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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　　手に手つないで

◆唱　　歌　　坊がつる讃歌

◆Ｂ Ｇ Ｍ　　「オーケストラで綴る

抒情名曲アルバム」より

赤いサラファン

トロイカ

ステンカ・ラージン　　他

◆ビジター　　木戸瑩一郎（くにさきＲＣ）

会長の時間 会長　平野　英壽

　今月も最後の例会となりました。ここまでくる

と１週間があっという間のように感じます。

　さて、来月６月は、「ロータリー親睦活動月間」

です。

　この“親睦”という名称からロータリー親睦活

動は、単なる遊びの会というように誤解されがち

ですが、ロータリー親睦プログラムは、約80の

親睦グループから成る国際ロータリーの正式なプ

ログラムの１つなのです。「ロータリー親睦活動

って何？どんなグループがあるのか？」と疑問を

もって、ＲＩのホームページを開くと、世界社会

奉仕、職業奉仕といったおなじみのプログラムと

肩を並べて見つけることができます。

　また、昨年の６月に国際ロータリーの理事会で

ロータリーの親睦活動プログラムの再編成が決ま

りました。趣味および職業を目的とするグループ

をこれまで通り「ロータリー親睦活動」と呼ぶ一

方、奉仕あるいはプロジェクト思考のグループは

「ロータリアン活動グループ」と称されることに

◆出席報告　　　　　　　委員長　津末美代子
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なりました。そして、両方のグループをあわせて

「世界ネットワーク活動グループ」として分類され、

ロータリアンが国際的関心事項を分かち合うこと

を主眼として組織されます。（詳しく知りたい方

はＲＩのホームページをご覧下さい）

　より多くのロータリアンが親睦活動に参加し、

共通の楽しみ、職業、そしてロータリーとは…な

ど大先輩方を囲み親睦をはかり、そこから“奉仕

の芽”を見つけることができればいいなと思いま

す。

幹事報告 幹事　木村きぬゑ

１．本日の卓話

 『トップが代われば会社も変わる』

　　髙宮勝美会員

２． ４月11日より、本渡中央ロータリークラブ

の名称が下記の通り変更となりました。

　　　新クラブ名：天草中央ロータリークラブ

※事務局、例会曜日・場所等には変更あ

りません。

３． ５月29日（月）19：00～本家お川に於いて「別

府市内４ＲＣ新旧会長・幹事会」が開催され

ました。

出席者：平野英壽会長、上妻浩次年度会長、

木村きぬゑ幹事

４．お祝い

 結婚記念日　　森　宗明会員（６月５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 ６月５日（月）の例会は、職場訪問

例会（巡視艇わかぐも体験乗船）

の為６月４日（日）12：30～大分

海上保安部に開催日・場所変更

大分城西ＲＣ ６月７日（水）の例会は、クラブ

協議会の為　同日18：30～大分

全日空ホテルオアシスタワー３階

に時間変更

大分中央ＲＣ ６月７日（水）の例会は、定款第

５条第１節に基づき休会

大分ＲＣ ６月13日（火）の例会は、新年度

クラブ協議会の為　同日18：30～

トキハ会館４階に時間変更

大分東ＲＣ ６月15日（木）の例会は、夜の

例会の為　同日18：30～丸福に

場所変更

別府ＲＣ ６月16日（金）の例会は、第５

回（新・旧）クラブ協議会の為　

同日18：30～ホテルニューツル

タに時間変更

６．次週の予定

　　「会員卓話」　亀井　孝会員／高田由子会員

７．本日の回覧

①財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センター

より「NEWSLETTER」

②「第４回（新・旧）クラブ協議会」

　　（６月20日例会）　出・欠席

③「会長・幹事慰労会」（６月27日例会）　

出・欠席

８．本日の配布

①ガバナー月信５月号

②週報820号

③2006-2007年度会員卓話アンケート

④「ロータリー・ワールド紙（RotaryWorld）

について」

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

　今日は同業者の木戸産業の木戸社長さん、よ

うこそいらっしゃいました。どうぞごゆっくり

別府を楽しんでおかえり下さい。

　又、会長もあと一ヶ月あまりで終わりです。

がんばるぞ！

　髙宮さん、卓話頑張って下さい。

○木村会員

　５月の例会も今日で終わり。一ヶ月経つのが

本当に早く感じられる毎日です。６月で幹事の

任務も終わり、我が家の決算月、大きい事が６

月で終わりそうです。無事終われます様に。
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○髙宮会員
　今日は入会して初めての卓話で心配ですが、

宜しく願います。

○村津会員

　一昨年の９月17日に、東京芸大の教授室で、

正式に作曲を依頼した「合唱組曲・別府鶴見火

山」が出来上がり、先週、佐藤眞先生から送ら

れてきました。

　来年４月７日（土）の初演奏に向けて、長丁

場の作業開始です。成功を祈念してスマイル。

○後藤（隆）会員

　髙宮さん、卓話頑張って下さい。時間を余さ

ずに30分いっぱい使ってお願いします。楽し

みにしていますよ。

○森会員

　６月５日で結婚28年になります。いろいろ

ありましたが、どうやらやって来れました。お

かげ様で52歳で初孫にも恵まれました。あり

がたい事です。

　本日、社用にて１時10分に退室致します。

卓話をして下さる高宮さん、途中退室をお詫び

します。

○吉冨会員

　髙宮会員、卓話よろしくお願い致します。

○大島会員

　本日は髙宮会員の卓話を楽しみに来ました。

○赤嶺会員

　５月も今日、明日でいよいよ終わりです。一

ヶ月が過ぎてゆくのが本当に早いです。今日は

少ないので少し淋しいです。

　ビジターの木戸様ようこそいらして下さいま

した。ありがとうございます。

○梅津会員

　本日で５月も終わりです。あと一ヶ月、皆様

スマイルをよろしくお願い致します。私も頑張

ります。高宮会員さん、卓話頑張って下さい。

会員卓話 髙宮　勝美

トップが代われば会社も変わる

　ドコモショップを始めた当初、私は例えば10

時頃出勤したり、昼頃出勤したりしていました。

そうこうしている内、いろんな問題が出てきまし

た。頭髪を染める社員、ピアスをする社員、出社

時間に遅れてくる社員等々、そこで、私は一念発

起、寒風吹きすさぶ中、通用門で毎朝社員を出迎

えることにしました。すると何ヶ月かするうちに

社員全員がきちんと出勤してくるようになりまし

た。会社の業績も好調になり、お陰様で現在の私

共の会社があります。会社の業績、社員のモチベ

ーション、全てトップの意識一つで変わってくる

ことを身を以て知らされました。会社を良くしよ

う、従業員の意識を変えようと思ったら、なには

ともあれトップの意識、トップの行動が変わる以

外に方法は無いのです。
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健康に勝る富はなし

　最近、体調が勝れないと無気力で毎日がうっと

うしい。

　その為、自閉症に転じうつ病に移行するのでは

の錯覚すらすることがある。そこで、日常の中で

外へ出ても家庭にいても朗らかな気持が生まれる

「健康に勝る富はなし」の諺を目標に、一切怒ら

ない、腹を立てない、憤らない、グチらない、こ

ぼさないの精神に留意し、真の健康を求めて健康

管理に精進していくこの大切さを痛感するこの頃

である。

 次回は、薬真寺章三会員です。

会員コラム 岩尾　昭治

RI.2720地区 2006～2007年度 INTERACT CLUB 韓国研修

●旅行期間　平成18年度７月28日（金）～７月31日（月）

●旅 行 先　釜山

●参加人数　30名様　　　●添乗員　１名

日時
Days

月日
Dale（Day）

都市名
City

現地時間
Local Time

交通機関
Transportation

摘　　要
Remarks

食　事
Meal

1 7/28
（Fri）

博多港

博多港

釜山港

釜　山

10:00

11:10

14:05
ビートル 109

専用車

博多港国際ターミナル集合（10 時 00 分）
博多港国際ターミナルにて出発式。
出国手続きを済ませて、航路にて釜山へ
船内にて（昼食・弁当）所要：2 時間 55 分
釜山港到着。入国手続き。
専用車にて、釜山市内研修へ。

（チャガルチ市場～国際市場）
視察後、ホストファミリーとの対面式へ。

※ホストファミリーとの対面式
・ロータリアン、インターアクター代表挨拶
・ウエルカムパーティー

　インターアクター：ホームステイ（泊）
　引　率　者：釜山コモドホテル（泊）

朝：×

昼：○
船内・弁当

夕：○
ウエルカムパーティー

2 7/29
（Sat）

釜　山

慶　州

釜　山

専用車
釜山コモドホテル集合（09 時 00 分）
現地インターアクターと慶州研修へ

（仏国寺～天馬塚～博物館　など）

※帰路、釜山市内ショッピングセンター立
ち寄り。
研修後、解散。

インターアクター：ホームステイ（泊）
引　率　者：釜山コモドホテル（泊）

朝：×インターアクター
朝：○引率者

昼：○
石焼ビビンバ

夕：×インターアクター
夕：○引率者

3 7/30
（Sun）

釜　山
専用車

釜山コモドホテル集合（15 時 00 分）
※お別れパーティーまで、帰国準備。

※お別れパーティー

釜山コモドホテル（泊）

朝：×インターアクター
朝：○引率者

昼：×

夕：○
バイキング料理
お別れパーティー

4 7/31
（Mon）

釜　山

釜山港

博多港

13:00

15:55
ビートル 216

ホテルにて朝食。
専用車にて、民芸品店立ち寄り後昼食
済ませて、釜山港へ。
出国手続きを済ませて、航路にて博多
到着後、入国手続き。
解散。
おつかれさまでした。

朝：○

昼：○
参鶏湯

夕：×


