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第  　 回 例 会 会報委員長　大島由美子

理事　吉冨今男
　〃　 薬真寺章三

ＳＡＡ　河村貴雄
直前会長　森　宗明

SERVICE Above Self
超我の奉仕

◆点　　鐘　　12：30

◆体　　操　　自律神経強化体操

◆国　　歌　　君が代

◆Ｒ　　Ｓ　　奉仕の理想

◆唱　　歌　　背くらべ

◆Ｂ Ｇ Ｍ　　「日本の歌百選」四季より

故郷

朧月夜

かえるの合唱　　他

◆ゲ ス ト　　ドブロボリスカヤ・アンナさん

（米山奨学生）

◆ビジター　　中村　正三　　中村　　光

　（5月2日）　　西田　友行　　三浦　　繁

　　　　　　　（別府北ＲＣ）

檀上　陽一　　久保田修充

黒木　健文　　田中　恒治

中西　正一　　上田　義豊

　　　　　　　（別府東ＲＣ）

会長の時間 会長　平野　英壽

　さて、５月になり“立夏”も過ぎました。いよ

いよ暦の上では夏が始まります。この時期は大地

が草木で覆われ木々が繁っています。このゴールデ

ンウィークは気持ちの良い風が吹き、晴天が続いた

ので充実した楽しい休日を過ごされたことと思いま

す。本日の例会は連休明け、そして１週例会がお休

みだった為、皆さんの出席が少ないかと心配しまし

たが…心配損で終わりホッとしました。

　前にお話したと思いますが、クラブの例会出席

はロータリアンの三大義務の１つです。慣れれば

当たり前のように出かけていく例会ですが、多忙

◆出席報告　　　　　　　委員長　津末美代子
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な皆さんにはどうしても出席が無理な時もあると

思います。

　例会は点鐘で始まり、その後のプログラムにつ

いては、食事、会長スピーチ、国際ロータリーや

地区、近隣クラブからのお知らせ、各委員会の報

告などと続き、他にロータリーソングを歌ったり、

当クラブのように童謡を歌ったり、「四つのテス

ト」や「ロータリーの綱領」を唱和するなどあり、

クラブによりさまざまです。そしてまた、点鍾で

終わります。

　また、ゆっくりと食事をしたり、例会での話を

たくさん楽しむため、などの目的で、食事をする

時間を例会時間に含まず点鍾前に来た人から、食

事をとるクラブなどもあるそうです。例会時間も

おおよそ１時間という日本国内とは異なり国外で

は長短バラエティーに富んでいるようで例会のス

タイルは多種多様です。

　例会出席はロータリーの会員としては基本で

す。単なる義務としてではなく、ロータリー人生

を豊かにするために、自クラブの、そして、他ク

ラブの例会に是非参加してください。

幹事報告 幹事　木村きぬゑ

１．本日の卓話

 『わんぱく坊主』　中島澄人会員

２．本日のゲスト

　　ドブロボリスカヤ・アンナさん（米山奨学生）

３．お祝い

 結婚記念日　　薬真寺章三会員（５月11日）

＊ご自宅にお花が届きます。

４．本日、例会終了後13：40～「第11回定例理

事・役員会」を開催致します。

５．例会変更のお知らせ

佐伯MARINE RC ５月19日（金）の例会は、夜の

例会の為　同日18：30～ホテル

金水苑に時間変更

大分中央ＲＣ ５月24日（水）の例会は、大分

臨海ＲＣとの合同親睦例会の為　

同日18：30～大分第一ホテルに

時間変更

大分キャピタルＲＣ ５月24日（水）の例会は、職場

訪問例会の為　同日12：30～大

分地方気象台に場所変更

６．次週の予定

　　「ゲスト卓話」　ＯＢＳ大分放送アナウンス部

　部長　松井督治氏

７．本日の配布

　　①ロータリーの友５月号

　　②週報　816・817 号

　　③「ロータリアン必携について」

　鳴海淳郎Ｒ情報委員長より

スマイルボックス 前年度委員長　村津　忠久

○平野会長

　連休はタイのバンコクへゴルフに行ってきまし

た。昨日帰って来ました。空港へ着いた途端、現

実の世界が待っていました。がんばらなくちゃ。

○上妻会員

　中島会員、本日の卓話よろしくお願いします。

○木村会員

　ゴールデンウィークを無事乗りこえた事に感

謝。今年は天気も良かったし、外に出る人が多

く商売もまあまあでした。感謝感謝。

○後藤（孝）会員

　４月19日、待望の初孫が誕生しました。立

派なものを付けております。とても可愛いので

すが、私にはまったく似てません。それででしょ

うか、家族は皆喜んでおります。

○高田会員

　３週連続欠席申し訳ありませんでした。４月

30日に娘に長男が生まれて孫が二人になりま

した。連休中も孫の世話に明け暮れ、うれしい

やら大変やらです。孫が無事に大きく成長する

ようにスマイルします。

○近藤会員

　久々のロータリーでとてもうれしくて45分

も早く来てしまいました。もちろん一番のりで

した。なんでも一番はよいものです。皆様に久々

に会えたことにスマイル。

○亀井会員

　ゴールデンウィークも終わり、いざ奉仕へ。

○衛藤会員

　皆さん、ゴールデンウィークは如何でしたか。

私は姪夫婦を案内して国東から杵築のお城まつ

り、次の日は阿蘇山から男池、長湯と廻って来

ました。青葉、若葉がとても気持ち良かったで

す。

　今日は中島会員の卓話を楽しみにしていま

す。アンナさん、どうぞごゆっくり。
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○赤嶺会員

　先日、所用があり熊本まで行ってきました。

先々週の例会に出席出来なかったのですが、メ

ーキャップして熊本の例会場に行ってきまし

た。他の例会場を伺ったのは初めての事なので、

すごく緊張しましたが、他のクラブの話も聞け

て良い経験になりました。先日別府にいらして

下さった方も、あたたかく歓迎して下さり、ビ

ーコンの大きさに驚いていた様でした。以上ご

報告でした。

　今日は中島さん、卓話頑張って下さい。

○吉冨会員

　中島会員の卓話「わんぱく坊主」、どんな内

容のお話か楽しみです。

○村津会員

　B-conが出来て11年、フィルハーモニアホー

ルで使用される合唱団のお立ち台は、一部不備

な所があり、不便に堪えてきましたが、この程、

亀井会員のお骨折りで補完の器材が完成し、昨

日、B-conに寄贈致しました。

　関係者みなさんに感謝してスマイル。

会員卓話 中島　澄人

わ ん ぱ く 坊 主

　最近青少年の非行に就いて

色々報道されていますが、私

の幼少年時代の事を話したい

と思います。

○私の兄弟は兄と妹二人、及

び弟の５人兄弟です。兄は天

才少年で、中華民国に西伯と

いう偉人が居たために東の偉人となって欲しいと名

前を「東伯」と名付けられました。学校では何をや

らせてもトップ、家では周囲から坊ちゃん坊ちゃん

とちやほやされ、私とは天と地の差がありました。

日頃溜まりに溜まったうっぷんを晴らそうと兄を乳

母車に乗せて町へ出ました。本家の前に出ますと、

駅方面から乗合バスが走って来ています。バスが前

迄来た時、乳母車を放り捨て私だけ本家の玄関へ走

り込みました。バスは急停車し運転手が窓より顔を

出し大声で怒鳴っています。兄は顔色を変え乳母車

を飛び出しました。バスは乳母車に接触した位で人

身事故にはなりませんでしたが、兄の怒り様は大変

なもので、乳母車を押して帰り、早速大声で父に報

告しますと直ぐに父の前に座らされ、どーしたんだ

と問われ、うーん、日頃の仕返しをしたいと言いま

すと父も複雑な表情でそれ以上の事は何も言いませ

んでした。

○私の家のすぐ横を幅10ｍ位の小さな川が流れて

います。近所の人はよく洗濯等に利用しています。

私も手網を持って小魚獲りにシャツ１枚裸足で上流

迄遊んだものです。その川の上を覆う様に樹齢50

年位の桃の樹が延びています。それに水遊びに使う

筏を一艘結び付けています。夕食を済ましブラッと

広縁へ出て川面を眺めますと筏が左右に大きく揺れ

ています。よく見ますと筏の側面に頭が浮いたり沈

んだりしています。あっ大変、人が溺れている。慌

てて広縁を飛び降り、川へ飛び込みました。末弟の

正寿が小さいので危ないと云って川遊びの相手にさ

れないので、夕方誰も居ない時、筏に乗ろうとして

いたのでしょう、危ない危ない、もう少しの所で水

に溺れて死亡という事になりかねない所でした。

○夏暑くなったら近所の悪童達を誘い合わせて氷河

迄水浴びに行ったものです。

　川幅50ｍ位の河で鏡町側と和歌島町の両側に立

派な防水堤兼歩道を作ってあります。

　一度大雨の時堤防決壊し、鏡町全戸床上浸水し、

私の家では二階に避難して暮らした事があります。

　それ以来堤防にハゼの樹を何百本か植樹し、堤防

の補強をしていますが、秋になるとハゼの実が実り、

それを収穫しローソクを作り町として売り出しまし

た。私の家から氷河迄20分位熱々に焼けた石コロ

道を裸足で走る様にして半裸体で通いました。妹の

慶子に泳ぎを教えてやると誘って連れ出し、しばら

く浅瀬で遊ばして居ましたが、頃合いを見て、さあ

練習だと両手をつなぎ深みへ入って行きました。足

はバタ足で泳ぐ体制になっています。ここでひょい

と手を放してしまいました。先づ頭から水に沈みア

ップアップしながら浮き上がろうと手足をバタバタ

しています。４・５人の悪童達皆寄って来て一生懸

命見守っています。やっと浅瀬へ到達して這い上が

り、ワッと泣き出しました。水を大分飲み込んだ様

子です。河原に長々と寝て、仲々起きて来ません。

　まあ今日はこれで帰ろうと熱く焼けた道を裸足で

踊る様にして帰りました。

　家に帰ると早速父に泣きながら澄人兄ちゃんに氷河

で溺らされて死にそうになったと告げました。私が泳

ぎを修得した通りに教えたのですし皆が見守っていた

のですから絶対大丈夫、もう次から泳げるよ、しかし

女の子には少し手荒かったかなと思いました。

○父はとても器用な人でした。竹とんぼ、竹馬、弓
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子供さんは大学を卒業したので故郷でのんびりして

みたいと云う事で私の家に転がり込んで来たのだそ

うです。１部屋を伯母の部屋として当てがっていま

したが、何時部屋に入っても煙草の煙が充満してい

ます。私の家族は誰も煙草を吸いませんのでよけい

目立ち嫌な気持ちになり机の上の煙草をポケットに

入れて持ち出しました。何回か同じ様に煙草を持ち

出しましたので、伯母も気付いて、「こら澄人煙草

を隠したろ。煙草が一番の楽しみなのに。隠したら

いかん。持って来なさい。お父さんに言いますよ」

としかられましたが、アカンベー煙草を吸う人は嫌

い、で通してしまいました。

○今日は遊び友達がいないなーどうしたんだろう。

本家の馬小屋で馬と遊んでみよう。長久さーん、馬

小屋の番人を呼んでも返事がない。部屋を覗いてみ

たが留守です。馬は現在の改良馬と違って昔の馬で

背高が小さくて気が荒く、専ら農耕用に使用されて

いました。外へ出ない様丸太を通した部屋で丸太の

上から長い首を出し、ぶらぶら振っています。オー

ヨシヨシと言い乍ら長い鼻面を撫でてやりました。

何か食べ物を持って来れば良かったなーと思い乍

ら、何度も鼻面を叩いていましたら、よっぽどうる

さいと思ったのでしょう、いきなり右腕にガブリと

噛みつき、ぐっと手前に引っ張りました。はっとし

た時は馬の足もとに転がり込んでいました。あっ大

変、馬の足に踏みつけられたらどうなるか。がばっ

と起き上がり家へ向かって馬小屋と家の間400平方

ｍ位の野菜畑を夢中で走り抜け、胸程の高さの縁に

腕を投げ出し、馬に噛まれた、お母さーん、馬に噛

まれたーと力一杯叫びました。炊事場で仕事をして

いたんでしょう、前掛けで手をふき乍ら、どうした

んと出て来た母が血にまみれた腕を見て、お父さん、

澄人が澄人がと大騒ぎです。父が出て来て、どうし

た、馬に噛まれた。さー医者だ。近所の人、２・３

人呼んで来い。母の通報で洋服屋、お菓子屋、魚屋

の３名が飛んで来ました。医者迄急行と３名で担い

で医者へ運び込まれました。右腕の傷跡、一生の悪

坊主の証しです。

矢等手作りで私達へ与えてくれました。竹馬に乗り、

弓矢を持って庭で遊んでいた妹の峯子を狙い打ちし

ました。矢は峯子の頭を掠めましたが、血がどっと

噴き出しました。痛い痛いと泣きながら家へ飛び込

みました。澄人、ちょっと来なさい。父の声で座敷

に座らされました。矢が頭に当たり峯子が死んだら

どうするか、父の一喝にすみません、堪忍と畳に頭

をすりつけました。

○八代中学１年の頃、兄は３年で鏡町より約９km

を自転車通学していました。父の譲品でアメリカ製

の輸入品ですが大分使い古した品物です。自転車置

場で先生から貴重な品物だ大事に使えと誉められた

と云っていました。私は汽車通学、鏡町より有佐駅

迄約30分歩き、有佐駅より千丁、八代と乗車、八代

駅より学校迄約30分歩くといった通学でした。或

る日、一度兄の自転車の後荷台に乗せてもらって自

転車通学を味わってみようと思いました。下校の時

間、先づ自転車置場を見廻り兄の自転車が有るのを

確認して自宅へ向かって歩き始めました。ゆっくり、

ゆっくり、時々後を振り返って八代の町を後にしま

した。20分、30分経過しても仲々兄が参りません。

千丁町も、もうやがてです。チンチンとベルの音が

後方でしました。澄人じゃないか、何をしとるんか、

何処へ行くんかと兄の声がしました。アーよかった、

やっと自転車に乗れるぞと思いましたが、今日は鏡

迄歩いて帰るんだと威勢の良い事を言い乍ら汗をぬ

ぐいました。馬鹿な事を言うな俺の後に乗れと自転

車を横づけにして来ました。うまくいった、と思い

乍らも、たまには歩くのも良いもんだよと言いつつ

荷台にポンと乗っかりました。後は自宅周りの景色

を楽しみ乍らのドライブ気分でした。自宅に帰ると

早速、澄人のやつ鏡迄歩いて帰ると言っていたのを

千丁町あたりで拾って帰ったんですよ。あーつかれ

たと畳に大の字になってしまいました。母が、マー

と言って笑ってしまいました。

○伯母が何時の頃か同居する様になっていました。

アメリカ大使の次席を勤めていた御主人を亡くして
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ちょっと寂しい話を…

　ある日電車に乗ると、腰掛けていた若い男の子

が、ちらっと私を見上げて「どうぞ」と席から立

ち上がりました。えっ！初めて席を譲られた。何

で私が…。

　何か体が縮こまってゆくような気がしました。

「結構」などといっては若者に悪い。かといって、

にこやかに「ありがとう」ともいえません。私は

「どうも」と小さくいって腰掛けました。

　とうとう来たか！…。

 次回は、中島澄人会員です。

会員コラム 後藤　孝弘


