
2008 ～ 2009 年度

   ＲＩテーマ    

国際ロータリー会長 李 東 建 （国籍・韓国）

2720 地区

別府中央ロータリークラブ

例会日 火曜日 12 時 30 分
ところ トキハ別府店 ７Ｆぼたんの間
    TEL  ２３－１１１１
事務所 別府市西野口町 1 番 1 号 青山通りビル 3F
    〒 874-0931 TEL（0977）23-9000
           FAX（0977）23-9019
    http://www.beppu4rc.jp/chuo/
    E-mail:info@beppu4rc.jp

役員 会 長 平野英壽
   副会長 近藤賢司
   幹 事 亀井 孝
   会 計 河村貴雄

第    回 例 会 会報委員長 森  宗明

ＳＡＡ 森 宗明
直前会長 森 宗明

Make Dreams Real
夢をかたちに

平野英壽
近藤賢司
大島由美子
村津忠久

赤嶺リサ
髙宮勝美
鳴海淳郎

理事
 〃
 〃
 〃

理事
 〃
 〃

http://www.beppu4rc.jp/chuo/

◆点  鐘  12：30

◆体  操  自律神経強化体操

◆Ｒ  Ｓ  それでこそロータリー

◆唱  歌  茶摘

◆Ｂ. Ｇ. Ｍ  「宗次郎こころのうた」より

山の煙

坊がつる讃歌

心の窓に灯を  他

会長の時間 会長 平野 英壽

 先週の土曜・日曜は、東ロータリークラブ30

周年、杵築ロータリークラブ40周年と、登録及

び参加して頂いた皆さん、大変お疲れ様でした。

私は最後の杵築Ｒ.Ｃの40周年式典には出席出来

ませんでしたが、出席された方々に感謝致します。

 さて、いよいよ5月の例会も今週で終わりです

が、先日東Ｒ.Ｃの式典で杉谷ガバナーとお話を

させて頂いた時、ガバナーは、今期は式典が多く、

あちこちで式典があって大変だと、嬉しい嘆きだ

とおっしゃっていました。

 私も、今期我クラブの20周年を始めとし、宇

佐八幡Ｒ.Ｃ、中津平成Ｒ.Ｃ、別府東Ｒ.Ｃ、登録

の杵築Ｒ.Ｃ、と5クラブの式典に参加・登録をさ

せて貰いましたが、ガバナーはこの何倍も出席さ

れているでしょうから、そのバイタリティある姿

には頭が下がります。

 しかも、2年もガバナーを続けて頂いておりま

す。ガバナー曰く「しかし、あと約１ヶ月ですね。

もうちょっとです。お互い頑張りましょう。勇気

づけて頂きました。」とのお言葉を頂きました。

 私が思うに、この２年間、杉谷ガバナーのおか

げで、やっと2720地区が正常になったような気

がします。皆さんもご存じでしょうが、思えばい

◆出席報告       委員長 中島　澄人
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ろんな事がありました。ロータリアンにあるまじ

き中傷や非難、怪文書が飛び交っていた頃が嘘の

ような気がします。今、杉谷ガバナーの存在感と

言いますか、カリスマ性が、ハッキリと見えたよ

うな気がしました。

 私の会長も後１ヶ月余りです。何も出来ず、悔

やむ事も多いのですが、元気だけが取り柄ですの

で、まぁ何とか乗り切れそうではありますが、私

への思いとか、またクラブへのいろんな思いなど、

私の年度でしておかなければと言うご意見などご

ざいましたら、お教え願えればと思います。

幹事報告 幹事 亀井  孝

１．本日の卓話

「真のロータリアンとして生きるには」

鳴海淳郎会員

２． ５月23日（土）16：00～杉乃井ホテルに於

いて「別府東ロータリークラブ創立30周年

記念式典」が開催されました。

出席者：平野英壽、鳴海淳郎、村津忠久、梅

津ヤヨイ、木村きぬゑ、津末美代子、

近藤賢司、赤嶺リサ、髙宮勝美、亀

井 孝 各会員

３． ５月24日（日）９：30～パストラル三河苑に

於いて「杵築ロータリークラブ創立40周年

記念式典」が開催されました。

出席者：村津忠久、森 宗明、赤嶺リサ、衛

藤秀子 亀井 孝 各会員

４．お祝い

配偶者誕生日  平野和子さん（５月27日）

        森園美香さん（６月１日）

※記念品をお渡し致します。

５．例会変更のお知らせ

別府北ＲＣ ５月27日（水）の例会は、別府

北ＲＡＣとの合同例会の為 同日

19：00～居酒屋よしつねに時間

・場所変更

大分城西ＲＣ ６月３日（水）の例会は、早朝例

会の為 同日６：30～万寿寺に

時間・場所変更

杵築ＲＣ ６月４日（木）の例会は、くに

さきＲＣとの合同例会の為 ５月

31日（日）に日時・場所変更

６．次週の予定

会員卓話：「私がやる気になってやったこと

－（その１）」 村津忠久会員

「会員コラム」河村貴雄会員

７．本日の回覧

①「第59回「社会を明るくする運動」

 標語パネル」購入希望

②「第４回（新・旧）クラブ協議会」

 出・欠席

③「会長・幹事慰労会」出・欠席

④くにさきＲＣ 週報

８．本日の配布

①週報No.957

②ロータリー探究

 「ロータリーにおける奉仕理念の変遷」

鳴海淳郎Ｒ情報委員長より

スマイルボックス 委員長 後藤  隆

○平野会長

 妻の誕生日のお祝いありがとうございます。

忘れずにすみました。何をプレゼントしようか

迷います。

 又、先日日曜日、杵築ＲＣへ出席された方々、

お疲れ様でした。

○村津会員

 一昨日の日曜日、杵築ＲＣの40周年記念式

典では、40年ぶりに会った旧知の方との出会

いや、３月29日のわがクラブの記念演奏会を

鑑賞された多くの方々の熱の入った讃
ホメコトバ

辞を頂く

など、意義ある出席でした。

 往復の送り迎えでお世話になった亀井幹事に

感謝してスマイル。

○森会員

 なんとなく厄払いに２口！転ばぬ先の杖です。

○亀井会員

 先週、土、日曜日と記念式典等、ご参加おつ

かれ様でした。

○赤嶺会員

 先日の東ロータリー、杵築ロータリーご出席

の皆様、ご苦労様でした。奉仕の話、弁護士の
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先生のお話など、とてもいいお話を聞かせて頂

きました事に感謝してスマイル。

 本日は又、鳴海先生のお話を楽しみにしてい

ます。

○森園会員

 ５月23日（土）別府東ロータリークラブ30

周年記念に参加するとしてたのに、すっかり忘

れていました。幸いなことにその日は娘の運動

会でしたので、娘には怒られずにすみました。

お詫びしてスマイル。

卓  話 鳴海 淳郎

真のロータリアンとして生きるには

 依然として企業の

不祥事が後を絶たず、

この中にはロータリ

アンの名前も挙げら

れるようになり、実

にショッキングな事

態になりました。

 ごく最近も、いわ

ゆる「漢検事件」が

新聞紙上をにぎわしていますが、その代表人物が

実はロータリーの地区ガバナー経験者で、RI会

長代理をされたこともあり、しかもロータリー財

団への寄付累計が25万ドルを超え、大口寄付者

を顕彰するアーチ・クランフ・ソサエティーのメ

ンバーとしてロータリー本部のギャラリー写真が

飾られたほか、数々の業績でたびたび受賞される

ほどの人物で、全く信じられないことが起こって

います。誠に残念なことです。

 このようなことから、わたしは一人のロータリ

アンとしてとしてロータリーを実践するには如何

にすればいいか、更に真のロータリアンとして生

きるにはどうすればいいか、考える自信がなくな

りましたが、一応わたしなりの考え方を述べてみ

たいと思います。

会員に対するロータリー・インフォメーションの反省

 ロータリーは、世界中の事業および専門職業の

リーダーが集まる国際的組織です。人道的な奉仕

活動を行いながら、あらゆる職業における高い道

徳的水準を奨励しています。

 これがロータリーに関する一般的な説明です

が、国際ロータリーの最近の資料をみているうち

に、「ロータリーは地域社会で活躍するボランティ

アの世界的ネットワーク」という言葉を見出して

びっくりしているところです。・・・「ロータリー

とは：419-JA-(108) www.rotary.org 」

このようなところから間違いが起こるのではない

でしょうか。

 もっとロータリーの根本を解かねばなりませ

ん。この点、最近のロータリー・クラブの例会の

あり方をみてもおわかりのように、最近は厳しさ

に欠けており、例会は形骸化し、ロータリアンと

してのメリットが失われつつあり、ロータリー雑

誌を見ても、ボランティア団体に移行してしまう

のではないかという懸念に駆られます。

 今、すべてのロータリアンにとって最も大切

なことは、ロータリーの理念を再認識してロータ

リーの真髄にふれ、ロータリーを早く自分のもの

にしておくことです。ロータリーでは一人一人が

大切です。

 このことについて、わたしの経験をもとに述べ

てみたいと思います

わたしのすすめてきたロータリーの実践方法

 わたしは、これまでロータリーを次のように考

えて実践してきました。

ロータリーの奉仕とは

“Thoughtfulness of and helpfulness to 

others” 

「他人のことを思い、他人のために尽くす」･･･ 思

いやりの心

思いやりの心を人間のみならず、まわりの環境にも

その究極の目的は

“He Profits Most Who Serves Best” 

「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」

最もよく奉仕するには 

“Nothing but the best” 

Nothing but the best の奉仕を考える

 製造業の場合：これ以上良いものはつくれない

 サービス業の場合：これ以上の良いサービスは

出来ない

 医師の場合：患者さんのために現時点で最善の

医療を施す
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・職業宣言 ･･･ 1989年の採択 

 以上のことを考えてロータリーを実践していれば、その企業は絶対に社会的信用がえられ、不祥事を起

こすなど考えられないと思う次第であります。

 しかし、これだけではうまく行かないと思われ

ますので、次のことを補足して考える必要性を痛

切に感じます。

道徳的水準の評価に用いる２つのツール

（いわばチェック機能）

・四つのテスト ･･･ 職業奉仕の理想の公式要素

（1943年に決議）

そのためには

"To dream a new dream "

常に新しい夢を 夢みて

どうすれば他人のためになるか、まわりの環境に

役立つか、

常に新しい視点より考え、これを実行に移す。

 最後の2つの言葉は、ロータリーの心を自分の

職業に生かすために心がけているわたしの好きな

言葉ですが、以上述べましたロータリー哲学を早

く自分のものとし、これを先ず自分の職業に生か

し、地域のために何か良いこと、新しいことが出

来ないか、常に新しい夢をえがきながら毎日の仕

事にベストを尽くすことが大切です。

その結果として世間の信用が得られ、これがいわ

ゆるProfits（利得）につながり、ひいては地域

の活性化に役立つのではないかと思う次第です。

「名 前」

 名は体をあらわすといわれるが、本名というも

の、自分が好きでつけたわけではない。気がつい

たらこんな姓名だった。ピカソは本名をパブロ・

ディエゴ・ホセ・フランチスコ・ド・ポール・ジャン

・ネボムチエーノ・クリスバン・クリスピアノ・ド・

ランチシュ・トリニダット・ルイス・イ・ピカソと

いう。長すぎて覚えられない。落語の「じゅげむ」

みたいだ。親の顔がみてみたい。幼い頃、後藤と

いう名前が嫌いだった。今でも嫌いだけど……。

画数が多すぎて手が疲れるから。田中とか山川、

石田なんていう名前だったらと親を恨んだ。ど

うせなら北條影虎なんて名前だったらよかった

のに。だって強そうでいいでしょ。友は私をなん

と呼ぶだろうか？かげちゃん？とらちゃん？ 寺

塔院啓介なんてのもいいかもな、探偵っぽくって

（笑）。名前負けしてるって言われるよね。でもまぁ

私のしょぼい人生を考えれば、今の名前で良しと

しないとね。なんでも分相応が一番ってことかな。

つまらないこと考えてないで仕事しよっと。おし

まい。

 次回は、河村貴雄会員です。

会員コラム 後藤  隆


