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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　　18：30

◆国　　歌　　君が代

◆Ｒ　　Ｓ　　奉仕の理想

◆唱　　歌　　紅葉

◆ゲ ス ト　　杉谷卓紀氏（ＲＩ第2720地区ガバナー）

脇口近美氏（ＲＩ第2720地区大分第３分区ガバナー補佐）

◆ビジター　　後藤　基經　　（大分1985ＲＣ）

向井　弘樹　　三浦　政人

安部　一郎　　明石　光伸

橋本　秀一　　野々下郁夫

　　　　　　　（別　府ＲＣ）

鎗丸　明晃　　藤田　光男

中村　正三　　落合　秀美

高田　利徳　　中川　喜胤

中村　　光　　堀　　能教

神　日出男　　草本　修三

三笠　日朗　　板井　　覚

　　　　　　　（別府北ＲＣ）

伊藤　博太　　中塚　茂次

久保田修充　　持永　登茂

西　　謙二　　荒金　信治

孫　　在奉　　檀上　陽一

首藤　　始　　田中　恒治

牧野　哲朗　　（別府東ＲＣ）

会長の時間 会長　森　　宗明

あらためて 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

◆出席報告　　　　　　　委員長　中島　澄人
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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。会員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。会社経営をしていく上でも、現状維持は実

質後退を意味します。会員増強と奉仕活動は常に

前向きに実行される必要があります。また会員増

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度だった会員

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、苗木代の拠出と有志の奉仕作業への参

加以外、社会奉仕活動は無いことになります。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

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、もっと全会員が有意義な形でクラブ運

営に参加できるように、クラブ組織のあり方を検

討してゆく必要は感じています。

幹事報告 幹事　大島由美子

－ロータリー財団月間－

…本日は、割烹旅館　ゆめさきに於いて

「杉谷卓紀ガバナー公式訪問例会」を

開催致します。…

１．本日の卓話

　　『ガバナーアドレス』

国際ロータリー第2720地区ガバナー　杉
すぎたに

谷　卓
たかのり

紀氏

２．本日のゲスト

　　杉谷　卓紀氏

　　（国際ロータリー第2720地区ガバナー）

　　脇口　近美氏

　　（国際ロータリー第2720地区大分第３分区ガバナー補佐）

３．委員会報告

・社会奉仕委員会　村津忠久社会奉仕委員長

・Ｒ情報委員会　　鳴海淳郎Ｒ情報委員長

４． 10月28日（日）９：00～野口原グランドに於い

て「第24回別府市近隣７ＲＣ親睦ソフトボー

ル大会が開催されました。引き続き18：00～

別府ホテル清風に於いて「懇親会」を開催さ

れました。参加会員の皆様、お疲れ様でした。

参加者：赤嶺リサ、後藤孝弘、後藤隆、平野英壽、  

　　　  亀井孝、河村貴雄、木村きぬゑ、

　　　  近藤賢司、上妻浩、森宗明、高田由子

　　　  椛田健治、中島澄人、津末美代子、

　　　  梅津ヤヨイ、大島由美子　各会員

《第24回別府近隣７ＲＣ親睦ソフトボール大会》対 戦 結 果

Ａグランド Ｂグランド

別府東15対１杵　築 日　出18対０別府中央

別府Ａ20対４湯布院 別府北30対０別府Ｂ

別府Ａ12対１別府東 別府北９対５日　出

杵　築 ６対３湯布院 別府中央９対９別府Ｂ

〔決勝戦〕　別府北　17　対　14　別府Ａ

【優秀賞】後藤孝弘
【敢闘賞】赤嶺ファミリー
【ファインプレー賞】後藤　隆

５．11月４日（日）８：30～別府もみじ谷に於

いて「もみじ谷奉仕作業」を行いました。参

加会員の皆様、ご協力ありがとうございまし

た。また、外部より陸上自衛隊別府駐屯地曹

友会・井手会長以下31名、コーラスグルー

プ６名の参加協力がありました。

参加者：森　宗明会長、平野英壽副会長、

　　　　亀井孝、河村貴雄、上妻浩、村津忠久、

中島澄人、□宮勝美　各会員

　　　　　　寺西氏（平野工務店）　合計46名

６．本日17：00～、割烹旅館　ゆめさきに於い

て｢ガバナー公式訪問／会長・幹事懇談会｣が

開催されました。
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出席者：杉谷卓紀ガバナー、脇口近美ガバナー

補佐、森宗明会長、大島由美子幹事

７．お祝い

結婚記念日　　溝部　仁会員（11月10日）

＊ご自宅にお花が届きます。

８．例会変更のお知らせ

大分城西ＲＣ 11月７日（水）の例会は、親睦野

外例会の為　11月４日（日）に開

催日時・場所変更

宇佐ＲＣ 11月８日（木）の例会は、４ク

ラブ合同ソフトボール大会並び

に合同例会の為　11月７日（水）

18：30～リバーサイドホテル宇

佐に開催日時・場所変更

大分臨海ＲＣ 11月12日（月）の例会は、職場訪

問例会の為　同日12：30～旭化

成メディカルに場所変更

大分ＲＣ 11月13日（火）の例会は、新会員

歓迎夜の例会の為　同日18：30～

大分ワシントンホテルプラザに時

間・場所変更

別府北ＲＣ 11月14日（水）の例会は、職場

例会（バスケットボール観戦家

族例会）の為　11月10日（土）

17：15～別府ビーコンプラザに

日時・場所変更

別府東ＲＣ 11月15日（木）の例会は、杉谷

卓紀ガバナー公式訪問例会の為　

同日16：10～別府ホテル清風に

時間・場所変更

別府ＲＣ 11月16日（金）の例会は、シニ

アとの夕べの為　同日18：30～

旅籠屋精湶に時間・場所変更

大分南ＲＣ 11月16日（金）の例会は、親睦夜

の例会の為　同日18：30～ル・セ

リエに時間・場所変更

９．次週の予定（原稿をお願いいたします。）

「会員卓話」　椛田健治会員

「会員コラム」高田由子会員

｢第５回定例理事・役員会｣　例会終了後～

10．本日の配布

①週報№887

②別府市民球場完成記念事業『ドリーム・ベー

スボール』入場整理券

③『クラブ活性化の探求』

④『ロータリーの奉仕は会員一人一人が大切』

鳴海淳郎Ｒ情報委員長より

お知らせ

2007 年規定審議会において採択された制定案
07-16 および 07-17 により、クラブ定款第９条出席

（旧第８条）の第５節出席の記録　が改正されました。

　第９条　出席　

第３節　理由のある欠席。
次のような場合、出席規定の適用は免除されるもの
とする。
理事会承認の条件と事態に従った欠席の場合。理事
会は、正当かつ十分な理由による会員の欠席を認め
る権限を持つ。
一つまたはいくつかのロータリー・クラブのロータ
リー歴と会員の年齢の合計が 85 年以上であること。
さらに出席規定の適用を免除されたい希望を、書面
をもって、クラブ幹事に通告し、理事会が承認した
場合。
第４節　R １役員の欠席。
会員が現役の R １役員である場合、その会員に対す
る出席規定の適用は免除されるものとする。
第５節　出席の記録。
本条３節 ( ｂ ) または第４節の下に出席規定の適用
を免除された会員は、本クラブの出席率の算出に使
う会員数に含まれない。その欠席も出席も出席率の
算出に使わない。

スマイルボックス 委員長　赤嶺　リサ

○杉谷ガバナー

多額に頂いております。

○脇口ガバナー補佐

多額に頂いております。

○平野会員

　杉谷ガバナーようこそ、別府温泉を楽しんで！

ロータリーの事はお手柔らかに。

　又、脇口ガバナー補佐、先日はソフトボール

の試合、おつかれさんでした。

　又、先日もみじ谷の作業中、早めに切り上げ

て早退し、ゴルフに行った所、バチがあたった

のか12000円も負けてしまいました。今日のス

マイルは少なめに？

○大島会員

　杉谷ガバナー、脇口ガバナー補佐、ようこそ

お越し下さいました。

　本日はガバナーアドレスよろしくお願いいた

します。
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○髙宮会員

　杉谷卓紀ガバナー、脇口近美補佐、訪問、あ

りがとうございます。本日の指導を楽しみにし

ています。

　因みに本日は当社の27回目の創業記念日で

す。懇親会は祝賀行事と思っています。皆様お

祝いして頂きありがとうございます。

○後藤（孝）会員

　先日のソフトボール大会で、チームの優秀選

手賞をいただきました。何もできない私でした

が、皆さんの好意でありがたく賞をいただきま

す。賞品はサーロインステーキ２枚です！スマ

イル、スマイル。

○村津会員

　本日の夕刻、今日新聞社・後藤記者が来宅、

一昨日の「もみじ谷奉仕作業」に就いて取材が

ありました。

　ＮＰＯ法人の預金通帳に、ホームページを御

覧になって送金されたのでは？と思われる入金

がありました。感謝してスマイル致します。

○衛藤会員

　天高し雄大な寝釈迦に心澄みわたる

　先日の日曜日、別府座談会の秋の探訪会で阿

蘇神社から二重の峠、大観望と一めぐりして来

ました。

　今日は杉谷様、脇口様、お越し下さいまして

ありがとうございます。

○河村会員

　杉谷ガバナー様、脇口ガバナー補佐様、よう

こそ別府中央クラブへ。当旅館ゆめさきでごゆっ

くりおもてなしの心を味わって下さい。おかみ

（会員）になりかわりましてご案内申し上げます。

○後藤（隆）会員

　杉谷ガバナーのご来訪を歓迎いたします。さて、

本日私は風邪気味で体調が悪く、妻にも早く帰宅

するように命じられています。お願いですから早

く家に帰らせて下さい。お願いいたします。

○近藤会員

　別府近隣ロータリークラブのソフトボール大

会、皆様大変お疲れ様でした。またも悲願の一勝

はかないませんでしたが、亀井会員の連続安打あ

り、後藤隆会員の大ファインプレーありで、応援

団の黄色い声援とともに楽しい大会で終わること

ができましたことを感謝してスマイルします。

○上妻会員

　杉谷ガバナーさん、いらっしゃいませ。本年

はよろしくお願いします。

○鳴海会員

　本日は久し振りにこういう形でのガバナー公

式訪問に接し、とくに杉谷ガバナーのご熱意に

昔の公式訪問が偲ばれ感無量です。

　脇口ガバナー補佐のご労苦にも深謝してスマ

イル致します。

○赤嶺会員

　本日は杉谷ガバナー様、脇口ガバナー補佐様、

ようこそおいで下さいました。感謝致します。

　昨日のもみじ谷清掃、行けず申し訳ありませ

んでした。又、先日のソフトボール大会におい

て賞を頂いた事に感謝してスマイルします。母

の失言をお許し下さい。

○高田会員

　先日のソフトボール大会おつかれさまでし

た。あとちょっとで最下位をぬけられましたが

…又来年頑張りましょう。

○木村会員

　杉谷卓紀ガバナー、脇口近美ガバナー補佐、

いらっしゃいませ。そしてお疲れ様。

　10月28日、ソフトボール大会お疲れ様でし

た。２回戦は盛り上がって楽しかったですね。

焼き肉もおいしかったし、又来年が楽しみです。

○溝部会員

　入試で中国に来ています。出席出来ずにすみ

ません。

○ソフトボール大会の３位賞　商品券￥5,000　 

　スマイルへ。

社会奉仕委員会報告 村津　忠久

　一昨日の「もみじ谷奉仕作業」は予定通り実施

されました。

　気温16℃、如何にも秋らしい晴れ間の見える

高曇りで無風、絶好の作業日和でした。

　参加者は、陸上自衛隊別府駐屯地曹友会・井

手浩平会長以下31名、コーラスグループ・６名、

わがクラブ会員は森会長以下９名で、幹事報告で

氏名記載の通りです。

　作業内容は、曹友会の皆さんは来年３月の植樹

に向けて、Ａ地区北面斜面の予定地拡張作業、ロー

タリーとコーラスグループの皆さんはＣ地区太宰

府官道南側斜面と取り組みました。

　この太宰府官道入り口から第二九電橋に至る約

500メートルの斜面には、「もみじ谷植樹受難時
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代」とも言える平成４年から９年にかけて900本

の苗木が植えられました。現在その約半数が育っ

ていると思われます。

　急斜面での作業でしたが、夫々の体力に応じて、

楽しく作業が出来たことに感謝致します。

　参加者46名、１人の怪我人もなく、予定通り

作業を終了、杜道入口下の集結地で、唱歌「里の

秋」と「紅葉」を秋空に向かって高唱、お開きと

なりました。

　全てに感謝申し上げます。

　来年春の植樹は、３月16日（日）の予定です。

卓　　話

ガバナーアドレス

ＲＩ第2720地区ガバナー　杉谷　卓紀

　私は昭和24年うま
れの団塊の世代です。
　祖父、父親と同じ
大学に進みましたが、
全 学 連 闘 争 の 一 番
激しい時期でしたの
で、入学してからは
機動隊と衝突ばかり
の日々を過ごしまし
た。昭和43年頃の私
は18、9歳で向学心に

も燃えていましたので、アメリカに行く決心をし
ました。当時はアメリカに行くにはアメリカ領事
館に行ってビザをもらわなければいけない時代で
した。その当時観光でアメリカに行くと言うこと
はありえない時代でした。アメリカの大学の申し
込みをしましたら２校から入学を許可するとの返
事があり、それをもって領事館に行きましたが、
それでも厳しい審査があり、学生運動をやってい
ないかとか、目的は何なのかとか、ちゃんとした
スポンサーがいるのかとかたいへ厳しく聞かれま
した。取調べに近い厳しいものでした。そんな私
の横で高校生と２，３人の大人が領事館のひとと
和気あいあいとしゃべっているのを聴き、あの人

たちはいったい誰なんだろうと思いました、後日
それが、ロータリーの青少年交換留学生だった事
を知りました。
　当時私の父親はライオンズクラブに入っていま
して、父が言うにはそれはロータリークラブだと
教えてくれました。ロータリークラブは入会条件
も厳しいし、出席も厳しく言われるので、なかな
かいいクラブだときいていました。この一連のこ
とが、私とロータリーの最初の出会いでした。自
分が当時入ろうとしていた大学はサンエディエゴ
大学だったのですが、当時アメリカ本国への直行
便はなく、全てハワイ経由でありました。その飛
行機の中で、自分の英語力のなさを思い知らされ
ました、果たしてこれで本当にやっていけるのか
とても不安になりました。日本を発つときハワイ
に知人の居られる方から紹介状をいただいていま
した。ホノルルについて電話をしてその方の家に
行って事情を話していくうちに、結局ハワイ大学
で２年間を過ごすことになります。そのときに本
当に見ず知らずの私をホームステイさせてくれた
ことに感謝をしています。今年度のウィルキンソ
ン会長の「ロータリーは分かち合いの心」とおっ
しゃっていますが本当に地獄で仏に会ったような
気持ちでした。２年間ハワイで勉強して昭和48
年3月に卒業して同じ年の6月29日にロータリー
クラブに入会させていただきました。25歳のと
きでした。以来それが縁で今日ガバナーをさせて
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バナーが各クラブを回ることをせずにガバナー
補佐に全部任せてきたのです。このことは他の地
区ではありえないことなのです。当地区といくつ
かの地区だけがそうなのです。全国34地区の中
で各クラブを回らないガバナーは四名、五名しか
いません。当地区にまた個々のクラブにいいこと
は継続していく必要があります。クラブリーダー
シッププランを正しく理解して必要なことは継続
できるようにしたいものです。
　2720地区で本年私は新たなことはなにもしよ
うとはしていません。本来の2720地区は以前RI
会長まで出した名門地区なのです。元の地区に帰
りたいと言うことが私の一番の望みです。そのた
めにも地区の各クラブを全てくまなく回って皆さ
んに地区の現状を正しく知っていただくことが必
要と思います。皆さんご存じない方もいらっしゃ
るかと思いますが、現時点でガバナーエレクトが
決まっていません。本来なら前々年度に決まって
いなくてはいけないことなのです。来年の1月13
日からサンディエゴでの国際協議会は決まって
いるのです。今後どうなるか未だにわかりません
が、今までのようなガバナーの選び方は止めて欲
しいと諮問委員会にお願いをしています。重ねて
申し上げますが、私のようなものがこうしてガバ
ナーの大役をこなして行けるのは玉名ロータリー
クラブの会員のサポートのおかげにほかなりませ
ん。6月いっぱい任期がありますので精一杯努め
させていただきますが、私どもの地区のパストガ
バナーの現状をいい状況とは言いがたいのが現実
です。改めて皆様の御協力を得ながら、努めさせ
ていただきたいと思います。

いただいていますが、これは全て玉名ロータリー
クラブの会員の支えが会ってできていることで
す。
　ここ数年公式訪問がまとめて行われることでガ
バナーも会員も勉強しなくなりました。もし玉名
からガバナーを出すのであれば公式訪問を全クラ
ブ回れる人を出そうと言うことで私が一番若いと
言う理由で私が選ばれました。今の当地区のパス
トガバナーの現況は皆さんご存知の通りパストガ
バナー同士が裁判までするような争いをしていま
す。私の時にもずいぶんつらい仕打ちを受けまし
た。ガバナーの諮問委員会がまったく機能してい
ませんでしたので諮問委員会の議事録の提示を求
めましたが、「そんなものはない」と言われました。
私としてはなにを信用していいかわかりませんで
した。３年前ガバナーノミニーの時つらい思いを
致しました。本来なら国際協議会から帰ってきた
ら、速やかにパストガバナーを招集し諮問委員会
を開催し、国際協議会の報告をしなくてはいけな
いとなっていますが、それもする必要はないと言
われました。
　本年度ウィルキンソン会長は識字率の向上、水
保全、飢餓救済、ロータリー家族のこの４つの重
点項目を述べられています。このことは数年前か
らRI会長からずっと大事なことだからと続けて
きていますが、そのような継続事項が当地区には
ありません。今年度私は地区の方針として、地区
委員に各クラブからの推薦をお願いしました。私
としては何より公明正大を求めたのです。本来ガ
バナーの足りない部分をガバナー補佐が補うのが
地区リーダーシッププランの本筋なのですが、ガ
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｢働く｣ということと｢仕事｣と言う言葉

『働く』ということは苦役ではありません。ハタ

ラクはハタ(周り)の人々をラク(楽)にすることで

す。自分も周りの人も，すべての人が幸せに暮ら

すことです。（以上、筑波大学 名誉教授  村上和

雄　｢こころの科学｣より） 

『仕事という言葉』について考えて見ますと､仕事

の『仕』は主人に仕えることであり､『事』は目

上に仕えるということです。

　つまり､仕事という言葉には自ずと社会性が備

わっています。

　一方､『幸せ』とは『仕合わせ』であり､『仕え

合わせる』ということです。責任のある仕事を任

されて､その仕事を果たすことが『仕合わせ』で

あり､『仕合わせ』は『幸せ』につながるわけで

あります。

　（以上、山田恵諦、第253世天台座主法話集より）

 次回は、高田由子会員です。

会員コラム 鳴海　淳郎


