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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

◆国　　歌　　君ヶ代

◆Ｒ　　Ｓ　　奉仕の理想

◆唱　　歌　　手の平を太陽に

◆Ｂ. Ｇ. Ｍ　　「イージー　リスニング

ミュージック」より

アルハンブラの想い出

ふたりの天使

ラ・メール　　　　　他

◆ビジター　　甲斐隆義（創立55周年実行委員長）

（別府ＲＣ）

会長の時間 会長　森　　宗明

戦後62年、改めて平和について考える

　８月６日は広島に、８月９日は長崎に原爆が投

下されました。この後1945年８月15日に６年続

いた、第二次世界大戦が終結しました、この戦争

で陸軍144万人、海軍42万人、軍属（軍人以外で

軍隊に所属した人）9万5千人、一般国民69万人、

合計260万人余りが亡くなりました。

　終戦から62年が経った今、改めて私たちの国

が平和であることに感謝しようと思います。時間

が経つほどに戦争の記憶は風化してゆきますが、

今我々が享受している平和はこの260万人の犠牲

の上にあることを忘れてはいけないと思います。

　私たちの祖先が命を懸けて守った物を、私たち

も命を懸けて守って行かなければいけないのだな

と思います。

　子々孫々平和が続きますように、本当に美しい

平和な日本を残してあげたいものです。改めてご

先祖に感謝、平和に、そして何より今生きている

ことに感謝ながら日々を過ごしたいと思います。

◆出席報告　　　　　　　委員長　中島　澄人
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幹事報告 幹事　大島由美子

－会員増強および拡大月間－

１．本日の内容

 『会員増強フォーラム』

２．今年、初盆を迎えられる方は下記のとおりで

す。

・亀井　孝会員（ご尊父様：一美様）

・後藤孝弘会員（ご尊父様：誠様）

※上記　亀井家、後藤家の初盆は、家族の意

向で内輪にて執り行う予定でございます。

ご厚誼に深く感謝し、略儀ながら書中を

もちまして謹んでご挨拶申し上げます。

３．2007－2008年度インターアクト韓国親善旅

行が、７月28日（土）～31日（火）までＲ

Ｉ第3660地区の韓国釜山に於いて実施され

ました。当クラブ提唱の別府溝部学園高等学

校より１名のインターアクト生と指導教官が

参加いたしました。後日、例会にて報告をし

て頂きます。

４．８月２日（木）13：40～杉乃井ホテルに於い

て「第24回別府近隣７ＲＣ親睦ソフトボー

ル大会：監督会議」が行われ、当クラブより、

亀井親睦委員長が出席致しました。

５．本日、例会終了後、13：40～「第２回定例

理事・役員会」を開催致します。

６．委員会報告

・社会奉仕委員会　村津忠久社会奉仕委員長

７． ７月29日（日）８：30～別府もみじ谷に於い

て「もみじ谷整美作業」に下記の方々が参加

致しました。お疲れ様でした。その他、陸上

自衛隊曹友会井出会長以下34名、コーラス

会員３名の計48名で奉仕を実施致しました。

参加者：森　宗明、上妻　浩、近藤賢司、

　　　　村津忠久、中島澄人、赤嶺リサ、

　　　　髙宮勝美、亀井　孝　各会員

　　　　柚野氏（平野工務店より）

　　　　赤嶺華歩さん（赤嶺会員娘さん）

　　　　村津久美子さん（村津会員夫人）

８．お祝い

会員誕生日　溝部　仁会員（８月６日）

＊記念品をお渡し致します。

９．例会変更のお知らせ

別府東ＲＣ ８月９日（木）の例会は、会場の

都合の為　同日12：30～別府ホ

テル清風に場所変更

中津平成ＲＣ ８月９日（木）の例会は、夜例会

の為　同日18：30～家族亭に時

間・場所変更

<定款第５条第１節に基づき休会するクラブ>

・８月10日（金） 別府ＲＣ、大分南ＲＣ

・８月13日（月） 大分臨海ＲＣ、大分1985ＲＣ

・８月14日（火） 大分ＲＣ、

・８月15日（水） 別府北ＲＣ、佐伯ＲＣ、大分城

西ＲＣ、大分中央ＲＣ、くにさ

きＲＣ、中津ＲＣ、湯布院ＲＣ

・８月16日（木） 別府東ＲＣ、中津平成ＲＣ、大

分東ＲＣ、宇佐ＲＣ、杵築ＲＣ

・８月17日（金） 佐伯MARINEＲＣ

10．次週の予定

○８月14日（火） 「定款第５条第１節（Ｃ）」に

　 基づき休会

○８月21日（火） 「会員卓話」椛田健治会員

　 「会員コラム」椛田健治会員

（原稿をお願い致します。）

11．本日の回覧

①佐伯・宇佐・竹田ＲＣ　週報

12．本日の配布

①週報　No.875、876

②ガバナー月信No.２

③ロータリーの友８月号

④『ロータリーを早く自分のものに』

鳴海淳郎Ｒ情報委員長
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スマイルボックス 委員長　赤嶺　リサ

○平野会員

　みなさん暑中お見舞い申し上げます。

　台風の被害はなかったですか？この場を借り

てお見舞いまで。

○上妻会員

　先週が休会、来週も休会です。今日の例会を

楽しい有意義なものにしましょう。

○村津会員

　先月の４号台風で、一気登山道もみじ谷の「第

二九電橋」から鶴見橋までが、かなり痛みまし

た。９月からの遠足シーズンに備えて、夏休み

中に補修工事を終わらせたいものと思い、今日、

平野工務店にお願いを致しました。

　これからの台風シーズン、無事を祈ってスマ

イル。

○鳴海会員

　このたび、ホームページ「クリニックレポー

ト」開設６周年を記念して、森さんのお世話で

①アトピー性皮膚炎を治す　②「にきび」を上

手に治すには　③レーザー治療の魅力　という

３つの小冊子を発行することが出来ました。

　これは当クリニックがとくに力をいれ、自信

をもってお応えできるもので、診療時に参考資

料として患者さんのために用意し、“Nothing 

but the best”（ナッシング　バッツ　ザ　ベ

スト）の皮膚科診療に役立てるものです。

　以上を記念してスマイル致します。

○河村会員

　市役所に勤務している三男が、この度、国体

事務局に配属され、土日も返上して仕事に精を

出しています。若いうちに厳しい部署で頑張る

ことはいいことだと喜んでいます。

○近藤会員

　先日、もみじ谷の作業に参加しました。その

時、上妻会員の股の下を上妻会員のものかと見

間違うような長い蛇がにょろにょろとはって行

きました。上妻会員は堂々としていて、俺の方

が大きいだろう、まいったかと言わんばかりで、

蛇はスンマヘンという感じで、私はスゴイなと

尊敬してしまいました。

○亀井会員

　８月２日にソフトボール監督会議へ出席しま

した。開催日は10月28日、雨天中止と決定し

ました。国体等の為、予備日は取れないそうで

す。杵築ＲＣの出欠はまだ未定のようです。

○徳丸会員

　孫が高熱を出しました。カゼではないとの判

断で、薬もくれませんでした。３日目には平熱

になりました。すぐに薬をと思う親と、大丈夫

だというドクター。改めてすごいと思いました。

そのドクターに感謝を込めてスマイル。

○衛藤会員

　老いの身に一入きびし蝉しぐれ

　毎日暑いですね。今日は甲斐先生、ようこそ

お越し下さいました。どうぞごゆっくりなさっ

て下さいませ。

○梅津会員

　別府ロータリークラブの甲斐先生、どうぞ

55周年記念の実行委員頑張って下さい。私も

参加いたしますので。

○木村会員

　暑中お見舞い申し上げます。

　夏の間、みなさん体をこわさないように気を

つけてください。

○赤嶺会員

　別府ロータリークラブ甲斐様、ようこそおい

で下さいました。

　先日のもみじ谷おつかれ様でした。私も少し

ですが、お手伝いさせて頂きました。私事です

が、今月５～９日までリニューアルの為お休み

をしました。キレイになりましたら皆様また是

非お越し下さい。

会員増強フォーラム

◇2006年度資料

会員増強計画報告書

 班　リーダー名

２００７－２００８年度会員増強フォーラム
“会員増強計画グループ表”

　　　　　　　　　　　　　　　　　　会員増強員長：高 田 由 子 　副委員長：溝 部 　 仁○印グループリーダー

○後藤　　隆　溝部　　仁　中島　澄人　津末美代子　徳丸　一郎

○□宮　勝美
　村津　忠久　赤嶺　リサ　高田　由子

○森　　宗明　椛田　健治　大島由美子　河村　貴雄

○平野　英壽　鳴海　淳郎　梅津ヤヨイ　木村きぬゑ　近藤　賢司

○後藤　孝弘　上妻　　浩　衛藤　秀子　亀井　　孝

Ａ班

Ｃ班

Ｅ班

Ｂ班

Ｄ班

入 口
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社会奉仕委員会報告 委員長　村津　忠久

　７月 29 日（日）、NPO 法人・別府もみじ谷ト

ラスト機構による「苗木育成整美作業」を実行し

た。

　参加者は、幹事報告に記載の会員・家族 11 名、

コーラス会員 3 名、曹友会・井出会長以下 34 名、

計 48 名で実施。

　８時 25 分より準備体操、作業開始式の後、作

業現場に移動、平成２年以来 18 年間に亘って植

樹、育成して来た苗木の手入れと、来年３月の植

樹予定地の雑木伐採、草刈り等を、11 時迄、約

２時間の作業に汗を流しました。

　天候は曇天・微風、作業終了後、皆で「知床岬」

と「夏の思い出」を爽やかに合唱して有意義な夏

の半日を締めた。

E-mail:info@beppu4rc.jp

　先日、入院中の友人の見舞いに行ったときの事、

検査入院が長引いたせいか、やつれた様に見え、

顔が少し小さくなっていて驚きました。

　ところが、話し始めるといつもの調子が戻り、

威勢のいい会話になり、安心しました。

傍で付き添う奥さんに、

　「この調子ならそろそろ退院できそうですね」

と声をかけると

　「なるべく早く退院させたいんですよ。入院生

活が長引くと病院顔になりそうなので」

と小声で答えられました。

　「病院顔？」

聞いたことのない言葉だったので、さらに聞き返

すと、奥さんの知り合いに何人か入院されている

方がいるとのことで、その方々は長く入院してい

るせいか、顔がやつれて表情に生気が感じられず、

目にも力がないとのことでした。

　幸い、私の友人はまだ病院顔にはなっていませ

んでした。私は

　「病院顔になる前に早く退院してよ」

といいながら病院を後にしました。

　ひとつの仕事を長く続けていくと、銀行マンは

銀行マンらしい生真面目で信頼できそうな銀行マ

ン顔に、漁師はたくましい漁師顔になっていくよ

うに思います。

　我社のスタッフも新入社員の頃から見れば年数

を重ねるごとに工務店の現場員らしい顔になり、

たのもしく感じられます。

　ひとつの仕事を長く続けると、人はその仕事に

ふさわしい顔になっていくものなのでしょう。

　ロータリーの例会場で毎週お見かけメンバー

は、何となくロータリアン顔に見えるのですが、

ご無沙汰している会員をお見かけすると、なんと

なくぎこちなく見えてしまいます。ロータリアン

顔が薄れかけているのかもしれません。

　人の顔のことなど、あれやこれや言える立場で

はございませんが、これまでもこれからも１人の

初老の大人として責任を背負い、社会的役割を果

たしていきたいと思う次第です。

　いい顔づくりにがんばります。

 次回は、椛田建治会員です。

会員コラム 平野　英壽


