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ROTARY SHARES
ロータリーは分かちあいの心

平野英壽
村津忠久
津末美代子
後藤　隆

椛田健治
河村貴雄
後藤孝弘

理事
　〃
　〃
　〃

理事
　〃
　〃

◆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　　たなばたさま

◆Ｂ. Ｇ. Ｍ　　「宗次郎こころのうた」より

あの町この町

背くらべ

七つの子　　　他

◆ゲ ス ト　　脇口　近美氏

（国際ロータリー第2720地区大分第三分区ガバナー補佐）

フィン・フォン・ミンさん

（米山奨学生）

会長の時間 会長　森　　宗明

　本日より一年クラブの会長をさせていただきま

す。よろしくお願いいたします。

　改めて自己紹介ですが、私のロータリー暦は

12年６ヶ月です。村津会員と、今は退会されて

いませんが、アイスクリームのジェノバの安部さ

んの紹介で入会させていただき今日に至っていま

す。同期には亡くなった後藤健介さんがいました。

後藤健介さんは会長が決まっていた前年、急逝い

たしました。いまだに残念でなりません。

　さて、私の職業分類は出版業となっていますが、

現在では、出版事業、印刷物全般、インターネッ

ト関連、システム事業、ソフト販売と、多岐にわ

たります。皆さんご存知の省庁再編と同時に、私

どもの事業の監督省庁の名称が変わりました。こ

れは単に名前が変わっただけではなくて、規制緩

和の名の下に、私どもの事業の根底から作り直し

を迫られたと思っています。自分が、何で生計を

◆出席報告　　　　　　　委員長　中島　澄人
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立てているのか、今後の展望をどこに定めるのか。

今までのやり方はほとんど通用しなくなりました。

　省庁再編当時、パラダイムシフトと言う言い方を

よく使いました。物の見方や捉え方、考え方、価値

観、などが大きく変化するのだと理解しました。

　身近な事でひとつの例になりますでしょうか、

今私たちはガソリンより高い水を買って飲用にし

ていますが、かつてこんなことは考えられません

でした。お茶もしかり。

　今後、何がどう変わって行くのでしょう。そろ

そろいまのままでいいな、と言うより、少し逆行

した方が良いのかなと思っています。

幹事報告 幹事　大島由美子

　…本日から新年度のスタートです。

１年間よろしくお願いします。…　

ロータリーは分かち合いの心
2007-2008年度　ＲＩ会長

ウィルフリッドＪ. ウィルキンソン氏

（カナダ/トレントン・オンタリオＲＣ）

１．本日の卓話

『役員就任挨拶』

　　森　宗明会長、平野英壽副会長、

　　大島由美子幹事、近藤賢司会計、

　　上妻　浩ＳＡＡ

２．本日のゲスト

　　

脇
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氏

（国際ロータリー第2720地区

大分第三分区ガバナー補佐）

　　フィン・フォン・ミンさん（米山奨学生）

３．本年度、ＲＩ第2720地区のガバナーには杉
すぎ

谷
たに

卓
たか

紀
のり

氏（玉名ＲＣ）が就任され、大分第三

分区ガバナー補佐には脇口近美氏（日出ＲＣ）

が就任されました。

４． ６月27日（水）12：00～ゆわいの宿竹乃井

に於いて「別府市内４ＲＣ新会長・幹事会」

が開催され、森　宗明会長、大島由美子幹事

が出席致しました。

５． ７月２日（月）12：30～森　宗明会長が別

府市内３クラブの会長、幹事と共に、大分合

同新聞別府支社、今日新聞社、ＣＴＢメディ

アの各社をまわり就任の表敬訪問を致しまし

た。

６．本日例会終了後、13：40～「第１回定例理

事・役員会」を開催致します。

７．例会変更のお知らせ

大分キャピタルＲＣ ７月18日（水）の例会は、納涼

例会の為、同日 18：30～全日空

ホテルオアシスタワーへ時間変更

８．次週の予定（原稿をお願い致します。）

「就任挨拶（活動計画）」

平野　英壽　クラブ奉仕委員長

津末美代子　職業奉仕委員長

村津　忠久　社会奉仕委員長

後藤　　隆　国際奉仕委員長

「会員コラム」衛藤　秀子会員

９．本日の回覧

　　①佐伯ＲＣ　週報

10． 本日の配布

　　①週報871号・872号

　　②ロータリーの友７月号

　　③ガバナー月信No．１

　　④ガバナー月信の綴り

　　⑤『ロータリー情報について』

鳴海淳郎Ｒ情報委員長

スマイルボックス 委員長　赤嶺　リサ

○脇口近美ガバナー補佐

　一年間お世話になります。

○森会長

　一年間よろしくお願いします。

○髙宮会員

　プログラム委員会てな～に。何も分かりませ

んが、１年がんばります。皆様宜しく指導して
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下さい。

　日出の脇口会員いらっしゃい。大変ご無沙汰

しています。本日の指導、宜しく願います。

○大島会員

　体調不良です。でも、頑張って出席しました。

幹事になると違うなぁ～。１年よろしくお願い

します。（自分で感心している！）

○鳴海会員

　新年度の発足にあたり、会長、幹事のご検討を

祈念いたします。みんなで大いに頑張りましょう。

　去る７月１日、第81回日本皮膚科学会・大分

地方会において、「女性患者にみられる最近の傾

向と、これに対する治療法の検討」と題し発表

してきました。80歳を過ぎてもパワーポイント

で毎年学会発表を重ね、53年を迎えた老皮膚科

医としての心意気を大いに発揮してきました。

○上妻会員

　今年度初の例会ですね。今年度の会長、幹事、

その他の役員の皆様、ご苦労様です。皆で協力

しましょう。

○村津会員

　今日からロータリー新年度。

　脇口ガバナー補佐、森会長、大島幹事、お世

話になります。

　会員みんなで、会員増強、例会出席を楽しみ

ましょう。笑顔でスマイル。

○河村会員

　森会長、大島幹事、一年間よろしくお願いし

ます。脇口ガバナー補佐、ようこそ我がクラブ

へ。感謝してスマイル。

○近藤会員

　毎日毎日蒸し暑いのに、先月までに比べて肩

が軽いんです。なんでだろう なんでだろう

なんで、なんでだろう 。あっ大島幹事、肩重

くないですか？

○亀井会員

　脇口ガバナー補佐、ようこそ中央ロータリーへ。

　“ミン”ちゃん、前回のサッカー観戦いかが

でしたか。楽しんでいただけましたか？

○梅津会員

　本日から新年度スタート。

　会長、幹事、どうぞ一年間よろしくお願い致

します。

　脇口国際ロータリー 2720地区大分第三分区

ガバナー補佐、フィン・フォン・ミン奨学生さん、

よくいらっしゃいました。どうぞごゆっくり。

○木村会員

　本日から新年度のスタートです。

　今日、ちょっと体の調子が悪くて出席できま

せん。すみません。

　会長、幹事、よろしくお願いします。

○衛藤会員

　今日から新年度、どうぞよろしく。

　脇口様、フィン・フォン・ミンさん、ようこ

そ。どうぞごゆっくりなさって下さい。

○高田会員

　脇口様、フィン・フォン・ミンさん、ようこそ。

　毎日蒸し暑い日が続きますが、皆様健康管理

に気をつけましょう。

○赤嶺会員

　新年度の中央ロータリーがスタートしまし

た。今年はスマイル委員長として精一杯がんば

ります。

　本日もたくさんのスマイルありがとうござい

ました。

○平野会員

　又、前に座っています。みなさんよろしく。

　脇口ガバナー補佐、お疲れ様でございます。

どうぞよろしく。

役員就任挨拶

◆会長　森　　宗明

2007～2008年度 別府中央ロータリークラブの目標

１） ホームクラブ出席率の向上

・会費の納入と例会出席はロータリアンの２大

責務です。基本に立ち戻る意味でも、ホームク

ラブの出席率を上げたいと思います。なにはさ

ておき、例会出席ありきではないでしょうか。

とにかくまずこの１年ホームクラブ出席に精励

していただきたいと思います。

２） 会員の増強

・会員の数が多ければ良いとは決して思ってい

ません。数の多い少ないはクラブを評価するう

えでまったく尺度にならないとさえ思っていま

す、ですが、「桃下おのずと道をなす」といい

ます。つまりロータリーの精神にのっとり、社

会から求められているクラブであれば、おのず

と会員は増えてくるでしょう。が、これはあく

までも理想論です。会員増強のためには広報の

充実も必要でしょうし、広報の土台となる奉仕
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ろしくお願いいたします。

◆副会長　平野　英壽

　また２年、雛壇に座ります。森会長大島幹事を

応援しながら会を盛り上げて行きたいと思います

ので、皆さんのご協力をよろしくお願い致します。

◆ＳＡＡ　上妻　　浩

　今年度はＳＡＡに就任しました。ＳＡＡの役割

を十分に認識し、極力ホーム例会に出席し、開会

15分前位には到着して、お迎えし、秩序正しい

例会運営を心がけます。

◆会計　近藤　賢司

　今年会計の近藤です。会計としては、皆様から

預かった会費を有効に使うよう、役員会において

提案していきたいと思います。

活動の充実は最重要課題となります。

　さしあたり、昨年度まで１年に１度でした会

員増強フォーラムを２度に増やしましたので皆

さんのご協力をお願いいたします。

３） 社会奉仕事業の推進

・「もみじ谷の奉仕活動」がNPOになりました

から、実質、苗木代の拠出と希望者の奉仕作業

への参加以外、社会奉仕活動は無いことになり

ます。おかげさまで、数年前は厳しかったクラ

ブの予算も少しゆとりのあるものになっていま

す。何か継続可能で有意義な奉仕活動を模索す

る必要があります。社会奉仕委員会の主導の下

鋭意検討をお願いいたします。

４） CLPの検討

・クラブリーダーシッププランを直ちに導入す

ることを今の時点では考えていません。その理

由は私が現時点でクラブリーダーシッププラン

を完璧に理解していないということ。また現状

の私どものクラブの運営にそれほど多くの不満

がないことです。

　ですが、検討する必要は感じていますので、

本年10月の第２週目の例会はCLPフォーラム

を開きたいと思います。それまでにできる限り

多くの資料を収集し皆さんに提供しますので、

一緒に考えてください。

◆幹事　大島由美子

　今年度の幹事を務めることになりました大島で

ございます。入会して、早８年も過ぎようとして

おりますが、ロータリーのことはまだ何も分かっ

ておりません。

　『めくら蛇に怖じず』と申しますが、今の私に

はその言葉があてはまる心境でございます。しか

し、お引き受けした以上精一杯努力するつもりで

すので、どうか、皆様方ご指導、ご協力の程をよ
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勇気のことば

　私の好きな本の一冊で“勇気のことば”という

小さな本があります。その中でも、特に大好きな

詩は、ヘレン・ケラー作の詩に書かれたこの“コ

トバ”です。

　「わたしはたった１人です。１人でもわたしは

わたし。何もかもすることはできませんが、何か

をすることはできます。自分にできるその何かを

わたしはこばみません。」

　本当に勇気を与えてくれる“コトバ”と思いま

せんか？生きる事に対して、真の意味を知るヘレ

ン・ケラーならではの“コトバ”だと思いました。

“コトバ”って大切ですよね。

　私も何か人の助けになれる“気持ちとコトバ”

を持っていようと思います。

 次回は、衛藤秀子会員です。

会員コラム 赤嶺　リサ


