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第１８０６回例会

■ 点　　鐘 　12時30分
　
■ ロータリーソング 　君が代・我らの生業
　
■ 唱　　和

四つのテスト

　　言行はこれに照らしてから

１．真実か　どうか

２．みんなに公平か

３．好意と友情を深めるか

４．みんなのためになるかどうか

■ 会長の時間 　　　　　会長　竹内　孝夫
　皆さん、こんにちは。会長の時間です。
　本日はこの後、新会員の㈲泉都葬儀社 代表取締役
工藤晴生さんの入会式があります。今回、残念ながら
東保会員が退会いたしましたが、尾方会員と工藤会
員が入会いたしましたので会員数が39名となります。
今後は退会者がなく、新会員の増員で目標の45名を
厳しいですが達成したいと思いますし、石田増強委員
長が積極的に活動していただいているので達成でき
ると思います。ただ願いは退会者がないことです。
　年末年始と様々な会合があり、途絶えていた改善委
員会を本日実施致しました。本日は、国際奉仕部門の
海外交流の問題について話し合いを持ちました。今
回は現状積極的交流をしている台湾のクラブではな
く、交流の途絶えている韓国のクラブについて話し合
いを持ちました。現状の曖昧な関係ではなく、はっき
りとした関係を構築する予定です。それは継続か終
了するかの２つしかありません。状況に応じて韓国
に行く予定でもありますので、委員会で方針を決定し
て理事会承認のうえ、はっきりさせたいと思います。

－職 業 奉 仕 月 間－

VOL.38－№　24　2017　 年　１　月　19　日

■ 出席報告

０名ゲ ス ト39名会員総数本

日

０名ビジター24名出 席 数

75％出 席 率８名欠 席 数

77.42％修正出席率77.42％前々回の出席率

1578回100％ 通算回100％ 連続

千壽、岩瀬、杉本、幸、西、

檀上、持永

出席規定免除：

西村名 会 員 ：

■　メイクアップ

　事前　一力(別府中央）

　事後（第1804回例会）　　　　

■　欠　　席

安部、渡辺、笠木、但馬、桝田、山下（唱）、梅津

※工藤晴生会員入会



　現状の韓国の姉妹・友好クラブの状況は
　済州中央ＲＣ（姉妹クラブ）
　　　契約締結　1998年５月14日
　　　再調印　　2004年12月17日
　　　　　　　　　　↓
　　　2008～2009年　別府東ＲＣ30周年記念式典の

とき案内状送付　連絡つかず
　釜山釜星ＲＣ
　　　契約締結　2004年５月15日 別府東ＲＣ25周年
　　　2014年５月24日 別府東ＲＣ30周年式典 ４名来訪
　　　※2015年２月迄～契約期間満了　連携なし
　ニュー釜山港ＲＣ（友好クラブ）
　　　契約締結　2006年２月23日
　　　　　　　　　　↓
　　　※2016年２月迄～契約期間満了　連携なし
　以上３つの韓国の姉妹・友好クラブの状況でありま
すし、当然一時はお互い行き来をしていました。台湾
台北昇陽ＲＣの契約締結期間も今年の５月に終了しま
すが、今年２月に台湾に私は再契約の件について話し
合いに行くことを、王会長とも話し合っています。
　当クラブも一力年度に40周年を迎える大事な年度
になります。ロータリー５大奉仕部門の重要な国際
奉仕の海外クラブとの関係を明確にする旨を会員
各位の方々、理解をしていただきたいと思います。

■ 幹事報告 　　　　　幹事　一力　秀次

１．国際ロータリー日本財団より、黒岩 英会員
へマルチプル・ポール・ハリスフェロー第３回目
（寄付累計＄4,000）としての認証ピンが届いており
ます。本日ご披露しお渡し致します。
２．ＲＩ第2720地区2017－2018年度会長エレクト
研修セミナー（PETS）開催のお知らせ

　日　　時　2017年２月25日～26日
　　　　　　25日：ＰＥＴＳ13：00～18：00／
　　　　　　　　　　交流会19：00～
　　　　　　26日：ＰＥＴＳ９：00～12：00
　場　　所　＜セミナー＞くまもと県民交流館パレ

ア９階「会議室１」
　　　　　　＜懇 親 会＞熊本ホテルキャッスル
　懇親会費　10,000円
　出席要請　会長エレクト、次年度ガバナー補佐
３．ＲＩ第2720地区宇土ＲＣ創立30周年記念式典
開催のお知らせ
　　地震の影響で延期しておりました「創立30周年
記念式・祝賀会」を４月22日宇土市民会館にて
「記念式典」のみを開催、また規模を縮小し熊本
第５グループに限り案内・登録をお願いすること
になりました。復興をテーマに開催予定ですとの
お知らせが届きました。
４．第７回定例理事・役員会報告（平成29年１月12日
17：45～ホテルサンバリーアネックス 14名出席）
　審議事項
　１号議案）2016－2017年度後期会費納入金請求
の件　　　　　　　　　　　 ＊１月13日付承認

　２号議案）東保房雄会員退会願いの件 ＊12月31日付承認

　３号議案）地区より「ロータリー財団100周年記念
シンポジウム公共イメージ向上協力金」として
会員一人250円の協力賛同願いの件

　　＊クラブとしては賛同するが、250円の個人徴収
をせず、食事費より拠出を承認

　４号議案）「大分第３グループIM」開催並びに全員
登録の件

　　日　　時　平成29年３月11日
　　　　　　　14：30～ＩＭ　17：30～懇親会
　　場　　所　別府亀の井ホテル
　　テ ー マ　「クラブ細則の改正について」
　　ホ ス ト　別府ＲＣ
　　登 録 料　2,000円
　　　 ＊６ＲＣ全員登録（５月立替金請求に計上）
　　懇 親 会　6,000円　　　　 ＊希望回覧を募る
　５号議案）姉妹クラブ台北昇陽扶輪社歓迎に係る

収支報告の件　　　　　　　　　　　　＊承認
　６号議案）例会変更の件　（1,000円ランチ実施）
　　日　　時　平成29年１月26日12：30～
　　場　　所　ホテルサンバリーアネックス
　　内　　容　年男年頭所感（予備日）
　７号議案）「奉仕プロジェクト実施」の為の例会

変更の件
　　日　　時　平成29年２月23日12：30～
　　　　　　　→２月20日12：30～光の園に開催

日・場所を変更
　　内　　容　13：00～卓話時間を「造園作業」に

代える（百膳の弁当手配）
　８号議案）2017学年度「米山奨学生世話クラブ」

募集の件、並びに世話クラブ説明会・カウンセ
ラーオリエンテーション日程の件（カウンセラー
３名の推薦期限：２月３日）

　　日　　時　平成29年４月８日
　　　　　　　13：30～世話クラブ説明会／
　　　　　　　カウンセラーオリエンテーション
　　　　　　　15：00～奨学生オリエンテーション
　　　　　　　17：00～懇親会
　　場　　所　水前寺共済会館グレーシア

本日は、ロータリー財団事業「ポリオ撲滅」の為

の使途指定寄付積立てに向けた『1500円ランチ』

（第７回目）を実施します。 会員皆様方のご協力

をお願い致します。

氏　　名　工藤 晴生（くどう　せいお）
生年月日　昭和48年４月２日　43歳

事 業 所　㈲泉都葬祭社　代表取締役

　　　　　〒874－0930　別府市光町12－25

TEL 24-1015　FAX 23-3026

職業分類　葬儀業（Funeral Directing）

所属委員会　親睦委員会

推 薦 者　長野勝行会員



　昭和一桁の老人も７回目の
年男を迎え、84歳になった。
　昨年は、11PMなど夜遅くまで何かとお世話に
なった同年の大橋巨泉が亡くなり、何とも言い表せ

ない虚脱感に襲われた。私も80歳で腹部動脈瘤の
手術、82歳で食道癌早期内視鏡手術の成功を見る
に、やはり近代医学の恩恵に浴しているというのが
真実であろうが、すでに枯葉の状態である。当面、
４年後の東京オリンピックまでという目標に努力
している。
　いま、居間でシャンソン歌手イヴ・モンタンのＬＰ
レコードの音が心地よい。「枯葉 Autumn Leaves」
や「セ・シ・ボン」の優しい歌声が心に沁みる。
少し傷があるのでインターネットで新盤を探したが
見つからなく、このＬＰ盤を大切に聴いている。
　私が現役を引退したのが72歳であったが、振り

　　参 加 者　クラブ会長、幹事、カウンセラー、
　　　　　　　奨学生、地区委員
　　＊カウンセラーに竹内孝夫会員、加藤兼司会員、

山下布美代会員を選任
　９号議案）細則第10条－会員選挙の方法改正に伴

い「新会員候補者推薦資料」記載内容変更の件
＊承認

　10号議案）2017－2018年度地区チーム研修セミ
ナー開催の件

　　日　　時　平成29年２月11日
　　　　　　　13：30～17：30セミナー
　　　　　　　18：30～20：30懇親会
　　場　　所　セミナー：
　　　　　　　熊本市民会館シアーズホーム夢ホール
　　　　　　　懇 親 会：熊本ホテルキャッスル

（参加の場合 会費 7,000円）
　　出席要請　工藤恵美次年度地区職業奉仕委員会委員
　　　　　　　石田啓三次年度地区補助金委員会委員
　11号議案）2019年規定審議会「立法案」提出の件
（地区への提出期限２月３日）　 ＊今回見送り

　確認事項
　　１月＜職業奉仕月間＞
　　１月19日「年男年頭所感」千壽健夫、黒岩 英、

瑞木一博、西 貴之 各会員
　　　　26日「年男年頭所感」12：30～

ホテルサンバリーアネックス
　　２月＜平和と紛争予防／紛争解決月間＞
　　２月２日「ゲスト卓話」

フリーアナウンサー　松本久美子氏
　　　　９日「ゲスト卓話」（公社）別府青年会議所

第42代理事長　森 憲司氏
　　　　16日「新会員歓迎会」18：30～

ホテルサンバリーまるや
　　　　23日「造園作業」⇒20日12：30～光の園
　　３月＜水と衛生月間＞
　　３月２日「未定」
　　　　９日⇒11日「大分第３グループＩＭ」に変更
　　　　　　　14：30～亀の井ホテル
　　　　　　　17：30～懇親会
　　　　16日「第４回クラブ協議会」（予定）
　　　　23日⇒20日（祝月）「奉仕プロジェクト：

開園式」12：30～光の園
　　　　30日「未定」

５．本日、11：30～ホテルサンバリーアネックスに
於いて「新会員の為のインフォメーション」を開
催致しました。

　出席者：竹内孝夫、長野勝行、久保田高史、石田
啓三、樽谷壽生、瑞木一博　各会員

６．本日は、11：45～杉乃井ホテルに於いて「クラ
ブ改善委員会」を開催しました。

７．例会変更のお知らせ
　大分1985ＲＣ：１月30日の例会は『クラブ内
研修会』の為、同日12：30～コンパルホールに
場所変更

　竹田ＲＣ：１月31日の例会は『新年家族例会』
の為、１月28日18：00～ホテル岩城屋に開催
日時変更

８．次回（１月26日）の例会予定
　　「会員卓話」　　　 西 貴之会員、尾方義顕会員
　　※次週例会は、12：30～ホテルサンバリーア

ネックスに変更して開催します。お間違えの
ないようご注意ください。

９．本日の回覧　①地区大会登録申し込み　②例会
変更（１月26日）出・欠席　③新会員歓迎会（２月
16日）出・欠席④ハイライトよねやま202　⑤くに
さき、中津中央、杵築 各ＲＣ週報　⑥全国自衛隊
父兄会より防衛情報紙「おやばと」　⑦別府市自衛
隊協力会より広報誌「扇山」

10．本日の配布　①ガバナー月信　vol.７　②ロー
タリーの友１月号　③地区職業奉仕プロジェクト
「講演会」開催パンフレット　④週報№ 1805

■ お 祝 い
　会員誕生日　加藤　兼司会員（１月19日）
　夫人誕生日　檀上小夜子さん（１月25日）
　　　　＊ご自宅にお花とお菓子をお届けします。
　結婚記念日　山下布美代会員（１月25日）
　　　　＊ご自宅に特選豊後牛肉をお届けします。
　皆　　　勤　坂本　　敦会員（１月13日＝17年）
　　　　　　　竹内　孝夫会員（１月17日＝９年）

■ ニコボックス 　　　　委員長　山下布美代
　梅野　保会員　別府観光バスに大型バス２台の

新車が入りました。別府観光の復興を目指して
頑張ります。皆様のご利用もよろしくお願いし
ます。５口

枯　　葉

黒 岩　 英 会員

（昭和８年１月１日生まれ）



返るとこの頃より一
挙に日本国中のすべ
ての分野がデジタル
化したのではなかっ
たか。私の趣味であ
る写真領域でも大分
のすべてのフイルム
写真店が１年間で姿
を消した。愛するフ
イルムカメラのニコン
Ｆ６やシャッター音
が気に入っている
コンタックスＧ２は
デジタルカメラのニ
コンＤ３やＤ200に
変換せざるを得ず、
キャプチャーNX2を
求め新しいプリンタ

も導入した。この頃に購入した高額の中盤フイル
ムカメラであるハッセルブラッドと、そのレンズ
群も残念ながら過去の遺産となってしまう。
　私の別の楽しみのオーディオ分野でも同じで、長
年愛用してきたプレイヤーは便利なＣＤディスクと
なり、殆どのＬＰレコードは知人に譲る。40歳代より
熱愛してきたJBL4345スピーカーや、マークレヴィン
ソンLNP2Lなどのアンプ群は、本体はすでに過去の
ものとなっていたが、大分で唯一のオーディオ専門
店のご努力によりみごとにクリーンアップされ低音
が響く素晴らしい音が再現したときは嬉しかった。
　現役引退後は、
嗜好もジャズに変
換したように思う。
特に1950年代のマ
イルス・デービス、
ビル・エヴァンス、
オスカー・ピーター
ソ ン、ソ ニ ー・
ローリンズ、アー
ト・ブレイキー、そ
して80歳半ばで、
いまだに現役活動
されるハンク・
ジョーンズなどな
ど聴き入る毎日で
あった。幾多の愛
聴盤があるが、中
でも 高と思う盤
を１つあげるとす
れば、それはマイルスとキャノンボールが演じる
「枯葉」である。特に出だしのマイルスのトラン
ペットの見事な間に痺れる。以来ＣＤ店で枯葉の名
があるジャズ演奏家のＣＤを殆ど買い込み、すでに
30枚ほどになったろうか。しかしマイルス演奏の右
に出るＣＤには、未だにお目にかからない。
　サンデイ年齢に達した現在、居間でゆっくりＣＤを
聴く時間が多くなるのは必然として、80歳を過ぎる
頃から無性に昔のＬＰレコードが恋しくなる。早速
に新しいＬＰプレイヤーを購入し、残存していた
30年余の埃をかぶったＬＰレコードを聴いて驚い
た。針が溝をえぐる音、それはＣＤのような端正な
音でなく生の音があった。マイルスの「枯葉」も一際

素晴らしく鳴った。それも 近製作された重量再生
盤より数十年前に購入したＬＰ盤の音に聞き惚れる。
古いものが生きていると実感した一瞬でもあった。
　この感激は、写
真においても言え
るのではないだろ
うか。デジタル技
術が進歩し3000万
画素のカメラが出
現している現在で
あるが、どう見て
も昔のフイルム写
真の諧調の美しさ
はデジタルを凌駕
しているのではな
いだろうか。あの
千宗室さんが、
「京都の路地散策」
という小冊子の
なかに、いまだに
フイルム写真を楽
しみＬＰレコード
を愛聴しているという小文を読んで嬉しかった。
　ただ、80歳代の体力、筋力の衰えは身に沁みる。
従来のような絶景を求めての重量カメラや三脚持参
のフイルム写真旅はもう困難であろう。一方、圧倒
的に便利なデジタルカメラの存在がある。究極は、
100年の歴史を誇るライカの魔力であった。これ
まで愛着してきたハッセルやニコンの重量レンズ群
を断捨離してデジタルのライカＭとノクツルックス
50㎜の購入となる。
　戦後70年も過ぎ、すべてがコンピュータ制御下で
金星や木星にまで到達できる時代となって科学の
進歩は見事の一言である。でも自分には古いものが
美しく感じる日々が多い。 近では、絶景を求めての
旅写真から京都・奈良の仏像や古い町並み、大分の
六郷満山の石像などを撮る旅が多くなった。1500年
前はこれほど美しい原色であったと現代デジタル技術
が再現してくれるが、自分にとっては錆すすけた灰色
の1500年後の現在の仏像のほうが美しい。古い宿の、
磨かれた欅階段の木目や片隅に置かれた李朝の頃の
シンプルな箪笥や古陶などに感動を覚える日々で
ある。　フルトベングラーが戦後３年目にベルリン
で戦後初めてタクトを振った「運命」ＬＰ盤に針を
のせる一瞬に生きる喜びを感じる毎日があり、ライカ
でしっかり手でピントを合わせ、そのシャッター音
に心地よい一瞬を求めての残る僅かな余生となる
ことであろう。
　科学は進歩、趣味の世界は懐古であろうか。

「自画像」

「祈る」

「乾杯」

「別れ」


