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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　　我等の生業

◆唱　　歌　　春が来た

◆Ｂ. Ｇ. Ｍ.　　「オーケストラで綴る

日本の愛唱歌」より

埴生の宿

早春賦

故郷を離るる歌　　他

◆ビジター　　浦松　傳（別府北ＲＣ）

会長の時間 会長　森　　宗明

　先日来の案件であります、2720地区のガバナー

エレクト選出について、以下のような書簡を地区

第３分区ガバナー補佐、ほか６クラブの会長幹事

会で提出いたしましたのでご報告いたします。

以下書簡

　拝啓　春寒の候、両パストガバナーには益々ご

清祥のこととお慶び申し上げます。平素より地区

運営にご指導、ご高配を賜り厚く御礼申し上げま

す。

　さて、現在、国際ロータリー第2720地区は、

前年度に決定されていなければならない、ガバ

ナーエレクトが未だ誕生出来ず、「PETS」「地区

協議会」も開催されておりません。

　その様な折り、２月７日付けで、森田・玉ノ井

両パストガバナーから「ガバナーエレクト指名に

関する真相」と言う冊子が送られて参りました。

　大分第３分区の６ロータリークラブの会長・幹

事により、前述の冊子について各クラブでの検討

◆出席報告　　　　　　　委員長　中島　澄人
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を踏まえて、意見交換会を数回に亘り開催致しま

した。結論として「ガバナーエレクトが未だに決

定されていないのは、森田、玉ノ井両パストガバ

ナーが推薦書に署名しないためであり、それに関

わる両パストガバナーの意見に正当性は無く、地

区を混乱させている両パストガバナーの責任は大

きい。」と言うことで全員の意見が一致しました。

　地区内ロータリアンに取って、最も重要なこ

とは一日も早いガバナーエレクトの誕生でありま

す。両パストガバナーには寛容な心でご指導をお

願い致します。各ロータリークラブには新しい会

員もたくさん入会致しております。地区内全ロー

タリアンの為にも「分かち合いの心」で一日も早

いガバナーエレクトの決定にご尽力賜りますよう

お願い申し上げます。　敬具 

幹事報告 幹事　大島由美子

－識字率向上月間－

１．本日の卓話

「家族の絆と愛」　梅津ヤヨイ会員

２．委員会報告

・社会奉仕委員会　村津忠久社会奉仕委員長

３． ３月13日（木）19：00～東京一うどんに於

いて、「別府中央ＲＣ創立20周年実行委員会」

が開催されました。

出席者：鳴海淳郎、村津忠久、溝部　仁、

　　　　椛田健治、河村貴雄、平野英壽、

　　　　森　宗明　各会員

４． ３月16日（日）８：30～別府もみじ谷に於

いて「もみじ谷植樹作業」が行われ、下記の

方々が参加致しました。お疲れ様でした。そ

の他、陸上自衛隊曹友会34名、コーラス会

員３名、別府市農林水産課長、別府市農業所

長の計58名で奉仕を実施しました。

参加者：森　宗明、赤嶺リサ、上妻　浩、

　　　　近藤賢司、村津忠久、森園伸也、

　　　　中尾　誠、中島澄人、大野雅治、

　　　　□宮勝美　各会員

赤嶺家２名、平野工務店社員（柚野

氏、寺西氏）２名

５．お祝い

結婚記念日　　中尾　誠会員（３月18日）

＊ご自宅にお花が届きます。

６．例会変更のお知らせ

中津中央ＲＣ ４月１日（火）の例会は、花見例

会の為　４月３日（木）19：00～

森の風に日時・場所変更

別府北ＲＣ ４月２日（水）の例会は、花見家

族例会の為　同日18：00～割烹

鈴よしに時間・場所変更

中津平成ＲＣ ４月３日（木）の例会は、花見夜

間例会の為　同日18：30～蓬菜

観に時間・場所変更

宇佐ＲＣ ４月３日（木）の例会は、花見例

会の為　同日19：00～かんぽの

郷宇佐に時間・場所変更

大分東ＲＣ ４月３日（木）の例会は、職場訪

問例会の為　同日12：30～㈱テ

レビ大分に場所変更

７．次週の予定（＊原稿をお願い致します。）

『創立19周年記念例会』鳴海淳郎会員

『会員コラム』溝部　仁会員

８．本日の回覧

①RI第2720地区2007-2008年度　地区大会

（５月17日･18日）出・欠席

②大分ヒートデビルズ公式戦ご招待（３月

29日）出・欠席

③別府市近隣７ＲＣ合同親睦ゴルフ大会（４

月29日）出・欠席

④第23回インターアクト年次大会報告書

⑤中津ＲＣ、くにさきＲＣ　週報

⑥「ダメ。ゼッタイ。」国連支援募金箱

９．本日の配布

①「今こそロータリーを感ずる時」

鳴海淳郎Ｒ情報委員長
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スマイルボックス 委員長　赤嶺　リサ

○平野会員

　先日、もみじ植樹作業に出席された方、大変

おつかれさまでした。私はぎっくり腰で行けま

せんでした。申し訳ありません。新会員の３名

の方々は特におつかれさんでした。もみじ谷の

感想はいかがだったでしょうか？

○村津会員

　一昨日の「もみじ谷植樹奉仕作業」はお天気

にも恵まれ、予定通り実行する事が出来ました。

詳しくは委員会報告の通りです。全てに感謝し

てスマイル。

　ありがとうございました。

○大島会員

　浦松さん、ようこそお越し下さいました。ご

ゆっくりお過ごし下さい。

　又、本日卓話の梅津さん、楽しみにしていま

す。

○亀井会員

　３月７日に“痛風”が“勃発”、東京出張中止、

もみじ谷も不参加、今日やっと足を引こずって

例会に来ました。もう11日間もお酒を飲んで

いません。ネオンが見たい ! !

○衛藤会員

　この頃、ちょっと忙しくて長らく御無沙汰致

しました。やっと春が来た感じですね。

　今日は浦松様、ようこそお越し下さいました。

どうぞごゆっくり。

　今日の梅津さんの卓話、楽しみにしています。

○梅津会員

　本日は、私の卓話です。「ドキドキ」

　どうぞよろしくお願い致します。

○赤嶺会員

　浦松様、本日はようこそおいで下さいました。

　先日のもみじ谷はお疲れ様でした。母が初め

ての参加でとてもいい経験になり「もみじも子

育てと一緒」と帰って語っておりました。また

次回も是非参加させて下さいとの事でした。宜

しくお願い致します。

　明日は次女の小学校の卒業式です。今日は飲

み過ぎない様に帰りたいと思います。

　梅津さん、本日の卓話頑張って下さい。

　最後に、今日の平野副会長のスーツの色が春

を感じさせ、とてもステキです ! !

社会奉仕委員会報告 委員長　村津　忠久

　一昨日の日曜日、今年度の植樹奉仕作業に予定

通り参加致しました。

　参加者は幹事報告の通り、クラブ会員10名、

会員の家族及び社員４名、曹友会39名、コーラ

ス会員３名、市農林水産課２名で、計58名。

　作業内容は、曹友会が植樹200本（森林組合が

別に300本）で本年度の植樹本数は合計500本。

　苗木はこれ迄通り、全て我がクラブの提供です。

　ＲＣの会員家族とコーラスグループは、Ｂ地区

の下枝切りと整美作業を致しました。

　気温19℃、微風、爽やかな晴天に恵まれて、

快い汗でした。

　最後に参加者全員で「朧月夜」と「花」を合唱

して春の奉仕作業を終了しました。

　感謝。

卓　　話 梅津ヤヨイ

家族の絆と愛

　今月３月３日雛祭

りの日に孫が生まれ

ました。私にとって

３人目の孫で、女の

子でした、とても神

秘的で可愛いです。

　７、８年前、私の

卓話で「ゆとり教育

…」等話した時、自

分の理想や子育ての

経験を元に、教育し

育ててみたいと申しましたが、今現在の自分はも

う体力もなく理想通りに育てる自信もなく、ただ

お手伝いをするのが精一杯です。

　私の今年度の運勢はとても良いと言うことで、

楽しみにしていますが、昨年の私は暦の運勢学や

星祭りにも黒星がついていました。４月にすぐ上

の実の兄を76才で亡くし、又その上の長男も84

才で５月に他界。又、親友の米沢の知人を12月

に亡くし、とても気落ちしていました。その上私

の病気ではロータリーの皆様にもご迷惑をおかけ

しました。

　10月に手の手術で入院、12月中旬迄ロータリー

を休みました。いい機会でしたので、色々とすべ
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分自身が成長し、人として成熟していく上での糧

になる、経験や体験が人を育てると思っています。

　それらが心に沢山の栄養を与え、精神的にゆと

りある人になっていく、エンターテイメントなど

を楽しむ事によって豊かな感性を養い、人間とし

ての幅を拡げ、心の引き出しを増やしていく。そ

して本物の大人の女性になっていく。

　素敵な女性とは年令を重ねてきてからこそ、そ

の魅力を感じさせる。私もそのような女性になっ

ていきたいと思います。

　幼稚園の教諭を10年間した事、花商業組合の

組合長を６年した事、また全国豊友会小原流理事

を20年、そしてロータリーの会長等、色々な事

柄と格闘する人生の中で、体験を味方につけ、実

り多い人生を歩みたい、年を重ねても輝く女性で

ありたいと思っています。

　最後に日本人は目上の人や年上の人に対して敬

意を払うという美徳を持ち合わせています。

　世界中から尊敬される礼儀正しい美徳学を忘れ

ないようにしたいものです。

て検査しましたが、手以外にはどこにも異状はあ

りませんでした。「手くらい」と思っていましたが、

じつはこれが大変でした。

　人間の体の一部、どこが悪くても辛いものです。

医大での入院の事について話します。悪いところ

は「手」だけだったのですが、全身麻酔での手術、

食事の時間もままならないほどの医師、看護師の

仕事、三度三度の栄養食、これこそロータリーで

言う「職業奉仕」だとつくづく感謝しました。

　入院患者と家族との会話をとおして、家族の絆、

お互いを思いやることの大切さや愛の大切さを目

の前で体験し、感じることが出来ました。

　作家、板東麻理子が書いた「女性の品格」、

200万部以上の売上を突破したベストセラーを皆

様もご存知と思います。読んでみると私達の年代

はその内容はそれ自体はあたりまえの事として全

うしているが、今の世代の女性はそれを一つずつ

詳しく書いてあげないと解らない世代であると書

かれています。

　私は、苦しい事、思い通りにならない事等は自

E-mail:info@beppu4rc.jp

 その国のジョークというのは、国の文化や国民

性を如実に表している。中でも特に商売上手と言

われているユダヤ人は、商談や交渉事の最中に得

意のジョークを盛んに活用する。

　彼らは幼少期から勉強と同時にユーモアを重視

する環境に育てられるため、コミュニケーション

能力に秀でているのだ。

　今回はユーモアとは切っても切れない関係にあ

るそんな彼らのジョークを２つ紹介しよう。

①台所用品を売っている店先に、

“EVERYTING FOR THE KITHEN”

と大きく描いた看板が掛かっている。もち

ろ ん こ れ は、“EVERYTHING FOR THE 

KITCHEN”（全ての台所用品を用意していま

す）の間違いである。

　そこを通りかかった人が、店の主人に聞いた。

「ご主人！　看板の綴りが二箇所も間違ってい

ますよ！」

「分かっています」

「じゃ、なぜ直さないのですか？」

「直す必要なんか全然ありません。週に10人は、

あなたのように間違いを指摘しに店に入ってき

ます。その少なくとも６人は、何かを買ってく

れるのです。」

②レビーン夫人が、肉屋で子羊の肉の値段を聞い

た。肉屋の主人は答えた。

「奥さん、ポンド５ドルです」

そこで彼女は憤然として叫んだ。

「あなた、おかしいんじゃない。お向かいのお

店では１ドルですよ」

「じゃ、お向かいで買ったら」

と主人が言うと、夫人が答えた。

「売り切れているの」

そこで肉屋は言った。

「奥さん、よく聞いて下さい。オレだって売り

切れたら、ポンド１ドルって書きますよ。」

（「頭がよくなるユダヤ人のジョーク集」より）

 次回は、溝部仁会員です。

会員コラム 椛田　健治


