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LEAD THE WAY
率先しよう

◆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　　シャボン玉

◆Ｂ.Ｇ.Ｍ.　　「オーケストラで綴る

日本の愛唱歌」より

峠の我が家

テネシー・ワルツ

谷間の灯

会長の時間 会長　上妻　　浩

　９日（土）のサッカー観戦例会にご出席の皆様

お疲れ様でした。津末会員のおかげで良い席で観

戦出来た上、グラウンドのすぐ側の選手入場ゲー

トのすぐ近くで入場シーンを見ることが出来まし

た。試合もかなり面白く、トリニータを応援して

いる我々にとってはこたえられない内容の試合で

した。出席出来なかった方や前半のみで帰られた

方に経過を簡単にお話します。前半は０対０で、

後半になって試合が動き始め、20分頃アントラー

ズに１点先行されました。このまま負けたのでは

面白くないなと思っていた所、数分後に同点に追

いつきました。所が又その10分後くらいに点を

とられ、後半も残り時間が少なくなり、あきらめ

ムードが漂いかけました。ところがなんと、ロス

タイムに入り、それも終わりかける頃、１点目の

シュートをした高橋選手が見事なシュートで２点

目を取り、すぐに時間切れで引き分けに持ち込み

ました。これで今期不振のトリニータが浮上する

切っ掛けになればいいなと思っていた所、ご存知

のように16日（土）も３対１で勝ちました。こ

の調子でいけばＪ１残留も間違いないなという気

がします。サッカーの話が長くなりましたが、来

週はクラブ協議会です。今年度から次年度につな

ぐ特に重要な協議会ですので、出来るだけ会員の

出席と活発な発言をお願いします。

◆出席報告　　　　　　　 　髙宮　勝美
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幹事報告 幹事　近藤　賢司

１．本日の卓話

『大分県の中の朝鮮半島』　溝部　仁会員

２．本日例会終了後、13：40～「第12回定例理

事・役員会」を開催致します。

３．2007-2008年度「皆勤お祝い」対象者の方

に記念品をお渡し致します。

村津　忠久会員（Ｓ61年９月12日＝20年）

中島　澄人会員（Ｈ３年７月23日＝15年）

木村きぬゑ会員（Ｈ８年10月８日＝10年）

近藤　賢司会員（Ｈ16年３月２日＝10年）

（Ｓ55年10月31日～Ｓ63年６月18日）

衛藤　秀子会員（Ｈ15年10月７日＝３年）

４．例会変更のお知らせ

湯布院ＲＣ ６月20日（水）の例会は、会長・

幹事慰労会の為、同日18：30～

時間・場所変更（場所未定）

大分城西ＲＣ ６月20日（水）の例会は、「感謝

の夕べ」の為、同日18：30～ほ

り川に時間・場所変更

佐伯MARINEＲＣ ６月22日（金）の例会は、夜例会

の為　同日18：30～ホテルニュー

佐伯へ時間変更

大分1985ＲＣ ６月25日（月）の例会は定款第

５条第１節（Ｃ）に基づき休会

大分臨海ＲＣ ６月25日（月）の例会は最終夜

例会の為、同日18：30～大分全

日空ホテルオアシスタワーに時間

変更

大分ＲＣ ６月26日（火）の例会は、夜例

会の為、同日18：30～大分全日

空ホテルオアシスタワーに時間・

場所変更

日出ＲＣ ６月26日（火）の例会は会長幹

事慰労会の為、同日幸喜屋へ時間

・場所変更

中津中央ＲＣ ６月26日（火）の例会は最終例

会の為、同日18：30～グランプ

ラザ中津ホテルへ時間変更

別府北ＲＣ ６月27日（水）の例会は玉ノ井溥

明ガバナー慰労会並びに新旧会長

幹事歓送迎会の為、同日18：00～

ホテル望海に時間・場所変更

別府東ＲＣ ６月28日（木）の例会は会長・

幹事慰労会の為、６月29日（金）

18：30～ホテルニュー松実に日

時・場所変更

５．次週（６月19日）例会の予定

「第４回（新・旧）クラブ協議会」

＊協議会は全員参加です。（特に３年未満の

会員の方はぜひご出席下さい。）

　各委員会の委員長で万一欠席される方は、

必ず代理者を幹事までお知らせ下さい。審

議の進行上、ご協力お願い致します。

「会員コラム」近藤賢司会員

６．本日の回覧

①「第４回（新・旧）クラブ協議会」出・欠席

②「会長・幹事慰労会」出・欠席

③「ロータリー情報勉強会」出・欠席

④中津中央ＲＣ　週報

７．本日の配布

①週報868号

②ロータリーの友６月号

③ガバナー月信No.11

④「例会の変更と取消について」

　「価値ある例会を求めて」

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

　溝部会員の卓話、よろしくお願いします。

○近藤会員

　先週のサッカー観戦例会の時、津末会員の

お陰で試合前にグラウンド（ピッチ）に出るこ

とができて選手を目の前で見ることができまし

た。出てきた選手に拍手を送った後、シャムス

カ監督が横を通ったので、力一杯拍手をしたら

「変なオッサンやな！」という顔をされてしま

いました。チッチキチー。

○村津会員

　４週間ぶりのホーム例会出席です。勿論、メー

キャップは全て既に済ませておりますが、何と

なく申し訳ない気持ちです。改めて、お詫びの
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ご挨拶代わりにスマイル。

○木村会員

　先日ドームに初めて行き、大きさ、サポー

ターのすばらしさ、とても感動的でした。早め

に帰りましたが、２回戦のサポーターの応援す

ごかっただろうなと想像しています。

　溝部先生、今日の卓話楽しみに来ました。

○亀井会員

　会員のみなさん、“地震”は大丈夫でしたか？

　先日のサッカー観戦大変楽しかったです。

○赤嶺会員

　今日は遅くなり、すみません。土谷さんの一

周忌、追悼の意を表してスマイルします。

○高田会員

　先日のロータリーのゴルフ大会でドラゴン賞

をいただきました。お天気も良く、メンバーも

良く、楽しく廻れました。

○後藤（孝）会員

　先日のサッカー観戦、楽しかったです。津末

会員には大変お世話になりました。

卓　　話 溝部　　仁

大分県の中の朝鮮半島

１　はじめに

　昭和60年に、釜山にある大明女子高等学校、

翌年、蔚山の弘明高等学校と交流校の締結をした。

特に、蔚山の弘明高等学校の校長先生の李秉稷先

生（現在韓日親善協会会長）は、戦前、日本の教

育を受けており、日本語は流暢で、古代日本につ

いて豊富な知識があった。私は、先生の該博な知

識に衝撃を受けたのである。これが、朝鮮半島の

研究はじめた端緒である。

２　大分県の中の朝鮮半島

　１　宇佐八幡宮周辺の地名の考察

　衆知のように、宇佐八幡は、全国の八幡宮の

総本社として名高い。現在歴史学会では、『新羅

からの渡来人によって創建された。』というのが、

定説である。ならば、次の朝鮮語の読みと意味を

考えてみよう。

　①『 』　読み（〔１〕ウサ）

　漢字（〔２〕雨師）

　意味（〔３〕希雨）

　②『 』　読み（〔４〕アンシム）

　漢字（〔５〕安心）

　意味（〔６〕アジム）

　③『 』　読み（〔７〕ヤッカン）

　漢字（〔８〕駅館）

　意味（〔９〕泊まる駅）

　以上みてきたように、宇佐八幡宮周辺の地名な

どは、朝鮮語で解読できることが理解できたはず

である。

　２　宇佐八幡宮周辺の祭祀の考察

　衆知のように、大分県には、奇祭や特殊とされ

る祭りが多い。その中で、発祥や発現の理由が不

明な祭祀を少し検討してみよう。

　①ケベス祭（詳しくは拙稿を一読いただきたい。）

　　（ａ）製鉄を韓国語で『 』と書く。

　　　　発音は（〔10〕チェチョル）

　　（ｂ）製鉄に欠かせない、吹子は、２種類ある。

（１）一つが堅い皮で作った鞴、

（２）もう一つが、柔らかい皮で作った

鞴である。『大漢韓辞典』によると

（〔11〕ペイ）と発音すると書かれ

ている。

　　（ｃ）我々は、よく運転手という。手は、顔

や手ではなく、人間を表す。この字を

韓国語で書けば、『 』となり、発音は

（〔12〕ス）という。これをまとめると、

（〔14〕チエイペイス）である。

　３　玖珠の名の由来

　玖珠という地名を『漢和辞典』で調べてみると、

『玖』は、九をいう。また、『玖』は、黒色の美し

い石とある。『珠』は、数珠などという言葉で日

頃から馴染みが深い。もし、『漢和辞典』のとお

りならば、九つの珠ということになる。しかし、

黒い美しい石が算出していた記録を見い出しえな

い。そうすると、このような石（珠）を使ってい

た者が存在していた可能性はある。このことにつ

いては、詳しく後述したい。

　次に『大宰管内志』を調べてみると、古くは、

球珠郡とある。現在の使っている玖珠ではない。

となれば、現在使われている『珠』＝『九』、も

しくは『黒い美しい石』であるという考え方をし

なくともいいことになろう。『大宰管内志』によ

れば、『洪樟樹』、すなわち、大きな楠木があった

から『クス』と付いたとある。これも説としては、

あったかもわからないが、『大宰管内志』の説を

支持すれば、『樟』・『楠』の漢字が入っていても

不思議ではない。そこで、『大漢韓辞典』で調べ
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ると、『玖』は朝鮮語で『 』という。発音は、『ク』

である。『珠』は『 』といい、『チュ』という。

続けて、発音すれば、『クス』と聞こえないだろ

うか。次に、意味であるが、各種の文献を調べて

みたが、なかなか核心をつくようなものがない。

そこで、発想を変えて、音で迫ってみた。『朝鮮

語辞典』によれば『 』『 』ではないが、『 』

『 』ならあった。『 』は、前述したように、音

は『ス』である。現在我々が発音している、『ク

ス』そのものである。『 』『 』の意味は、（〔15〕

口伝）である。この視点で考えを進めて行くと、『占

い』などの秘伝を『玖珠』在住のシャーマンに授

けた。と推測できないだろうか。古代のシャーマ

ンは、『珠』を利用していたことは、数々の文献

に散見される。

３　むすび

　これまで述べてきたように、現韓日親善協会の

李秉稷先生から、20年程前に衝撃的な指摘を受

けてから、朝鮮半島との関係を調べてきた。現在、

宇佐八幡宮は、新羅からの渡来人（行幸会を調べ

ていくうちに、新羅だけではない事実が発見でき

た。）によって創建されたというのは、学会も定

説である。となれば、日本の資料を眼光紙背に徹

して調べてみても、真実は、把握できない、とい

うのが私見である。このような視点で、押し進め

ていくと、大分県の歴史資料や民俗学の資料は、

かなり書き直す必要があることがおわかりいただ

けたと思う。

E-mail:info@beppu4rc.jp

仲のよさそうな夫婦

　離婚を考えている奥さんの理由は「毎日決まっ

たように６時に帰ってくるから」だそうです。ど

うもチョイワルオヤジの方が離婚率は低いようで

す。

　そのチョイワルオヤジは、すぐに若い女性に手

を出すのであり、日本では、大変とがめられます

が、アメリカでは「不倫」を「婚外恋愛」といっ

て日本ほどは悪いことだと思っていないようで

す。 次回は、近藤賢司会員です。

会員コラム 近藤　賢司


