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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　　それでこそロータリー

◆唱　　歌　　てるてる坊主

◆Ｂ Ｇ Ｍ　　「オーケストラで綴る

抒情名曲アルバム」より

ステンカ・ラージン

モスクワ郊外の夕べ

バイカル湖のほとり　　他

◆ビジター　　山田滋彦（日出ＲＣ）

会長の時間 会長　平野　英壽

　本日は「第４回（新・旧）クラブ協議会」です。

今年度・次年度の委員長の皆様、宜しくお願い致

します。

　また、今回の協議会で話し合った委員会の活動

計画・報告が、次年度の冊子「別府中央ＲＣの現

況と活動計画」の資料の一部となります。追加・

変更等がありましたら、事務局に早めに連絡して

ください。

幹事報告 幹事　木村きぬゑ

－ロータリー親睦活動月間－

…本日例会終了後、「第４回（新旧）クラブ協議会を開催致します。…

１． 訃報 （＊慶弔規定によりクラブからお花と弔電を贈りました。）

○当クラブの土谷昌秀会員が６月14日（水）

ご逝去されました。通夜が６月15日（木）

19：00～、葬儀が６月16日（金）12：00～

いずれも玉泉院別府会館に於いて執り行わ

れました。謹んで故人のご冥福をお祈り申

し上げます。

○当クラブの上妻　浩会員のご母堂様（須

美子様）がご逝去されました。通夜が６月

17日（土）19：00～、葬儀が６月18日（日）

13：00～　いずれも総合葬儀葵会館住吉斎

場に於いて執り行われました。謹んで故人

のご冥福をお祈り申し上げます。

◆出席報告　　　　　　　委員長　津末美代子
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２．第12回定例理事・役員会報告

（平成18年６月13日（火）13：40～

　於：トキハ別府店例会場　10名）

報告事項

１）2006－2007年度玉ノ井溥明ガバナー公式

訪問日程の件。

日　時　　平成18年８月25日(金)12：30～

＊開催日変更の可能性有

場　所　　杉乃井ホテル（予定）

ホスト　　別府東ロータリークラブ

＊東ＲＣが詳細を詰めて事務局へ連絡する

※詳細は６月26日（月）別府市

内４ＲＣ会長・幹事会で決定

審議事項

１）お礼の件。　＊承認

・トリコロールへ　　20,000円

・中島澄人会員へ　　10,000円（商品券）

２）６月・７月例会予定の確認

６月６日「自己紹介」亀井　孝会員

　　13日「ユネスコ世界遺産」

毎日新聞出版開発本部　小松裕始氏

（付添）水口義弘氏

※当日、岩尾昭治会員より卓話の

変わりに資料配布

　　20日「第４回（新・旧）クラブ協議会」

　　27日「会長・幹事慰労会」18：30～於：竹の井ホテル

新年度７月４日「就任挨拶」

　　　　会長、副会長、幹事、会計、ＳＡＡ

　　11日「委員会活動計画（四大奉仕）」

クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕　各委員長

　　18日「会員卓話」赤嶺リサ会員

　　25日「夕涼み例会」

３）その他

・川野芳香事務局員結婚祝い金の件。  ＊承認

　　　＠２,000×25名（会員数）

３．お祝い

　　会員誕生日　　衛藤秀子会員（６月25日）

＊記念品をお渡し致します。

４．例会変更のお知らせ

中津ＲＣ ６月28日（水）の例会は、最終

例会の為　同日18：30～グラン

プラザ中津ホテルに時間変更

５．次週の予定

 「会長・幹事慰労会」

＊時間・場所を変更して、18：30～竹の井ホテルに於

いて開催致します。お間違えのない様ご注意下さい。

６．本日の回覧

①「別府中央ロータリークラブ会員名簿」の校正

②くにさきＲＣ　週報

７．本日の配布

①週報823号

②「2005-2006年度委員会活動報告書」・

　 「2006-2007年度委員会活動計画書」

③「別府中央ロータリー・クラブが創立以来取

り組んでいる「もみじ谷植樹作業」の意義に

ついて」・「今、とくにロータリーに望むこと」

鳴海淳郎Ｒ情報委員長より

スマイルボックス 副委員長　薬真寺章三

○平野会長

　今日はクラブ協議会。こんなにみなさんが出

席して頂いて感謝です。スムーズに早く終わら

せたいと思います。どうぞ御協力を。

○上妻会員

　母の葬儀に際しては、色々ご配慮いただき有

り難うございました。91歳の眠るような大往

生でした。

○木村会員

　最近もの忘れが多く、自分が自分で心配にな

ります。今日の協議会がスムーズに運びます様。

○鳴海会員

自主申告

　土谷会員の突然のご逝去、まことに残念なこ

とでした。つづいて上妻会員のご母堂様のご逝

去の報に接し、謹んでお悔やみを申し上げ、お

二方のご冥福を心からお祈り申し上げます。

　わたしも、６月にはいって老人クラブの総会で話

をしたり、去る12日には東京の雑誌社・ホスピタウ

ン社の取材があり、続いてミックス社の取材あり、

医師会報の原稿依頼や学会の準備等で忙しかったた

めか、丁度１週間前の13日の朝、突然吐き気をも

よおし、ついに救急車で新別府病院の息子の世話

になってしまいました。その結果、Ｘ線検査、ＣＴ、

ＭＲＩなどの精密な検査でも異常が見つからず、良性

発作性　頭位めまい症ということで、再び元気を取り

戻し、その後普通のとおり診療をしております。

　自分の体に弱点があるわたしは、日ごろより

主治医の指示に従っている忠実な患者ですが、

それでもこのようなことが起こりました。何時

どういうことが起こるかわかりません。皆さん、

お互いに気をつけましょう。
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○村津会員

　今日は、例会場に於ける例会、今年度最後の

例会です。平野会長、木村幹事、そして会員の

みなさん、一年間ありがとうございました。来

年度も楽しく、よろしくお願いします。

　土谷会員の突然のご逝去は、まことに取り返しの

つかない残念無念痛恨の極みです。健康増進委員長

としても責任があるのではないかと、心が痛みます。

　毎日の食事と生活のあり方に、呉々も御留意

下さい。

○溝部会員

　昨日、土谷会員の奥様が学校にお礼に来られ

ました。というのは、全員の皆様にお礼を言い

たいので、例会出席の仕方を聞きに来たのです。

来週例会に来られるそうです。

○吉冨会員

　土谷昌秀会員、上妻会員のご母堂様のご冥福

を心よりお祈り申し上げます。

○高宮会員

　本日は、来客の為中途退席致します。

○亀井会員

　悲しい知らせがある中、その分まで一生懸命

ガンバッテいこうと思います。

○衛藤会員

　今、幹事報告を見て驚きました。お誕生祝を

頂けるそうです。満72歳です。ありがとうご

ざいました。感謝してスマイル。

○赤嶺会員

　今日は遅くなり、すみません。今日もお葬式で

した（ケーブルＴＶに出ていた財津さん）。土谷

さんの訃報のあと、お葬式が続き本当に悲しいで

す。身体には皆様くれぐれも気をつけて下さい。

○梅津会員

　本日は小原流「豊友会」全国総会にて名古屋

に来ています。今日行われる新・旧クラブ協議

会欠席ですみません。それぞれの副委員長様方

よろしくお願い致します。おわびにスマイルさ

せていただきます。

○小川会員

　今日こそは出席出来ると思いましたのに温泉管

が壊れて水浸しになり慌てています。すみません。

○薬真寺会員

　やるせない気持でいっぱいです。土谷会員の

ご冥福をお祈りいたします。家族や社会にも出

来うる限り悔いが残らないよう思いを伝えなが

ら私たちがその分頑張りましょう。

第４回（新旧）クラブ協議会

2005～2006年度委員会活動報告
◇クラブ奉仕・ロータリー家族委員会 報告　上妻浩委員長
　予定通りに事業は行えなかったが、各種セミナー、
地区大会、協議会等については積極的に参加を呼び
かけ、自らも可能な限り参加した。
◇会員増強・職業分類・会員選考委員会 報告　吉冨今男副委員長
　今年度は入会者３名、退会者２名の純増１名で
あった。
◇出席委員会 報告　津末美代子委員長
　最近出席率、修正出席率が悪く100％をきるこ
とが多い。前後２週間のメイクアップ期間がある
のだからもっと修正出席率を良くしたい。
◇親睦活動委員会 報告　大島由美子副委員長
　ほとんどのプログラムを予定通り消化できた。
志半ばで倒れた土谷委員長の冥福を祈りたい。
◇健康増進委員会 報告　村津忠久委員長
　ほとんどのプログラムを予定通り消化できた。
◇ロータリーソング委員会 報告　村津忠久委員長
　ほとんどのプログラムを予定通り消化できた。
◇スマイルボックス委員会 報告　薬真寺章三副委員長
　目標の100万円を達成した。今後もわがクラブ
のよき伝統である自主申告を続けてゆきたい。
◇プログラム委員会 報告　吉冨今男委員長
　ゲスト卓話を４名招いて卓話をお願いした。会
員卓話の時間はより親密な打ち合わせと努力をし
なければいけないと感じた。
◇ロータリー情報委員会 報告　鳴海淳郎委員長
　毎例会でロータリー情報を提供した。新入会員
３名のインフォメーションを行った。
◇広報・雑誌委員会 報告　後藤隆副委員長
　当クラブの社会奉仕活動「もみじ谷植樹」が2005
年11月と2006年３月に大分合同新聞に紹介された。
◇会報委員会 報告　大島由美子委員長
　前年度より始めた「会員コラム」は好評で、有
意義であったので次年度も続けていただきたい。
◇SAA 報告　衛藤秀子副SAA
　わがクラブのよき伝統である私語のない例会運
営に努めた。
◇職業奉仕委員会 報告　吉冨今男委員長
　2005年10月西来路豊秀氏を表彰した・トキハ
別府店を薬真寺会員の案内で見学した。
◇社会奉仕委員会 報告　村津忠久委員長
　「別府もみじ谷」の植樹と育成作業を予定通り
行った。
　創立10周年記念事業である「NPO法人」の認
可申請の書類を提出した。７月ごろ受託の予定で
ある。
◇新世代委員会 報告　森宗明委員長
　インターアクト海外交流事業に参加・年次大会
に参加・海外交流事業に参加したインターアクタ
ーを例会に招待して、報告を受けた。
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▽ロータリー情報委員会 報告　鳴海淳郎委員長
　本年度も引き続き私のホームページ「ロータリ
ー探求」より毎例会時に情報を提供していく。
▽広報・雑誌委員会 報告　平野英壽委員長
　新聞・テレビ・ラジオ等に当クラブの活動状況
をつたえて広報する。
　NPO法人「もみじ谷トラスト機構」をマスコ
ミ等を利用して広報してゆく。他
▽会報委員会 報告　津末美代子委員長
　「会員コラム」今年度も続けていきたい。
▽SAA 報告　木村きぬゑＳＡＡ
　楽しい雰囲気の例会作りに努める。食事中以外
は私語のない例会運営をこころがける。
　早退防止に努める。
▽職業奉仕委員会 報告　薬真寺章三委員長
　職業奉仕表彰の実施。職場例会の実施。職場を
通しハンディを背負った人や弱者に注視し、でき
るかぎり、多くの手を差し伸べる。
▽社会奉仕委員会 報告　村津忠久委員長
　思いやりの哲学を地球環境にまで広げ、有限言
実行を期して実践する。
　「NPO 法人・別府もみじ谷トラスト機構」との
連繋を大切にし、その育成に努力する。他
▽新世代委員会 報告　森宗明委員長
　インターアクト海外交流事業、年次大会等に参
加する。各事業に参加したインターアクターを例
会に招待して、報告を受ける。
▽国際奉仕委員会 報告　薬真寺章三委員長
　WCS（世界社会奉仕）の実施を引き続き検討
してゆく。
▽ロータリー財団委員会 報告　梅津ヤヨイ委員長
　年間 10 ドルの一般寄付の実施。
　100 万ドルの食事の実施。他
▽米山奨学委員会 報告　溝部仁委員長
　米山奨学事業のへの衆知と寄付の推奨。米山ラン
チの実施。米山奨学生による記念卓話を実施する。

◇国際奉仕委員会 報告　薬真寺章三委員長
　WCS（世界社会奉仕）の実施は、まだ当クラ
ブには時期尚早でした。
◇ロータリー財団委員会 報告　溝部仁委員長
　わがクラブの財団寄付は2720地区でもずば抜
けている。今後も皆さんのご協力をお願いしたい。
◇米山奨学委員会 報告　後藤隆委員長
　米山奨学会への寄付を行った・米山ランチを実
施した。月間の記念卓話をドブロボリスカヤアン
ナさんにお願いした。

2006～2007年度委員会活動計画
▽クラブ奉仕・ロータリー家族委員会 報告　森宗明委員長
　少人数であることの利点を活かしたクラブ運営
を心がける。
　出席委員会等と協力して会員のホームクラブ出
席率を向上させる。
▽会員増強・職業分類・会員選考委員会 報告　上妻浩次期会長
　会員数30名に向けて会員増強に努力する。
▽出席委員会 報告　上妻浩次期会長
　ホームクラブの出席率を上げるために、楽しい
雰囲気作りに配慮し出席率向上に努めたい。
▽親睦活動委員会 報告　赤嶺リサ委員長
　例会を楽しくするための工夫をしていきたい。
追案として、親睦旅行を行ったり、夫人誕生日に
ご夫人を例会に招待するなど、行ってみたい。
▽健康増進委員会 報告　村津忠久委員長
　「村津式自律神経強化ストレッチ」を継続して
行いたい。希望者にはカウンセリングも行う。
▽ロータリーソング委員会 報告　村津忠久委員長
　市内４ロータリークラブの会員で構成するロー
タリーコールへの参加を呼びかける。
▽スマイルボックス委員会 報告　吉冨今男委員長
　自主申告制度を継承してゆく。
▽プログラム委員会 報告　大島由美子委員長
　新会員を優先して卓話の予定を立てたい、ほか
例年通り。

E-mail:info@beppu4rc.jp

自己重要感

　人間はいつも自分のことを認識していてもらい

たい。自分の存在を把握していてもらいたいと無

意識のうちに熱望しているものである。それを「自

己重要感」という。自分をどれだけ重要視してく

れているか、自己重要感を高めてくれる人に自然

と心が向くのである。

　ホテルのベルボーイがお客様の名前を覚えてい

たら、お客様の自己重要感が高まるのは当然のこ

とであり、お客様もまた、そのホテルを再び利用

しようと思う筈である。

　ホスピタリティー（厚遇）はその最たるもので

あろう。

　上司と部下の間で、お客様との間で、相手の自

己重要感を高めてゆくことが、コミュニケーショ

ンをはかる上で大切なポイントであると思われ

る。

 次回は、大島由美子会員です。

会員コラム 河村　貴雄


