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役員　会　長　森　宗明
　　　副会長　平野英壽
　　　幹　事　大島由美子
　　　会　計　近藤賢司

第  　 回 例 会 会報委員長　徳丸　一郎

ＳＡＡ　上妻　浩
直前会長　上妻　浩

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　　赤とんぼ

◆Ｂ. Ｇ. Ｍ　　「極上のクラシック・バッハ編」より

クリスマス・オラトリオ

ゴルトベルグ変奏曲

プレリュード　　　　他

◆ゲ ス ト　　フィン・フォン・ミンさん（米山奨学生）

片山富貴先生

（別府溝部学園高等学校インターアクトクラブ顧問）

伊波文香さん

（別府溝部学園高等学校インターアクトクラブ生）

会長の時間 会長　森　　宗明

えっ、この人もロータリアン？

１．ニール・アームストロング

（宇宙飛行士で月面に初めて降り立った人）

２．サー・ウィストン・チャーチル

（元イギリス首相）

３．ウォルト・ディズニー（アニメ製作者）

４．トーマスＡ.エジソン（発明家）

５．ジョンＦ.ケネディ（元アメリカ大統領）

６．フィリップ殿下

（エジンバラ公・エリザベスⅡ世の夫）

７．レーイネ３世

（元モナコ元首、グレース・ケリーの夫）

８．マーガレット・サッチャー（元イギリス首相）

９．クロード・ヴィトン

（ルイ・ヴィトン社オーナー）

10．オーヴィル・ライト

（飛行機発明家・ライト兄弟の弟）

◆出席報告　　　　　　　委員長　中島　澄人
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　上記に挙げられた人の共通点は何でしょうか？

　この10人は、ロータリーで活躍していたか、

もしくは名誉会員だった世界的に有名なリーダー

です。

　そのほかに、皆さんご存知のケンタッキーフラ

イドチキンのカーネルサンダースおじさんもロー

タリアンでした、店頭に立つ小太りの彼の像の胸

元にはロータリーのバッジが輝きます。

　ちなみにカーネルというのはケンタッキー州の

名誉称号で、本名はハーランド・デービット・サ

ンダースと言います。

幹事報告 幹事　大島由美子

－新世代のための月間－

１．本日の卓話

『インターアクト韓国親善研修旅行報告』

２．本日のゲスト

　　片
かた

山
やま

富
ふ

貴
き

先生（別府溝部学園高等学校インターアクトクラブ　顧問）

　　伊
い

波
なみ

文
あや

香
か

さん（別府溝部学園高等学校インターアクトクラブ生）

　　フィン・フォン・ミンさん（米山奨学生）

３．例会変更のお知らせ

中津平成ＲＣ ９月20日（木）の例会は、清浄園

との交流会の為　９月16日（日）

11：00～松水マリンパークへ日

時・場所変更

中津中央ＲＣ ９月18日（火）の例会は、観月

例会の為　同日18：30～蓬菜観

に時間・場所変更

中津ＲＣ ９月19日（水）の例会は、観月

例会の為　同日18：30～金色温

泉に時間・場所変更

４．次週の予定（原稿をお願い致します）

「会員卓話」上妻　浩会員

「会員コラム」木村きぬゑ会員

５．本日の回覧

①おぎゃー献金募金箱

②「第24回別府近隣７ＲＣ親睦ソフトボー

ル大会」出・欠席

６．本日の配布

①週報　No.879

②ロータリーの友９月号

③ガバナー月信No.３

③『再びロータリー・ライフにおける感動について思う』

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

○森会長

　別府溝部学園高等学校の片山先生、伊波さん、

韓国旅行の報告よろしくお願いします。

○鳴海会員

　ゲストの皆さん、今日はよくいらっしゃいま

した。

○溝部会員

　本校の先生と生徒を韓国に行かせていただき

まして、厚くお礼申し上げます。

○村津会員

　この春、ビーコンプラザ・フィルファーモニ

アホールでお披露目をした「混声合唱とピアノ

のための組曲・別府鶴見火山」は、その後、カ

ワイ出版を通して、全国に楽譜が売り出され

ております。この楽譜を求め合唱練習を始めた

合唱団の一つ、広島合唱同好会の一行30名が、

10月７日、８日、一泊二日で別府に来ること

になりました。泊まりは一気登山スタート地点

隣の「ホテル望海」ですが、当日は私が案内役

を務めるつもりです。

　この組曲が御縁となって、別府に新しい魅力

を感じて下さる別府ファンが益々増えますこと

を祈念してスマイル。

○上妻会員

　本日のゲストの皆様、いらっしゃいませ。ご

ゆっくりお過ごし下さい。

○後藤（隆）会員

　10月のロータリークラブソフトボール大会

にそなえて、自主トレを開始しました。足腰を

きたえる為、湯布院の山や野をかけ廻ってきま

した。体が痛い、でもこれで一勝は確実になっ

た気がします。

○徳丸会員

　暦の上ではとっくに秋なのに、まだまだ暑い。

太平洋高気圧、もう退場して下さい。お疲れさ

んとスマイル。
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○亀井会員

　今日は鳴海先生が“ミン”ちゃんの隣でニコ

ニコしながら食事をされてますので、ニコボッ

クスします。

○近藤会員

　本日、箸の色と長さが違っているので亀井さ

んにそう話したところ、大当たりですと言われ

ましたので、きっと今日は良い日になると信じ、

スマイルします。

○梅津会員

　フィン・フォン・ミンさん、溝部学園先生、

生徒さん、よくいらっしゃいました。ありがと

うございます。

○衛藤会員

　色なき風庭の草木に吹きにけり

　九月に入って、朝夕はいくらか楽になり秋の

訪れを感じます。

　今日は片山先生、伊波さん、フィン・フォン

・ミンさんようこそ。どうぞごゆっくり。

○平野会員

　急用にて休みます。お詫びしてスマイル。

○大島会員

　月はじめの火曜日は母の病院の日で、どうし

ても遅れてしまいます。お詫びのスマイル。

○赤嶺会員

　本日は、朝８時30分より国立病院に診察の

為並んでいますが、未だ順番が来ませんのでス

マイルに間に合いそうにありません。お詫びし

てスマイルします。

卓　　話

◆インターアクト韓国親善研修旅行報告◆

韓国釜山海外研修の報告

別府溝部学園高等学校　　　
　Ｓクラブ顧問　片山　富貴

　今回、インターアク

トの韓国研修旅行に参加

させていただいて、別府

中央ロータリークラブの

皆様方をはじめ、ロータ

リーの方々には感謝の気

持ちでいっぱいです。本

当にありがとうございま

した。

　私は、海外旅行に行った事がなく、この４日間

の旅行は緊張と驚きの連続でした。

　まず驚いたのは日本から韓国まで２時間 55 分

で行けるというところです。ビートルというＪＲ

が運営している高速船に乗り博多港から出発しま

した。途中アナウンスでイルカやクジラ等に接触

の可能性がありますので、急ブレーキにお気をつ

け下さいと流れ、シートベルトを確認したのを覚

えています。

　韓国釜山に着き、まず目にとまったものは見慣

れないハングル文字でした。ついに韓国に来たん

だなという実感とともに、４日間大丈夫だろうか

という不安もおそってきました。

　韓国に着き、交流会の前に観光名所のチャガル

チ市場等を目指しバスに乗り込みました。バスに

はミネラルウォーターが備え付けられており、水

道水が飲めないためにミネラルウォーターを買っ

ていることを知りました。

　韓国釜山は港町であり、市場や商店街にはたく

さんの種類の魚介類が売られていました。交流会

のディナーでもお刺身や煮魚など、日本で食べら

れる料理が並んでおり、食文化について親近感を

持てました。

　ウェルカムパーティーではお互いの国の生徒

が対面し、初めは緊張でぎこちなかった空気もそ

れぞれのホームステイ先に別れて会話を始めた途

端、笑い声や楽しそうな生徒達の声を聞いて、私

達教員も心を癒されました。

　２日目は韓国側の生徒も一緒に慶州という日本

では京都にあたる、歴史を感じられる街に観光に右：フィン・フォン・ミンさん（米山奨学生）
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校生より上手いと思いました。発音はもちろん、

文法もしっかり出来ていました。

　食事が終わり、各自ホストファミリーと一緒に

家に行きました。一日目のホストファミリーと二

日目のホストファミリーは違っていて、一日目は

ほとんど英語で、二日目は日本語を交えながら会

話をしました。一日目は夜遅くに帰ったのですぐ

寝ましたが、二日目は色々な所に連れて行っても

らいました。特に印象に残っているのが、移動遊

園地に行った事です。日本では見た事のない乗り

物もあり、とても楽しめました。

　そして、三日目。この日でホストファミリーと

はお別れです。お別れ会では、それまで以上に韓

国の生徒さん達と話しました。楽しい時間はすぐ

に終わり、とうとう別れ時になりました。別れる

のはとても寂しかったです。韓国の生徒さん達も

同じだったようで、何人かはホテルまでついて来

ました。

　韓国研修最後の日、私たちはビートルで日本に

帰って来ました。国際ターミナルに着いてすぐに、

特急の時間だったので、みんなとゆっくり話せな

いまま別れてしまいました。でもメールアドレス

などを聞いていたので、今でも韓国の子や一緒に

研修に言った人達と連絡をとっています。

　私にとってこの韓国研修は、友達が増え、また

韓国の文化が知れたいい物になりました。この経

験をこれからの人生に生かせればいいなと思いま

す。この研修旅行に参加させていただき、本当に

ありがとうございました。

行き、３日目は、それぞれの家庭で過ごしたあと、

サヨナラパーティーが行なわれました。サヨナ

ラパーティーでは泣きだしてしまう生徒もでてき

て、バスに乗り込む時もなかなか離れられずに別

れを惜しむ姿を見て、きっと素敵な体験、かけが

えのない友達ができたんだろうなと感じました。

　帰国する船の中では疲れきって、眠っている生

徒がほとんどでしたが、その寝顔に誇らしげな表

情が見えた気がしました。

　この３泊４日の旅で私もたくさんの経験する

ことができました。その中でも何より、国隔てな

く私たちを迎えてくださった韓国のロータリーの

方々や先生、生徒の優しい心に触れて、感動と感

謝で胸がいっぱいになりました。これからの私の

人生の中でもこの旅で得られた愛を広げられるよ

うに努めて生きていこうと思います。

韓国研修に行って

別府溝部学園高等学校　伊波　文香

　私は、今回初めてイン

ターアクトの活動に参加

しました。それまでイン

ターアクトの事は何も知

らなかったので、とても

楽しみでした。

　出発当日、韓国に着い

て現地の学生さん達と合

流しました。英語で自己

紹介をした後にご飯を食べながらお互いの事を話

しました。その時に感じた事は、英語が日本の高

E-mail:info@beppu4rc.jp

気づきから直感力へ
　「気づき」。これは万人共通に与えられた能力で
ある。ただ、折角頂いた能力でもそれを磨かない
と退化してゆくし、逆にトレーニングを積むと「気
づき」の質がどんどん高まってゆく。「気づき」の
質を高めるには「気づき」を大切にすることである。
人間は気づいても、ちゅうちょ逡巡する心がある。
ついつい先延ばしにするクセを持っている。チャ
ンスは数秒たてばチャンスでなくなることもある。
　「気づき」を大切にする最大の方法は、気づい
たらすぐ行うことである（以下「即行」という）。
気づいて即行していると、最初は気づきが早すぎ
たり、遅すぎたりするが、次第にズレていた照準
が合うようになる。そのうち、気づいた時がベス
トタイミングというところまで進化する。気づい
たら素直に即、実行する。それがツボにすぽっと
はまる、その連続が成功へとつながってゆく。

　事業に成功している人に共通して云えることは
「気づき」を大切にしているかどうかである。
　ところが、気づいても即行できない状況にある
場合がある。その時は、即メモをとる。メモをと
ること自体が即行したと同じ効果があり気づきの
質は高まってゆく。これをさらに徹底してゆくと、
気づかなくてよい時には気づかなくなり、本当に
気づかなくてはならないグッドタイミングで集中
して気づくようになってくる。
　朝の目覚めは一日の最初の気づきである。二度
寝、三度寝すると、たとえ研ぎすまされていた感
性でも次第に鈍くなってゆく。目が覚めたらさっ
と起きる。これを継続していると直感力向上へと
つながってゆく。
　「気づき」はまさに大自然が与えてくれた瞬間
のチャンスである。
 次回は、木村きぬゑ会員です。

会員コラム 河村　貴雄


