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

2009 〜 2010 年度
   ＲＩテーマ　　　　

国際ロータリー会長　ジョン・ケニー （国籍・スコットランド）

The Future of Rotary Is in Your Hands
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◆出席報告　　　　　　　委員長　梅津ヤヨイ
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◆点　　鐘　　12：30
◆体　　操　　自律神経強化体操
◆Ｒ　　Ｓ　　我等の生業
◆唱　　歌　　我は海の子
◆Ｂ. Ｇ. Ｍ　　「宗次郎こころの歌」より

坊がつる讃歌
心の窓に灯を
遠くへ行きたい　　他

◆ビジター　　瑞木一博（別府東ＲＣ）

会長の時間 会長　近藤　賢司

「ロータリーの未来は　あなたの手の中に」
　英国スコットランド出身のジョン・ケニー会長
のメッセージです。歴代の会長のすばらしいメッ
セージの中でも、私は今までで一番すばらしい
メッセージだと思います。そして、今月のロー
タリーの友には、このように書かれていました。

『私達のクラブが居心地よく例会がうまく運営さ
れていれば、もし、奉仕活動が入念に計画され役
に立っていれば、もし、会員たちの質が高く誠実
で、それぞれの職業や地域社会で尊敬を集めてい
れば、ロータリーは存続するでしょう。これが、
私が「ロータリーの未来はあなたの手の中に（The 
Future of Rotary is in Your Hands）」と言って
いる理由です。』
　これを、私達のクラブにあてはめれば、小さく
ても別府中央ＲＣが良いクラブで、私達一人一人
がしっかりとクラブを支えていけばいいんだ、と
いう意味に解釈しています。それと、次の言葉に
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少し驚きました。『ロータリーがもつ104年の歴史の
中で、初めてスコットランド出身のＲＩ会長とし
て選出され、世界中のロータリアンたちのために
奉仕する栄誉を与えられたのは、とても名誉なこ
とです。なぜならばスコットランドは、ＲＩ、す
なわちＲＩ理事会やＲＩ会長、世界本部や国際大
会といったものとは無縁の存在だったからです。』
　世界中200ヶ国、100万人以上の会員を擁する
ロータリークラブは、1010地区～ 9980地区に分
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けられていますが、1010地区はスコットランドな
のです。要するに、一番重要視されたクラブがス
コットランド地区だと思っていました。ちなみ
に、日本は2500地区～ 2790地区で、別府中央Ｒ
Ｃは2720地区に所属しています。発生地のシカゴ
は6450地区、お隣韓国のソウルは3600地区、そし
て最後はニュージーランドの9980地区です。他に
は、ニューヨーク（米国）7230地区、ロンドン（英国）
1130地区、パリ（フランス）1660地区、リオデジャ
ネイロ（ブラジル）4570地区、メルボルン（オー
ストラリア）9800地区、ナイジェリア（アフリカ）
9130地区、ニューデリー（インド）3010地区です。
　本日は「ロータリー情報」を交えてお話しました。

幹 事 報 告 幹事　髙宮　勝美

１．本日の卓話
「就任挨拶」　四大奉仕以外の各委員長

２．お祝い
結婚記念日　　中島澄人会員（７月21日）

※ご自宅にお花が届きます。
３．例会変更のお知らせ

大分東ＲＣ ７月２３日（木）の例会は、夜の
例会の為　同日18：30～丸福に時
間・場所変更

大分1985ＲＣ ７月27日（月）の例会は、親睦夜の
例会、家族の会の為　同日18：30～
にしおかに時間・場所変更

湯布院ＲＣ　７月29日（水）の例会は、夜の親睦
例会の為　７月25日（土）18：30～
由布両築に日時・場所変更

大分城西ＲＣ　７月29日（水）の例会は、新年度親
睦夜の例会の為　同日18：30～壽
楽庵に時間・場所変更

４．次週の予定
「夕涼み例会」　

時間・場所を変更し、18：30～春香苑に於
いて開催いたします。

「会員コラム」
亀井　孝会員（原稿をお願いします。）

５．本日の回覧
①「もみじ谷整美作業」出・欠席
②「夕涼み例会」出・欠席
③「別府中央ＲＣ　第１回家庭集会What is 

Rotary ！」出・欠席
④中津・竹田ＲＣ　週報

６．本日の配布
①週報No.964.965
②ロータリー探究「家族集会を振り返る」

鳴海淳郎Ｒ情報委員長

社会奉仕委員会報告 社会奉仕委員長　村津　忠久
　７月26日（日）、「もみじ谷奉仕作業」ですが、
天気予報は曇です。
　この時期ですので、当日の朝７時頃、奉仕作業
の実行か、中止かを判断し決定致します。
　７時前後に、参加御予定の会員全員に、電話連
絡を致しますので、なるべく留守電にしないで下
さい。お願いします。

スマイルボックス 委員長　中尾　　誠

○近藤会長
　会長になって３週目になります。少しずつ慣
れてきましたが、まだまだうまく進行できない
ことがあります。皆さんご協力バックアップよ
ろしくお願い致します。

○村津会員
　一昨日、19日日曜日、全市一斉の海岸ゴミ拾
い奉仕作業がありました。私もコーラス仲間33
人と共に参加、一時間程、快い汗をかきました。
　お天気に感謝してスマイル。
　ロータリーコールの仲間、東クラブの瑞木さ
んがお見えです。彼は先月、イギリスのバーミ
ンガムで開催された「国際ロータリークラブ世
界大会」に出席されました。御苦労様でした。

○森会員
　「草食系男子」と言う言葉をテレビで聞きまし
た。私はベジタリアンの事かと思いましたが、さ
にあらず。要するに “男らしくない男” の様です。
ここに居られる男性は皆 “肉食系男子” だと信じ
てスマイルします。あ～日本の将来は大丈夫か？

○後藤会員
　福岡の国立博物館で阿修羅展を見て来まし
た。興福寺と共に1300年だそうです。私の60年
足らずの人生なんてゴミみたいなものです。な
んだか悩むのがアホらしくなりました。良かっ
たのか、悪かったのか？。

○平野会員
　あっ、スマイルするのを忘れてた。

○大野会員
　別府東の瑞木さん、ようこそいらっしゃいま
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した。
　昨日は自治会で里道の草切りがありハチの巣
があってハチから追いかけられたりで悪戦苦闘
でした。
　草刈り機のエンジンを止めると今度はカミナリが
大きな音で鳴っていまして！奉仕なんだから落ちな
いでよ、と祈りつつバタバタ終了して帰りました。
　皆さんもカミナリと竜巻には注意してくださ
いね。

○森園会員
　先週はお休みしてすみませんでした。

○中尾会員
　コラムにも書きましたが、明日は日食です。
日食を追いかけて旅行に毎年行く人がいるくら
い魅力があるのでしょう。是非見てみて下さい。

就任挨拶 会員増強委員長　平野　英壽

　　今期２つの委員長をさせて頂く
ことになりました。大変嬉しく
思っています。私が元気で別府中
央に在籍させて頂いている証だと
自負しています。＾－＾；

　辛いですね。会員も20名までに減りました。
チャーターメンバーより少なくなりました。時代
世相の変化もあるでしょうが、我中央の魅力、Ｐ
Ｒの足りなさもあるのではないかと思います。会
員の皆さん、一人ひとりがもと自信を持ってＰＲ
に努めたら、もっと会員が増えてくれるのではな
いか、と思います。
　今期は毎日毎日が会員増強と言う思いで取り組
んで頂けたらと思います。

就任挨拶 ロータリー財団委員長　平野　英壽

　又、ロータリー財団の方は、前期、高宮前委員
長が素晴らしい実績を残して頂いておりますの
で、私も負けじと頑張って行きます。不景気の折、
大変ではございますが、ご協力の程、よろしくお
願いいたします。
　皆さんには１月1,000円のつもり積立で、又全員
で100ドル寄付の達成をしていきたいと思います。
　また、前期村津会員から４回目のマルチプル・ポー
ル・ハリスフェローもして頂いています。どうか１人
でもそういう方がいらっしゃる事を期待しています。

就任挨拶 出席委員長　梅津ヤヨイ

　　例会出席はクラブ会員１人１人
の義務である。楽しい例会の雰囲
気作りによりホームクラブの出席
率の向上に努力したいものです。
　今年度より同じ会員が３回続け

て出席できない時は、委員長の私が電話をかけ、
会員の欠席の様子を調べます。それでも出席がな
い時は会長に連絡をとってもらい欠席会員の状況
を把握して出席率を良くするようにする。又、地
区大会やロータリーのイベント等の事業に積極的
に参加していただき出席率アップに努力するよう
にお願いします。今年度出席に皆さん頑張りま
しょう。

就任挨拶 親睦委員長　後藤　　隆

　　今期の近藤会長の方針に従い、
活発な活動を計画しています。恒
例の活動以外に、家庭集会、親睦
ゴルフコンペ、ソフトボール合宿、
ボーリング大会等、企画しており
ますので、是非ご出席下さい。

就任挨拶 健康増進委員長　村津　忠久

　　私の歴年は80才。戦前、戦中、
戦後を体験している波瀾万丈の80
年です。身体の健康面でも激動の
80年で、御覧の様に体は曲がって
しまいました。

　海軍士官の卵として合格したくらいですから、
元々は健康優良児だったのですが、戦後の出鱈目
な食生活や、無茶苦茶以上に苛酷と言っていい程
の仕事を進んで引き受けたお陰で、心臓、肝臓、
腎臓がぼろぼろになりました。26才の時です。
　それからの人生は、先ず健康回復が第一と心掛
け、真剣になって取り組み、工夫努力を致しまし
て、今、２ヶ月に一度の血液検査を続けておりま
すが、内臓はオール100点に近いと言われます。
　ここに至るまでのノウハウを生かして「健康増
進委員会」のお役を果たしたいと考えております。
　個人的にも、何時でも御相談下さい。
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就任挨拶 ロータリーソング委員長　村津　忠久

　毎月、第２週目の例会開会直後に斉唱致してお
ります「別府中央ＲＣの歌」は、鳴海先生の作詞、
私の作曲ですが、20年間毎月みんなで歌い続けた
お陰で、耳慣れた曲となりました。自画自讃です
が、今や名曲になったと思っております。
　これからも、胸を張って誇り高く歌っていただ
きたいと思います。
　毎週、例会開会時にＲ．ソングの後に歌ってい
る童謡・唱歌ですが、御希望の曲があれば、私に
御提案下さい。翌年度の委員長に引き継ぎたいと
思います。

就任挨拶 スマイルボックス委員長　中尾　　誠

　　会員の皆さんの自慢話、うれし
い話、感動した話、おかしな話、
ほほえましい話等の話を自主申告
で、できるだけ楽しく報告します。

就任挨拶 プログラム委員長　森園　伸也

　　近藤会長に「プログラムは読め
ばいいから！」と言われてなりま
したが、読む読むことの難しさを
実感しております。１年間で少し
でもうまく読めるように頑張って
参ります。

就任挨拶 Ｒ情報委員長　鳴海　淳郎

　　今年度またロータリー情報委員
長を務めることになりました。
　当クラブのように、毎例会ロー
タリー情報を提供しているという
ことは、他のクラブにはみられな

い大きな特徴と思いますが、一般によく行われて
いる「３分間情報」の提供とは異なり、わたしは
できるだけ皆さんにロータリーの心を伝えたいと
努力しております。
　わたしのホームページ、「ロータリー探究」を
はじめて９年になりますが、本日皆さんにお配り
しました “家庭集会を振り返る” で361回の更新
になります。
　しかし、本当にこれが皆さんのお役に立ってい
るのでしょうか、実のところ心配です。
　ところが最近、たまたま「家庭集会」を復活し
たいと親睦委員長からの提案は誠に時宜を得たも
ので、うれしく思いました。
　また、毎年改定している「ロータリークラブ入
会のしおり」は、実は1981～ 82年度、わたしが
別府ＲＣロータリー情報委員長の時に初めて作成
したものですが、これが受け継がれて今日に及ん
でいます。これも他のクラブにはみられない特徴
と思われます。
　そこで、このような伝統を更に受け継いで皆さん
のためにお役に立ちたいと思う気持ちで一杯です。

就任挨拶 広報・雑誌・会報委員長　森　　宗明

　・正確な記録を心がける
・行事があれば、報道に通知し、取

材をお願いする。
・原稿をその週の金曜日中（厳守）

に提出するように会員にお願い
する。

・雑誌（ロータリアン）への投稿を会員に呼びか
ける。

・月間に限らず、読んで欲しい記事があれば会員
に紹介する。

会員コラム 森園　伸也
「疑問に思う光景」

　ここのところ、車を運転しながら見かける光景で疑問
に思うことがある。それは、学校の周りで喫煙している
大人をよく見かけること。初めの頃は気にとめていな
かったが、その大人の人たちが学校の先生だとわかると、
そういえば学校や病院の周りで、こういう人たちをよく
見かけるなと気になりだし、なんで？と考えたら、敷地
内禁煙をしている施設だと納得した。私はタバコを吸わ
ないので敷地内禁煙することに何も問題はないと思っ

ていたが、敷地内禁煙を実施することで、こんな見苦し
い姿になるのかと今は思う。学校で教育上ののか健康増
進法のためなのかわからないが、成人がタバコを吸うこ
とが合法である以上、敷地内では喫煙しなければフェン
スやけべを越えた周辺の道端では吸って良いルールは、
自分のところだけ良ければ良い感じがして疑問に思い、
考えさせられる光景であった。
 次回は、亀井孝会員です。


