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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

◆Ｒ　　Ｓ　　別府中央Ｒ.Ｃ.の歌

◆唱　　歌　　つき

◆Ｂ. Ｇ. Ｍ　　「宗次郎こころの歌」より

誰もいない海

「いちご白書」をもう一度

時には母のない子のように　　他

会長の時間 会長　森　　宗明

第　六　感

　少し前にアメリカ映画でシックスセンスと言

う、死人が見える少年の物語がありましたが、シッ

クス、六、つまり第六感です。

　皆さんご存知の人間の五感（視覚、聴覚、触覚、

味覚、臭覚）とは別の感覚です。たとえば、嫌な

予感とか、直感とか、なんとなく感じるもの、イ

ンスピレーション。

　多分私たちは、私たちの先祖と言ったほうが良

いでしょうか、は今の私たちより強いこの、第六

感を持っていたのではないかと推察します。特に

情報を入手する方法が今のようにたくさんない時

代、電話もない、ラジオもない、テレビもない頃、

ほら、良く時代劇で、下駄や草履の鼻緒が切れて、

あれ、嫌な予感って良くあるじゃないですか。あ

れです。その時代に生きていた人たちは現代に生

きる人たちより強い第六感を持っていたのではな

いか。

　何かに頼りすぎると、本来持っている能力を使

わなくてもいいようになり、その能力が退化する

のではないかと思います。歩かないと足腰が弱る

ように、便利になることで、便利と引き換えに失

うものも多くありそうです。

　例えば新幹線ができれば目的地に早く着ける。

ですが、鈍行列車や寝台列車を乗り継いで長い

時間をかけて目的地に着けばその分出合えたとき

の感激は大きいのではないでしょうか、洗濯機で
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乾燥までしてしまえば、洗う手間も干す手間も要

らない、でも、手で洗っていれば、洗いながら汚

れを見て、なにで汚れたのかいつ汚したのか、と

か、なんでここだけよごれるのとかいろいろとそ

れを着ている人のことを考えたりするのではない

でしょうか。私が赤ちゃんの頃のオムツは母親や

親戚の着古した浴衣かなんかだったように記憶し

ます。で、おかあさんたちはこれを洗濯板で手洗

いしていたんですね。

　大変だっただろうけれど、そうでないと解らな

いことや、そうでないと育たない感覚はなかった

でしょうか。何でも昔が良かったとは言いません

が、便利と引き換えに無くしたものは確かにあり

そうです、皆さんも一度ゆっくり考えられてみて

はいかがでしょうか。

　そして、前に進むことばかり考え、便利ばかり

を追い求めず、場合によっては少し後戻りするこ

とも大切なのかも知れません。少なくともちょっ

と立ち止まって考える余裕は持ちたいものです。

幹事報告 幹事　大島由美子

－職業奉仕月間・米山月間－

１．本日の内容

『ＣＬＰフォーラム』

２．第４回定例理事・役員会報告

（平成19年10月２日（火）13：40～

於：トキハ別府店例会場　７名）

１）2007－2008年度前期立替金徴収の件。

　（10月３日付）　＊承認

２）職業活動表彰及び職場例会の件。

　　　実施日　　平成19年10月23日（火）12：30～

　　　場　所　　未定

　　　被表彰者　　未定

３）歴代会長・幹事会開催の件。　＊承認

日　時　　平成19年11月４日（日）

　　　　　19：00～21：00

場　所　　トキハ別府店・マーガレット

会　費　　４,000円　＊会議費より拠出

４）100万ドルの食事実施の件。＊承認

　　　実施日　　平成19年11月13日（火）

　　　寄付額　　116円（現レート）×＄２×22名

　　　　　　＝5,104円

５）10月・11月例会予定の確認

 ２日 「ベトナムはどんな国でしょうか」

  米山奨学生　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 「職業活動表彰及び職場例会」

 30日 「定款第５条第１節（Ｃ）に基づき休会」

 11月６日 「杉谷ガバナー公式訪問」

 13日 「会員卓話」椛田健治会員

 20日 「ゲスト卓話」

  別府税務署署長　松下俊典氏

 27日 「会員卓話」津末美代子会員

３．お祝い

配偶者誕生日　後藤美知子さん（10月13日）

＊記念品をお渡し致します。

４．例会変更のお知らせ

大分1985ＲＣ 10月15日（月）の例会は、職場

訪問例会の為　同日12：30～

 ＴＯＳに場所変更

竹田ＲＣ 10月16日（火）の例会は、心肺

蘇生講習会例会の為　10月13日

（土）13：30～ホテル岩城屋に日

時変更

日出ＲＣ 10月16日（火）の例会は、職場

例会の為　同日19：00～日出消

防署に場所変更

大分城西ＲＣ 10月17日（水）の例会は、早朝

例会の為　同日万寿寺に変更

大分東ＲＣ 10月18日（木）の例会は、野外

家族例会の為　10月21日（日）

豊後高田「昭和の町」に開催日・

場所変更

大分南ＲＣ 10月19日（金）の例会は、職場

訪問例会の為　同日12：30～

 ソフィアクリニックに場所変更

５．次週の予定

『第２回クラブ協議会』

＊協議会は全員参加です。（特に３年未満の

会員の方はぜひご出席下さい。）

各委員会の委員長で万一欠席される方は、

必ず代理者を幹事までお知らせ下さい。

審議の進行上、ご協力をお願い致します。

「会員コラム」村津忠久会員

６．本日の回覧

① 「第２回クラブ協議会」出・欠席

７． 本日の配布

① 『再びガバナー・ノミニーの選出について』

鳴海淳郎Ｒ情報委員長
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スマイルボックス 副委員長　梅津ヤヨイ

○森会長

　先日、近藤さんがゴルフに誘って下さった

のですが、出張で行けませんでした。最近、金

土日の出張が増えてなかなか休みが取れません

が、仕事があるだけでありがたいと思い頑張り

ます。

　近藤さん、また誘って下さい。あしからず。

○大島会員

　少し涼しくなったかと思ったら昨夜の暑さは

何なのでしょう。日本の四季がなくなりません

ようにお祈りしながらスマイルします。

○鳴海会員

　肝臓ガンで亡くなった弟の四十九日の法要も

無事終わりました。今度の法要ではお経につい

で住職の指導で「千の風になって」や「み佛に

抱かれて」を皆で合唱したのが印象的でした。

○村津会員

　「混声合唱とピアノのための組曲・別府鶴見

火山」は４月７日の初演の日から全国で楽譜が

販売されています。この曲に取り組み練習を始

めた広島合唱同好会のみなさんが、貸し切りバ

スで、一昨日、昨日とホテル望海に一泊二日で

来られました。台風15号の天気にハラハラで

したが、どうにか奇蹟的に、一気登山道、もみ

じ谷、鶴見山頂、志高湖と歩いて頂く事が出来、

昨夜、早速下記の様に礼状のＦＡＸが届きまし

た。感謝してスマイル。

■礼状

　この度は至れり尽くせりのおもてなしに、

合唱団のメンバー一同感謝致しております。

大変喜んでおります。

　村津様の鶴見火山への思い入れに、圧倒さ

れるほどの感激感銘を受けています。

　私としても、今回の体験を合唱にぶつけて

いきたいものと思っています。来年の定期演

奏会もますます楽しみになってきました。ぜ

ひ広島にお出かけくださいませ。

　とりあえず今日の御礼をと思いファックス

させていただきました。

広島合唱同好会　団長　大上義輝

○上妻会員

　ＣＬＰフォーラム、活発に意見交換致しま

しょう。

○髙宮会員

　先週の土曜日、別府公園に孫の運動会を観に

行きました。

　４～５ヶ月まで這い廻っていたのに、保育士

さんに手を引かれ、ヨチヨチ歩きですが、それ

でも感激しました。

　「ジジィ、馬鹿ダネ！」

○亀井会員

　来週の例会は、出張のため欠席します。

　ソフトボールの夜練習はPM7:00～です。よ

ろしくお願いします。

ＣＬＰフォーラム

第１回「CLP」フォーラム

　「クラブリーダーシッププラン」フォーラムを

開きました。私たちのクラブで取り入れていくか

否かは今後の課題として、まず、「クラブリーダー

シッププラン」自体の認識をしようとしたもので

す。事前に皆さんに資料を送ってありましたが、

難解だった様です。私自身未だその全体像は把握

できておりません。加えてこの「クラブリーダー

シッププラン」はあくまでも推奨事項であって、

強制されるものではありませんので性急に取り組

まなくても良いのだと思います。また「クラブリー

ダーシッププラン」はそもそも弱小クラブの強化

を目的に始められたと聴きましたが、推奨組織図

案を見る限りそうは思えません、かえって逆に小

委員会が増えて会員への負担が大きくなりそうで

す。次に、仮に組織の改変に手を付けるとなると、

定款・細則にも変更が出てきます。というような

議論の中からこの際今一度クラブの定款・細則を

見直そうとの意見が出されましたので、全会員に

定款・細則を配布し、次週のクラブ協議会の席で

提案をすることと致しました。その後変更案が出

れば、12月11日の年次総会で承認後施行したい

と思います。私の意見としては、あくまでも円滑

なクラブ運営のための改変でありたいと思ってい

ます。今現在これと言って問題ないように思いま

すので、この課題「クラブリーダーシッププラン」

については、慌てて対応しようとは思っていませ

ん。あくまでもクラブのためにどうあるべきか考

えながら運営していきたいと思う次第です。

　以下RIより届いた資料による「クラブリーダー
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によってロータリーの綱領を果たすことができま

す。

・会員基盤を維持拡大する。

・地元地域社会ならびにほかの国々の地域社会の

ニーズを取上げたプロジェクトを実施、成功さ

せる。

・資金の寄付およびプログラムへの参加を通じて

ロータリー財団を支援する。

・クラブの枠を超えてロータリーにおいて奉仕で

きる指導者を育てる。

　クラブリーダーシッププランは各奉仕部門にお

ける目標を達成するためのクラブの力を高める一

助となります。成果溢れる奉仕プロジェクトの実

施は社会奉仕、国際奉仕、職業奉仕に影響を与え

ます。会員数が増加すれば、クラブの各奉仕部門

で活動できるロータリアンの数も増えることにな

ります。ロータリー財団を支援することは、社会

奉仕と国際奉仕の両方に影響を与えます。手続き

の合理化、より円滑な情報伝達、長期計画の策定、

関与する会員の増加によってクラブ奉仕がさらに

改善されます。能率的に運用されるようになれば、

クラブは奉仕活動を一層効果的に実施することが

できます。クラブリーダーシッププランは、クラ

ブが各奉仕部門にさらに努力を傾け、ロータリー

の綱領に到達することができるようにするための

物なのです。

シッププラン」の解説の一部です

　クラブリーダーシッププランとは、ロータリー

クラブに推奨される管理的枠組みであり、効果

的なロータリークラブのベストプラクティスに基

づいて製作されています。それぞれのロータリー

クラブは独自に異なる存在であるため、クラブ

リーダーシッププランは、世界中のクラブの個々

のニーズに応用できる柔軟性を備えています。ク

ラブリーダーシッププランの採用は全てのクラブ

に義務づけられているわけではありませんが、次

のようなベストプラクティスに基づく標準化され

た管理上の手続きを採用することは、新旧を問わ

ず全てのロータリークラブにとって有用となるで

しょう。

・効果的なクラブの要素に取り組む長期目標を立

案する。

・長期目標を支える年次目標を設定する。

・クラブ会員全員が最新情報を得ていること、ク

ラブに参加していることを実感できるようにす

る。

・クラブ内ならびに地区との意思疎通を円滑にす

る。

・年度から年度への指導力の継続性を保つ。

・クラブの運営を反映するよう細則を独自に修正

する。

・定期的な親睦の機会を提供する。

・全てのクラブ会員が積極的に参加する。

・定期的かつ首尾一貫した研修を提供する。

　クラブリーダーシッププランの目標は各奉仕部

門に沿って活動を遂行することによりロータリー

の綱領を追求する効果的なクラブを創造するこ

とです。効果的なクラブは、以下を遂行すること

E-mail:info@beppu4rc.jp

　先日、別府北ロータリークラブ会長の山本恒雄

氏に誘われるまま句会に入会しました。

３句ご披露します。お題は「月」。

・十五夜の　稲田に長く　白き畦

冥土への道は白き道なりと聴いたことがありま

す。先日義母をなくした折、田舎のたんぼのあ

ぜ道が白くきれいに浮かび上がっていました。

・すすき野に　白波のごと　風渡る

これも亡き義母を思って作りました、千の風に

なってと言う歌が流行っていますが、母が一陣

の風となって月夜に輝くすすきの野原を渡って

いるようでした

・待ちわびて　月夜に母の　迎え来る

私の育ったところは幼稚園、小学校まで片道６

キロの山道を歩くようなところでした。子供の

足で、方々で遊びながら帰るうちに、薄暗くな

り心細くなった頃、帰り道の向こうに迎えに来

た母のすがたを見つけ走りよったことを思い出

します。

 次回は、村津忠久会員です。

会員コラム 森　　宗明


