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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　　四つのテスト

◆唱　　歌　　鯉のぼり

◆Ｂ Ｇ Ｍ　　「オーケストラで綴る日本の愛唱歌」より

白いブランコ

坊がつる讃歌

銀色の道　　　　他

◆ビジター　　浦松　　傳（別府北ＲＣ）

仲石　道則（別府東ＲＣ）

佐藤　博章（別府東ＲＣ）

会長の時間 会長　平野　英壽

　先日の親睦ゴルフ大会の参加者の皆さん、近藤会

員を始めゴルフに参加された方々、又参加はしませ

んでしたが親睦の土谷会員等大変お世話になり、お

疲れ様でした。そして、表彰状・親睦会の会場を提

供してくれた木村幹事、お世話になりました。親睦

ゴルフの後の懇親会は久しぶりの企画で、参加され

た会員の皆さんは満足して帰られたことだと思いま

す。（そうであって欲しいと思います。）

　さて、先週に引き続き、「ロータリー雑誌」に

ついて少し話をしたいと思います。皆さんは「ふ

たつのロータリーの友」をご存知ですか？すでに

今月のロータリーの友を読んだ方、それ以前から

知っている方もいらっしゃるかと思いますが、１

つは毎月発送されてくる“雑誌”（印刷物）です。

そしてもう１つはロータリーの友が開設している

“ホームページ”です。

　では、「印刷物にできなくて、ウェブサイトなら

できることは？」と言えばやはり速報性だと思い

ます。印刷物なら、原稿を書いて、印刷や製本をして、

それから自動車便や郵便で送られてきます。しか

も情報がはいる度にというのではなく、ある程度

情報が集まらないと雑誌はできないため、私たち

の手元に届くまで時間がかかります。その点、ウ

ェブサイトなら情報が入れば原稿を書いて、すぐ

にホームページに掲載することが可能です。そし

て、コンピュータと通信回線があれば、どこにい

◆出席報告　　　　　　副委員長　衛藤　秀子
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ても情報を送ることができ、見ることができます。

　しかし、必ずしもウェブが優れているとはかぎ

りません。ウェブで情報を見るには、わざわざコ

ンピュータをたちあげてホームページを見に行か

なければいけません。それに、長時間コンピュー

タ画面を見続けると、目が疲れてきますよね。そ

の点、雑誌は写真を見るだけでも目の保養にもな

ります。そして、いつでも時間のあるときにパラ

パラとページをめくれば良いのです。このときに

意識しないで、目に飛び込んでくる情報の中に役

に立つものがあるはずです。一方、ウェブでは全

体をパラパラというわけにはいかず、１ページず

つ、クリックして見ていきます。ページは簡単に

かわりますが、全体の流れを把握するには少し難

しいかも知れません。

　このように「ふたつのロータリーの友」はお互

いに特徴を生かし、苦手なところを補い合って成

り立っています。私たちは、それぞれをうまく利

用し、必要な情報を得ていきましょう。

【ロータリーの友のホームページ】www.rotary-no-tomo.jp

幹事報告 幹事　木村きぬゑ

─　雑 誌 月 間　─

１．本日の卓話

 『幸福の視点』　梅津ヤヨイ会員

２．第９回臨時理事・役員会報告

 （平成18年４月18日（火）13：40～ 於：トキハ別府店例会場 ８名）

審議事項

１）岩尾昭治会員　出席免除の件。　＊承認

○定款第８条出席第３節理由のある欠席（ｂ）を適用

一つまたはいくつかのロータリー・クラブ

のロータリー歴と会員の年齢の合計が85

年以上であり、さらに出席規定の適用を免

除されたい希望を、書面をもって、クラブ

幹事に報告し、理事会が承認した場合。

岩尾昭治会員　ロータリー歴：17年

　　　　　　　年齢：76歳　　合計：93年

○岩尾昭治会員の出席免除に伴い、

１、会計の後任者

　　＊河村貴雄会員（今年度残りの期間）

２、別府中央ロータリークラブ普通預金 

名義変更の件。　＊現状のまま

　　（現在）別府中央ロータリークラブ　

会計　岩尾昭治

３、今年度残り理事メンバーに、近藤賢司

次期幹事にお願いする件。＊承認

２）森田靜一ガバナーより　＊森宗明会員に一任

「公共イメージの向上に向けての活動についてお尋ね」

３． ４月23日（日）９：00～城島後楽園カント

リークラブに於いて、当クラブホストにより

「別府市近隣７ＲＣ親睦ゴルフ大会」を開催

し、引き続き場所を移動して18：30～春香

苑に於いて「表彰状及び懇親会」を行いまし

た。参加会員の皆様、お疲れ様でした。

参加者：平野英壽、近藤賢司、赤嶺リサ、

　　　　後藤孝弘、後藤　隆、亀井　孝、

　　　　上妻　浩、森　宗明、吉冨今男

各会員

「団体結果」第６位

「個人表彰」第７位：近藤賢司会員

　　　　 第15位：亀井　孝会員

　　　 　Ｂ.Ｍ.賞：森　宗明会員

　　　 　Ｂ.Ｂ.賞：赤嶺リサ会員

４．お祝い（次週５月２日例会は、定款休会の為

本日お祝い致します。）

 会員誕生日　　梅津ヤヨイ会員（５月７日）

 ＊記念品をお渡し致します。

 結婚記念日　　亀井　　孝会員（４月29日）

 ＊ご自宅にお花が届きます。

５．例会変更のお知らせ

大分臨海ＲＣ ５月15日（第３月）の例会は、都合

により　同日12：30～大分全日空

ホテルオアシスタワーに時間変更

中津ＲＣ ５月17日（水）の例会は、姉妹

クラブ「山形南ＲＣ歓迎夜例会」

の為　同日18：30～グランプラ

ザ中津ホテルに時間変更

大分キャピタルＲＣ ５月17日（第３水）の例会は、

100％例会の為　同日18：30～

大分東洋ホテルに変更

大分南ＲＣ ５月19日（金）の例会は、職場

訪問例会の為　同日12：30～大

分市議会に場所変更

大分臨海ＲＣ ５月22日（月）の例会は、大分

中央ＲＣとの合同親睦例会の為　

５月24日（水）18：30～大分第

一ホテルに日時・場所変更

≪定款第５条第１節により休会するクラブ≫

・５月２日（火）　豊後高田ＲＣ、日出ＲＣ

６．今後の例会予定（※お間違えのない様ご注意下さい。）

○５月２日（火）「定款第５条第１節（Ｃ）
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に基づき休会」

○５月９日（火）「会員卓話」　中島澄人会員

＊尚、当日は13：40～「第11回定例理事

・役員会」を行います。理事・役員の方

はご出席の方よろしくお願い致します。

７．本日の回覧

 ①杵築ＲＣ　週報

８．本日の配布

① ガバナー月信４月号

② 「会長エレクト研修セミナー Presidents-

erect Training Seminars (PETS)」

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

　７Ｒ.Ｃ親睦ゴルフコンペ、無事楽しく終わ

ることができました。お手伝いくださった方々、

大変ありがとうございました。私の年度の最後

のメイン行事でした。大成功で感謝。

○上妻会員

　梅津会員、本日の卓話楽しみです。

○木村会員

　二週も休みをいただいてスミマセン。もう少

しです、頑張ります。

　梅津さんの卓話、たのしみです。

○村津会員

　本年12月10日、グランシアターで開催され

る「第30回大分第九の夕べ・記念演奏会」に

向けての練習始め・結団式が一昨日行われまし

た。成功を祈念してスマイル。

　同じ一昨日、Ｒ.Ｃ懇親ゴルフコンペに参加

のみなさん、御苦労さまでした。

○河村会員

　また、週報がたまってしまいました。

　平野会長、ごめんなさい。

○森会員

　先日のゴルフコンペでＢＭ賞を頂きました。

ＢＭＷがいただけるとは思っていませんでした

が、賞とつけば何でも嬉しいものです。楽しい

一日でした。

○椛田会員

　久しぶりにニコニコまとめてします。

○薬真寺会員

　親睦ゴルフ大会の記念品のお買上げ、ありが

とうございました。できるだけ「別府店で」を

今後もヨロシク。

○近藤会員

　別府近隣７ＲＣの親睦ゴルフ大会が、大変盛

り上がり、ホストの我クラブも面目を保つこと

ができました。私としては、後藤隆さん、森さ

んと酔っぱらいゴルフをし、酒を飲まない玉ノ

井ガバナーエレクトも私達のゴルフに引き込ま

れ、大はしゃぎで頑張っておられました。次期

ガバナーの気心も知れとてもよい親善ができま

したことにスマイル。協力していただきました

皆様に感謝!!

○吉冨会員

　先日の親睦ゴルフ大会では入賞できませんでし

たが、楽しい一日となりました。参加者の皆様お

疲れ様でした。又、本日はスマイルＢＯＸそして

卓話と多忙な梅津会員ですが、卓話楽しみです。

○髙宮会員
　（株）Ｔ･Ｆ･Ｃが三月期の決算で前年実績を

クリアする事が出来てホッと一息です。前年の

決算役員会で突然辞任したので、「後任者は大

変だな」と思いながらの一年でした。

○大島会員

　本日の梅津さんの卓話の題名、素敵ですね。

楽しみにしています。

　又、この時期は「和草」でいっぱいです。こ

れを眺めるのも幸せですね。

○梅津会員

　本日は私の誕生日お祝い、そして又卓話と大

当たりでございます。年に負けずに頑張ります。

誕生日ありがとうございました。

会員卓話 梅津ヤヨイ

幸
し あ わ せ

福 の 視 点

１．幸福論

　自分がこの頃幸せと思う時、自分の環境の中

からそれぞれの自分の視点から幸福であると思う

事、事典によると幸福とは、現在の環境に十分に

満足出来、あえてそれ以上を望もうという気持ち

を起こさせないこと、又、

その状態をしあわせとし

みじみ感じ味わう事、そ

の人にとって幸せである

事、不安や心配などなく

満ち足りた状態だと感じ

る事、運命のめぐり合わ

せの良い人、その人にと

って幸福である事と記し
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でも早い時期にと思い二つに分け、それを実行しま

した。

４．心に御馳走を

　年をとると食も少なくなってきています。それ

では心に御馳走を与える事。それは文化芸術、音

楽を愛で、チャンスある限り心に贅沢に、それが

外にエネルギーとなり輝き美しさとなって発揮で

きるのではないでしょうか。

５．私の教訓

　一、世の中で一番楽しく立派なことは一生涯を

貫く仕事をもつことである

　一、世の中で一番みじめなことは教養のないこ

とである

　一、世の中で一番寂しいことは仕事のないこと

である

　一、世の中で一番みにくいことは他人の生活を

うらやむことである

　一、世の中で一番尊いことは人のために奉仕し

て決して恩に着せないことである

　一、世の中で一番美しいことはすべてのものに

愛情をもつことである

　一、世の中で一番悲しいことはうそをつくこと

である

福沢諭吉訓

６．これからの自分

　大きな病気をしない限りロータリーを続けよう

　「もったいない精神」を少しでも持とう

　この言葉は世界中に一つしかない言葉である

　「カ、キ、ク、ケ、コ」の精神

　　　感謝して感動すること

　　　緊張感をもつこと

　　　くつろう人生

　　　決断をすること

　　　好奇心をもつこと、又幸福感をもつこと

　これからも頑張ります。

ている。しかし、世の中に何にも悩み等全くない

と云う人はいるでしょうか。大なり小なりあると

思います。

２．歩んだ道

　37歳である日突然、二人の子供をかかえ結婚12年

目で一人になり、異業種に飛び込み、生産者組合、

花商組合、その当時男性ばかりの荒々しい世界に、

幼稚園の教諭をしていた私がこの社会に入り、せり

市場で大きい声すら出す事も出来ない戦場や店で、

各種生け花、冠婚葬祭の花等すべて、社員と共に毎

日毎日大変な日々でした。辛い事、苦しい事も多く

ありましたが、しかし、それなりに周りの人から大

切にされ、可愛がられ皆に守られてきた事、幸福に

思いました。協同組合の役員も20年、まだ続いてい

ます。花商組合の組合長として105名の組合員を統率

し県連合会、九花連大会の大会や旅行、活動を行っ

てきました。又、日本伝統の華道小原流豊友会全国

理事も九州を代表して20年務めさせていただき、今

年の６月は全国区選挙も定年退職せねばならない時

期になってきました。

３．古稀になっての決断と実行

　私は古稀の誕生日をむかえ、一大決心というか一

つの区切りをしました。自分が元気なうちに、又、

目の黒いうちに決めなければならない事、それは小

さな私の会社ですが、二つに分けた事。長男、次男

と同じ家業をしている為にそれぞれの仕事の分野で

分け、それぞれが自分の得意とする分野、場所で働

き、自分で仕入れ、支払い、社員の給料を払い自分

の給料も親からもらうのではなく、そこから支払い

をする。今まではすべて社長である親がしていたが、

各自自分でする事、独立をする事、一人前になるた

めには可愛い子供に旅をさせ、千寿の谷、戦陣の谷

（戦いの陣営）からつき落とせ、眞にその通り二人

はそれぞれ違った家庭環境がある為、尚更のこと。

雨、風しのぐ屋根の下でいつまでも親が生きていれ

ば良いが、各自一本立ちになり男となるのは、少し

E-mail:info@beppu4rc.jp

Nothing but the best（これ以上良いものはない）

　これは「メルセデス・ベンツ　栄光の歴史」という本

のタイトルからとったもので、私の好きな言葉の一つです。

　車に関する著述で有名なジョン・ハイリッグは、メ

ルセデスについて次のように言っています。

　『100年という時代の中で変化しながら、しかも、ど

の時代にも常に最高の水準を守り続けてきた。これは、

自動車業界では他に類をみない。それが、メルセデス

を“この比類なき存在”と呼ぶ理由である』と。

　私はこれを読んで、製造業の場合は「これ以上良い

ものはつくれない」という気持ちで、サービス業の場

合は「これ以上のサービスはできない」という気持ち

で努力すること、医師の場合は「患者さんのために現

時点で最善の医療を施す」よう努力することであると

信じ、これを仕事に生かそうと励んでいます。

 次回は、後藤孝弘会員です。

会員コラム 鳴海　淳郎


