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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
ロータリーの未来はあなたの手の中に

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　近藤　賢司
　　　副会長　木村きぬゑ
　　　幹　事　髙宮　勝美
　　　会　計　河村　貴雄

第  　 回 例 会 会報委員長　森　　宗明

ＳＡＡ　大野　雅治
直前会長　平野　英壽

近藤　賢司
木村きぬゑ
亀井　　孝
村津　忠久

大野　雅治
鳴海　淳郎
後藤　　隆

理事
　〃
　〃
　〃

理事
　〃
　〃

◆出席報告　　　　　　　　委員長　梅津ヤヨイ
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・メイクアップ
　　事前　河村（別府）
　　事後　河村（別府）
　　欠席　椛田、森園
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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　　冬景色

◆Ｂ. Ｇ. Ｍ　　ラジオ深夜便
「にっぽんの歌こころの歌」より
浜千鳥
この道
赤い花白い花　　他

会長の時間 会長　近藤　賢司

　鳴海先生お帰りなさい。やはり先生がこの席に
いるといないでは大きな違いで、やっと別府中央
ＲＣらしくなってきました。
　来週には溝部先生も出席する予定になっていま
す。
　少しでも出席者が増えると会が明るくなります
ので、皆さん新しい仲間を増やす為に少しづつで
もよいので声をかけましょう。
　ところで、今月はロータリー理解推進月間です。
世界のロータリークラブ会員はとても立派な、ま
た有名な方が多いわけですが、とりわけ世界中で
一番知られているロータリアンはケンタッキーフ
ライドチキンのカーネルサンダース氏だと思いま
すが、彼はロータリークラブとの出会いが自分の

987ＶＯＬ．22 -24
2010 年１月 19 日

人生における最も大きな出来事の一つだと言って
います。
　そして、彼の等身大の像の衿元には必ずロータ
リーバッチがついていることを知っているでしょ
うか。別府の上人にあるケンタッキーフライドチ
キンの店の前にありますので、ぜひ皆さん見に
行って下さい。
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幹 事 報 告 幹事　髙宮　勝美

―ロータリー理解推進月間―

１．本日の卓話
「わたしのロータリー・ライフ」
鳴海淳郎会員

２．第７回定例理事・役員会報告
（平成２２年１月１２日（火）１８：００～

於：割烹旅館 ゆめさき　９名）
報告事項
１）４月より別府商工会議所がトキハ別府店７

・８Ｆに入居の為、例会場（ぼたんの間）
の使用条件等が変わってくると思われま
す。今後、別府商工会議所と具体的に話を
詰めていきます。

審議事項
１）中島澄人会員退会願いの件。（１２月３１日付）

※承認
２）中島澄人会員退会によるＳＡＡ選任の件。

※承認（大野雅治会員）
３）2009-2010年度後期納入金及び立替金徴収

の件。※承認
４）年次総会議事により、第７回定例理事・役

員会に於いて残りの無任所理事２名並びに
ＳＡＡを選出の件。※下記３名で承認

　理事７名　役員５名
１ 理事 無任所理事・会長 木村きぬゑ

２ 〃 クラブ奉仕委員長・副会長 亀井　　孝

３ 〃 職業奉仕委員長 大野　雅治

４ 〃 社会奉仕委員長 村津　忠久

５ 〃 国際奉仕委員長 津末美代子

６ 〃 無任所理事 大島由美子

７ 〃 無任所理事 髙宮　勝美

１ 役員 会　長 木村きぬゑ ＊＊

２ 〃 副会長 亀井　　孝 ＊＊

３ 〃 幹　事 後藤　　隆

４ 〃 会　計 河村　貴雄

５ 〃 ＳＡＡ 近藤　賢司

５）別府市内４ＲＣ合同例会の件。※承認
日　時　　平成２２年２月１７日（水）
　　　　　１７：３０～例会、１９：００～懇親会
場　所　　ホテル白菊
卓　話　　日本銀行大分支店

　支店長　大
おお

政
まさ

浩
ひろ

一
いち

氏
懇親会費　　８，０００円

（個人負担分６，２００円＋例会食事費１，８００円）
ホスト　　別府北ロータリークラブ
＊２月１６日（火）の例会を変更して開催する。

６）別府市内４ＲＣ合同事務局移転案の件。
　　※クラブは賛成で承認
７）１月・２月例会予定の確認

 １月５日 「定款第６条第１節（Ｃ）に基づき休会」
 １２日 「新年家族会」
  於：割烹旅館 ゆめさき
 １９日 「わたしのロータリー・ライフ」

鳴海淳郎会員
 ２６日 「会員卓話」溝部　仁会員
 ２月２日 「会員卓話」椛田健治会員
 ９日 「会員卓話」森　宗明会員
　　　　１６日→１７日（水）に変更
  「別府市内４ＲＣ合同例会」
  於：ホテル白菊
 ２３日 「第３回クラブ協議会」

３．１月１８日（月）１９：００～本家お川に於いて、
市内４ＲＣ会長・幹事会が開催され、近藤賢
司会長、髙宮勝美幹事が出席致しました。

４．お祝い
会員誕生日　　平野　英壽会員（１月２５日）

※記念品をお渡し致します。

５．次週例会の予定
「会員卓話」溝部　仁会員
「会員コラム」大野雅治会員

６．本日の回覧
①ロータリー探究「2010年の年頭にあたって」

鳴海淳郎Ｒ情報委員長より
②竹田・豊後高田ＲＣ　週報
③「別府市内４ＲＣ合同例会」出・欠席

７．本日の配布
①ガバナー月信No.7
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スマイルボックス 委員長　中尾　　誠

○鳴海会員
　予期しない医療事故のためにＩＣＵ（特定集
中治療室）に入室して一時死線をさまような
ど、このため長い間休ませていただきましたが、
やっと出席できるようになりました。
　この一ヶ月の療養期間中、いろいろ考えるこ
とがありましたが、その一つとして、これまで
のロータリー・ライフを振り返り、皆さんにお
話することにしました。
　今後はありのままの姿で、あまり無理をする
ことなく患者さんや皆さんのお役に立ちたいと
思います。これを記念して本日スマイルしたい
と思います。

○亀井会員
　鳴海先生お帰りなさい。ますます色ツヤが良
くなっていますネ！これからもよろしくお願い
します。アメリカの映画スター、“ジャック・
ニコルソン” みたいでカッコイイですヨ。

○森会員
　鳴海先生、お久し振りです。御光がさしてい
ます。神々しく見えます。ホッと致しました。

○髙宮会員
　鳴海会員お久し振りです。先生一人が来られ
る事により、ロータリーの例会場がこんなに明
るく楽しくなるとは！素晴らしいですネ。

○大野会員
　皆様、新年会お疲れ様でした。鳴海先生、今
年は元気で御指導の程よろしくお願いいたしま
す。

○村津会員
　南立石公園、しだれ梅の花芽が、小さな赤い
粒をポツポツとつけ始めました。
　（出来たら歌って）♪もう直ぐ春～ルです
ねぇ！ちょっと気取ってスマイルです。

○中尾会員
　鳴海先生、おかえりなさい。遅くなりました
が、あけましておめでとうございます。今年も
よろしくお願いいたします。

○平野会員
　今日誕生祝い、ありがとうございました。59
になります。今年もロータリーがんばります。
　鳴海先生、お帰りなさい。古い悪いチョンマ
ゲを取りはらって、心機一転頑張って下さい。

○木村会員
　鳴海先生、お帰りなさい。とってもカッコイ
イです。先生がいられると、中央が元気になり
ます。

卓　　話 鳴海　淳郎

わたしのロータリー・ライフ
　ロータリー・クラブに入会して40年になります。
　この間、何度か壁にぶち当たって退会を考えた
こともありましたが、いつの頃からかロータリー
の魔力に取り付かれ、その後年月を重ねて今の心
境が得られ、ロータリーに感謝しています。

§別府ロータリー・クラブにおけるロータ
リー活動

入会後の思い出をつづる

1970年9月25日　別府ロータリー・クラブ入会
　　　　　職業分類　・・・　皮膚科医 
　入会2年目のプログラム委員長を振りだしに、
各委員長を次々に務め、地区の会議にもできるだ
け出席するよう務めました。

1972年2月15日
　日田市でのIGFにおける はじめての感動 

IGF ＝ 現在の Intercity  Meeting ＝ I M　 
薬師寺和寿地区ロータリー情報委員長の言葉 

「ロータリーの例会は地域社会の縮図がそこ
に再現される」 

『ロータリーの例会は地域社会の縮図がそこに再
現される。即ち、業界の代表が互いに啓発されて
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高い境地を望み、学び得た高い境地をもって自己
の職場、家族、社会を潤すもので、例会に欠席す
ると自己開発のチャンスを失うことになるが、こ
れは自分の損失だけでなく、社会への責任も負 
わなくてはならない。』 

1972年9月8日
　別府ロータリー・クラブ創立20周年記念式典…

はじめて黒田節を踊る
新年家族会

別府ロータリー・クラブ恒例の新年家族会で
のひとこま

1973年4月28日より
「千種会」（小堀憲助氏の指導によるロータ
リーの理論的研究会）に出席
クラブの先輩 堀永忠次郎氏、日名子政次氏、
佐藤博士氏と共に

1977～ 78年度 １年間クラブ幹事として 
大津パストガバナーの言葉より

『島津の紋章であるマルに十の字を思い浮か
べてみるとよい。十の字の４つの端に会長、
理事役員、委員会、会員を位置づけ、それら
をマルで結ぶと、そのマルに十の字の中心に
位置するのがクラブ幹事ということになる。』

1978～ 79年度　国際奉仕委員長として 交換学生
の送り出しと受け入れ

田中秀明君（別府商業高校2年生）をアメリ
カ・ニューヨーク州・オックスフォードRC（RI
第719地区）に送り出し（1978年8月） 
ボブ・マルソー君（アメリカ・オックスフォー
ド）の受け入れ 

1979～ 80年度　GSE地区委員として 
1979年4月17日～ 5月19日　池田賢二君（別
府・杉乃井ホテル）をGSEの一員としてRI第
760地区（アメリカ・バージニア州）に派遣
1980年3月20日～ 4月21日 　RI第760地区（ア
メリカ・バージニア州）よりGSEチーム一行
6名を受け入れ 
　　　　　　２４日～３１日：大分地区担当 
　　　　　　週の前半：大分４RC分担 
　　　　　　週の後半：別府３RC分担

1981～ 82年度　 ロータリー情報委員長として
新会員のためのロータリー・クラブ

入会のしおり」  作成 
「A Rotary “Flip Chart ”」

（ロータリアン誌1981年5月号を参考）

1986～ 87年度　会長として
上半期　「ロータリーは何をしているか」の

作成、配布
下半期　「私の職業奉仕」を作る

…職業奉仕委員会 
　　　　「意義ある業績賞」 の受賞 

1986年9月  地域の人にロータリーを知っていた
だくために
「ロータリーは何をしているか」を1000部作る。 
・10月はじめにかけて別府市立図書館に200

部寄贈
・各方面（自治委員、民生委員、商工会議所、 

観光協会、行政、学校関係、報道関係）に
配布。　…　広報委員会を通じて

1987年4月　職業奉仕委員会の企画で「私の職業
奉仕」を発行 

多数の会員の職業奉仕に対する考えと、その
仕事ぶりに対する報告をまとめた。

本年度の意義ある業績賞に選ばれる
「熱心なロータリアンであった 故松本得一翁
の遺志とその業績」 
その１．財団法人得愛会・松本記念児童図書館

「おじいさんの杜」の設立 
その２．別府ロータリー・クラブにおける

松本ファンドの設立

1988年2月　1986～ 87年度クラブ会長として 
50回のクラブ例会に出席して行った会長の時
間の内容をまとめて小冊子「会長の時間」を
発行

1987～ 88年度　再び　ロータリー情報委員長と
して

ロータリーの理解度を試す目的で小冊子 
「ロータリー・テスト」を作る（1988年12月）
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新クラブ結成の指名を受ける
1988年6月 
当時の堀田善久当地区ガバナーより1987～
88年国際ロータリー第272地区において別府
ロータリー・クラブをスポンサーとして結成し
ようとする新クラブの特別代表に委嘱される 
1988年7月1日
就任早々の黒木健夫ガバナーより改めて1988
～ 89年度国際ロータリー 272地区特別代表を
委嘱され、同時に依嘱された宮本、千寿両特
別代表　　補佐と共に協議を重ねた

1989年3月28日、新クラブ・別府中央RCの創立を
迎え、特別代表より新クラブの初代会長となる。 

§別府・中央ロータリー・クラブにおける
ロータリー活動

これまで務めたロータリーの役職
・１９７０年９月　：別府ロータリー・クラブ入会
・１９８６～８７年度：別府ロータリー・クラブ会長
・１９８８～８９年度：特別代表 
・１９８９年３月　：別府中央ロータリー・クラブ創立会員
・１９８８～８９年度：別府中央ロータリー・クラブ初代会長
・１９８９～９０年度：別府中央ロータリー・クラブ初代会長
・１９９１～９２年度：国際ロータリー第２７２０地区
　　　　　　　　ロータリーの友地区委員 
・１９９２～９４年度：国際ロータリー第２７２０地区
　　　　　　　　ロータリーの友地区委員 
・１９９５～９６年度：別府中央ロータリー・クラブ会長
・１９９６～９７年度：国際ロータリー第２７２０地区
　　　　　　　　大分第三分区代理 
・１９９８～９９年度：国際ロータリー第２７２０地区
　　　　　　　　大分第三分区代理 
・２０００～０１年度：国際ロータリー第２７２０地区
　　　　　　　　ロータリーの友地区委員 
・２００２～０３年度：国際ロータリー第２７２０地区
　　　　　　　　ロータリーの友地区委員

国際大会をはじめ、ＲＩ関係の会合出席
・１９９６年アジア地域大会（バンコク）

…１９９６年１０月２５～２７日 
・国際ロータリー２００４年国際大会（関西） 
・メジャー・ドナー午餐会 

２００１年１１月３０日：
　　東京・高輪プリンス・ホテル 
２００２年１１月２９日：
　　大阪・大阪リーガロイヤル・ホテル 
２００３年１１月２８日：
　　東京・新高輪プリンス・ホテル 
２００４年１１月２６日：
　　広島・リーガロイヤル・ホテル広島 
２００６年１１月２４日：
　　岡山・グランビアホテル岡山 
２００７年１１月２１日：
　　東京・ホテル グランパシフィック メリディアン

奉仕活動について 

職業奉仕を如何に展開してきたか
１）「わたしの職業奉仕」・・・2004年10月２

日第2720地区・職業奉仕セミナー 
　　「ロータリー探究」 No.164 ・・・わたし

の職業奉仕（2004/10/1）で紹介 
２）皮膚科医としてロータリーに生きる 
　　「ロータリー探究」 No.143（2004/4/29）

で紹介

クラブ の奉仕プロジェクトへの参加
　別府もみじ谷記念植樹

　｢湯の町ぐるみモミジの森づくり｣ 運動と
して。1990年に始められた南立石字温水の谷

（通称・別府モミジ谷）への植樹は　以後20
年間継続し、今日までに8,943本を植樹しま
した。年に2回の草刈作業も7月と11月に実施
していますが、将来、この30ヘクタールの谷
全体がモミジで覆われた時の景観は、日本随
一のものになると思われます。

　青少年への奉仕 
１）1997年2月、大分県第三分区ＩＭ・新世代

フォーラムに分区代理としてパネルディス
カッション「子どもに思いやりの心を育て
るには」

２）1999年1月、大分県5分区合同のＩＭにおい
て分区代理として分科会「子どもに夢と感
動を与えよう」を担当 

３）わがクラブの創立20周年を記念して、明日
の別府を担う少年少女のために「少年少女
のための油屋」を2000部発行し、市内の小学
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校に学習資料として提供。（1999年3月28日）

　わたしは嘗て米山梅吉物語を組み入れた静岡
県長泉町発行の｢ふれあいカレンダー ｣（1994年）
をみる機会があり、非常に感動したことがありま
すが、このとき別府でもと思いついたのが別府観
光の先駆者・油屋熊八翁のことでした。
　この油屋熊八翁の心を現代の子ども達にも伝
え、子どもの感性に訴え、子どもに夢と感動を与
えることはできないものかと考えてきましたが、
この度｢油屋熊八物語｣という子ども向けの漫画小
冊子を作ることに成功しました。
　これによって別府の良さ、とくに温泉や自然の
恵みを大人は勿論、子どもにも訴え、別府の未来
を築く人づくりにいささかなりともお役に立つこ
とを念願して、 更には、わが別府中央ロータリー
・クラブ創立10周年記念行事の一つとして出版し
た次第です。
　４）小著紹介 

・子どもに夢と感動を与えよう
　　・・・1999年1月発行

・少年少女のための油屋熊八物語
　・・・1999年3月発行 

・ロータリーと新世代への奉仕
　・・・1996年9月発行

ロータリー情報並びに広報活動の展開
　１）ロータリー物語の発行 
　・初版　2000年1月23日 
　　ロータリー理解推進月間を記念して1000部発行
　・改定版　2004年3月28日 

ロータリー 100周年を前に、当クラブの創立
15周年を記念して2000部発行 

　２）その他ロータリーに関する小冊子の発行（次
に示す）

　３）ホームページ http://www.narumi-clinic.jp 
　　「ロータリー探究」　開設（2001年8月1日） 
　　開設後9年、更新397回（2009年12月23日現在）

ロータリーに関する小冊子の発行

ロータリー財団、米山記念奨学会への寄付
１）ロータリー財団への寄付 

・ポール・ハリス・フェロー（1981年5月22日） 
・マルチプル・ポール・ハリス・フェロー 
　　第1回　：　1990年１月29日
　　第2回　：　1991年11月29日
　　第3回　：　1993年11月26日 
　　第4回　：　1996年５月29日 
　　第5回　：　1996年11月27日 
　　第6回　：　1999年６月16日 
　　第7回　：　1999年11月12日 
　　第8回　：　2000年９月26日  
・べネファクター（1994年11月15日） 
・メジャードナー（2001年８月１日） 

２）米山記念奨学会への寄付 
・米山功労者　第1回　：　1987年10月22日
　　　　　　　第2回　：　1997年10月28日 

創立20周年記念行事について 
開催日：平成21年3月29日
会　場：ビーコンプラザ 
１．記念演奏会 ： 15:00 ～ 16:30
　　ビーコンプラザ・フィルハ―モニアホール
２．記念式典　 ： 17:00 ～ 17:30
　　ビーコンプラザ・レセプションホール
　　レセプション ： 17:30 ～ 19:00
記念行事の趣旨 
　地域社会のため。地域の人々と共に歩く
ロータリーの姿を、この行事を通じて別府市
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民にアピールすることにあった。 
　とくに、わがクラブが如何に別府のことを
思い、別府の将来を考えてきたかを、この行
事をきっかけに別府市民に訴え、次世代を育
む一助にした。 
・記念演奏会 ・・・別府市民合唱協会合唱

団とＢ混記念合唱団・クールあおやまによ
る合唱演奏で、メインは鶴見岳を中心に、
海と山と温泉という天与の三大資源に恵ま
れた別府の自然をうたった｢混声合唱とピ
アノのための組曲、｢別府鶴見火山｣で、来
場の皆さんに多大の感動を与え、別府の更
なるイメージアップにつながるものと思わ
れた。

・別府もみじ谷20周年記念植樹（平成21年3
月15日） 

・漫画小冊子・｢少年少女のための油屋熊八
物語」を2000部再発行して、来場の皆さん
に配布・・・別府観光の父・油屋熊八翁の
心を現代の子ども達にも伝え、夢と感動を
与えて、別府の未来を築く人づくりに役立
てたいと思った次第です。

おわりに

　以上、わたしのこれまでのロータリー・ライフ
について述べましたが、はじめにも申しましたよ
うに、いつの頃からかロータリー哲学にとりつか
れるようになりました。 

わたしの信奉するロータリー哲学

“

　この強い信念のもと、自分の職業を通じて常に
地域のために 何か良いこと、新しいことが出来
ないかを考え、最善の努力をすることに務めてき
ました。 
　
　今年で84歳になりますが、嘗て75歳の誕生日を
迎えるにあたって小著「ロータリー礼賛」を発行
したことを思い出します。　
　これは、それまでの30年にわたる私のロータ
リー・ライフの中で、とくに先輩ロータリアンや
ロータリーの雑誌から得られた感動や知識を体験
に基づいてまとめたもので、将来への希望や願い
が込められたものです。

　　ロータリー礼賛
　　　　　１．ロータリーは心の友をつくる 
　　　　　２．ロータリーは人をつくる 
　　　　　３．ロータリーは信頼をつくる 
　　　　　４．ロータリーは感動をつくる 
　　　　　５．ロータリーは夢をつくる 
　　　　　６．ロータリーは青春をつくる 
　　　　　７．ロータリーは平和をつくる 
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会員コラム 中尾　　誠

観光を考える
　先日、長崎に行く用事があり、ついでと言って
は何ですが、長崎さるく幕末編の一部を市役所の
ガイドの下、歩いてみました。
　風頭公園→龍馬の銅像→司馬遼太郎の碑→亀山
社中記念館→龍馬のブーツ→亀山社中跡と言う
コースでしたが、内容よりも長崎県と長崎市の力
の入れように、大分県や別府市との温度差を感じ
ました。長崎だけではありません。東国原知事の

宮崎はもとより、熊本や鹿児島も観光に力を入れ
ています。別府に至っては観光予算に当てるべき
入湯税も一般財源化しています。
　大分県には観光カリスマも多く、ようこそジャ
パン大使もいますし、次の観光庁の長官も大分県
とゆかりの深い方がなります。
　これだけ周辺環境が整っているのですから、
もっともっと観光に力を入れて欲しいものです。
 次回は、大野雅治会員です。


