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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

◆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

夜明のうた

白いブランコ

誰もいない海　　　　他

◆ビジター　　向井弘樹（別府ＲＣ）

会長の時間 会長　森　　宗明

　会員のみなさんはロータリークラブに何を求め

ていらっしゃいますか。

　自分から入会させてくれと言って入会された方

は居ないと思います。チャーターメンバー以外は

全ての人が会員の誰かから推挙され、会員の承認

を得て入会されたと思います。つまり、選ばれ、

望まれて入会したのだと言うことです。

　では会員になってからどうすればいいのでしょ

うか。会費を払っているのですから、いやな事、

嫌いなことをする必要はありません。まずは楽し

めば良いのだとおもいます。

　会費は全員が同額ですから、まったく上下関係

はありません。あるとすれば先輩後輩の関係くら

いでしょう。収めた会費はクラブの運営費といく

つかの奉仕プロジェクトに使われますから、入会

して会費を納入した時点で、自動的にいろんな奉

仕をしているわけです。

　私は皆さんほどにお金持ちではありませんし、

◆出席報告　　　　　　　委員長　中島　澄人
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学歴もありません。人間的にも取り立てて優れて

いるとは思いません。言ってみれば場違いなのか

もしれません。ですが、こうしてクラブに入会さ

せていただいて今ここに立たせていただいていま

す。これは「会員のためにお前がやれ」と言われ

ているのだと思っています。お前は経験不足だか

ら「とにかく経験してみろ」と言われているのだ

と思っています。

　ロータリークラブと言えども所詮人と人との関

わりですから当然クラブの中でもいろんなことが

あります。これは生きている以上避けて通れませ

んが、そこのところは大人の、それも紳士、淑女

の集まりですから、どうすれば良いかは、皆さん

ご存知のはずです。

　ロータリークラブに入ったからには、簡単に

言ってしまえば、何かいいことをしよう、せめて

そう意識することぐらいは心がけよう。と思うか

思わないかだと思います。

　私は今、会員の皆様のために何ができるか考え

ながら会長をやらせていただいています。せっか

くいただいた機会だから、できるものなら人とし

ても成長したいと思っています。

　クラブ運営においても、今後、全てをそつなく

こなしていけるかどうか自信はありませんが、改

めて自己研鑽の場をロータリーに求めてみたいと

思っています。

　人生のお手本になる諸先輩方もたくさんいらっ

しゃいます。学ぶことはまだまだ多くあります。

　他ではできない経験をし、社会にそして、事業

に還元したいと思います。

　とにかく一生懸命やります。改めて会員の皆さ

んのご指導を請います。

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

『身辺雑感』上妻　浩会員

２．第２回定例理事・役員会報告

（平成19年９月４日（火）13：40～

於：トキハ別府店例会場　７名）

１）第30回別府市市民合唱際チケット購入協

力の件。＊承認

日　時　平成19年10月14日（日）13：30～

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）

２）職業活動表彰及び職場例会の件。＊承認

実施日　平成19年10月23日（火）12：30～

場　所

被表彰者

　森会長・大島幹事・津末職業奉仕

委員長とで相談

３）米山ランチ実施の件。＊承認

実施日　平成19年10月９日（火）

（※＠1,000×22名＝22,000）

４）９月・10月例会予定の確認

 ９月４日 「インターアクト韓国親善研修旅行報告」

  別府溝部学園高等学校インターアクト生

 11日 「身辺雑感」上妻　浩会員

 18日 「会員卓話」鳴海淳郎会員

 25日 「月見例会」於：ゆめさき

 10月２日 「米山奨学生卓話」

  フィン・フォン・ミンさん

 ９日 「ＣＬＰフォーラム」

 16日 「第２回クラブ協議会」

 23日 「職場例会・職業活動表彰」

 30日 「定款第５条第１節（Ｃ）に基づき休会」

５）その他

①別府駐屯地創立50周年記念誌の申込み

について

＊クラブで１冊購入・回覧する（対外協

力費より拠出）

３． ９月８日（土）16：00～つるみ荘に於いて、

「ＲＩ第2720地区別府ロータリークラブ創立

55周年記念式典」が開催され、祝宴にてロー

タリーコール、フラウエンコールの皆さんが

参加されました。

登録者　森　宗明会長、大島由美子幹事、

　　　　鳴海淳郎、村津忠久、後藤　隆、

　　　　後藤孝弘、上妻　浩、近藤賢司、

　　　　木村きぬゑ、梅津ヤヨイ、

　　　　津末美代子、赤嶺リサ各会員
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４．例会変更のお知らせ

杵築ＲＣ ９月13日（木）の例会はクラブ

フォーラムの為　同日18：00～

時間変更

日出ＲＣ ９月18日（火）の例会は、観月

例会の為　同日19：00～はんな

りの香暮れ家へ場所変更

湯布院ＲＣ ９月19日（水）の例会は、観月

例会の為　同日18：30～時間・

場所変更（場所未定）

大分南ＲＣ ９月21日（金）の例会は、新会

員歓迎例会の為　18：30～ちさ

とに時間・場所変更

５．次週の予定（原稿をお願い致します）

「会員卓話」鳴海淳郎会員

「会員コラム」近藤賢司会員

６．本日の回覧

①おぎゃー献金募金箱

②「観月例会」出・欠席

③「もみじ谷奉仕作業」出・欠席

④宇佐・日出・くにさきＲＣ　週報

７．本日の配布

①週報　No.880

②『新世代のための月間にあたって』

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

○別府ＲＣ　向井弘樹氏

　別府クラブ創立55周年式典には、大勢の会

員の方に出席して頂き、有りがとうございました。

　今日は久しぶりにＭＵします。宜敷くお願い

します。

○森会長

　二人目の孫が座りました。

○椛田会員

　別府中央ＲＣ準会員の椛田です。なにも言う

ことはありません。

○津末会員

　上妻会員の卓話、楽しみにしています。

○平野会員

　椛田先生会いたかった。お帰りなさい。どん

なタイプの女性に会うよりうれしい。

　さて、先日９／１～９／２日、大分国体全国

アマチュアビリヤード都道府県大会が無事終了

しました。全国、沖縄から北海道まで200名近

い選手が別府日出町に来ていただき検討してい

ただきました。又、プログラム広告を協賛して

いただいた会員のみなさんも大変出費多難なお

り、ありがとうございました。

○上妻会員

　季節の変わり目は体調不良になり易いのか、

今日は今一つ力が入りません。

○村津会員

　朝晩の風は涼しく、やっと猛暑の夏も終わり

のようです。

　「天高く馬肥ゆる秋」、私達も健康な心身づく

りに心しましょう。健康増進委員会よりスマイ

ル。

○近藤会員

　先週の土曜日、別府ロータリークラブの55

周年に参加し、夜は例によって飲み会になり

ましたが、めずらしく12時前に帰宅しました。

あまりに早く帰った為、家内から逆に皆と仲た

がいでもしたの？と心配されてしまいました。

今後は12時前に帰らないようにと改めて決意

しました。

○河村会員

　今月は東京、名古屋、石川県と出張が続きま

した。

　先程はゲストとして名前が呼ばれなくてよ

かったです。

○赤嶺会員

　先日は、欠席の為ご迷惑をおかけしました。

梅津さん、ありがとうございました。

　上妻会員。本日の卓話がんばって下さい。
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長専任で相ついで赴任してきました。まだ半年位

ですから、目立った結果は出ていないようですが、

空気は徐々に変化してきているようです。１～２

年後は十分期待出来ると確信しています。

　続きまして私と会社とのかかわりですが、本体

の非常勤の監査役はこの前の株主総会で任期満了

で退任いたしました。

　あと関連会社２社の監査役の任期が２年残って

いますので、頂度70才で本体や関連会社に所属

するというかかわりは終わる予定です。その準備

にもなりますし、頭が鈍らないようにするためも

あって、いくつかの国家資格取得に挑戦していま

す。

　それが一つでも二つでも取れれば、会社と契約

するというようなかかわりが生じる可能性があり

ます。勿論会社のことをするだけのために資格を

取ろうとしているわけでもないし、一方その資格

だけで生計を立てていかなければならないわけで

もありません。つまる所、囲碁の二段を取得した

り、コーラスの歌唱力を高め、よりレッスンに励

むと同様、常に何かに挑戦しているのが好きであ

り、趣味なのだと思っています。

卓　　話 上妻　　浩

「身辺雑感」

　身辺といっても色々ありますが、今日は会社（ト

キハ）の現況と私とのかかわりについてから始め

たいと思います。

　我社は肝心の本店がここ５～６年間じりじり悪

化し続けております。この間２つの支店はどちら

も改善が続いていますが、本店の悪化をカバーす

るには足りませんし、支店がどうであれ本店が悪

化し続けるというのは由々しきことであります。

　しかも九州の同業他社と比較しても一番悪い方

のようです。

　原因は色々考えられますし、私にも思い当たる

ことがいくつかありましたので、社長にも進言し

ました。それがある程度通ったのかも知れません

が、半年程前に、別府店の薬真寺取締役店長が、

営業本部の営業政策部長兼販売促進部長として、

わさだ店の広田常務取締役店長がずばり本店の店

E-mail:info@beppu4rc.jp

運命とは、天命と宿命があるらしい

　天命は、天からさずかった運。親を選ぶ事が出

来ないとか。要するにどうにもならない運。

　宿命とは、変えることが出来る運。二通りある

のなら変える事の出来る宿命にかけてみる。たと

えば、「私と夫は一緒になるのは宿命なのよ、あー

仕方がない」じゃなく、「この人と一緒になって

よかった」と言う様に変える。自分の欠点をなお

せば必ず良くなる。自分が変われば相手も変わる。

あー悪いわるいと言えば悪くなる。要するにわる

い言葉、わるい考えを、頭に、心に入れない様に

する努力をする、原因があれば必ず結果がある。

反省しながら努力する、これを身につければ最高。

あー私はまだまだ反省もたりない、努力もたりな

い、今からでも遅くないかナー。がんばろう。

 次回は、近藤賢司会員です。

会員コラム 木村きぬゑ


