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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

◆国　　歌　　君ヶ代

◆Ｒ　　Ｓ　　奉仕の理想

◆唱　　歌　　紅葉

◆Ｂ．Ｇ．Ｍ　　「オーケストラで綴る

日本の愛唱歌」より

七里ヶ浜の哀歌

城ヶ崎の雨

初恋

◆ゲ ス ト　　玉ノ井溥明氏

（国際ロータリー第2720地区ガバナー）

ドブロボリスカヤ・アンナさん

（米山奨学生）

会長の時間 会長　上妻　　浩

　地区大会にご出席の皆様、お疲れでございまし

た。特に「来賓部会」担当でご協力を頂きました

会員の方々には深くお礼申し上げます。我クラブ

はソフトボール大会のホストクラブに続いて、地

区大会のコ・ホストクラブということで気を使う

ことが多かったと思いますが、良い経験になった

と思います。

　今年度の最大の行事が終わりましたので、先日

もちょっと触れましたＣＬＰ（クラブ・リーダー

シップ・プラン）について我クラブが導入すべき

かどうか検討する時期になったと思います。年内

くらいを目処に検討資料を揃えて年明けから議論

を進めていきたいと思います。

◆出席報告　　　　　　副委員長　□宮　孝弘
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幹事報告 幹事　近藤　賢司

－ロータリー財団月間－

…本日は、「100万ドルの食事」を実施します。

会員皆様のご協力をお願い致します。…

１．本日の卓話

　　『地区大会報告』　　上妻　浩会長

２．本日のゲスト

　　玉
たま

ノ
の い

井溥
ひろあき

明氏（国際ロータリー第2720地区ガバナー）

　　ドブロボリスカヤ・アンナさん（米山奨学生）

　

３．『ロータリー適用相場変更』のお知らせ

 　11月１日より、全ての振込みに対する適

用相場（ロータリーレート）が下記の通り変

更となりましたのでお知らせ致します。

 　　１ドル　118円　　　（現行114円）

４．委員会報告

　　社会奉仕委員会　　村津忠久委員長より

５．10月の例会にて「おぎゃー献金」の募金箱

を回覧しておりましたが、益金５,160円とな

りました。ご協力ありがとうございました。

尚、「日母おぎゃー献金」より感謝状が届い

ておりますのでご披露致します。

６．11月４日（土）・５日（日）ビーコンプラザ

に於いて「ＲＩ第2720地区2006－2007年

度地区大会」が開催され、当クラブは、コ・

ホストクラブとして「来賓部会」を担当しま

した。多数の会員の協力により無事終了致し

ました。皆様のご協力に感謝申し上げます。

【１日目】
13：00～「第１回本会議」

フィルハーモニアホール
18：30～「ＲＩ会長代理ご夫妻歓迎晩餐会」

コンベンションホール　
【２日目】　
９：00～「第２回本会議」

コンベンションホール

登録者：

「大　会」　会員全員登録、鳴海静子さん、

　　　　　村津久美子さん

「希望懇親会」　上妻　浩、赤嶺リサ、後藤孝弘、

　　　　　平野英壽、亀井　孝、河村貴雄、

　　　　木村きぬゑ、溝部　仁、森　宗明、

　　　　村津忠久、中島澄人、鳴海淳郎、

　　　　小川雅代、大島由美子、津末美代子、

　　　　梅津ヤヨイ、薬真寺章三、近藤賢司

　　　　各会員

 　尚、当クラブは下記の表彰を受けました。

１）登録高齢者表彰：中島澄人会員、

　　　　　　　　　　鳴海淳郎会員

７．本日例会終了後、13：40～「第５回定例理

事・役員会」を開催致します。

８．お祝い

会員誕生日　　河村貴雄会員（11月２日）

※記念品をお渡し致します。

結婚記念日　　溝部　仁会員（11月10日）

※ご自宅にお花が届きます。

９．例会変更のお知らせ

佐伯ＭＡＲＩＮＥＲＣ 11月10日（金）の例会は、夜の

例会の為　同日18：30～ホテル

ニュー佐伯に時間変更

大分1985ＲＣ 11月13日（月）の例会は、玖珠Ｒ

Ｃとの合同例会の為　11月12日

（日）15：00～龍門の瀧に日時・

場所変更

大分ＲＣ 11月14日（火）の例会は、新会員

歓迎夜の例会の為　同日18：30～

大分全日空ホテルオアシスタワー

に時間・場所変更

佐伯ＲＣ 11月15日（水）の例会は、愛の

献血の為　同日８：30～和楽に

時間・場所変更

佐伯ＭＡＲＩＮＥＲＣ 11月17日（金）の例会は、植樹

例会の為　11月19日（日）に開

催日変更

大分臨海ＲＣ 11月20日（第３月）の例会は、

夫人同伴夜の親睦例会の為　同日

18：30～大分全日空ホテルオア

シスタワー２Ｆ折鶴に変更

大分ＲＣ 11月21日（火）の例会は、合同

職場例会の為　同日12：30～九

州電力㈱大分支店に場所変更

大分キャピタルＲＣ 11月22日（水）の例会は、合同

職場例会の為　11月21日（火）

12：30～九州電力㈱大分支店に

開催日・場所変更
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10． 次週の予定　（＊原稿をお願い致します。）

『ロータリー財団月間について』　鳴海淳郎会員

「会員コラム」　大島由美子会員

11． 本日の回覧

①「もみじ谷奉仕作業」参加・不参加

（11月19日（日））

②第３回「別府宵酔女まつり」協賛募金箱

③「職業活動表彰：新聞掲載記事」

（大分合同：10月28日／今日：10月25日）

④宇佐ＲＣ、竹田ＲＣ、佐伯ＲＣ　週報

12． 本日の配布

①ロータリーの友11月号

②週報840・841号

③「ロータリー財団月間に因んで」　

鳴海淳郎Ｒ情報委員長より

スマイルボックス 副委員長　後藤　孝弘

○国際ロータリー第2720地区ガバナー

　玉ノ井溥明氏

　地区大会では大変お世話になりました。皆様

のおかげで無事終了致しました。

○上妻会長

　先日の地区大会、お疲れ様でした。色々御協

力頂きましてありがとうございました。

○近藤会員

　先日の地区大会の際、皆様にご協力いただき

本当にありがとうございました。懇親会が終了

し、後藤隆会員に２次会のお誘いをしたところ、

３次会から参加するとのことだったので、上妻

会長をはじめ津末、大島、後藤孝弘会員と２次

会を盛り上がっておりましたところ、11時に

なってしまいました。この時間に隆さんの自宅

に電話するのは悪いと孝弘会員と話し合い、会

を解散してしまいました。すると、ところがドッ

コイ彼は、もうすでに夜の街に出て一晩中私か

らの連絡を待っていたそうで、大変申し訳ない

ことをしました。自分の馬鹿さと後藤隆会員の

寛容な心にスマイル。

○溝部会員

　地区大会２日連続して出席しました。ガバ

ナー御苦労様です。お陰で熊本のロータリアン

と旧交を深めました。

○津末会員

　４，５日の地区大会は大変お疲れ様でした。

無事役目が終わりほっとしています。

○赤嶺会員

　11月４、５日に行われました地区大会にお

いて、出席されました皆様大変ご苦労様でした。

無事に終わりスマイル!!

○衛藤会員

　先日の地区大会出席出来ず、お手伝いも出来

なくて申し訳ございませんでした。三連休を利

用して東京へ行って来ました。（息子の用事で）

　久し振りに青山の表参道ヒルズを見て来まし

た。今日は立冬、いよいよ冬到来ですね。

○亀井会員

　地区大会おつかれ様でした。急な出張の為、

欠席させていただき大変申しわけなく思ってい

ます。

○木村会員

　ガバナー玉ノ井先生、地区大会成功おめでと

うございます。

　皆さん、お疲れ様でした。特に女性会員、御

協力感謝します。ありがとうございました。ド

ブロボリスカヤ・アンナさん、いらっしゃい。

　朝夕冷えて来ましたので、風邪等ひきません様。

○梅津会員

　４日、５日の地区大会もやっと終わり、ほっ

といたしました。皆様大変お疲れ様でございま

した。私も来賓部会でＲＩ会長代理山田御夫妻

様や他の来賓の方々にとてもよろこんでいただ

き、疲れもふっとびました。ありがとうござい

ました。先ずは奉仕の心でした。スマイル。

○後藤（隆）会員

　先日の地区大会には仕事の都合で５日しか出

席できず、あまりお役に立てませんでした。４

日から出席の皆様、おつかれさまでした。

○村津会員

　来年４月７日に初演を迎える「混声合唱とピ

アノの為の組曲・別府鶴見火山」の練習を７月

からして来ましたが、11月２日には作曲者の

佐藤眞先生が東京からお見えになって直接の練

習がありました。成果を期待してスマイル。

○吉冨会員

　こんにちは。先週末の地区大会、大変ご苦労

様でした。本日の例会は、来月行われる国家試

験ビルクリーニング技能士の受験生の為の事前

講習会指導の為欠席いたします。
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思います。

　そのあと表彰状と感謝状の贈呈が行われ、我ク

ラブから登録高齢者として、中島澄人会員（86

歳）と鳴海淳郎会員（80歳）が表彰を受けました。

休憩のあと後半に入り、まず著名な俳人である金

子兜太氏による記念講演「古池や」は本当か、が

行われました。内容を簡単に申し上げますと、有

名な「古池や蛙飛びこむ水の音」の芭蕉の俳句は

最近までは古い池に蛙が一匹ぼちゃんと飛びこむ

静かな光景を句にしたと解釈されてきたが、近年、

古い池があって蛙が飛びこむ場所は別で、別の池

でも川でもいいけどかなり多くの蛙がぼちゃぼち

ゃと飛びこんでいる光景で、決して静かさを強調

した俳句ではないという解釈も増えてきている。

金子氏自身もそう考えているというような講演で

した。そのあとロータリーの友の編集長の二神典

子さんが「友」について話をされ、内容も立派な

ものでしたが、その落ち着いためりはりのきいた

話しぶりに感じ入りました。そのあとＲＩ会長代

理によるＲＩ現況報告があり、第１回の本会議は

終了しました。

　夜はＲＩ会長代理ご夫妻歓迎会並びに希望懇親

会が開かれ、金子兜太氏の弟さんである金子千侍

氏が家元をされている秩父音頭等もあって、にぎ

やかな一夜でした。翌５日は第２回本会議があり、

４つの委員会報告がありました。信任状委員会の

委員長は我クラブの溝部仁会員で、決議委員会は

杉本氏で大会決議（案）を読み上げ、拍手で了承

されました。そのあと「南極観測50周年」の記

念講演がありましたが、私は急な葬儀が入って残

念ながら中座しました。

　又来週の例会は、１週間大阪出張の為参加でき

ません。

　２週欠席をお詫びしてスマイルいたします。

○後藤（孝）会員

　本日は立冬です。体に気をつけて下さい。

卓　　話

「地区大会報告」

会長　上妻　浩　

　出席された方には重複する所も多いと思いま

すが、欠席された方、又出席してもコ・ホストク

ラブの仕事で会場にいない時間が多かった方も多

かったと思いますので、プログラムに従って報告

します。

　まず、３日（金）に前夜祭のような感じでＲＩ

会長代理ご夫妻を囲んでの歓迎会が、ホテル清風

でありました。出席者は、ＲＩ会長代理ご夫妻は

勿論、玉ノ井ガバナー、明石ガバナー補佐、前岡

大会実行委員長とホストクラブ、コ・ホストクラ

ブの会長６名と、その中のご婦人が５名の計16

名が出席しました。

　山田ＲＩ会長代理は本大会ではかしこまってご

挨拶等されていましたが、こういう席では大変面

白い気さくな方でした。

　続きまして４日の第１回本会議ですが、点鐘か

ら来賓等の挨拶まではいわゆるセレモニーでした

が、物故会員追悼ではこういう言い方はやや不謹

慎ですが、いわゆる趣向をこらしておりました。

対象クラブから２名ずつ壇上に上がりまして、１

人が献花、１人が「ろうそく」に点灯しました。

そのあと黙祷を捧げました。我クラブの土谷会員

が最年少でした。改めてご冥福をお祈りしたいと

E-mail:info@beppu4rc.jp

温泉と皮膚

　大正 15 年１月１日この別府市に生まれたわた

しは、今年で丁度 80 歳を迎えました。また、皮

膚科医になって既に 50 年が過ぎ、郷里・別府に

帰って開業 38 年目になります。

　久しぶりに郷里に帰り、徳川中期以降湧き出て

いる由緒ある自宅の温泉に入るようになって、た

またま冬という季節も手伝ってか、肌が荒れてき

たことに気付きました。

　わたしの家は 1803 年以来の回船問屋（屋号・

菓子安、代 ・々菓子屋安兵衛を名乗る）でしたが、

明治維新以後は菓子安という温泉宿をしていまし

た。

　その先代が、医者、それも皮膚科医となったわ

たしに『温泉と皮膚』というテーマを授けて呉れ

たものと思えてなりません。

　これが切っ掛けで、３回の入浴調査をもとに、

温泉に最適で、アトピーの人も安心して使える理

想的な全身シャンプーをつくることができ（2001

年１月）、これらをまとめて小著『温泉と皮膚』

を発刊しました（2001 年７月）。

 次回は、大島由美子会員です。

会員コラム 鳴海　淳郎


