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役員　会　長　上妻　浩
　　　副会長　森　宗明
　　　幹　事　近藤賢司
　　　会　計　上妻　浩

第  　 回 例 会 会報委員長　津末美代子

理事　後藤　隆
　〃　 薬真寺章三

ＳＡＡ　木村きぬゑ
直前会長　平野英壽

LEAD THE WAY
率先しよう

◆点　　鐘　　12：30

◆体　　操　　自律神経強化体操

◆Ｒ　　Ｓ　　別府中央Ｒ.Ｃ.の歌

◆唱　　歌　　砂山

◆B . G . M　　「宗次郎こころのうた」より

時計台の鐘

波浮の港

北上夜曲　　他

会長の時間 会長　上妻　　浩

　先週のクラブ奉仕セミナーの報告のときにも少し

触れましたが、「クラブ・リーダーシップ・プラン（Ｃ

ＬＰ）」についてもう少し詳しく私の考えを述べて

おきます。ＣＬＰは、会員数が少ないクラブの運営

をやり易くするように数年前に提案され既に実施の

方向を打ち出しているクラブもあります。我クラブ

も会員数は現在 25 名で多いとは言えません。それ

で最終的に実施するかしないかは別として、十分検

討に価すると考えます。年度の前半は各種セミナー

が集中し、地区大会もありますので、比較的行事等

が少ない年度の後半になったら本格的に検討を始め

たいと思います。現玉ノ井ガバナーはかなり熱心な

推進派であることも付け加えておきます。

幹事報告 副幹事　大島由美子

－新世代のための月間－

１．本日の卓話

　　『ＮＰＯ法人別府もみじ谷トラスト機構について』

　　村津忠久社会奉仕委員長

２．ＲＩ第2720地区2006-2007年度『職業奉仕

委員会セミナー』開催のお知らせ

　　日　　時　　平成18年10月14日（土）12：15～15：30

11：00～登録受付　11：00～12：10昼食

12：15～開会　14：40～障害者就労見学会

　　場　　所　　「もやいの丘」１階ホール

（熊本市大窪２-９-１ (096)324-5294）

◆出席報告　　　　　　　委員長　後藤　孝弘
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　　義務出席者　　薬真寺章三職業奉仕委員長

　　申込期限　　９月25日（月）

※当日は、昼食を用意しておりますが、12時

15分開会となっておりますので11：00～

12：10までに食事をお済ませ下さい。

３．ＲＩ第2720地区『玉名ロータリークラブ創

立40周年記念式典』のお知らせ

　　日　　時　　平成18年10月21日（土）

13：00～登録受付

14：00～記念式典

15：10～記念講演

17：00～19：00　記念祝宴

　　場　　所　　司ロイヤルホテル

（玉名市立願時50-１ (0968)73-8888）

　　記念講演　　「日本の魅力を知る」

セーラ・マリ・カミングスさん

　　登 録 料　　会　員：10,000円

　　　　　　　　ご家族： 7,000円

　　登録締切　　９月29日（金）

『記念ゴルフ大会』

日　時　　平成18年10月20日（金）

　　　　　９：00　集合

場　所　　司ロイヤルカントリークラブ

参加料　　３,000円

（プレー料・その他の経費　自己負担）

※登録申し込み・詳細は幹事または事務局までお申し出下さい。

４．第３回定例理事・役員会報告

　　（平成18年９月５日（火）13：40～

　於：トキハ別府店例会場　９名）

審議事項

１）新世代委員会より提案。　＊承認

・９月の「新世代のための月間」中に、別

府溝部学園高等学校ＩＡ生にゲスト卓話

として時間を与えてもらいたい。

　　　日　時　平成18年９月19日（火）12：30～

　　　内　容　「インターアクト海外親善交流事業参加の報告」

　　　ゲスト　海外事業参加のインターアクト生２名、担当顧問

２）大分県産婦人科医会より「おぎゃー献金運

動」協力依頼の件。　＊募金箱回覧

３）第29回別府市民合唱祭チケット購入協力

の件。　＊承認

日　時　平成18年10月29日（日）14：00～

場　所　ビーコンプラザ・フィルハーモニアホール

入場料　500円（例年２枚の全員購入協力）

４）職場例会の件。　＊承認

　　　実施日　平成18年10月24日（火）12：30～

　　　場　所　ゆわいの宿竹乃井

５）月見例会の件。　＊承認

日　時　平成18年10月10日（火）18：30～

場　所　割烹旅館ゆめさき

会　費　４,000円

６）米山ランチ実施の件。　＊承認

　　　実施日　平成18年10月17日（火）

（※＠１,000×25名＝25,000）

７）職業活動表彰の件。　＊承認

　　　日　時　平成18年10月24日（火）12：30～

 　被表彰者　ざぼん漬け40年の職人さん

８）もみじ谷奉仕作業（ＮＰＯ法人別府もみじ

谷トラスト機構）の件。　

　　　○ロータリー財団「地区補助金」へ申請。

　　　　＊次年度申請に向けて検討　

９）ソフトボール練習場費用負担の件。＊承認

10）例会内容の件。　＊承認（但し次年度から）

　　　○サッカー観戦例会を提案

11）ＲＩ第2720地区「2006-2007年度地区大会」

全員登録の件。　＊承認

　　　日　時　平成18年11月４日（土）・５日（日）

　　　場　所　ビーコンプラザ

（別府市山の手町12-１ 0977(26)7111(代)）

 ・会場「フィルハーモニアホール」

　　　第１回本会議

　　　　「コンベンションホール」

　第２回本会議・希望懇親会

　　　登録料　会員：８,000円

12）９月・10月例会予定の確認　＊一部変更あり

９月５日「会員卓話」森　宗明会員

12日「ＮＰＯ法人別府もみじ谷トラスト機構について」

　　　村津忠久社会奉仕委員長

19日「インターアクト海外親善交流事業参加の報告」

　　　別府溝部学園高校インターアクト生

26日「会員卓話」後藤孝弘会員

10月３日→４日（水）へ変更「地区大会に向

けての合同例会」12：30～　於：ビー

コンプラザ「国際会議室」

10日「月見例会」18：30～

　　　於）割烹旅館ゆめさき

17日「米山奨学生」朴
パ ク ジ エ ン

芝然さん【韓国】

　　　（ホスト：別府北ＲＣ）

※２週続けて例会変更があるため、当クラ

ブのアンナさんもこの日にゲスト出席

24日「職業活動表彰及び職場例会」

　　　12：30～　於）ゆわいの宿竹乃井
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31日「定款第５条第１節（Ｃ）に基づき休会」

　13）その他

　　　○10月の定例理事会の日程　＊承認

　１週目は合同例会で開催日・場所変更

の為、２週目の月見例会前に変更。

　　　○次回「もみじ谷奉仕作業」開催日の件。

　　　　開催日　　平成18年11月３日（金・祝）

５．お祝い

　　会員誕生日　　近藤賢司会員（９月18日）

※ご自宅にワインが届きます。

６．例会変更のお知らせ　

湯布院ＲＣ ９月13日（水）の例会は、観月例

会の為　同日19：00～五番館に

時間・場所変更

７．次週の予定

『インターアクト海外親善交流事業参加の報告』

別府溝部学園高校インターアクト生

「会員コラム」　亀井　孝会員

　（＊原稿をお願い致します。）

８．本日の回覧

①「ダメ。ゼッタイ。」国連支援募金箱

②大分県産婦人科医会より「おぎゃー献金運

動」募金箱

③「ＲＩ第2720地区2006-2007年度地区大

会」（11月４日(土)・５日(日)）　出・欠席

④「第23回別府近隣７ＲＣ親睦ソフトボー

ル大会」（10月15日）参加・不参加

⑤「地区大会に向けての合同例会」

　　（10月４日（水））　出・欠席

⑥「別府中央ＲＣ親睦ゴルフ大会」

　　（９月23日（土・祝））　参加・不参加

⑦「月見例会」（10月10日例会）　出・欠席

９．本日の配布

①週報835号

②「再びクラブ・リーダーシップ・プランについて」

鳴海淳郎Ｒ情報委員長

スマイルボックス 薬真寺章三

○上妻会長

　村津社会奉仕委員長、本日の卓話、よろしく

お願いします。

○村津会員

　胸の痛みに堪えかねて、２年間中断していたラ

ジオ体操を再開して６週目に入りました。なん

とか３年間は続けられます事を祈り、スマイル。

○梅津会員

　昨夜、別府湾ロイヤルホテルにて青春時代の

歌謡御三家「尾崎紀世彦、今洋子、錦あきら」

ディナーショーがあり、久し振りにリラックス

し、ワインを楽しみました。

○平野会員

　毎年恒例になりましたビリヤードの大会、九

州レディースオープン第10回大会が今年も９

月23日予選、９月24日はここ別府トキハのセ

ンターモールで開催されます。全国から有名

なトップ女子プロがやってきます。どうぞビリ

ヤードの熱い戦いを見に来て下さい。

○後藤（孝）会員

　近頃はホットコーヒーがおいしく飲める季節

となりました。秋を探しに小旅行でもと考えて

います。

○亀井会員

　今日は孝弘さんがジャケットの“えり”にと

てもステキなピンバッジをしています。

○椛田会員

　久し振りの出席で新人会員の気分です。（こ

れ前にも書いたっけ）

○吉冨会員

　先日の決算報告で配当のある企業は優良です

よ！と、担当税理士さんに誉められました。嬉

しくてスマイル致します。

卓　　話 社会奉仕委員長　村津　忠久

　私共のクラブが、「もみじ谷植樹」をクラブの

継続事業として始めた切っ掛けは、平成元年にク

ラブの創立事業として関わった「べっぷ鶴見岳一

気登山道」の一部（ガラガラ谷）が、別府市街地

中心部の温泉の水源である朝見川の源流であり、

この源流地域の環境保全と、将来的に此の谷の景

観が、観光立市を標榜する別府の大きな観光資源

になることを目的としての継続活動は、わがクラ

ブの社会奉仕活動として相応しいものと判断し、

クラブ理事会で決定した事に由来します。

　爾来 17 年、途切れることなく、営々として奉

仕活動は続けられて来ましたが、その歩みには、

３つの劇的な段階がありました。

　企画実現の当初は、当時の市林業所長・田中氏

の御尽力もあって、中村市長も全面的に協力、「湯

の町ぐるみ紅葉の森づくり運動」として、一般市

民にも市報で呼び掛け、Ｈ２年 11 月４日の当日
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会の隊員の方々が参加されるようになりました。

　それから８年、年３回の奉仕活動のあり方も、

春・夏・秋、夫々の作業の形が定着してきました。

　17 年間、これ迄に植樹した苗木は 7,440 本、

奉仕活動参加者は延 1,205 名、苗木代を含め拠

出金は、わがクラブから（7,146,437 円）別府

ＲＣから（110,000 円）北ＲＣから（60,000 円）

東ＲＣから（258,000 円）。虫にも喰われ、毎年

の颱風にも痛めつけられていますが、モミジ達は

逞しく育っています。

　ＮＰＯ法人の認証を得て、今迄は出来なかった

事が出来るようになりました。しかし、その利器

を駆使する中核は、あくまで、わがクラブ会員を

中核とする「モミジ谷を愛する人々」です。出来

ますれば、わがクラブの全ての会員が、特定非営

利活動法人「別府もみじ谷トラスト機構」の正会

員（年会費５千円）に御参加下さることを切望致

します。

は、中村市長の挨拶に続いて、私の中学時代の期

友・鈴木登氏（当時・近大農学部教授）の「何故、

モミジが良いのか」の話もあり、125 名の市民

参加で、わがクラブの寄贈した 500 本の苗木を

植えました。

　翌３年は「大分県生涯学習フェスティバル」の

参加行事として、前年同様 500 本を植樹。

　ところが翌４年、突如として、中村市長がこの

モミジを植えた谷に、テニスコート 25 面を備え

た国際テニス場を造設する計画を市議会に提案し

ました。これから７年間が受難の時代です。

　井上市長に替わって、３年目に、ようやく陽の

目を見る事が出来るようになりました。この苦難

の時代にも、さまざまに各方面の方々から御協力

を頂いたり、励まされ、それに力を得て中絶する

ことなく続けることが出来たのですが、何と言っ

ても、わがクラブが頑とした姿勢を貫いた事が、

挫折を防いだ一番の原動力でした。

　平成 11 年からは、陸上自衛隊別府駐屯地曹友

E-mail:info@beppu4rc.jp

　時代によって求められる人材、能力の資という

ものは変わってきます。産業革命以前は、肉体労

働がメインでしたから、それに耐えうる身体が必

要とされました。産業革命以後、高度経済成長を

迎える頃には知識が豊富な人や事務処理能力の高

い人が評価されてきました。

　では、現代社会においてどのような能力が求

められているのでしょうか。そのキーワードとし

て、「創造性」や「ひらめき」を挙げることがで

きると思っています。今までの学校教育では、「正

解のはっきりとした問題を速く解く」ことを最優

先として教えられてきました。しかし、こうした

作業は今やコンピューターが圧倒的な速力でもっ

て担っています。人間の脳はその点でコンピュー

ターに太刀打ちできません。そうなると、人間の

脳は、今まで以上に人間の脳にしかできない能力

が求められます。

　そこで「ひらめき」です。ひらめきは、決して

コンピューターから生まれることはありません。

人間の脳だけがそれを生むことができるのです。

　「ひらめき」について少し述べると、ひらめき

は天才や発明家や科学者だけにあるのではありま

せん。実際には、誰にでもそれと気づかずにたく

さんのひらめきがあります。側頭葉にその人の今

までの人生すべての経験や学習が整理・蓄積され

ていて、それを前頭葉に呼び起こす時に、今まで

にない経路や組合せの試行錯誤をくりかえせば、

ひらめきが生まれます。それは瞬時にして偶発的

です。そして、それを認識することが重要です。

したがって「ひらめき」を生みだすには、

・リラックスをして脳が自由に活発に働くように

する。

例えば歩き慣れた所を散歩している時によく

インスピレーションがわく。

・脳を「無」の状態にする。

　「空白」にすると脳は何かを求める。

・スランプがひらめきを生む。

・ひらめきは自然発生しない。

学習によって記憶のアーカイブがある程度蓄え

られていないと、ひらめきも生まれません。

・予想できないからこそ嬉しい。

何が起こるかわからない状態でひらめくと、

より多く喜びは増す。したがって脳が又ひら

めくことを求める。

　最後に、「ひらめき」を生かすかどうかは、そ

の後のあなたの行動によります。

参考文献：茂木健一郎著「ひらめき脳」

 次回は、亀井　孝会員です。

会員コラム 椛田　健治


