たのは、戦後の教育、家庭教育の為せるものでしょうか。
　私は、よくあちこちの城跡を見に行きます。その度に、
あの城壁を見上げて、昔の職人さんの心意気に関心させら
れます。と、今を嘆いて居ましたが、先日『燃ゆるとき』

という映画を見に行きました。（原作者、高杉良さんから招
待状が届きましたので）、中井貴一演ずる企業戦士の戦い振
り、それを取り巻く家族や同僚の姿に（たとえ小説とはい
え、モデルのあること）、清々しさを感じ、心に染みました。

『ああ、日本人の心がまだ失われていない』と喜んで、私の
取り越し苦労だったかと思っていたら、又々今度は世界一
の快挙を成し遂げた王ジャパンの率いるＷＢＣ、日本中が
湧きました。これこそ一人一人が、世界一になるという目
標に向かって、心を一つにして戦った賜物ではないでしょ
うか。
　立派な日本人の心を見た思いで、私の嘆きもふっとびま
した。
　春風と共に明るいニュースを、ありがとう。日本の将来
に期待しましょう。
 次回は、後藤　隆会員です。

会員コラム 衛藤　秀子


