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◆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  夏は来ぬ

◆Ｂ. Ｇ. Ｍ  「宗次郎こころのうた」より

カチューシャの唄

ゴンドラの唄

時計台の鐘   他

会長の時間 会長 平野 英壽

 今日の会長の時間は、もうネタ切れと言いま

しょうか、だんだんお話しする事もなくなって来

てしまいました。

 会長も２度させて頂くと、今度はどんな話をし

ようかと悩みます。

 あの話はした、この話もした、テレビ・新聞等

で見た・聞いた社会情勢、経済情勢は、皆さんも

知っているだろうし、本業の建築の話は皆さん興

味もないだろうし、行き着く所、私には女性の話

しか残っていないのかなぁと思いますが、それも

ヒンシュクを買うだろうし…。かと言って何も話

さないわけにもいきませんが、皆真剣には聞いて

いくれないし…と、迷う今日この頃であります。

 それで、今日は私のデスクの壁に貼り付けてあ

ります、「三気」と言うアホアメーションを紹介

してみたいと思います。私の気を奮い立たせてく

れる教えです。宜しければ皆さんにも、コピーを

差し上げます。

「三 気」

よく見える目をもちながら

 大事なものを見逃すのは

  見る気がないからだ
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よく聞こえる耳をもちながら

 大事なものを聞きもらすのは

  聞く気がないからだ

よく出来る腕をもちながら

 大事なことに手抜かりするのは

  やる気がないからだ

人生にとって大事なことは

見る気になって見

聞く気になって聞き

やる気になってやることだ

幹事報告 幹事 亀井  孝

１．本日の卓話

「会員卓話」中尾 誠会員

２．第11回定例理事・役員会報告

（平成21年５月12日（火）13：40～

於：トキハ別府店例会場 ９名）

１）2008－2009年度後期立替金請求の件。

＊承認

２）「第４回（新・旧）クラブ協議会」の件。

＊承認

例会日  平成21年６月16日（火）

12：30～例会

例会終了後～クラブ協議会

場 所  トキハ別府店例会場

３）「会長・幹事慰労会」の件。＊承認

例会日  平成21年６月30日（火）

18：30～例会

例会終了後～慰労会

場 所 ホテル山水館

会 費 7,000円（全員徴収）

４）５月・６月例会予定の確認

 ５月５日 「振替休日」

 12日 「会員卓話」森園伸也会員

 19日 「会員卓話」中尾 誠会員

 26日 「会員卓話」鳴海淳郎会員

 ６月２日 「会員卓話」村津忠久会員

 ９日 「会員卓話」髙宮勝美会員

 16日 「第４回（新・旧）クラブ協議会」

 23日 「会員卓話」赤嶺リサ会員

 30日 「会長・幹事慰労会」

５）その他

○第59回「社会を明るくする運動」標語

パネル購入協力のお願い。＊承認（回覧）

３． ５月14日（木）11：30～東京一うどんに於い

て、「第５回別府中央ＲＣ創立20周年記念式

典実行委員会」を開催し致しました。

出席者：平野英壽、鳴海淳郎、村津忠久、

    森 宗明、梅津ヤヨイ、近藤賢司、

亀井 孝 各会員

４．お祝い

会員誕生日  中尾 誠会員（５月21日）

※記念品をお渡し致します。

結婚記念日  河村貴雄会員（５月20日）

※ご自宅にお花が届きます。

配偶者誕生日  後藤潤子さん（５月23日）

※記念品をお渡し致します。

５．例会変更のお知らせ

津久見ＲＣ ５月19日（火）の例会は、大分ト

リニータ応援例会の為５月23日

（土）12：00～九石ドームに日時・

場所変更

別府東ＲＣ ５月21日（木）の例会は、創立

30周年記念式典準備例会の為 

同日12：30～別府ホテル清風に

場所変更

大分臨海ＲＣ ５月25日（月）の例会は、新会員

歓迎夜の例会の為 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1985ＲＣ ５月25日（月）の例会は、夜の

親睦例会の為 同日 時間変更

津久見ＲＣ ５月26日（火）の例会は、第22

回ロータリー童話祭の為 同日

９：00～津久見市民会館大ホール

に時間変更

杵築ＲＣ ５月28日（木）の例会は、創立40周

年記念式典の為 ５月24日（日）

９：30～パストラル三河苑に日時

変更

別府東ＲＣ ５月28日（木）の例会は、創立30周

年記念式典の為 ５月23日（土）

16：00～杉乃井ホテルに日時変更

６．次週の予定

「会員卓話」鳴海淳郎会員

「会員コラム」後藤 隆会員
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７．本日の回覧

①「第59回「社会を明るくする運動」標語パ

ネル」購入希望

８．本日の配布

①週報No.956

②ロータリー探究「改めてロータリー発祥と

初期の歴史を探る」

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  隆

○平野会長

 今日はちょっと淋しい例会ですが、中尾社長

頑張って。時間もたっぷり用意しています。

○亀井会員

 結婚記念日にいただいた花を家内が嬉しそう

に枯れる前にドライフラワーにしていました。

本当に記念日の花は役に立つなぁ～。

 中尾さん、卓話ガンバッテ下さい。

 今日、途中退席します。すみません。

○近藤会員

 今日、新型インフルエンザ予防の為に後藤薬

局にある全てのマスクを買い占めました。タミ

フルも買い占めようと思いましたが、意地悪さ

れて売ってくれませんでした。後藤さん、この

ことについて説明責任を果たして下さい。

○森会員

 目に青葉、山ほととぎす、初かつお

 丁度今頃のことなのかな？いいことばかりの

今日この頃です。感謝してスマイル！

○村津会員

 わが家にも、昨日、定額給付金５人分、76,000円

が振り込まれました。早速、家族夫々に渡しま

した。

 私は今日、このトキハでベルトを買う予定です。

 日本全国で何とかインパクトになれば、と願

いつつ、スマイル。

○後藤会員

 妻の誕生日プレゼントありがとうございました。

卓  話 中尾  誠

 ５月15日、別府市の「地獄」が国の名勝に指

定されることになった。 国の文化審議会が名勝

に指定するよう答申したのは海地獄、血の池地獄、

龍巻地獄、白池地獄の４か所。県内では1923年

の「耶馬渓」（中津市など）以来、86年ぶり２件

目の指定となる。

では、各地獄についておさらいをしてみましょう。

 血の池地獄は、４つの地獄の中でも最も古くか

ら、文献に登場します。鎌倉期に編纂された「豊

後の国風土記」の中で「赤湯の井」としても登場

します。その特徴的な赤い色が詳細されていると

共に、地獄のそこに沈殿する赤い泥を寺社の鳥居

や柱などの塗料として用いていたとの記述もあり

ます。

 海地獄は、少なくとも江戸時代には渋ノ湯の源

泉として存在していたと思われます。と言うのも、

渋ノ湯の別名に由来があります。渋ノ湯の別名は

「有命湯」と言います。命が有るお湯です。海地

獄のお湯は地中から沸き出した時点では無色透明

です。それが時間がたつごとに色が変わってくる。

原理は至って簡単です。鉄輪の温泉には多く含ま

れている「メタ珪酸」が原因です。地中にあると

きには温度と圧力によってバラバラになっている

メタ珪酸が地上に出てきて、酸素を媒介として結

晶化してゆきます。その際に特定の色（波長）を

反射するために特定の色＝青色に見えるのです。

また、この海地獄には、多くの有名人が訪れてい

ます。明治時代の歌人・与謝野晶子は海地獄を訪れ、

「この世なる 豊の別府の海地獄 瑠
る

璃
り

の波より白

雲ぞ湧
わ

く」とその美しさを歌に詠んでいます。

 また、 龍巻地獄と白池地獄は、大正～昭和初

期に行われたボーリング工事に合わせて整備され

たものです。龍巻地獄は、言わずとしれた間欠泉

です。地獄（私達は、自噴泉のことを地獄と呼ん

でいます）は、だいたいが強くなったり弱くなっ

たりする間欠泉になっていますが、龍巻地獄ほど

解りやすい間欠泉は珍しいものです。間欠泉は世

界中にあり、多くのものが観光名所になっており

ます。白池地獄は白い温泉です。一般的に白い温

泉は硫黄泉が多いのですが、この白さは硫黄によ

るものではありません。

 これらの地獄は、亀の井自動車（現亀の井バ

ス）創業者で「別府観光の父」と呼ばれる油屋熊

八が、女性バスガイドを乗せた「地獄めぐり」と
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 また、指定されたものについては、「現状を変

更し，あるいはその保存に影響を及ぼす行為をし

ようとする場合，文化財保護法により，文化庁長

官の許可を要することとされている。規制により

財産権につき一定限度を超える損失を生じた場合

には補償を要することとされているが，通例，地

方公共団体が国庫補助を受けてその土地等を買い

取ることにより実質的な補償に配慮している。ま

た，史跡等の活用を広く図るため，国庫補助によ

りその整備を行っている」と決められており、補

助と規制が同居するようになっています。

 また、九州の名勝は、現在、以下のようになっ

ていて、地獄が名勝に指定されたとしても、九州

内では最低数なのには変わりがないようです。

福岡県：旧亀石坊庭園（添田町）、戸島氏庭園（柳

川市）、松濤苑（柳川市）、清水寺本坊庭園（みや

ま市）、藤江氏魚楽園（川崎町）

佐賀県：虹ノ松原（唐津市）、九年庵（旧伊丹氏別邸）

庭園（神埼市）

長崎県：雲仙岳（雲仙市）、旧円融寺庭園（大村

市）、旧金石城庭園（対馬市）、石田城五島氏庭園

（五島市）

熊本県：旧熊本藩八代城主浜御茶屋（松浜軒）庭

園（八代市）、水前寺成趣園（熊本市）、千厳山お

よび高舞登山（上天草市）、妙見浦（天草市）、竜

ヶ岳（上天草市）、龍仙島（片島）（天草市）、六郎

次山（天草市）、不知火および水島（八代市・宇城市）

大分県：耶馬渓（日田市・宇佐市・中津市・玖珠郡）

宮崎県：五ヶ瀬川峡谷（高千穂峡）（高千穂町）、

比叡山および矢筈岳（延岡市・日之影町）、尾鈴

山瀑布群（都農町）、妙国寺庭園（日向市）

鹿児島県：旧島津氏玉里邸庭園（鹿児島市）、志

布志麓庭園（天水氏・平山氏・福山氏）（鹿児島市）、

仙厳園（せんがんえん）附花倉御仮屋庭園（鹿児

島市）、知覧麓庭園（南九州市）

坊津（南さつま市）

して定期観光バスを運行させたことで発展を遂げ

ました。

 次に、「名勝」についてですが、名勝とは記念

物であって、以下の文化財の総称であると規定さ

れています。

１．貝塚，古墳，都城跡，城跡旧宅等の遺跡で我が

国にとって歴史上または学術上価値の高いもの

２．庭園，橋梁，峡谷，海浜，山岳等の名勝地で

我が国にとって芸術上または鑑賞上価値の高い

もの

３．動物，植物及び地質鉱物で我が国にとって学

術上価値の高いもの

 国は，これらの記念物のうち重要なものをこ

の種類に従って，「史跡」，「名勝」，「天然記念物」

に指定し，これらの保護を図っている。そのうち

特に重要なものについては，それぞれ「特別史跡」，

「特別名勝」，「特別天然記念物」に指定しています。

では、名勝について詳しく説明しますと、「次に

掲げるもののうちわが国のすぐれた国土美として

欠くことのできないものであって、その自然的な

ものにおいては、風致景観の優秀なもの、名所的

あるいは学術的価値の高いもの、また人文的なも

のにおいては、芸術的あるいは学術的価値の高い

もの」とされています。

一 公園、庭園

二 橋梁、築堤

三 花樹、花草、紅葉、緑樹などの叢生する場所

四 鳥獣、魚虫などの棲息する場所

五 岩石、洞穴

六 峡谷、瀑布、溪流、深淵

七 湖沼、湿原、浮島、湧泉

八 砂丘、砂嘴、海浜、島嶼

九 火山、温泉

十 山岳、丘陵、高原、平原、河川

十一 展望地点

となっています。

『神戸の街』

 ５月16日華道会小原流家元会館で毎年「盛花

まつり」が開催され、その園遊会に招待をいただ

き、行ってまいりました。一（ひと）山をビルに

してその屋上の庭で行われ、神戸の街が一望出来

ます。鳥ならず豚インフルエンザの話題等何も出

る事なく楽しいパーティーでした。17日、友達

の家に泊まって神戸三宮に出掛けると、時々激し

く降る雨の中、マスク、マスクの人間達が行き交

わし、それにマントで羽織ったら薄暗い「マンガ」

の世界の絵を見るようでした。それでも私達は松

阪牛のステーキを食べ、スタミナをつけ、元気で

帰って来ました。ちなみにマスクは全部売り切れ

でしたよ。

 次回は、後藤隆会員です。

会員コラム 梅津ヤヨイ


