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SERVICE Above Self
超我の奉仕

◆点　　鐘　　12：30

◆Ｒ　　Ｓ　　手に手つないで

◆唱　　歌　　緑のそよ風

◆Ｂ Ｇ Ｍ　　アルハンブラの想い出

ふたりの天使

ラ・メール

小さなピアノの詩　  他

会長の時間 会長　平野　英壽

　４月は「雑誌月間」です。

　国際ロータリーの公式機関誌「ザ・ロータリア

ン」および世界の地域雑誌（これらの雑誌を総称

して「ロータリー・ワールド・マガジン・プレス」

と呼んでいます。）の購読と、活用促進に役立つ

プログラムを実施する月間です。ロータリーの雑

誌（「ロータリーの友」など）に対する会員の認

識を深め、それによってロータリーの情報の普及

を図ることが目的です。

　地域雑誌はRIによって始められたものではな

く、それぞれの国のロータリアンによって始めら

れたものです。地域雑誌はその地域情報も交えつ

つ、RIからの情報も提供している、ロータリー

情報の宝庫で、その多くは発行されている国の言

葉で書かれています。初期の頃は、このような出

版物を管理したり、保護したりする規則や公式の

方針はありませんでした。それどころか、地域雑

誌は「THE ROTARIAN」のライバル誌とさえ、

思われていたのです。しかし、地域雑誌を公式に

認めようという考えが徐々に広がり、1970年代

半ばにRIに「承認され、規定された」公式地域

雑誌を…という制度を推進するキャンペーンが開

かれて、地域雑誌に関する規則やガイドラインが

作られ今日があるわけです。

◆出席報告　　　　　　　委員長　津末美代子
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　現在では、「THE ROTARIAN」と地域雑誌は

互いに協力し合い、各国のロータリー活動に関す

る情報交換ばかりでなく、編集・印刷に関する専

門知識についても、情報を提供し合ったり、意見

交換をしたりしています。「ロータリー・ワール

ド・マガジン・プレス」の雑誌には、７月号の表

紙にはRI会長の写真を載せることが義務付けら

れているので、毎年７月号は同じ写真がすべての

雑誌を飾ります。これに加え2005年の２月号で

は、全雑誌が、協力して、100周年を同じ表紙で

祝いました。この優れたシステムのおかげで、RI

は国際的なメッセージを世界中に届けることがで

きるのです。

幹事報告 幹事　木村きぬゑ

─　雑 誌 月 間　─

１．本日の卓話

『大分トリニータについて』　津末美代子会員

２．第８回臨時理事・役員会報告

　　（平成18年４月12日（水）：持ち回り）

審議事項

　　１）岩尾昭治会員　退会願いの件。　＊承認

３．お祝い

会員誕生日　　木村きぬゑ会員（４月19日）

＊記念品をお渡し致します。

結婚記念日　　椛田　健治会員（４月19日）

＊ご自宅にワインが届きます。

４．例会変更のお知らせ

玖珠ＲＣ ４月27日（木）の例会は、日田

中央ＲＣ30周年記念式典全員参

加の為　４月23日（日）に変更

湯布院ＲＣ ４月26日（水）の例会は、早朝

例会の為　同日６：30～ほたる

の碑に時間・場所変更

大分城西ＲＣ ４月26日（水）の例会は、創立

記念例会の為　同日18：30～大

分全日空ホテルオアシスタワーに

時間変更

大分南ＲＣ４月28日（金）の例会は、新会員

歓迎会の為　同日18：30～大分

センチュリーホテルに時間・場所

変更

≪定款第５条第１節により休会するクラブ≫

・４月27日（木）　大分東ＲＣ

・４月28日（金）　別府ＲＣ

・５月１日（月）　大分臨海ＲＣ、大分1985ＲＣ

・５月２日（火）　大分ＲＣ

５．次週の予定

「会員卓話」　梅津ヤヨイ会員

６．本日の配布

①　週報815号

②「地区協議会のあり方」

　鳴海淳郎Ｒ情報委員長より

③「ＰＥＴＳと地区協議会について」

　前岡志郎地区財務委員長より

スマイルボックス 委員長　梅津ヤヨイ

○平野会長

　先週はお休みさせてもらいまして、申し訳あ

りません。おかげで体調は問題ありませんでし

た。なんを言えば、あそびがもうちょっと足り

ないとか…（笑）又、今日は美代子ママ、卓話

よろしく。

○上妻会員

　津末会員、本日の卓話よろしくお願いします。

○溝部会員

　永年探していたシラユキゲシの苗が手に入

り、今、花壇に白色の花を咲かせております。（品

格が高い）

○薬真寺会員

　毎日バタバタしていますが、この時間は大事

な時間、なごやかに、のんびりできることにス

マイル。

○吉冨会員

　津末会員の卓話楽しみです。期待を込めてス

マイル致します。

○土谷会員

　本日は仕事の都合で最後まで出席できませ

ん。お詫びしてスマイルします。

　津末会員、卓話がんばってください。
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○大島会員

　雨降りが続いておりましたが、ここ２、３日

良いお天気が続いて春らしいですねぇ～。

　本日は津末さんの卓話を楽しみに来ました。

頑張って下さい。

○赤嶺会員

　今日の歌「みどりのそよ風」、初めて聞いて

スマイル。津末さん、今日の卓話頑張って下さ

い。

○森会員

　16日の日曜日、孫を連れてラクテンチに行

きました。桜はすでに盛りを過ぎて花見は出来

ませんでしたが、楽しい時間を過ごさせて頂き

ました。

　ほとんど年中無休の私には久しぶりの日曜

日、孫のおかげです。

○村津会員

　曾孫の晴仁が今年から小学校１年生です。先

週13日が入学式でした。

　今日は、海軍兵学校同期の九州総会で、熊本

県阿蘇のアーデンホテルに来ております。ホー

ムクラブ欠席をお詫びしてスマイル。

○梅津会員

　先週の12・13・14日と二泊三日で横浜のみ

なとみらいインターコンチネンタルホテルで古

稀の祝いの同窓会があり、行ってきました。別

府より13名が出席し、私も参加出来た事に感

謝スマイル致します。

　津末さん、卓話お疲れ様です。

会員卓話 津末美代子

大分トリニータについて

活動理念

［１］スポーツを通じた地

域貢献・スポーツの普及 

　大分トリニータは、地域

のみなさまに誇りと勇気と

活力を与え、下部組織・総

合型スポーツの育成やサッ

カーを始めとするスポーツ

の普及、青少年の育成に積極的に取り組み、地域

に貢献し、地域に愛されるクラブづくりを実行い

たします。 

［２］世界に通用するクラブづくり 

　大分トリニータは、世界に通用するクラブを目

指し、大分と世界を結ぶ架け橋となり、大分から

世界へ夢と感動を発信する羅針盤になります。 

［３］夢は必ずかなう、そして夢への挑戦 

　大分トリニータは、ゼロからスタートし、県民、

企業、行政と共に三位一体で夢を追いかけるクラ

ブとして、豊かなスポーツ文化の創造と、地域の

人々や子供達と夢や感動を共有し、夢は必ずかな

うものであることを具現化し、いつまでも夢を追

いかけ挑戦して行きます。

チーム発足年月日　1994年４月８日

チーム名の由来

　チーム発足時に愛称は一般公募で、「トリニ

ティ」に決定。英語で三位一体を意味しており、

県民、企業、行政が力を合わせてチームを育てて

いく、という思いがこめられている。クラブが法

人化し、J リーグ加盟に合わせて商標登録の関係

から「トリニータ」に変更。トリニータは造語で

「トリニティ・おおいた」を合わせたもの。

チーム略歴

1994年４月８日 大分フットボールクラブ設立総会

開催チーム名「大分トリニティ」 

４月29日 大分トリニティ公式戦初試合社

会人大会県予選１回戦 

 「vsFCメラクト ４-０」で初勝利 

５月10日 下部組織 チャイルド、ジュニ

アB、Cスクール開始 

12月４日 大分県１部リーグ10戦全勝で初優勝
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2002年11月２日 Ｊリーグ２部２位以内確定 

　　　11月９日 Ｊリーグ２部初優勝決定 

　　　11月19日 Ｊリーグ理事会にてJ１昇格正式

承認 

　　　11月24日 Ｊリーグ２部28勝６敗10分で１位 

　　　12月 第82回天皇杯全日本サッカー

選手権大会出場、ベスト16

2003年３月23日 Ｊリーグ１部最初のゲーム仙台

に０－１で敗れる

　　　４月12日 Ｊリーグ１部ガンバ大阪に３－

２で勝利する

　　　８月２日 Ｊリーグ１部ファーストステー

ジ終了４勝３分８敗の14位 

　　　11月29日 Ｊリーグ１部セカンドステージ

終了１勝８分６敗の16位 、年

間順位14位でＪリーグ１部残留

　　　12月 第83回天皇杯全日本サッカー

選手権大会出場、３回戦敗退

2004年６月26日 Ｊリーグ１部ファーストステー

ジ終了５勝２分８敗の10位 

　　　11月28日 Ｊリーグ１部セカンドステージ

終了３勝４分８敗の16位 、年

間順位13位でＪリーグ１部残留 

　　　12月 第84回天皇杯全日本サッカー

選手権大会出場、ベスト16 

2005年10月９日 ビッグアイでオールスター開

催、マグノ、高松、西川が出場、

マグノアウベスがＭＶＰ獲得 

　　　12月３日 Jリーグ１部全日程終了し12勝

７分15敗の11位 

　　　12月 第85回天皇杯全日本サッカー

選手権大会出場、ベスト16 

　　　12月20日 Ｊリーグ年間表彰式でマグノア

ウベスが年間優秀選手賞、西川

が優秀新人賞に選出

(大分トリニータ：OITA TRINITA OFFICIAL WEB SITE)

1995年１月22日 九州各県リーグ決勝大会優勝、

九州リーグ昇格 

　　　４月１日 下部組織 ジュニアAスクール

開始 

　　　10月28日 九州リーグ16勝２敗で初優勝 

1996年１月28日 全国地域リーグ決勝大会準優勝 

 史上最短の661日でジャパンフ

ットボールリーグ（JFL）昇格 

　　　４月１日 下部組織ジュニアユース開始 

　　　10月27日 第５回JFL13勝17敗の16チー

ム中10位 

　　　12月 第76回天皇杯全日本サッカー

選手権大会初出場 ３回戦敗退 

1997年７月１日 下部組織 ユース開始

　　　11月２日 第６回JFL11勝19敗の16チー

ム中12位 

　　　12月 第77回天皇杯全日本サッカー

選手権大会出場、２回戦敗退

1998年11月１日 第７回JFL16勝14敗の16チー

ム中６位 

　　　12月 第78回天皇杯全日本サッカー

選手権大会出場、３回戦敗退 

1999年１月７日 「株式会社大分フットボールク

ラブ」設立

 チーム名を「大分トリニータ」

に変更 

　　　１月14日 日本サッカー協会理事会におい

て、大分トリニータのＪリーグ

２部（Ｊ２）加盟承認 

　　　11月21日 Ｊリーグ２部21勝３分12敗の３位 

　　　12月 第79回天皇杯全日本サッカー

選手権大会出場、３回戦敗退 

2000年11月19日 Ｊリーグ２部26勝３分11敗の３位 

　　　12月８日 第80回天皇杯全日本サッカー

選手権大会出場、３回戦敗退 

2001年11月18日　Ｊリーグ２部25勝４分15敗の６位 

　　　12月 第81回天皇杯全日本サッカー

選手権大会出場、３回戦敗退 

E-mail:info@beppu4rc.jp

　くだらない話を一つ。

　先日、初めての美容室に行き、カットをしても

らった。そこのうら若きとは言えないけど、まあ

まあの美容師さんが僕の髪のセットを終え、お世

辞のつもりだと思うけど「ハーフみたいですね」

と言った。

　僕は、どこの国とのハーフかと思いつつも素直

に喜び、家に帰り家内にその事を話した。

　すると、家内は僕の砂漠化のすすんだ頭髪を一

瞥し冷たく言い放った。

　「それって、髪の毛がハーフって事じゃない？」

 次回は、鳴海淳郎会員です。

会員コラム 椛田　健治


