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◆出席報告　　　　　出席委員長　大島由美子
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・メイクアップ
　　事前　村津（別府北）、河村（別府東）
　　事後　河村（別府北）
　　欠席　椛田、木村、亀井
　　出席免除　溝部
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◆点　　鐘　　12：30
◆Ｒ　　Ｓ　　それでこそロータリー
◆唱　　歌　　案山子

会長の時間 直前会長　近藤　賢司

　３ヶ月ぶりに会長の時間をさせていただきま
す。会長・副会長が本日不在で、急遽会長代理を
することになりました。
　この会場で行う最後の例会です。いろいろな思
い出があり、この例会場で多くのことを学ばせて
いただきました。本当に感謝して一時間を過ごし
たいと思います。

幹 事 報 告 幹事　後藤　　隆

―新世代のための月間―
１．本日の卓話

「新会員卓話」　　岐部　光男会員
　　　　　　　　梶原　和廣会員
　　　　　　　　堀　　由美会員

２．第６回臨時理事・役員会報告
（平成22年９月21日（火）18：20～　

於：割烹旅館 ゆめさき　８名）
審議事項
１）新会員候補者入会審査の件。※承認

３．「RI2720地区ローターアクト第26回年次大会」
開催のご案内
日　時　　平成22年10月９日（土）

受付16：00～開会式18：00～
懇親会：19：30～

1020ＶＯＬ．23 -12
2010 年９月 28 日

10月10日（日）
受付9：30～
メインプログラム10：00～

場　所　　熊本交通センターホテル
　　　　　熊本市桜町3-10　☎096-326-8828
登録料　　全日程参加　16,000円
　　　　　開会式・懇親会のみ6,000円
※登録申込み・詳細は事務局までお申し出下

さい。
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４．「地区インターアクト協議会」開催のご案内
日　時　　平成22年10月16日（土）15：00～
場　所　　ホテルザーズ大分
　　　　　大分市都町3-2-24  ☎097-535-1000
議　題　　協議会、海外研修、年次大会の報

告と反省　他
登録料　　10,000円
出席者　　ガバナー他関係地区役員、ＩＡＣ

顧問教諭、ＩＡ委員長
５．例会変更のお知らせ

大分1985ＲＣ 10月４日（月）の例会は、職場例
会の為　同日12：30～社会福祉法
人藤本愛育会通園施設つばさ園に
場所変更

湯布院ＲＣ 10月６日（水）の例会は、別府市
近隣ソフトボール大会の為　10月
３日（日）９：00～野口原グラン
ドに開催日時・場所変更

大分中央ＲＣ 10月６日（水）の例会は、職場例
会の為　同日12：30～（株）大分
園芸花市場に場所変更

別府東ＲＣ 10月７日（木）の例会は、観月会
の為　同日18：30～照海に時間・
場所変更

大分南ＲＣ 10月８日（金）の例会は、職場例
会の為　同日12：30～大分市公設
地方卸売市場に場所変更

大分ＲＣ 10月12日（火）の例会は、新会員
歓迎夜の例会の為　18：30～大分
全日空ホテルオアシスタワーに時
間・場所変更

大分城西ＲＣ 10月13日（水）の例会は、職場例
会の為　同日12：15～大分県立図
書館に時間・場所変更

６．次週の予定（原稿をお願い致します。）
「会員卓話」中尾　誠会員
「会員コラム」近藤賢司会員　

７．本日の回覧
②「第27回近隣７ＲＣ親睦ソフトボール大会」

出・欠席
８．本日の配布

①ロータリー探究：
　「新世代がロータリーの新たな奉仕部門に」

鳴海淳郎Ｒ情報委員長
②週報No.1018,1019

スマイルボックス 委員長　森　　宗明

○後藤会員
　今日でこの会場での例会は最後です。創立以
来21年間ですので感慨深いものがあります。来
週からはニューツルタでお会いしましょう。

○平野会員
　22年間通ったこのトキハの例会場も今日で終
わりだ。感無量です。ロータリーの私の思い出
がたくさん出来た場所です。ありがとう。

○鳴海会員
　本日でこの会場での例会は最後になります。
創立以来長い間お世話になりました。すべてに
感謝してスマイル致します。

○近藤会員
　この会場で最後の例会です。楽しく一時間を
過ごしましょう。そして今週の日曜日は悲願の
一勝を目指して頑張りましょう。

○髙宮会員
　新会員の梶原さん、堀さん、本日の卓話、楽
しみにしています。ガンバッテ下さい。

○村津会員
　東京一うどんで使用する「うどん生地」をつ
くるのに、共同で作業するスタッフとの日程調
整でやむなくホームクラブを欠席します。
　メイキャップは、15日白菊ですましておりま
すが、本日、卓話をされる梶原会員、堀会員に
申し訳なく、お詫びに代えてスマイル致します。

○森園会員
　仕事の都合上、途中で失礼します。申し訳あ
りません。

○森会員
　出張がかさなってソフトボールの練習に参加
出来ませんでした。私はキャッチャーですよね。
ピッチャーはどなたですか。当日少し早く行っ
て練習したいです。よろしく。
　中国とのいざこざでナショナリズムだ、グ
ローバリズムだと、きな臭い言葉が飛び交いま
す。ことなく収まることを望みます。
　ロータリークラブでの御法度は、政治と野球
の話だそうですが、民主党しっかりせんかと言
いたい！！
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新会員卓話 岐部　光男
　こんにちは。７月からロー
タリー入会して、何も分から
ないまま、あっと言う間に３
ヶ月が経ちました。これも、
年を取ったせいなのか１日が
短く感じます。子供の頃、１
週間の長いこと、早く日曜日

にならないかなぁと休みのことばかり考え、毎日暮
らしていたあの頃。子供の頃と比べて、時間が早く
過ぎると感じるこの頃です。
　何を話せばいいか分からないから、まずは、自
己紹介からさせていただきます。昭和36年生まれ
の丑年です。９月生まれで49歳になりました。出
身は、大分空港から北へ車で20分程走った国東町
は北江と言う典型的な田舎で生まれ育ちました。
家の前には川があり、海にも近く、小さいころは、
ろくに勉強もしないで水遊びや釣りばっかりして
いた子供でした。兄と姉の３人兄弟の末っ子です。
父は昨年、肺がんで亡くなりました。80歳でした。
母は、77歳です。私が勧めたメダカ飼育、今では
沢山の種類のメダカを育て楽しんでいます。
　私のとこですが、妻が一人と、短大生の長男、
高１の長女の２人の子供がいる４人家族ですが、
犬２匹、猫も２匹います。ベットは妻とシーズ犬
に占領され、ソファーは猫に占領され、私の居場
所がありません。
　地元の高校を卒業後、焼酎の三楽に入社しまし
た。熊本県八代市の八代工場に配属になり、アミ
ノ酸工場でアミノ酸の原液を分析して出荷をして
いました。アミノ酸発酵法は、微生物を培養する
培地に糖蜜などの原料を入れ、微生物の増殖とと
もにアミノ酸を生産させます。そんな工場で働い
ていました。
　焼酎のびん詰め工場に応援に行くことも時々あ
り、びん詰めする前の配管に溜まっているお酒を
何十リッターと持って帰り、先輩と飲んだことも
あります。三楽は、魚の飼料も作っていたので、
マス、鯉、うなぎも飼っていました。夜、釣り竿
を持って活けすに行って、おいしく…。当時はい
い加減な社員でした。
　三楽を辞めて、大分に帰ってきました。平成元
年に足場施工・リースの会社を設立するというの
で入社した会社が、（有）ＢＭハラダです。当時、
原田社長27歳、私も26歳で、事務、現場スタッフ、
計８人で若々しい会社を大分市花高松でスタート
しました。敷地面積300坪の中に事務所、資材置
き場もあり狭かったです。今は、大分市種具に本

社を移し、別府と中津にも営業所を開設して県内
全域を営業圏内としています。全事業所の敷地面
積は3,000坪弱と2,000坪の農場を持てるまでにな
りました。現在、社員34名、下請スタッフ22名で
す。ＢＭハラダのＢ・Ｍとは「ベスト・マテリア
ル」という意味ですが、でも当時は全員で「ＢＭ
Ｗを買えるくらいになろうや！」を合言葉でがん
ばって来ました。
　足場の組み立てですが、５ｍ以上の構造の足場
組み立て、解体作業には足場作業主任者を避妊し
て、その者の指導のもとに作業を行わなければい
けないことを安衛法で義務付けられているので、
現場スタッフ全員持っています。足場の種類には、
枠組足場・単管足場・丸太足場・柵足場・吊り足
場などがあります。弊社では、単管足場の、クサ
ビ式足場を主力で行っています。特徴は、クサビ
部分をハンマーで打ち込むだけの大変簡単な構造
です。支柱、手摺、ブラケット、踏板、その他、
各パーツで住宅・マンション・その他建物に工事
内容に合った足場を組むことです。
　足場にも、安衛法により、いろんな規則があり
ます。足場の高さ、工期により、監督所に届けが
必要な足場もあります。作業員が転落・足場の崩
壊事故をしないよう、安全規則が設けられている
のです。でも転落崩壊事故は、なかなか減りませ
ん。大変残念ですが、全国で毎年墜落死亡事故が
起きています。設立22年も経ちますと、社員もだ
んだんと年齢をとっていきます。現場スタッフも
40歳を過ぎると、かなりきつくなります。そこで、
２年前から農業都を立ち上げ、原木しいたけの生
産を手がけています。現場がきつくなった社員を
農業に携わってもらう為に、しいたけの勉強もして
います。私は社会人になって微生物の世界から始ま
りました。これからは菌の世界で終わるのかなぁ、
菌はキンでもゴールドが好きなんですけど…。
　ロータリーもがんばりたいと思います。

新会員卓話 梶原　和廣
　本日、私は仕事柄、清掃につ
いての話をしたいと思います。
　17、８年前、あるレジャー
施設の清掃の仕事が入り、現
場で社長と打ち合わせをした
時に、床の汚れとガムの多さ
に驚きました。オープンして
から約２年の現場でしたが、驚きしかなかった事
を覚えています。社長と話す中で、「なかなか綺
麗にならない。前の業者も良くやっていたんだが、
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何とかしてくれ」と言われました。いくら頑張っ
ても、結果が出なければ意味がない。
　私は一番に、一時間程現場に立ってお客様の行
動をみる事にしました。すると確かに平気でガム
を吐き捨てていました。なぜガムを捨てるのか、
私もお客様の気持ちになって考えてみると、あま
りにも汚く、ガムがいっぱいなので吐き捨てても
いい所だと思えたのだと思います。その気持ちを
元に、私は次回の店休日にガムを全部取り除く事
にしました。何千、何万とあるかもしれないガム
を取り除くには、人海戦術で夜中までかかりまし
た。次は、毎日のガムを取り除く為だけに人員を
増やしました。次の日はたぶん100以上あったと
思います。それを続けていくうちに３週間後ぐら
いには、１日数ヶ所に減り、増員していた人員も
減らしました。そして社長より、非常に喜ばれた
のを鮮明に覚えています。
　以後、その現場はガムの吐き捨てのない現場へ
と変わりました。
　人間の心理として、汚れている所は汚しやすく、
綺麗な所はなかなか汚しにくい。
　これはゴミを捨てたりする事と同じで、綺麗で
あればゴミも捨てにくくなる。

新会員卓話 堀　　由美
　この度、髙宮会員の有り難
いお勧めがあり、別府中央
ロータリークラブに入会させ
て頂きました。
　正直、ロータリークラブな
んて私には縁遠い存在であり
ましたし、私のような者が入

会するなんておこがましく思っておりました。が、
入会してみると会員の皆様が笑顔で優しく接して
下さいますので、今は会員にさせていただいて良
かったなと思っております。
　当社は、上田の湯町の別府中央公民館の並びに
位置しておりスタッフは全員女性です。創業は平
成14年11月ですので、もうすぐ丸八年になります。
まだまだ発展途上の会社ですが、社員一同の結束
力の強さと、きめ細かいサービスは、同業者にも
負けてはいないと自負しております。ちなみに、
当社の免許証番号は大分県知事第2720号です。別
府中央とのご縁を感じております。
　また、先日の月見例会では、お酒を酌み交わ
しながらいろいろなお話が出来て楽しかったで
す。生まれて初めての俳句作成には、目が点にな
りました。会員の皆様が何の戸惑いも無く短冊に
向かった姿には、更に驚かされましたが、よく考
えてみると事前に承知していたのだと納得しまし
た。私も次回の為に今から考えておきます。
　当日、村津会員から本日出席出来ない事を申し
訳ないと言われました。優しい心遣いに感謝いた
します。その折、村津会員が『別府中央は、鳴海
先生と一緒に、お金をかけない、時間をかけない、
皆が笑顔で参加できるそんなクラブを作ったんだ
よ』と教えてくれました。確かにそのとおりだと
感じています。これからも会員の一員として頑張
りますので、何卒宜しく御指導の程をお願い申し
上げます。

会員コラム 衛藤　秀子

　「暑い暑い」を連発してた今年の猛暑も、この２、
３日ぐんと涼しく秋の訪れを感じます。ここ数年、
秋がなく夏からすぐに冬になっていましたが、今
年は私の大好きな秋到来で喜んでいます。
　さて、秋といえば私もいつの間にやら後期高齢
者、人生の秋です。先日、ビーコンで「高齢社会
をよくする女性の会」全国大会なるものがあり勉
強して来ました。
　老後と如何に過ごすか、永遠のテーマです。そ
れにしても今の高齢者はほんとにお元気ですね。
昔のお年寄りに比べて…（特に女の人）。考えて
みますと今の人は昔の人の様に無理をしないんで
すね。好きなことをやり、いやなことはやらない、
自然体ですね。ほんとにいい世の中になりました。
　自然体といえば、先日ドラマ「ゲゲゲの女房」

の永木しげるさんの奥様がテレビのトークショー
で、「私は自然体で生きて来ました。」といわれて
いました。私もあのドラマは大変面白く毎日見ま
した。そして考えさせられることも多々ありまし
た。夫婦の問題、家族のあり方、ご近所づき合
い、等々、私達が通って来た道で、ごくごく自然
であたり前のことでした。でも今の世の中、この
あたり前という考え方が通用しない様です。なぜ
でしょうか。家族での教育がおろそかになってい
る様な気がします。
　何だかまとまりのない文章になりましたが、今
日はこれまで……
最後に一句
　膳囲み母の得意の栗おこわ
 次回は、近藤賢司会員です。


