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　〃　 大島由美子

ＳＡＡ　梅津ヤヨイ

CELEBRATE ROTARY
ロータリーを祝おう

◆点　　鐘　　12：30

◆体　　操　　自律神経強化体操

◆国　　歌　　君ヶ代

◆Ｒ．Ｓ．　　奉仕の理想

◆唱　　歌　　雪の降る町を

◆Ｂ.Ｇ.Ｍ　　「オーケストラで綴る

日本の愛唱歌」より

銀色の道

翼をください

かあさんの歌

会長の時間 会長　森　　宗明

ロータリー 100周年記念事業について

　現在ＲＩではロータリーの世界公共イメージ推

進キャンペーンを行っています。これは一般社会

の人々、特にロータリーの会員候補者である、業

界のリーダーたちを対象として、われわれの組織

の存在を広くしってもらい、ロータリーが何を目

的とする団体なのか、また、社会にどのように貢

献しているかについて理解を深めて頂く事を目的

とするプログラムです。

　そこで、当然会員全員の協力も仰ぎますが、こ

こは一つ、椛田広報委員長にご苦労頂いて、なに

がしかの、広報活動をしたいと思います。

　幸い私どものクラブには鳴海ロータリー情報委員

長の書かれた、「ロータリー物語」と言う絶好の広報

ツールがあります、鳴海ロータリー情報委員長の現

在の目的とするところも、広く一般に解りやすくロ

ータリーを広報しようと言うことのようです。

　「ロータリーをもっと知ってもらおう」に関わ

る広報私どものクラブの100周年記念事業とする

ことを提唱します。特に広報委員会の活動の活発

化をお願いいたします。当然、インターネットの

利用も考えたいと思います。
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幹事報告 会長　森　　宗明

　－ 世 界 理 解 月 間 －

１． 本日の卓話

 『想い出』　　中島澄人会員

２． お祝い

 結婚記念日　　宮地　一久さん（２月３日）

＊ご自宅にお花が届きます。

３． 例会変更のお知らせ

湯布院ＲＣ ２月２日（水）の例会は、例会場の

休館日の為　同日12：30～事務

局（喫茶クリケット）に場所変更

大分キャピタルRC ２月９日（水）の例会は、職場訪

問の為　同日12：30～ビックア

イに場所変更

日出ＲＣ ２月15日（火）の例会は、ライ

オンズクラブとの合同例会の為　

２月17日（木）18：30～幸喜屋

に開催日・場所変更

大分キャピタルRC ２月16日（水）の例会は、梅見

例会の為　同日18：30～大分東

洋ホテルに時間変更

４． 本日例会終了後、13：40～「第8回定例理事

・役員会」を開催致します。

５． 次週の予定

 「ゲスト卓話」

　　別府税務署　署長　有村　特幸氏

６． 本日の回覧

① 「トキハ別府店休館の為 例会場所変更」

　（２月15日例会）　出欠席

７． 本日の配布

① ロータリーの友２月号

② 週報760号

③ 「ロータリーは何をしているか（Ⅳ）」　

鳴海淳郎R情報委員長

④ 「アクティブ ネット 

～おおいた留学生人材情報バンク～」　

特定非営利活動法人　大学コンソーシア

ムおおいた

スマイルボックス 委員長　薬真寺章三

○森会長

　寒波が来るぞ、寒いぞと言うことで、孫と娘が

私のマンションに一昨日より居候しています。と

は言えマンションに帰り着くのは毎日10:00を過

ぎます。寝顔しかみれなくて少し残念!!

○近藤会員

　本日の週報の会員コラム覧にサラリーマン川

柳を載せました。俺はこれにはあてはまらない

ぞという侍は何人いますかな？

○村津会員

　南立石公園の今朝の気温は零度。一面の雪景

色の中に、梅の花が温もりを副えて咲いていま

す。強い風に地吹雪が流れ、木の葉が飛びます

が、雀も元気に遊んでいます。暖かい冬にいさ

さか心配していましたので、久し振りの寒気の

訪れに、何となく安堵してスマイル。

○木村会員

　１月12日、新年例会の翌日緊急入院しまし

た。腸閉塞で死ぬ思いをしました。10日の入

院で又、やせてしまいました。今年は、ぽっち

ゃりの木村さんになろうとはりきっていました

のに、皆さんあまりつかれない様、何事もほど

ほどにしましょう。

○溝部会員

　亀川は風雪強く吹雪でした。流石に北浜は暖

かいですネ。

○梅津会員

　先日「岩屋たけしの新春互例会」に於いて吉

田栄作さんの「新しい風」のシナリオの本が二

名の内の一人に当選しまして、ステージに上り

吉田栄作さんと記念写真をとったり「大塚博堂

の姉」と云う事も紹介されました。とても良い

夜でした。スマイルします。

○土谷会員

　本日は、卒業アルバムの追い込みで途中退席

させて頂きます。大変すいません。

○後藤（孝）会員

　久しぶりの出席です。仕事に追われていまし

た。今週は寒くなりそうです。皆さんカゼをひ

かないように!!

○吉冨会員

　寒いですネ。本日の中島会員の卓話、楽しみ

にしています。

○薬真寺会員

　今年はバレンタインチョコレートで女性に人

気ナンバー１の「ゴディバ」が別府店に初登場

です。その他、ベルギー王室御用達の「ノイハ

ウス」や焼酎のいさみを使ったチョコ「いさみ」

など、初登場づくしです。是非、御利用下さい。
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委員会報告

　健康増進委員会

委員長　村津　忠久　

１．血圧と健康ウォークの関連に就いて

　高血圧症は脳梗塞や心筋梗塞の原因にもなり

ますので、日頃から、その予防や治療を心掛け

たいものです。

　私は、手の指の震
シンセン

顫（ふるえ）を抑えるため

に、数年前から「アルマール」（血圧降下剤の

一つ）を一日一錠服用しています。それでも、

健康ウォーク（30分程度の早歩き）を歩いた日、

歩かない日では、かなりな違いが出ます。歩い

た日は、下が60台、上が130台ですが、歩かな

い日は下が80台、上が160台になることもあり

ます。

　出来るだけ歩く事を心掛けましょう。

２．動機付け（モチベーション）の大切さ

　体に良い事は判っていても、なかなか実行出

来ませんが、身近な方の病状を見て、自ら自覚

を促し、毎日少しずつでも始めるように致しま

しょう。

卓　話

想　い　出　　　　　　　　　中島　澄人　

　前にもお話しました様に天津樫村洋行の一同は神
戸へ引揚げて来ましたが、大連樫村洋行の一行は一年
位後から社長浅田は東京へ常務松田は別府へ引揚げ
て参りました。松田の娘さんが樫村の二男へ嫁いで来
ていますので神戸から写真材料（主にレントゲンフイ
ルム）を送っていました。松田さんは市岡といふ人を
雇って別府、大分の病院へレントゲンフイルム納品を
行って老後の生計を立てゝいましたがおしくも死亡
してしまいました。せっかくの商売ルートか確立して
いたのに勿体ないから「中島お前別府に行って松田さ
んの後を引継げ」と言はれ別府へ転勤する事になりま
した。市岡さんが住んでいた鶴水園の住居と私の明石
の市営住宅を交換する事にし鶴水園の長屋に転居し
ました。樫村洋行別府出張所です。別府湾が一望出来、
朝晩旧楠港に出入する関西汽船が眺められ暇な時は
堤防より魚釣りも楽しめました。仕事は自転車で朝見
神社の横にあった別府病院と西別府病院、整肢園新別
府病院、大分赤十字病院大分県庁（県下 12 の保健所
分納品）県病売店等を廻りました。別大国道は路面チ
ンチン電車が通っていまして大分往復しても四輪自
動車に出会ふ事は程んどありませんでした。
　ある日大分より帰り途、電車の脇道で何かに乗り上
げもんどり打って転倒してしまいました。腰をいやと
いふ程打ってどうしても起き上がれません道路上に
長くなって寝転んでしまいました。「どうしたの」通

りがかった人が声を掛けてくれますが、手を上げて「大
丈夫転んだんです」暫く休めば直りますと返事をしま
すと「電車が来るとあぶないよ」手を貸してやろうと
起こしてくれました。倒れた自転車も起こしてくれ動
き出す迄手を貸してくれました。
　西別府病院へは今の消防本部前程より畑の中に小
さな農道がありました。自転車の荷台にレントゲンフ
イルムを積み上げ荷台に肩を当てゝ車を押し上げて
病院迄運びました。ルース台風によって家屋全壊して
家具、衣類等總て流失してしまった時、亀川の別府病
院のレントゲン技師の方が早速軍隊当時の衣服だけ
どと届けて戴いた服、早速着用さしてもらいました。
感謝の涙が出ました。
　一年位大分、別府を中心に廻りましたが、広島に支
店を開設する事になったので広島へ移ってもらい度
いとの連絡を受け広島に移る事に致しましたが折角
の取引先を放って置く訳にゆきませんので駅前通り
銀座街角に丸栄といふ時計とカメラの店に得意先を
譲る事に致しまして二人で得意先を廻りました。後々
丸栄に勤める事になるなんて当時は思いもよりませ
んでした。広島の支店は上流川通りで一階が事務所、
倉庫、住居、二階が歯科医院になっていました。原爆
で消失した広島は復興の意気に燃えていました。比
治山公園に登り市内を一望しますと平和公園、原爆
ドーム、元安河等が手に取る様に見えました。市内の
道路に面した家の壁に人の影が浮き出しているのが
有りましたが原爆の強大さに心がきゅんと痛みまし
た。私の事務所の床下を掃除した時瓶が半分溶けてぐ
にゃっとしているのを見つけました。手に取りしみじ
みと眺め入りました。これも原爆の熱に依って溶けた
ものです。
　或る日の朝、店を開けましょうと事務所へ出てみま
すと事務所が水浸しになっています。はて何だろうと
思い天井を見上げますとポタポタと水が落ちていま
すその水が１部の商品の上に落ちぐっしょり濡らし
ています。これは大変、家内を呼び出し濡れた商品を
運び出し乾いた場所を選び布でふき乍ら並べにかゝ
りました。丁度出勤して来た歯医者さん、並べた商品
を見ながら「どうしたんですか」と言い乍ら二階へ上
がって行きました。暫くして顔色を変え乍ら申し訳な
い洗面所の栓をしめ忘れ水があふれています。お宅の
商品を濡らしてしまい「申し訳ない。濡れたものは皆
辨済致します。価格を計算して請求して下さい」と頭
を下げてみえました。色々考へましたが悪意があった
わけでなく本当の過失の出来事だし本店に訳を話し
廃棄慮分に出来ないか相談致しました。本店でも色々
審議した様でしたが僕の意向を入れてくれ損失に計
上してくれました。歯科医の先生には過失は誰れにも
有る事だし本店に相談して濡れた商品は不良品とし
て廃棄慮分にする様にしましたから御心配なくと伝
えました。先生は深く深く頭を下げて詫びておられま
した。４、５日しまして先生と奥さんが見えまして「先
日は本当に申訳ありませんでした。実は私共松茸山を
所有していますが先日山の様子を見て来ました。松茸
の成長具合が丁度良い様です。先日のお詫びと言いま
すと何ですが松茸狩りに御家を招待し度いと思いま
すが今度の日曜日御都合如何でせうか」との事。子供
の頃本家の下働きをしていた人が初茸の山持ちで兄
弟で茸狩りに行った事がありましたが高価な松茸狩
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さしてもらい遊び廻っていましたので神戸なんかに
は行き度くないと泣いていました。神戸へ到着します
と東京樫村と神戸樫村との合併問題で騒然としてい
ます。東京樫村の実績が大きく伸び神戸を引離してい
ます必然的に吸収合併になる公算大です早速樫村社
長と二人で大阪富士フイルムへ交渉へ伺いましたが
東京富士フイルム本社の意向で動いている為大阪で
はどうにも手の打ち様がないとの事、それでは神戸独
自の運営をしようと動き出しました。
　ところが品物の入荷が次第に悪くなり終いに入荷
ストップになってしまいました。最悪の事態到来です。
メーカーの意向通り合併する以外に途がありません。
富士フイルム、東京樫村、神戸と集合し合併調印の運
びとなり大阪に新支店を開店しました。首脳部は皆東
京より来て神戸の社員は各地に分散１部大阪に残り
ました。毎日神戸から大阪へ電車で通勤致しましたが、
うつうつとして気分が晴れません。終に辞職しよう独
立して小さな店でも家内と二人で作らうと決心しま
した。社会人一年生として色々勉強さしてくれた会社、
走馬燈の如く樂しかった事辛らかった事が浮かんで
は消え涙が出て来ました。
　さて店を作るとすると何処にするか今迄廻って来
た都市が色々浮かんで来ました。そうだ別府が良かろ
うと早速、別府丸栄の青柳社長へ手紙を書きました。
会社を辞めて小さなカメラ店を作り度いと思ってい
るが別府に適当な店舗が無かろうかと、早速速達で返
事が参りました。自分の店の支配人として来て呉れな
いか店はそれから二人でゆっくり探しましようと云
ふ事です。よしそれでは樫村へ辞表を出そう別府へ行
かうと行動を起こしました。
　別府へ出発する朝、神戸の港へ母親同伴の子供さ
ん達が大勢見送ってくれました。手に手にお別れの紙
テープを持って船の甲板迄投げ上げ、手に持てない程
のテープの波が出来ました。やがて出船のドラが鳴り
靜かに船が岸を離れ出しますと紙テープが１本、２本
と切れ初めやがて波間にはためき初めました。さよな
ら、さよなら船の汽笛と共に埠頭の見送りの人影も小
さくなって来ます○○君○○ちゃんさようなら子供
達も涙を浮かべ乍ら人影が見えなくなる迄手を振り
続けました。

り等思いもよらない事と辞退致しましたがたつての
お進めで有り難くお受け致しました。当日は収穫した
松茸を山中にて鍋にして食べましょうお肉、野菜、お
にぎりは用意して行きますとの事です。好意を有難く
受けまして先生の車に同乗さしてもらい松茸山へ向
かいました。私と家内及び子供２人の４名です。初め
ての松茸狩りで子供達大喜び「ここにもあった、あそ
こにもあった」で飛び廻り袋に一杯の大収穫お書迄山
中を駈け廻り、さあお書御飯にしませうとたきぎを集
め獲った松茸は下の川の水でさつと洗い鍋料理を初
めました。お美味しい、お美味しいで松茸の臭いをプ
ンプンさし乍ら腹一杯食べました。お土産にもう少し
探しませうと一時間位探し収穫したのは袋に詰めて
持って帰りました。こんな贅沢二度とない事でせう。
　私は、前々からあまり病気をしない方ですが中学時
代より痔が悪く困っていました丁度港区に痔の漢方
治療所があると聞き診察を受ける事にしました。診察
の結果２週間位の入院をされたら完治しますよとの
事で早速入院致しました。翌日より患部に劇薬を塗り
患部を腐らしてしまう様です。薬を塗られたら七転八
倒歯をくいしばりうんうんうなって夜も眠れない状
態。２、３日でどうにも心棒出来ず本店より転任命令
が来ているから申訳ないが退院さして下さいと嘘を
言い乍ら退院してしまいました。その足で歯科医の先
生の口添えにより広島医大病院に入院手術する事に
しました。患部を診察した先生びっくりしながらどう
したんかと色々質問されますので漢方治療の事を話
しますとひどい事をする治療所も有るもんだなーと
うなり乍ら手術の手続きをして戴きました。手術の期
間中なんとなく気に掛かっていた転任の件、実は話が
進行していました。東京に引き揚げた大連樫村と神戸
の天津樫村が日本内地で別々に活動しているのは不
都合だ合併して１つの樫村に統一しようと云ふ富士
フイルムの意向により話が煮詰まりつゝあったので
す。広島支店は次長にまかせ神戸に帰って来いと云ふ
手続きが参っていました。嘘から出た誠だなーとつく
づく思い当ってしまいました。
　広島を引揚げるとなると子供二人がお世話になっ
ていた聖母幼稚園がお別会を開いて別れをおしんで
呉れました上流川通りの子供達とも色々行事に参加

　正月にテレビを見ていたら中国の経済学者リー・イー

ニン氏がウサギと亀の話をしていました。

　他人と比較していると、ウサギのように持てる力を発

揮できないまま終わってしまう。亀は目標を見ていたと。

しかしこの話には続きがあるらしい。

　ウサギはもう一度競争しようと持ちかけました。ウサギ

はゴールまで一気に駆け抜け２回目ウサギが勝ちました。

　今度は亀が「もう一度やろう。コースは僕が決める」

ということで３度目の競争が始まりました。

　ウサギは一目散に駆け出しましたが、コースの途中に

川があり、立ち往生していると、亀が追いつき悠々と川

を渡り、３回目は亀が勝ちました。

　もう一度競争しようとしたウサギでしたが、きりがないと

会員コラム 平野　英壽

思ったウサギは互いに勝者になれる方法を思いつきました。

　陸ではウサギが亀をおぶって走り、川では亀がウサギ

を甲羅に乗せて泳ぐという方法でした。

　こうしてウサギと亀は、それぞれ一人（一匹？）でや

るより早くゴールインしましたとさ。面白いですね。今

盛んに言われるWin-Win situationです。

　イーニン氏が言うには幸せとか繁栄はこのように簡単

だ。ただそこには信頼という前提条件が必要だという話

でした。それぞれが信頼しあえれば、仕事やクラブ活動

はもっと楽しくなりますね。

　私は女房の信頼を依り一層深めたいと思います（苦笑）

　今年、私に取って大事をおおせつかる年であります。

　どうぞよろしくお願いします。


