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◆点  鐘  12：30

◆Ｒ  Ｓ  我等の生業

◆唱  歌  どこかで春が

◆ビジター  野田昭太朗（別府東ＲＣ）

樽谷 壽生（ 〃 ＲＣ）

会長の時間 会長 平野 英壽

 先日の日曜日に、もみじ谷20周年植樹祭に参

加して頂きました方々、大変お疲れ様でした。特

に今回は事務局の今村主任や森会員の奥さん、

ロータリーコールの奥さん方と、女性の参加が多

かった事を嬉しく思います。事務局の今村主任は、

もみじ谷がどんな所か、どんな物なのか見たこと

がないという事で参加頂きました。お天気のせい

もあって立派な苗木を皆さんでしっかりと植えて

まいりました。

 私はあの谷間に植えられた壮大なもみじの木々

を見渡した時、あぁもう20年か、もうこんなに

大きくなったんだなぁとか、この木は倒れかかっ

ていたのによく頑張って生きているなぁ、この

木はここまで大きくなったのに枯れてしまった

なぁ、と感じていました。いろいろな思いで過ご

した半日でしたが、特に痛感した事が、村津会員

のもみじ谷に対する熱意と努力です。私の記憶で

は20年間一度も手抜かりなく、毎年きちんと植

樹と手入れをされて来ました。そうして出来た今

のもみじ谷は、努力の賜物ではないでしょうか。

 今月でいよいよ20周年を迎える我クラブです

が、大変失礼な言い方ですが２人の「キチ」で我

クラブは引っ張られているなぁと思います。１人

はロタキチ、もう１人はもみキチ。私共中央ロー

タリークラブにとって、かけがえのない２人の「キ

チ」の存在に感激する、もみじ谷の半日でした。

 さて、今日も20周年式典の準備例会という事

でお願いしたいと思います。先週はビーコンでシ

ミュレーションを致しましたが、残りあと２週間

◆出席報告       委員長 中島　澄人
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余りです。どうか皆さんで力を合わせて頑張って

頂きたいと思います。

 又、余談になりますが、我クラブでお世話をし

ていました米山奨学生フィン・フォン・ミンがＡ

ＰＵの卒業式で名誉博士栄誉賞を受賞し、学部で

の代表挨拶をされたそうです。我クラブも大変立

派な学生をお世話したなぁと自負しております。

幹事報告 幹事 亀井  孝

―識字率向上月間―

１．本日の内容

「創立20周年記念式典準備例会」

２． ３月15日（日）８：30～別府もみじ谷に於いて

「創立20周年記念植樹」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21名、コーラス会員５名、

別府市農林水産課長、の計38名で奉仕を実

施しました。

参加者：平野英壽、近藤賢司、森宗明、森園

伸也、中島澄人、鳴海淳郎、吉弘晃、

大野誠（代理：白石浩一氏）村津忠

久、亀井孝 各会員

平野工務店より寺西氏、合同事務局

より今村徳恵さん

３．別府市近隣７ＲＣ合同親睦ゴルフ大会のご案内

  日 時 平成21年４月29日（水・祝日）

      ８：30集合

      ９：00開始（OUT・IN同時スタート）

 場 所 別府国際ゴルフ倶楽部扇山ゴルフ場

（ 0977-24-2433）

 ホスト 別府北ロータリークラブ

 参加料 ゴルフコンペ3,000円（参加賞、賞品代含む）

     懇親会5,000円

 参加締切 ４月15日（水）

＊表彰式・懇親会はプレー終了後、午後６：00

より春香苑にて行います。

詳細ご希望の方は、幹事または事務局まで

お申し出下さい。

４．「ＲＩ第2720地区 別府東ロータリークラブ

創立30周年記念式典」のご案内

日 時 平成21年５月23日（土）

    登録開始15：00～式典16：00～

      記念講演17：10～17：40

      演題：「プレゼント」

      講師：別府光の園統括施設長 濱田多衛子氏

  祝 宴 18：00

  場 所 杉乃井ホテル本館７Ｆ観海の間

  登録料 会員10,000円ご同伴者8,000円

＊登録ご希望の方は、幹事または事務局まで

お申し出下さい。

５．「ＲＩ第2720地区 杵築ロータリークラブ創

立40周年記念式典」のご案内

日 時 平成21年５月24日（日）

登録開始８：30～

記念式典９：30～10：45

記念講演11：00～12：00

      演題：「人に会い、人に育てられる

～私の弁護士としての40年～」

      講師：徳田靖之法律事務所代表 

徳田靖之氏（大分ＲＣ）

  祝 宴 12：30～14：00

  場 所 パストラル三河苑

  登録料 会員8,000円 ご同伴者6,000円

＊登録ご希望の方は、幹事または事務局まで

お申し出下さい。

６．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。

配偶者誕生日  近藤なな子さん（３月17日）

※記念品をお渡しいたします。

７．例会変更のお知らせ

大分城西ＲＣ ３月25日（水）の例会は、定款

第６条第１節に基づき休会

宇佐ＲＣ ３月26日（木）の例会は、家族親

睦花見例会の為 同日19：00～駅

館川沿い桜並木に時間・場所変更

別府東ＲＣ ３月26日（木）の例会は、創立30周

年記念事業の為 ３月22日（日）

９：00～光の園白菊寮に日時・場

所変更

大分臨海ＲＣ ３月30日（月）の例会は定款第

６条第１節に基づき休会

大分1985ＲＣ ３月30日（月）の例会は定款第

６条第１節に基づき休会

８．次週の予定

「創立20周年記念式典準備例会」

会員コラム：津末美代子会員

＊原稿をお願い致します

９．本日の回覧

①「花見例会」出・欠席

②「別府市近隣７ＲＣ親睦ゴルフ大会」出・欠席
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10．本日の配布

①ロータリー探究：「国際奉仕と、その実践

について」     鳴海淳郎Ｒ情報委員長

②週報No.948，949

スマイルボックス 委員長 後藤  隆

○別府東ＲＣ

 野田会長・樽谷

30周年記念式典実

行委員長より多額

のスマイルをいた

だきました。

○平野会長

 もみじ谷植樹作業に参加された方、大変おつ

かれさまでした。記念植樹のもみじ、立派に育

つことを祈ります。

 又、東別府ＲＣの樽谷実行委員長、野田会長、

いらっしゃいませ。お互い苦労がわかります。

頑張ってください。

○近藤会員

 本日は家内に誕生祝いをいただき、ありがと

うございました。私も家内も60歳になり、先

週還暦を記念して山梨に旅行をしてきました。

私の行いが良いのか、その日は雲一つない快晴

で、河口湖畔から本当に美しい富士山を見るこ

とができました。

○鳴海会員

 一昨日の「もみじ谷」は晴天で快適でした。

村津委員長の話に改めて感動しました。感謝し

てスマイル致します。

○村津会員

 昨日と今日の二日間、「海軍兵学校77期・海

軍経理学校38期九州総会別府大会」を開催致

しております。

 今日は貸切りバスで竹田の広瀬神社に皆さん

を案内致しております。

 事前のメーキャップは一昨日の「もみじ谷奉

仕作業」にさせて頂きました。ホームクラブ例

会欠席をお詫びしてスマイル。

○大野会員

 皆様、３月15日はもみじ谷に出席出来ず、

代理人で申し訳ありませんでした。実家の竹田

は母がいるのですが、お彼岸が来るのに若い人

がいないため、納骨堂の清掃ができませんので、

私が帰り、清掃など準備をして参りました。

 地元の社会奉仕にも頑張って行きたいと思い

ますので、御協力の程よろしくお願いします。

今日17日が彼岸入りで20日が彼岸、23日が彼

岸明けとなります。

○赤嶺会員

 本日は別府東ロータリークラブより野田様、樽

谷会員、ようこそおいで下さいました。別府中央

ＲＣの20周年もどうぞ宜しくお願い致します。

 先日のもみじ谷、大切な20周年記念の植樹

でしたのに、出席できず、大変申し訳ありませ

んでした。お詫びしてスマイル。

○森会員

 週報のフィン・フォン・ミンさんの挨拶を読

んでいて泣けて来ました。

 特に最後の「ロータリークラブのみなさんか

ら、人に優しくすることの大切さを教えていた

だきました。」には参りました。私たちが教える

はずなのに逆に彼女から教えられた気分です。

 梅津さん、改めてご苦労様でした！

○梅津会員

 やっと春らしい天気になり、今日は暖かです

ね。ビジターの別府東ロータリークラブ野田会

長、樽谷様、ようこそいらっしゃいました。別

府中央ロータリークラブ20周年式典、どうぞ

よろしくお願い致します。会員全員でお待ち申

しております。

 木村親睦委員長、体調がすぐれず、私の方に

心配して電話がありました。良くなって頑張り

ますのでよろしくお願いしますとの事です。

○衛藤会員

 別府東ロータリークラブ様、30周年おめで

とうございます。野田会長、樽谷様、ようこそ

お越し下さいました。どうぞごゆっくりなさっ

て下さいませ。

○大島会員

 春らしく陽気な季節になりましたが、景気は

まだまだ冬ですね。頑張らなくちゃ！

 又、本日は別府東ロータリークラブの野田会

長様、樽谷様、ようこそお越し下さいました。

別府中央ロータリークラブの20周年記念よろ

しくお願いいたします。

○河村会員

 昨日で確定申告が終了しました。我が事務所も

やっと春が来ました。これからは別府中央ロータ

リークラブ創立20周年に向かってやるだけです。
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雑 感
 今年初めての「うぐいす」の声を聞き、サクラ
の開花宣言に、いよいよ春です。
 世の中は暗いニュースの多い中で、今日は春の
そよ風の様なお話を一つ。
 私の知り合いの奥さんで、足腰が少し悪い為、
いつも手押し車を使っている60過ぎの方がいま
す。つい４～５日前のことです。その人が「衛藤
さん、私、余程きつそうに車に寄りかかって歩い
ていたらしく、側にいた小学校２～３年生位の男
の子が『おばちゃん大丈夫ですか』と声をかけて
くれてねぇ、とてもうれしかったのよ、私は『う
ん、大丈夫よ、ほんとにありがとうね』と答えた
の。よく大人達は今の子供達は……と言うけど、

こんな可愛い、やさしい子供さんも居るのねぇ。」
と奥さんは話してくださいました。
 私はこのお話を聞いて、このやさしい、思いや
りのある子供さんは、きっと、三世代同居、或い
はスープのさめない距離という温かい、ほのぼの
とした家庭で育っているのだろうと家庭環境が偲
ばれました。
 先日の中川大臣の大失態、大臣の周りには、や
さしい思いやりの心を持った人は居なかったので
しょうか。残念です。
 私にとって、この子供さんのお話は、さわやか
な春風が運んでくれた一服の清涼剤でした。

 次回は、津末美代子会員です。

会員コラム 衛藤 秀子

創立20周年記念植樹 ３月15日（日）８：30～
於：別府もみじ谷


