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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
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村津忠久
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◆点　　鐘　　12：30

◆体　　操　　自律神経強化体操

◆Ｒ　　Ｓ　　手に手つないで

◆唱　　歌　　夏は来ぬ

◆Ｂ.Ｇ .Ｍ　　「オーケストラで綴る

日本の愛唱歌」より

テネシーワルツ

谷間の灯

ロンドンデリーの歌　　他

◆ビジター　　牧野徹朗（別府東ＲＣ）

会長の時間 会長　森　　宗明

　出席率の低迷について、一言皆さんにお願いが

ございます。私は常々ロータリークラブの会員は

選ばれた人たちの集まりだから、いちいち細かい

事を言う必要はないと思って、殆ど欠席に対して

苦言を呈することをしておりません。

　私事になりますが、現在私は全国組織の印刷業

の組合の副会長をしており、毎月１回多くて２回

東京に出張いたします。当然ロータリーと重なる

こともありますが、会長年度の一年はロータリー

を最優先で予定を立てています。

　先日の地区大会の時も東京出張でしたが、二日

目の朝一で帰省し、そのまま大分空港から熊本に

直行、地区大会の一日目に参加、当日熊本泊で地

区大会２日目に出席、終了後帰路に着きました。

　ハードスケジュールですが、そうする理由には

会長だからと言う思いが強くあります。責任を果

たせなければ受けるべきでないと思っておりまし

たから、当然のことではあります。私は当該会長

として、自分に出来る限りのことはさせていただ

きますが、こと出席については皆さんにお任せす

るしかありません。

　みなさんお仕事の最前線で働いていらっしゃる

方ばかりですから、大変だとは思いますが、例会

出席はロータリアンの３大義務の一つであるはず

です。

　そこで、「ALL FOR ONE / ONE FOR ALL」

という言い方がうまく当てはまると思います。自

分が例会を欠席することが、会員全体の数字とし

て公表されると言うことです。

　クラブ全体のために、頑張って出席している他

の会員のために、少し時間のやりくりをして出席

する、あるいは例会前後の２週間できちんとメイ

クアップをすることはクラブ全体のことを考える

◆出席報告　　　　　　　委員長　中島　澄人
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と必要なことだと思います。「一人はみんなのた

めに」です、改めて例会出席とメイクアップの徹

底をお願いいたします。

幹事報告 幹事　大島由美子

１．本日の卓話

「地区大会報告」　森　宗明会長

２．第11回定例理事・役員会報告

（平成20年５月13日（火）13：40～ トキハ別府店 例会場 ６名）

報告事項

○2008－2009年度　委員会構成（案）の件。

○稲尾記念館推進委員会より、「礼状」並び

に「稲尾記念館推進事業収支決算書」

審議事項

１）2007－2008年度後期立替金請求の件。＊承認

２）「第４回（新・旧）クラブ協議会」の件。＊承認

例会日　平成20年６月17日（火）12：30～例会

　　　　　　　　例会終了後～クラブ協議会

場　所　トキハ別府店例会場

３）「会長・幹事慰労会」の件。　＊承認

例会日　平成20年６月24日（火）18：30～例会

　　　　例会終了後～慰労会

場　所　ホテル山水館

会　費　7,000円　＊全員徴収

４）５月・６月例会予定の確認

 ５月６日 「振替休日」

 13日 「新会員卓話」

 20日 「地区大会報告」森　宗明会長

 27日 「会員卓話」髙宮勝美会員

 ６月３日 「会員卓話」木村きぬゑ会員

 10日 「会員卓話」大島由美子会員

 17日 「第４回（新・旧）クラブ協議会」

 24日 「会長・幹事慰労会」於：ホテル山水館

５）「もみじ谷植樹作業」の件。（※定款第９

条第１節（a）（５）適用）＊承認

日　時　平成20年７月27日（日）

３．2008－2009年度会長エレクト研修セミナー

並びに地区協議会開催のお知らせ

【新・旧ガバナー補佐会議】

日　時　2008年６月21日（土）12：00～13：00

場　所　別府大学32号館１Ｆ「多目的室」

【会長エレクト研修セミナー】　

日　時　2008年６月21日（土）13：00～点鐘

13：30～「次年度ＲＩテーマ及び方針並

びに地区運営方針」アクティン

グガバナーエレクト　杉谷卓紀氏

14：00～「会長エレクトに望むこと」

パストガバナー西村駿一氏

14：30～「未定」2007～2008年度

ＲＩ研修リーダー松宮剛氏

15：15～ワークショップ「地区・ク

ラブの課題」４グループに

分かれて実施～16：30各

グループより発表

17：00～点鐘（記念写真撮影後、交

歓会会場へ移動）

場　所　（全体会）別府大学37号館４Ｆ「メディアホール」

（分科会）別府大学34号館１Ｆ「111号～114号」の各教室

交歓会　18：30～於サンバリーアネックス

登録料　10,000円

【地区協議会】

日　時　2008年６月22日（日）10：00～点鐘

10：40～「次年度ＲＩテーマと運営方

針について」アクティングガ

バナーエレクト　杉谷卓紀氏

11：10～次年度地区委員会運営方針

（次年度地区委員長より）

12：00～昼　食

12：50～「私とロータリー」パスト

ガバナー西村駿一氏

「未定」2007～2008年度

ＲＩ研修リーダー松宮剛氏

14：00～部門別協議会

15：40～全体会（地区財政について）

～16：20点鐘

場　所　（全体会）別府大学３号館ホール

　　　　（分科会）別府大学34号館　各教室

出席義務　次年度会長・次年度幹事、管理運営・広報

・会員増強・奉仕プロジェクト・ロータリー

財団・米山奨学　各部会に該当する委員長

※次年度関係各委員長へは、別途ご案内いたします。

登録料　5,000円（次年度地区委員長は不要）

４．ＲＩ第2720地区「インターアクトクラブ次

期会長・幹事研修会」開催のお知らせ

 日　時　平成20年６月７日（土）

9：30～受付/10：00～開会/15：30閉会

 場　所　湯布院自然の家「ゆふの丘プラザ」研修室

 参加対象者　①提唱ロータリークラブ＝次期インターアクト委員長（代理者可）

②インターアクトクラブ＝次期会長・副会長・幹事、顧問教諭

 申込締切　５月28日（水）

※今年度は登録料及び分担金は不要です。（ＩＡ大分県連絡協議会より負担）

※当日、昼食（ゆふが丘プラザ食堂にて）を準備致します。

５．５月17日（土）・18日（日）熊本県玉名市民会館に於い

て「ＲＩ第2720地区2007－2008年度地区大会」が

開催されました。参加会員の皆様、お疲れ様でした。

登録者：森宗明、鳴海淳郎、村津忠久、平野英壽、後藤隆　各会員

　　　　　　フィン・フォン・ミンさん（米山奨学生）

 尚、当クラブは下記の表彰を受けました。

　　１）登録高齢者表彰：鳴海淳郎会員

６．ロータリー適用相場変更のお知らせ

５月１日より、ロータリーの全ての振込みに対する適用相場が
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下記のとおり変更となっておりましたのでお知らせ致します。

１ドル　102円　（現行　98円）

７．お祝い

会員誕生日　中尾　誠会員（５月21日）

※記念品をお渡し致します。

結婚記念日　河村貴雄会員（５月20日）

　　　　　　吉弘　晃会員（５月20日）

※ご自宅にお花が届きます。

配偶者誕生日　後藤（隆）潤子さん（５月23日）

※記念品をお渡し致します。

８．例会変更のお知らせ

竹田ＲＣ ５月27日（火）の例会は、創立50周

年準備例会の為　５月26日（月）

18：00～ホテル岩城屋に日時変更

別府東ＲＣ ５月29日（木）の例会は、例会場

の都合の為　同日12：30～別府

ホテル清風に場所変更

別府ＲＣ ５月30日（金）の例会は、職場例

会の為　同日12：30～陸上自衛

隊別府駐屯地に場所変更

９．今後の予定（原稿をお願いします。）

「会員卓話」髙宮勝美会員

「会員コラム」河村貴雄会員

10．本日の回覧

①くにさきＲＣ　週報

②「第58回　社会を明るくする運動」標語

パネル　購入希望

11．本日の配布

①週報　No.911

②ロータリー探求：「ロータリーは信用をつくる」

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

　地区大会参加、登録の会員の皆さんありがと

うございました。のちほどご報告致します。

○溝部会員

　５月８日、大分東ＲＣに卓話に行って笑わせ

て来ました。

○村津会員

　先週土曜日、熊本県玉名市での地区大会に

出席。記念講演は500万部を越すベストセラー

となった「五体不満足」の著者・乙武洋匡氏

のお話でした。両脚共太腿の中程まで、両腕

共上腕部の中程までの体で、色々なスポーツ

に挑戦（チャレンジ）する、その一時間程の話

にも感銘致しましたが、謝礼の花束を地元の肢

体不自由な野球少年から受け取った後、その少

年とステージの上でキャッチボールをされた動

きと姿は、正に涙の感動ものでした。この出会

いに感謝します。このチャンスの場に、往復私

を同乗させて下さった平野副会長に重ねて感謝

申し上げスマイル致します。

○後藤（隆）会員

　妻へのバースデープレゼントありがとうござ

います。

　まだ人間の姿をしていますが、あと５～６経

つと化け物に変わるのではと不安です。こわい

こわい。

○近藤会員

　一ヶ月ぶりに出席して皆さんとお話をしてい

るうちに、とても楽しい気分になりました。や

はり別府中央ロータリーが一番ですネ。

○中尾会員

　先週は風邪でダウンしていました。健康の大

切さを感じました。

○梅津会員

　平野会員、村津会員、先日の地区大会に奨学

生のフィン・フォン・ミンさんを一緒に連れて

行って下さいましてありがとうございました。

○赤嶺会員

　３週間ぶりの例会出席です。本日は牧野様

ようこそおいでくださいました。ごゆっくりな

さって下さい。四川大地震において、知り合い

の中国からの留学生が別府で街頭募金をしてい

ます。見かけた折には募金の方をどうぞ宜しく

お願い致します。

地区大会報告 森　　宗明

　地区を単位として、地区内外のロータリアンと

その家族が年に一度、一堂に会す大会を「地区大

会」と言います。地区大会は、ロータリーに関す

る情報交換が行われる場であるとともに、親睦の

場ともなります。近隣のクラブ間では交流する機

会もありますが、同じ地区内でも、遠いクラブと

交流をもつのは難しいもの。地区大会は「ロータ

リーを広げる」チャンスです。 

　また地区大会への参加はクラブの親睦活動のひ

とつと考えることも出来ます。現在私どものクラ

ブでは、出席会員が交通費を自腹で、参加者負担

で参加していますが、クラブによっては、バスを

チャーターして交通費はクラブの費用で出席する

クラブもあります。もちろんこの場合も登録料、

宿泊費、飲み食いは当然自腹です。

　地区大会について、手続き要覧にはこう記載さ

れています「地区大会の目的は、親睦、感銘深い

講演と、地区内クラブやRI全般に関する問題の

討議によって、ロータリーの綱領（基本方針）を

推進することである」と。

　今回の地区大会で特に印象に残った事をお話さ

せていただいて、地区大会参加のご報告に致した

いと思います。
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ころ」と言いました。

　私たちはロータリアンであることに誇りを持ち

たいと常々思っています。私は今回の地区大会

での杉谷ガバナーの姿を見て、改めてロータリア

ンであることに誇りを持とう思いました。少なく

とも今回の地区大会に参加した1200人あまりの

2720地区ロータリアンは今までの地区大会にな

い、熱い感動を胸に帰郷の徒についたと思います。

　鳴海先生はロータリー情報で「ロータリーは感

動を作る」とおっしゃいます。さすがに今回の地

区大会に私は感動いたしました。

　なによりこれを機に私どもの2720地区の地区

運営が正常化し、2720地区のロータリアンがこ

の地区に在籍する事に誇りをもてるようになるよ

うに望みます。

　一握りの心無いパストガバナーの一連のいさ

かいでロータリーが嫌になり、ロータリーバッヂ

をつけなくなった会員が私たちのクラブにもいま

す。それでも私たちの別府中央ロータリークラブ

が好きだから退会せずに席を置いていてくれるの

だろうと思っています。そんな会員の胸にロータ

リーバッヂが再び輝くのを一日も早くみたいと思

います。

　それは杉谷ガバナーのガバナーエレクト紹介

に始まるお話です。当日のプログラムの中にガ

バナーエレクト紹介という項目があります。みな

さんご存知のように2720地区のガバナーエレク

トは未だ決定いたしておりません。今回の地区大

会では杉谷ガバナーが、ガバナーエレクトの紹介

をするようになっているのですが、杉谷ガバナー

は「もう少し時間をください、ガバナーエレクト

が未だ決まっていないのは私の不徳のいたすとこ

ろであります」と報告を終えようとしました。杉

谷ガバナーはRIよりアクティングガバナーエレ

クトと言う立場の推薦を受け、出席されているわ

けで、RIより次期ガバナーの推薦も受けていらっ

しゃるのですが、杉谷ガバナーは現時点で次期の

ガバナーを正式に引き受けていません。これについ

てはみなさんにこれまで随時ご報告させていただい

たいろんな経過を考えたとき、簡単に「わかりまし

たわたしが引き受けましょう」とあっさり言えない

杉谷ガバナーの心中を察するに余りあります。

　一連のガバナーエレクト推薦撤回の顛末を思い

起こした時、どれほどの心労であっただろうかと

思い、演台に立ち涙を流す杉谷ガバナーを見て、

私も目頭が熱くなりました。

　そんな時会場からアンコールの拍手が沸き起こり

ました。RI会長代理も杉谷ガバナーのもとに歩み寄

り杉谷ガバナーの両手を掲げ再任を促しました。

　そもそも心無い数人のパストガバナーのつまら

ないいさかいで、2720地区の地区運営はがたが

たになろうとしていました、ロータリアンの品格

さえ危うくするその誹謗中傷の怪文書の往来は私

の目から見ても目に余るものでありました。罵声

と中傷の飛び交う地区大会、ペッツ、地区協議会

を目の当たりにしたとき、私はロータリーに対し

ての情熱を失いかけていました。

　今の時点でガバナーエレクトが決まっていない

のは、本来なら前々期にきまっていなくてはいけ

ないガバナーノミニーを出さなかった２期前の執

行部の責任であるはずです。しかし杉谷ガバナー

そんなことは一切口にせず「自分の不徳の致すと

E-mail:info@beppu4rc.jp

温良恭倹譲
　中浜地蔵尊の境内にある掲示板に「温良恭倹譲」

（温おだやかさ、良すなおさ、恭うやうやしさ、倹つつま

しさ、譲ひかえめ）という五つの徳目が掲げられて
います。
　これは、孔子の論語　学而第一の十の中で、弟
子の子貢が子禽の問に答えて、孔子の五徳につい
て説明した次のような言葉に由来するものです。
　「子禽問於子貢曰、夫子至於是邦也、必聞其政、
求之與、抑與之與。子貢曰、夫子温良恭倹譲以得

之、夫子之求之也、其諸異平人之求與。」
　即ち、子禽が子貢に、「先生は、どこの国でも
政の相談を受けるが、これは先生が求めているの
か、先生が求められるのか。と尋ねました。する
と子貢は子禽に「先生は、おだやかで、すなおで、
恭しく、つつましく、控えめでおられる。だから
こそ、先生は相談を受けられるのだ。先生の求め
方と、他人の求め方とは、異なる」と答えたと言
うのです。
 次回は、河村貴雄会員です。

会員コラム 鳴海　淳郎


