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◆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  「オーケストラで綴る

日本の愛唱歌」より

カチューシャ

バイカル湖のほとり

ともしび       他

会長の時間 会長 平野 英壽

 いよいよ私の年度もあと残り３週の例会を残す

のみとなりました。

 今夜は又、別府４Ｒ.Cの新旧会長・幹事会が行

われます。次年度の新会長、幹事さんにバトンタッ

チが出来ると思うと、長いような短いような１年

だった気が致します。

 ある古参のロータリアンがおっしゃっていまし

た。

 ロータリーはどんなに素晴らしい人がやって

も、そうでないそれなりの人がやっても任期は１

年だから、その１年の任期はその人なりに一生懸

命やって頂きたい、と言う事でした。

 確かに会長、幹事を始めとし、各委員長も毎年

変わっていきます。まぁ我クラブのように小さな

クラブは例外もありますが、それぞれに各会員が

いろんな委員会を経験して頂いています。よって、

その年度、年度に自分が任された役務に真剣に取

り組み、毎年のクラブの盛り上がり･成果がいか

がだったか、その結果が問われる時期ではないで

しょうか。我クラブは私を始め、幹事、各委員会、

いかがだったでしょうか？

 私は大変反省をしております。まぁいろいろと

反省点はありますが、まず１番の反省点は時節が
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ら、会員が減少した事であります。私の年度スター

ト時点では24名の会員でありましたが、今現在

21人になってしまいました。又、1人退会したい

との旨の相談を受けていますが、何とか説得して、

残って頂きたいと思います。今はまだ何とか21

名を保っています。

 先日杉谷ガバナーより「会員維持のお願い」と

言うＦＡＸが届きました。特に6月末（年度末）

に退会者が出やすいので、会長の熱い気持ちを

しっかりと伝えて、退会防止に頑張って下さい、

との事でした。

 私もそれなりに会員増強に努めて来たつもりで

はありますが、私年度で3人も減少すると言うの

は大変情けなく、反省するばかりであります。

幹事報告 幹事 亀井  孝

－ロータリー親睦活動月間－

１．本日の卓話

「私のＢＥＰＰＵ地球村構想」 髙宮勝美会員

２．第12回定例理事・役員会報告

（平成21年６月２日（火）13：40～

於：トキハ別府店例会場 ９名）

報告事項

○2009-2010年度 委員会構成（案）の件。

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）高田由子元会員会費（４～６月分）の件。

  （H21.３.31付退会）＊承認

３）溝部 仁会員 出席免除の件。＊承認

４）６月・７月例会予定の確認。

 ６月２日 「私がやる気になってやったこと

－（その１）」村津忠久会員

 ９日 「私のＢＥＰＰＵ地球村構想」

  髙宮勝美会員

 16日 「第４回（新・旧）クラブ協議会」

 23日 「会員卓話」赤嶺リサ会員

 30日 「会長・幹事慰労会」

  18：30～於：ホテル山水館

 新年度７月７日 「就任挨拶」

  会長、副会長、幹事、会計、ＳＡＡ

 14日 「    」 

 21日 「    」  次年度プログラム

 28日 「    」  委員会にて調整中

３．お祝い

結婚記念日  津末美代子さん（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

別府東ＲＣ ６月11日（木）の例会は、新入会

員歓迎会他の為 ６月14日（日）

18：30～ホテルサンバリーアネッ

クスに日時・場所変更

別府ＲＣ ６月12日（金）の例会は、第５回

クラブ協議会の為 同日18：30～

ホテルニューツルタに時間変更

杵築ＲＣ ６月18日（木）の例会は、会長・

幹事慰労会の為 同日18：30～

パストラル三河苑に時間変更

５．次週の予定

「第４回（新・旧）クラブ協議会」

「会員コラム」 村津忠久会員

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

③八代ＲＣ創立50周年記念誌

７．本日の配布

①週報No.959

②ガバナー月信No.12
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スマイルボックス 委員長 後藤  隆

○平野会長

 私のオーラはどこへいったのでしょう？

 椛田先生、今度ピザを食べに行きましょう。

 髙宮会員、卓話よろしく。

○鳴海会員

 ホームページを開設して８年になりますが

（ロータリー探究376回、クリニック・レポー

ト169回）、これが御縁で次に述べる３つの嬉

しいことが起こりました。

１．大の「ロタキチ」本田博己（ほんだ・ひろ

き）さんにお会いできたこと。彼は前橋ＲＣ

の方で群馬ヤクルトの会長、2840地区の研

修委員として活躍されている方ですが、『ロー

タリー探究』が御縁で、去る６月５日の午後、

短い時間でしたが、お会いしてロータリーに

関する問題で話がはずみ、さすがの私も圧倒

されました。嬉しい限りでした。

２．また、『クリニック・レポート』をみてい

ただいて色々反響がありますが、とくに薬品

会社の注目するところとなり、社内研修に招

かれることが多くなりました。ごく最近の６

月４日の研修を含めて９社で14回目になり

ますが、ある会社でのロータリーの職業奉仕

に関する話は特に感動を呼んだようで、研修

後代表の方がわざわざお礼にみえ、誠意あふ

れる感想文をいただき、その後何か月か経っ

て、会社における県毎のエリアの成績が、全

国で下位だったのが３位にまで上昇したとい

う嬉しいレポートをいただき、感動の極みで

した。

３．また、ごく最近、『クリニック・レポート』

が御縁で、ＣＴＢテレビの取材が毎月１回行

われていますが、どうなりますことやら、こ

れもまた楽しみです。

 以上をまとめて、大いにスマイルしたいと思

います。

○亀井会員

 スマイル委員長にスマイル。

○近藤会員

 先週スマイルボックス委員長が予算までもう

一歩と言っていたので頑張れスマイルを一口！

○髙宮会員

 今日は卓話をさせて頂きますが、昼寝の時間

に利用して下さい。

 私の夢を語ります。

○赤嶺会員

 昨日、とても嬉しいニュースが日本中に流れ

ました。全盲のピアニスト辻井さん、何事にも

あきらめない心とやれば何でも出来るという勇

気をもらい、とても感動しました。

○津末会員

 結婚記念のお祝い有難うございます。もう

40年です。私が空気と言うと主人は酸素と言

います。今は同居人です。

○村津会員

 先週末、土、日、は徳島県鳴門市での「全日

本第九」でした。一年一度の「第九のお祭り」

です。

 北海道から鹿児島まで、久し振りの「第九の

仲間」との楽しい再会が出来ました。

 また来年も、元気に参加出来る事を祈ってス

マイル。

○森園会員

 一昨日の日曜日、近藤副会長、後藤会員、森

会員とゴルフを楽しんできました。特に後藤

会員とのレベルの高い争いがとても楽しめまし

た。

 本日は仕事の都合上、先に失礼します。すみ

ません。

○椛田会員

 今日はビジターフィーを払います。

○梅津会員

 時間に遅刻してすみません。ぼーっとして時

計を見間違ってしまいました。

○森会員

 特になし！

○木村会員

 ？何もない事に感謝。

○後藤会員

 スマイルボックスへのご協力に感謝してスマ

イル！
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勉学に励んでおり、別府市へ海外留学をした後、

母国に戻りエリートの道を進む学生達が多いと聞

いています。

 先般も私共の別府中央ロータリークラブの米山

奨学生であったベトナムのフィン・フォン・ミン

さんが、その後母国に戻り、再度イギリスのケン

ブリッジ大学で金融学を学んで、母国で金融に携

わりたいと手紙に記していました。

 このように将来有望な若者に、もっと夫々の

母国を日本人へ、又別府に観光に来ている世界の

人々へ、そして留学生間で各国を理解出来る場を

「BEPPU地球村」として別府市内に造り、それが

別府観光に寄与出来ればと思い、BEPPU地球村

構想を考えました。夢の中では多くの観光客で賑

わう町が出来ていましたが、現実はどうでしょう

か？

卓  話 髙宮 勝美

『私のBEPPU地球村構想』

 2000年に別府市に立

命館アジア太平洋大学

が開校し、約９年。今で

は留学生の数に於いて

早稲田大学を追い越し、

日本で最大となりまし

た。又、人口比では東京

都に次ぐ外国人の多さ

です。ちなみに別府市の

18歳～23歳迄の人口より立命館や別府大学、溝

部学園で学ぶ学生の方が多いと聞いており、その

数約4,000名。毎年1,000名の入学そして巣立ち

を繰り返しています。

 世界の約90カ国の若者が母国の文化、芸能、

民族衣装等を携えて、４年～５年間（大学院等）

 先日、定期検診で「『ガン』の疑いがある」と

言われ、再び精密検査を受けたところ「確かに一

ヶ所、疑わしい所がある」とのこと。

 とうとう覚悟を決めなければならない時が来た

か。学生時代、ヒッピーに憧れていた頃、一ヶ月

の海外放浪の旅に出たものの、結局は実家に帰っ

てしまった（ヒッピーになれなかった僕だが…）。

彼らがバイブルとして手に携えていた本に『チ

ベット死者の書』がある。それを思い出し、再び

取り出して読んでみた。

“死は、タブーでもなく、忌み嫌うものでもない”

ふむふむ。

“死は、すべての終わりでない”

“いかに死ぬかを考えることは、いかに生きるか

を考えることである”

等々…。

 いかに死すべきか。いかに死を前にして心の平

静を保つか。など心の持ち方を綴っている。本を

読み終え、家族を集めて言った。

「お父さんは余命幾何もない。覚悟は決めた。残

りの人生、放浪の旅に出たいがどうだろうか？」

家族全員、泣きながら賛成した。

 それから、数日後、再検査の結果が出た。「90

％以上シロ。大丈夫でしょう」え～っ！

 また、早く起き、再び慌ただしくいつもの一日

が始まった。

 次回は、村津忠久会員です。

会員コラム 椛田 健治

新装成った

TFC本社ビル


