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役員　会　長　上妻　浩
　　　副会長　森　宗明
　　　幹　事　近藤賢司
　　　会　計　上妻　浩

第  　 回 例 会 会報委員長　津末美代子

理事　後藤　隆
　〃　 □宮勝美

ＳＡＡ　木村きぬゑ
直前会長　平野英壽

LEAD THE WAY
率先しよう

◆点　　鐘　　12：30

◆体　　操　　自律神経強化体操

◆Ｒ　　Ｓ　　奉仕の理想

◆唱　　歌　　背くらべ

◆Ｂ．Ｇ．Ｍ　　「オーケストラで綴る

日本の愛唱歌」より

アニー・ローリー

とうだいもり

グリーン・スリーブス　　他

◆ゲ ス ト　　フィン・フォン・ミンさん

（米山奨学生）

◆ビジター　　ラインハルト・ドリフテ

（英国ヘクサムＲＣ）

平野　法好　（日　田ＲＣ）

髙平　憲吉　（別府北ＲＣ）

　　  5月1日　橋本　秀一　（別府）

池田　康雄　（別府）

後藤　哲憲　（別府）

会長の時間 会長　上妻　　浩

　今日はゲスト・ビジターは国際色豊かな顔ぶれ

で、しかも会員の出席率も割と高く、珍しく満席

に近い状態です。又、新会員の徳丸一郎さんも初

出席です。後ほど入会式を行います。楽しい例会

になりそうです。皆で盛り上げましょう。

◆出席報告　　　　　　　 　髙宮　勝美
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　　事前　梅津（米山オリエンテーション）

　　事後　溝部、椛田、小川（別府東）
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幹事報告 幹事　近藤　賢司

１．本日の卓話

　　『　絆
きずな

　』　中島澄人会員

２．本日のゲスト

　　フィン・フォン・ミンさん

　　（2007学年度米山奨学生／

立命館アジア太平洋大学／国籍・ベトナム）

３．本日より、下記の方が入会されますのでよろ

しくお願い致します。

氏　　名　　徳丸一郎氏

生年月日　　昭和24年１月20日生（58歳）

事業所名　　（株）トキハ別府店

職業分類　　百貨店

自宅住所　　大分市大道町２－５－１

推 薦 者　　上妻　浩会員

４． ４月28日（土）14：00～別府大学・多目的

室に於いて『米山奨学生オリエンテーション』

が開催され、梅津ヤヨイ米山奨学生カウンセ

ラーが出席致しました。

５．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。

６．お祝い

　　結婚記念日　　徳丸　一郎会員（５月８日）

　　＊ご自宅にお花が届きます。

７．例会変更のお知らせ

日出ＲＣ ５月８日（火）の例会は、ボーリン

グ例会の為　同日場所変更

佐伯MARINERC ５月11日（金）の例会は、夜例会

の為　同日18：30～ホテルニュー

佐伯に時間変更

日出ＲＣ ５月15日（火）の例会は職場例会

の為、同日12：30～時間・場所

変更

大分臨海ＲＣ ５ 月21日（月）の例会は、家族親睦

バス旅行の為、５月20日（日）門司

港レトロ散策他に日時・場所変更

日出ＲＣ ５月22日（火）の例会は、社会奉仕

作業の為、５月20日（日）９：00～

大田公園へ日時・場所変更

大分東ＲＣ ５月24日（木）の例会は夜例会の

為　同日18：30～丸福に時間・

場所変更

８．次週の予定（＊原稿をお願い致します。）

「会 員 卓 話」津末美代子会員

「会員コラム」□宮　勝美会員

９．本日の回覧

①中津ＲＣ　週報

10．本日の配布

①週報864号　

②ロータリーの友　５月号

③RI第2720地区　地区史（Ⅱ）附録３件

④「環境問題を考える」

鳴海淳郎Ｒ情報委員長より

スマイルボックス 委員長　後藤　孝弘

○上妻会長

　４月24日が取締役会のため欠席、５月１日

が休会ですごく久しぶりの感じです。３回分ス

マイルします。

○近藤会員

　徳丸さん、別府中央ロータリークラブへよう

こそ！！今後、仲良く一緒に飲み歩きましょう。

また一人悪い？仲間が増えたことを心より歓迎

します。

○木村会員

　ビジターの皆様いらっしゃいませ。ゆっくり

して下さい。

　私の店の改築も無事終わりホッとしていま

す。見に来てください。

　中島さんの卓話楽しみにしています。

○平野会員

　徳丸店長、入会おめでとうございます。トキ

ハ別府店同様、我クラブもどうぞよろしく。

　米山奨学生のフィン・フォン・ミンさん、日

本での勉強がんばってね。ベトナム大好きです

よ。

○後藤（隆）会員

　徳丸さん、ご入会おめでとうございます。徳

丸さんは舞鶴高校のバスケットＯＢで、とても

有名な選手でした。私は鶴見丘高校の２級下で、
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雲の上の先輩と同じクラブになってとても光栄

に思っています。どうぞよろしくお願いします。

○髙宮会員

　徳丸一郎会員、入会おめでとうございます。

出席委員長として例会出席宜しく願います。

○衛藤会員

　風薫る５月、皆様ゴールデンウィークは如何

でしたか。

　徳丸店長、お待ちしておりました。今後共よ

ろしく。

　日田クラブの平野様、ようこそ。□平様、よ

うこそ。どうぞごゆっくりなさって下さい。

　中島会員の卓話楽しみにしています。

○赤嶺会員

　徳丸一郎様、入会おめでとうございます。

そして本日はたくさんのビジターの皆様、よう

こそいらっしゃいました。会場がにぎやかでう

れしいです。

　衛藤さん、毎回すてきなお花ありがとうござ

います。

　中島さん、今日の卓話頑張って下さい。

○河村会員

　ラインハルト・ドリフテさん、また多くのビ

ジターの皆さん、ようこそ我がクラブへ。どう

ぞリラックスして楽しんで下さい。

○鳴海会員

　Rinhard Drifteさん、よくいらっしゃいまし

た。どうか楽しいひと時をお過ごしください。

　徳永さんのご入会を心より歓迎いたします。

　一日も早くクラブになじみ、お互いに頑張り

ましょう。

○村津会員

　I’m very glad to see a visitor who came 

from England HEXHAM Rotary Club.

 Our dear friend Mr.Reinhard Drifte, thank 

you!

 So that, I’ll make a smile box, today.

○亀井会員

　徳丸さん、入会おめでとうございます。今日

もテーブルに花があり、いつもありがとうござ

います。別府市報に中島会員の永年にわたる流

川自宅付近の清掃奉仕活動が表彰されていまし

た。おつかれ様です。

卓　　話 中島　澄人

絆
きずな

　流川３丁目丸食前でカ

メラ店を開業して30年。

最初は１階のみの借家

で、２階は大分合同新聞

の長野社長のお母さんが

住んでいました。２、３

年で長野さんが荘園の方

へ引っ越しましたので、

２階も借用し住居に致し

ました。それ迄、中島町に住居を借りて店まで通

勤していましたので、随分便利になりました。そ

れが急に家を壊したいから出て行ってもらいた

いとの家主からの申し出に、これは大変だと早速

店舗探しにかかりました。それ迄、流川通り会の

組合員として会計を担当していましたので、店の

閉店にともない会計係も返上しなくてはならない

と組合長に申し出ましたところ、「それは大変だ、

なんとか流川通りに貸店舗を探しましょう、組合

員全員に通知しますから他地区への店探しは暫く

待って下さい。」とおっしゃってくださいました。

　何日かしまして、中村病院前の硯製造元磊々堂

より、「自分の店を新築する時隣の家を一時借り

たのが今空き家になっている。家主は村橋病院で

す。家は相当古く、雨の日は雨漏りがひどく、家

も傾いていて寝ていても布団から転び出る位で相

当の修理が必要だけど、借りれるか、売るのか交

渉してみては如何だろうか。」とお話をいただき

ました。早速、村橋病院へ伺い、受付にて理事長

の善高先生に面談を申し込みますと、只今体調が

悪くて６階の私室に休んでいるから６階迄上がっ

て下さいとの事です。６階迄階段を上がり、ドア

を開けて案内をこいましたが、応答がありません。

御免下さいと部屋へ上がりますと、ベッドの上で

顔だけこちらへ向けて笑っています。実は流川の

家を借りたいと思って相談に参りましたと来意を

告げますと、いいですよ、１階の事務長に電話し

ますから事務長室へ行って下さいとの事で、１階

迄降り事務長室へ伺いますと理事長より今話があ

りました。まず家を見てもらいますかと早速家の

実地検分にお供をしてくれました。家が大変古い

から先ず雨漏りその他の手入れをします。家賃は

この位で如何でしょうかと言われましたが、前の

店の半分くらいでした。早速貸して頂くように申
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ますと申し上げました。ロータリークラブを仲介

して家の事、健康の事とお世話になりましたが暫

くして先生は亡くなられました。衷心より御冥福

をお祈りします。

　只今の店を新築するのにお世話になった硯製造

元大塚磊々堂の先代大塚真彰さんは硯の原石探し

に中国、及び朝鮮を廻り朝鮮で見付け、山ごと買

い入れた聖住山の石を使っていますが、輸入する

都度聖住山の深い坑道に潜って地底から掘出した

水巌を切り出してもらっています。分子構造が細

かく多量の鋒鋩を含んでいます。こんな石は国内

にはありません。硯の生命は原石の鋒鋩の有無で

決まるといいます。鋒鋩というのは硯を太陽にか

ざして見ると一面に金粉を散りばめた様に輝いて

おり、その一つ一つが光芒を放っている。顕微鏡

でこれを拡大してみるとその一片ずつが鋸の歯の

様に光っている。この為、墨が上滑りせずよく墨

がすれるのだそうです。よくＮＨＫ、ＯＢＳ、Ｔ

ＯＳ等の取材班が取材に来て放映しています。Ｎ

ＨＫの全国放送の後等、東京、大阪等より電話注

文があり、300万の硯が売れた事もあるそうです。

硯を製造しているお店は全国でも数件しかないそ

うです。

し込みますと、家の鍵を手渡してくれました。

　翌日から店舗作りにと、大工さんに見積依頼し

ましたが、家自体が修復するより壊して新築する

方が後々の為、安上がりではないかとの意向です。

それではと又、村橋病院へ伺い、借りるつもりで

したが家を壊して新築しようと思うので、土地家

屋を売ってくれませんかと相談に出かけました。

早速事務長が善高先生へ連絡しますと、家は壊す

のだったら、土地代だけでよかろう、土地代は買っ

た時の値段から家の壊し代を差し引いて計算しな

さいとの意向で随分安い値段でした。

　早速売買の日を決め、当日現金決済するように

致しました。当日は村橋先生側は奥様、院長（お

子様）、事務長の３名、土地家屋売買仲介者１名、

法務局への申請者として元中央ロータリークラブ

の原岡茂子さんが立ち合われました。無事、事務

処理が完了して現在のお店が誕生しましたが、本

当に村橋先生にはお世話になりました。

　私が中央ロータリークラブに入会したのは平成

３年７月小田部正三さんの推薦で入会させてもら

いましたが、健康増進の事で村橋先生に色々御指

導戴きました。その時申し上げた事でロータリー

クラブに入会した為、10年長生きをする様な気

持ちです。よく先生の教えを実行させていただき
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おすすめのケアンズ市

　ケアンズ市は、オーストラリア北東部、南緯

17度東経146度近くに位置していて、北半球で

いうと香港や台湾よりもっと赤道に近く気候的に

一年を通して暖かく過ごしやすいところです。日

本人も多く治安もよいので一人で街を歩いていて

も心配がなくショッピングや食べ歩きも気楽に行

え、私自身、海外旅行の経験が豊富なほうではあ

りませんが、今までで一番良かった観光地でした。

　ただ、ケアンズで一番悔しい思いをしたこと

は、、英語のほとんどしゃべれない家内のほうが、

ショッピングをしていて、私（当時英会話学校に

通っていた）よりも外国人とのコミュニケーショ

ンが出来ていて、授業料が無駄だとののしられた

ことでした。

 次回は、髙宮勝美会員です。

会員コラム 近藤　賢司

入会式

米山奨学生の
フィン・フォン・ミンさん

新入会員の徳丸一郎氏
イギリスよりビジターの
ラインハルト・ドリフテさん


