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役員　会　長　森　宗明
　　　副会長　平野英壽
　　　幹　事　大島由美子
　　　会　計　近藤賢司

第  　 回 例 会 会報委員長　森　　宗明

ＳＡＡ　上妻　浩
直前会長　上妻　浩

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
　〃
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　〃

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　　シャボン玉

◆Ｂ. Ｇ. Ｍ　　「宗次郎こころのうた」より

夜明の歌

白いブランコ

誰もいない海　　他

会長の時間 会長　森　　宗明

　東京秋葉原で凄惨な事件が起きました。７人が

死亡、10人が重軽傷と言うものです。殆どテロ

に等しい凶悪犯罪に思わず目をふさぎました。当

然海外のメディアでも報道されたようですが、「安

全と水はただ」であったはずの日本の安全神話は

崩壊しました。

　今回の事件の犯人は25歳ですからちょうど私

の娘世代です。私はこういった類の事件が起こる

たびに、ある面加害者も被害者ではないかと言う

見方をしてきました。

　加害者を育てたのはその時代であり、加害者

を教育、養育してきた人たちですから、もっと辛

らつに言えば加害者を育てた人なり、加害者を取

り巻く世の中が本当の加害者ではないかと思いま

す。

　なにより最大の原因は家庭、家族と言う単位、

そして夫婦と言う最小の社会がしっかり機能して

いないと言うことではないでしょうか。

　今回の犯人の携帯メールの書き込みの中に、「自

分は社会から必要とされていない」と言うような

意味のことが書かれていたようですが、これは明

らかに家庭と学校、そして社会の彼に対する教育

が間違っていたのだと思います。
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　そもそも必用のない人間、必要の無い命などこ

の世に存在しないのです、必要があるから存在し

ているのです。命の大切さはみんな知っているは

ずだと安易に思っていることが間違いなのかも知

れません、もう一度、いのちとはなにか、いきる

とはどんなことなのか、今後私たちはこれを次の

世代にきちんと伝える責任があります。

　いずれにせよ、今回の事件を起こした加害者の

予備軍は今の日本には相当数存在していると考え

られます。氷山の一角が見えてきただけではない

かと思います。もしかするともう手遅れなのかも

しれませんが、私たちの一番身近な家庭から出来

ることから始めませんか。先ずは夫婦円満が全て

の基礎だと思います。

幹事報告 幹事　大島由美子

１．本日の卓話

「会員卓話」　大島由美子会員

２．第12回定例理事・役員会報告

（平成20年６月３日（火）13：40～

　トキハ別府店　例会場　６名）

報告事項

１）西嶋世晃パストガバナーへ火事見舞いの件。

別府市内各クラブ　10,000円（合計40,000

円）慶弔費より拠出

審議事項

１）お礼の件。＊承認

　　　例年　マーガレットへ　20,000円

　　　　　　中島澄人会員へ　10,000円（商品券）

２）６月・７月例会予定の確認

 ６月３日 「60歳過ぎての私の趣味」

  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」

  18：30～於：ホテル山水館

新年度７月１日 「就任挨拶」

  会長、副会長、幹事、会計、ＳＡＡ

 ８日 「　　　　」

 15日 「　　　　」

 22日 「　　　　」

 29日 「　　　　」

３）その他

・2010年度規定審議会代表議員選出に伴う

代表議員候補指名の件

　＊防府ＲＣ南園義一氏に投票

・2010-2011年度ＲＩ会長の2008-2009年

度指名委員会第４ゾーンからの委員候補者

投票の件　　＊別府東ＲＣ西村駿一ＰＧを

推薦

・溝部ガバナー補佐に係る諸経費の件＊承認

（クラブにて支出する。）

３．お祝い

　　結婚記念日　津末美代子会員（６月10日）

※ご自宅にお花が届きます。

４．例会変更のお知らせ

杵築ＲＣ ６月19日（木）の例会は、会長

・幹事慰労会の為　18：00～パ

ストラル三河苑に時間変更

大分1985ＲＣ ６月23日（月）の例会は、親睦

例会の為　同日18：00～にしお

かに時間・場所変更

中津中央ＲＣ ６月24日（火）の例会は、夜間

例会の為　同日18：30～若竹屋

に時間・場所変更

別府北ＲＣ ６月25日（水）の例会は、新旧

会長・幹事歓送迎会の為　同日

18：00～ホテル白菊に時間変更

大分1985ＲＣ ６月25日（水）の例会は、感謝

のつどいの為　同日18：30～時

間・場所変更（場所未定）

別府東ＲＣ ６月26日（木）の例会は、会長・

幹事慰労会の為　同日18：30～ホ

テルニュー松実に時間・場所変更

別府ＲＣ ６月27日（金）の例会は、会長・

幹事退任慰労会の為　同日18：30

～本家お川に時間・場所変更

５．次週の予定

「第４回（新旧）クラブ協議会」

＊協議会は全員参加です。（特に入会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、ご協力お願い致します
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６．本日の回覧

①「第４回（新旧）クラブ協議会」出・欠席

②「会長・幹事慰労会」出・欠席（６月24日

　於：ホテル山水館）

③「ＰＥＴＳ・地区協議会当日のお手伝い」

出・欠席

④くにさきＲＣ　週報

７．本日の配布

①ロータリー探求：「ロータリーは青春をつくる」

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

　あと３週間です。

○平野会員

　由美ちゃん、卓話頑張れ！

○村津会員

　先週土曜日、島根県松江市の総合文化セン

ター・プラバホールで全日本ロータリークラブ

親睦合唱祭が開催され、全国から25団体が出

演致しました。

　13名でオンステージの「別府ロータリーコー

ル」も、また、14名で演奏した「別府ロータリー

フラウエンコール」も、なかなかの出来ばえで、

ほっと致しました。

　無事に済んだ公演旅行に感謝してスマイル。

○近藤会員

　今日から梅雨入り。じめじめした天気を爽快

さわやかな気持でのりきりましょう。

○後藤（隆）会員

　森会長、大島幹事、残すところあと２例会で

すネ。やり残したことはありませんか？

○津末会員

　今朝、きれいな花が届き、結婚記念日だと思

いました。長女の年が38才です。長く続きま

した。どちらが辛抱したのでしょうか？

○木村会員

　由美ちゃん、卓話楽しみにしています。

　６日は我が社の決算日です。胸がドキドキし

ています。

○赤嶺会員

　６月15日は土谷会員の命日。早いもので３

年の月日が経とうとしています。私は土谷さ

んとの出会いがなければ今ここに立っていませ

ん。改めて土谷さんに感謝してスマイルします。

　大島会員、本日の卓話頑張って下さい。

卓　　話 大島由美子

「最近感動した話」

　森会長のもとで幹事として在籍し、もう直ぐ終

わります。幹事らしいことは何も出来ず会長をサ

ポートするどころか、私がいつもサポートされ会

長は一人で二役をこなしてお疲れだったと思いま

す。甘えん坊幹事で申し訳ございませんでした。

が、今の私の幹事として一年を振り返っての心境

です。

　それではこれで卓話を終わります。と言うと、

余りにも最後の最後まで酷い事になりますので、

少しだけ、自分の事を含めて、最近感動したお話

をさせて頂きます。

　さて、私が商売を始めて振り返ってみると、約

30年がすぎて、まだこの有様で、自分が情けな

く思われます。旅館業に出会っては20年位です

が、その頃の私はまだまだ若く、何もかもが新鮮

で「大女将」になるような、私を指導してくれる

人もいないので苦悩しながらも手探りで、夢と希

望に満ち溢れていました。それはそうです。４千

坪の敷地に25室しかなく、今流行りの離れあり

露天風呂ありラウンジありで、敷地が広いので何

でもできる恵まれた状況の中にいたのですから、

毎日の仕事が楽しくて仕方ありませんでした。勿

論、売り上げは年々伸びてゆくので、旅館の更な

る充実をする為の計画も色々と進める段階であり

ましたが、ある日突然、営業を継続できない状況

になったことは、私が以前卓話でお話ししました

ので、ほとんどの方がお分かりのことと思います。

　それから縁あって今の旅館をするようになった

のですが、前の旅館に比べると広さも設備も何も

かも私の不満だらけで、なるべく早く良い場所を

探して移転しなければと思いながらも、いろんな

話は山ほど来るけれど、私自身が満足する所は資

金や保証人の問題やらでなかなか思うとおりには

進みません。やはり「旅館」となると数億円の仕

事になりますので、女一人で「はい、それ買いま

す」と言うほど簡単でもなく、又、それほどの手

腕もないわけです。不満があっても、今の旅館を
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の職人となってお母様を楽にさせるため頑張りす

ぎて結核になりました。夢も希望も無くし、「お

母ちゃんに迷惑かけるだけや、死ぬのが一番良い

んや」と決心し、驀進してくるSL機関車に、不

自由な足に力を込めて地面を蹴り飛び込んだそう

ですが、どういう訳か気がつくと草むらの中で横

たわっていたそうです。怖さで飛びのいたのか、

やせ細った体が風圧であおられたのか今だに分か

らないそうですが、自分のポケットに入っていた

五円玉が、汽車に押しつぶされて平べったくなっ

ていたそうです。

　それを見て「俺は、五円玉の価値しかない人間

かもしれん。死んだらおしまいや。死んだ気で頑

張れば病気に負けん。弱気の誘惑に負けたらあか

ん。五円玉なら五円玉の価値を輝かすよう頑張る

んや。」と、捨て身で頑張って今があると、私に

笑顔で話され、そして、色々質問する私に「いつ

でも何でも笑顔で感謝や、良い事も悪いことも皆

降り掛かってくるけど感謝や。そして、金儲けし

て、人持ちして、自分が一杯幸せになって、皆に

幸せをわかてあげななあ～」と…

　その時、私はとても恥ずかしく思いました。目

の前にいる川辺社長さんにくらべれば五体満足な

上、幼少の頃から何不自由ない生活を過ごし、今

だって私を生かしてくれる、この旅館があるの

に、何の不満を持つのか！と自分で自分を叱りま

した。大きな山も一歩から踏み出さなければ頂上

へは辿り着きません。自分自身の不満が、この旅

館を活かしきっていなかったのです。すると、今

のお店がとても愛おしくなり、少し綺麗にしてあ

げたく、ちょっと改装（大袈裟なものではありま

せん）して、お昼は女性も気軽に来れるように、

リーズナブルなお値段で、また、法事や祝い事に

御利用できますようお料理プランを考えておりま

す。その時には是非「ゆめさき」を御利用下さい

ませ。

続けるしかありません。

　私はいつも従業員に「今日一日を大切に、精一

杯頑張りましょう」と言っているのに、心は自分

でも気がつかなかったのですが、この旅館に対し

て感謝の気持ちが無かったのです。

　そのことに気づかせて下さったのは、現在は

もうお辞めになられてますが、堂島ロータリー

に20年ほど入っていた、川辺清さんとおっしゃ

る方です。靴のマルシン、餃子の王将、うまいも

の専門の㈱カワベ、ファーストフーズの㈱ファー

マーズなどまとめてマルシングループという企業

のオーナー社長さんで、現在60代くらいですが

80歳までに100業種の事業をおこし、1000店舗

の店を持つというロマンをもたれた方です。この

方は３歳で小児麻痺になり、小学生の時からいじ

めにあい、貧しかったので親戚をたらいまわしに

されました。中学のときはお弁当を持って行けな

いので、水道水をジュースの水道水としてお腹を

満たしていたそうです。中学を卒業すると、靴職

人の所へ年季奉公し朝から深夜まで働き、一人前
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お食い初め

　皆さん、今日元気で生活出来る命の源は食にあ

ります。三度三度の食事に感謝して「いただきま

す」と大きい声で言いましょう。生後100日目に

「お食い初め」式を行います。祝いの膳に鯛の頭

付き、赤飯等の料理を膳に並べ「一生食べ物に困

りませんように」「丈夫な歯が生え健康で長生き

出来ますように」を願いを込めて、食べさせる真

似をします。これから離乳食が始まる目安になり

ます。

　６月11日、孫も1
モモカ

00日です。好き嫌いなく感謝

する気持いっぱいで大きい成長を願っています。

会員コラム 梅津ヤヨイ


