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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　　君が代

◆Ｒ　　Ｓ　　奉仕の理想

◆唱　　歌　　雪山讃歌

◆ビジター　　玉ノ井溥明（別府北ＲＣ）

浦松　　傳（　〃　ＲＣ）

梅野　　保（別府東ＲＣ）

瑞木　一博（　〃　ＲＣ）

笠木　隆弘（　〃　ＲＣ）

会長の時間 会長　森　　宗明

　九州一円と東京に出張が多くあります。特に東

京出張の際に感じるのですが、それは私たちの住

んでいる故郷別府の素晴らしさです。山あり海あ

り温泉あり、気候温暖。

　以前、東京の友人が別府にきたことがあるので

すが、東京でこの別府の環境に住もうと思ったら、

月に 100 万お金がかかるし、それでもどうして

もできない部分がある、お前らはなんといい生活

環境の中で暮らしているんだと。最高の贅沢じゃ

ないかといわれました。

　灯台元暗しとはいいますが、まさにそうだなと

思いました。ただね、商売は大変なんだよ、とは

言いましたが、これも正直にこつこつやっていれ

ば何とか食べていけそうです。

　故郷に、この環境に感謝すると、一機に目の前

が開けてくるような気がします。住めば都って言

うから何処もいっしょなのよ、とお思いでしょう

が、いいえ違います、別府は特別いいところです。

一生ここに住めるだけで、私の人生、おおきな得

をしているんですね。

　今日は、故郷別府に感謝です。

◆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

－世界理解月間－

１．本日の卓話

「成功法則」　河村貴雄会員

２．ロータリーレート変更のお知らせ

２月１日よりロータリーレートが、１ドル

108円に変更になりました。

（112円⇒108円）

３．「国際ロータリー第2720地区熊本中央ＲＣ創

立20周年記念式典」開催のお知らせ

日　　時　　平成20年４月12日（土曜日）

14：50～登録開始

15：30～式典

記念卓話 16：15～17：15

祝　　宴 17：30～19：30

記念卓話 「設立の思い出」

熊本中央ＲＣ特別代表　牧　勝美氏

｢ラオス人民民主共和国｣駐日ラオス大使

シートン・チッニョーティン氏

場　　所 熊本全日空ホテルニュースカイ

登 録 料　　会員10,000円／ご家族4,000円

※詳細・登録ご希望の方は、幹事または事務

局までお申し出ください。

４．本日例会終了後、13：40～「第８回定例理

事・役員会」を開催致します。

５．お祝い

　　会員誕生日　　村津忠久会員（２月10日）

※記念品をお渡しいたします。

６．例会変更のお知らせ

佐伯ＲＣ ２月13日（水）の例会は、定款

第５条第１節（Ｃ）に基づき休会

別府ＲＣ ２月15日（金）の例会は、バスケッ

トボール観戦家族例会の為　２月

16日（土）18：00～別府ビーコ

ンプラザに日時・場所変更

大分1985ＲＣ ２月25日（月）の例会は、夜の

親睦例会の為　同日18：30～割

烹にしおかに時間・場所変更

大分東ＲＣ ２月28日（木）の例会は、夜の

例会の為　同日18：30～豊の国

健康ランドに時間・場所変更

７．次週の予定（原稿をお願い致します。）

　　『会員卓話』後藤　隆会員

　　『会員コラム』衛藤秀子会員

８．本日の回覧

　　①「別府市内４ＲＣ合同例会」出・欠席

９．本日の配布

　　①週報　№898

　　②ガバナー月信　№８

　　③ロータリーの友　２月号

　　④抜萃のつゞり　その六十七

⑤「ロータリー情報、及び広報において留意

すべきこと」

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

　たくさんのビジターの皆様に感謝いたしま

す。ありがとうございました。また来て下さい。

○髙宮会員

　今日は多くのビジターの方々が見え、他クラ

ブの例会に出席したようです。皆様ゆっくりし

て下さい。

○上妻会員

　久しぶりです。お詫びに少し多目にスマイル

します。

○河村会員

　ゲストビジターの皆さん、ようこそ我がクラ

ブへ。ご来場を感謝してスマイル。

○徳丸会員

　１月の誕生祝いを頂きました。ありがとうご

ざいました。

○衛藤会員

　先週は急用で欠席し、失礼しました。立春と

はいえ、寒いですね。春よ来い早く来いです。

　河村会員、卓話楽しみにしています。

　玉ノ井様、梅野様、笠木様、瑞木様、浦松様、

ようこそお越しくださいました。どうぞごゆっ

くりなさってください。
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○高田会員

　河村会員、卓話楽しみにしています。頑張っ

てください。

○村津会員

　本日は79才の誕生祝いありがとうござまし

た。前立腺癌は抱えていても、「斃れてのち止む」

の精神で、これからも明るく生き抜く所存です。

　今、東京品川のパシフィックホテルに居りま

す。「天津日本中学校・３期生同窓会」です。メー

キャップは既に先月28日（月）に済ませてお

りますが、ホームクラブ欠席をお詫びしてスマ

イル。

○赤嶺会員

　いよいよ２月です。今月もたくさんの話題を

ご提供頂き、スマイル宜しくお願い致します。

そして、ビジターの皆様、ようこそお越し下さ

いました。ありがとうございます。

　河村会員、今日の卓話とても楽しみです。

卓　　話 河村　貴雄

成功法則

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。人間は気づいても躊躇逡巡する心があ

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言えること

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。

自己重要感

　人間の欲求の一つに自己重要感がある。

　「重要人物たらんとする欲求」である。いつも

自分のことを他人から認めてもらいたい。自分の

存在をわかってほしいと思う心である。

　ある歯科医は毎日、数十名の患者さんを看る。

その日、患者さんと交わした会話のポイントだけ

を簡潔にまとめバックヤードに置いてあるノート

に記しておく。10日後に再来院した患者の治療

を始める前にバックヤードのノートを見て先日の

会話の内容を思い出し、「○○さん、こんにちは。

ところで先日、お話を伺った大学に合格されたお

孫さんは元気に通われていますか？」と話しかけ

る。その先生の一言を聞いた途端「先生は10日

前にちょっとお話しただけなのにちゃんと覚えて

下さっているよ」とその患者の自己重要感が一気

に高まってゆく。患者の家から医院まで本当は遠

いのだが、また来院しようという気になったのは

言うまでもない。

　現在、その歯科医院はドクターが何人もいて、

とても繁栄している。

　ホテルや旅館で受けるホスピタリティー（厚遇

・おもてなしの心）はお客様の自己重要感を高め

る最たるものである。日常生活の中でもちょっと

した先手の挨拶や相手の名前を呼ぶことも、また

通常なら見過ごすかもしれないくらいの長所をさ

らりと言ってあげることも相手の重要感が高まる

のである。反対に関心を示さなかったり無視され

ると本当につらいものである。

　人を動かす秘訣は自ら動きたくなる気持を起こ

させること、それが自己重要感であり、自己の重

要感に対する欲求は人間を動物から区別している

主たる人間の特性の一つでもある。
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あるからである。私の命の根
も と

元であり、むしろ私

自身の命である親だからである」と。

何度も落ちた税理士試験

　税理士試験の最後の科目に何度挑戦しても失敗

をした時のことである。師と仰いでいる方に「河

村さんはまだ親に繋がっていませんね」と言われ

た。

　当時、私は東京の会計事務所に勤務し、結婚し、

子供達もいた。しかしことさらに親孝行という

ことは意識したことがなかった。その方は更に次

のようにおっしゃった。①親に毎日挨拶をしてい

ますか。②親の美点（長所）をみていますか。③

親の願いに応えていますか。改めて考えてみると

どれも自信がなかった。そこでささやかな実践を

始めた。毎朝、別府にいる両親に向かって通勤す

る車の中から大きな声を出して挨拶をした。「お

父さ～ん、おはようございます。お母さ～ん、お

はようございます。」毎朝継続していると、それ

まで何十年と忘れていた小さい頃の記憶が鮮明に

蘇ってきた。父は公務員だったので、２、３年毎

に転勤していた。臼杵市の借家に住んでいた頃、

私が肺炎にかかり、母が近くのお医者さんに往診

を頼みに行ってくれた。枕もとで苦しんでいる私

を見兼ねてか、当時まだ30才になるかならない

父が「おい、貴雄だいじょうぶか、おい、貴雄だ

いじょうぶか」と一生懸命案じてくれている姿。

自分はどれだけ父に迷惑をかけ心配させてきたの

かと思い出すと、涙が流れて仕方がなかった。し

かし不思議なことに、その頃から夜の勉強がはか

どるようになった。そしてその年の暮、待望の合

格通知が届いた。親に少しだけ繋がることができ

たことで、合格ラインぎりぎりの１、２点の差を

何とかクリアーさせてもらえたのだと感謝した。

ある賢人はこう述べている。「親を尊敬し、大切

にし、日夜孝養を尽くすのは親が偉いからではな

い。強いからではない。世の中にただ一人の親で

E-mail:info@beppu4rc.jp

　きっと誰もが心に刻んでいる「座右の銘」。

　ことわざや故事成語、著名人の語録などの中か

ら好きな言葉を選んでいる方が多いようですね。

　そもそも座右の銘とは「いつも心に留めておい

て自ら励ましや戒めとする言葉」のこと。自分一

人の決断を迫られることが多いみなさんは、気持

ちを奮い立たせる言葉を好む方が多いそうです。

　ちなみに私の座右の銘は「日々是好日」です。

毎日、日々の生活の中で楽しい事、うれしい事ば

かりではない。どんな日も自らの気持ちでいい日

にしてしまう。いい人生は、ゴールではなく、そ

の日その日のプロセスでないかと思います。前が

どうであったかとか、後がどうとこだわる訳では

なく…。

　まぁ、極端かもしれませんが、「日々是好日」

です。

 次回は、衛藤秀子会員です。

会員コラム 平野　英壽


