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■ 点　　鐘 　12時30分

　

■ ロータリーソング 　君が代・奉仕の理想

　

■ 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

■ ゲ ス ト

　 松  本  久  美  子 氏（フリーアナウンサー）
まつ も とく み こ

　 甲  斐 　 伸  治 氏（甲斐伸治土地家屋調査士事務所
か い しん じ

　　　　　　　　土地家屋調査士）

　 鄔 
ウ

  博   文 くん（米山奨学生）
ハク ブン

■ 会長の時間 　　　　　会長　竹内　孝夫

　みなさん、こんにちは。会長の時間です。

　本日は新入会員候補として、フリーアナウンサー

の松本久美子さんと甲斐伸治土地家屋調査士事務所

土地家屋調査士　甲斐伸治さんがいらっしゃって

います。

　現在会員数も40名台に復帰しました。今期目標

会員数45名に向けて石田委員長中心に頑張っていた

だいております。松本さん、甲斐さん、検討の上

－平和と紛争予防／紛争解決月間－

■ 出席報告

３名ゲ ス ト39名会員総数本

日

０名ビジター22名出 席 数

78.57％出 席 率６名欠 席 数

84.38％修正出席率75％前々回の出席率

1578回100％ 通算

千壽、岩瀬、樽谷、黒岩、杉本、

幸、加藤、西、檀上、持永、箕作

出席規定免除：

西村名 会 員 ：

■　メイクアップ

　事後（第1806回例会）

　　　　但馬、桝田（別府北）

■　欠　　席

安部、渡辺、笠木、但馬、山下（唱）、梅津



ぜひ入会をしていただければと思いますし、松本

さんにおいては本日卓話もお願いしています。よろ

しくお願いいたします。

　さて、ロータリーにおいての２月は“平和と紛争

予防・紛争解決月間”です。

　さすが世界規模のロータリーですが、今本当に

この言葉が響きます。

　連日、アメリカ合衆国、トランプ大統領の話で

もちきりです。

　中東７国に対する国内外の移動の制限、TPP離脱、

日本に対する為替批判など大統領令を乱発して大変

な状態になっています。

　日米首脳会談においては、TPPに変わる２国間の

貿易協定、又、米軍駐留経費負担増、 終的には

日米安保についての見直しまで話が出るかもしれま

せん。

　本来、日本は保守の共和党が政権を執った方が

良好な関係を築いてきました。

　レーガン、ブッシュを見ればわかったことだと

思いますが、両名とも“アメリカは世界の警察”と

いう大国主義的な考えが根底にありましたが、ト

ランプは“アメリカファースト、アメリカ第一主義”

です。確かに個人的には日本も日米関係を良好に

しつつ、自立した自らの国は自らで守ることを基本

に改定する部分もあると思いますが、それにはある

程度の時間をかける必要もあると思います。

　今日はロータリーの平和と紛争予防・紛争解決

月間で、少し世界の話をしましたが紛争を望む方は

いません。

　皆が世界平和を願っていると思いますが、どうか、

内戦の続くシリアの主要都市アレッポの７歳の少女

が、トランプ大統領に出した手紙で大統領の心が

変化することを願います。

　“シリアの子ども達のために必ず何かをしてくだ

さい。だってあなたの子どもと一緒で、あなたと

同じように平和に生きるべきだから”

　今日はロータリアンとして世界平和を考えます。

■ 幹事報告 　　　　　幹事　一力　秀次

１．別府市近隣７ＲＣ親睦ゴルフコンペ開催のお知

らせ

　日　　時　平成29年４月23日

　　　　　　９：30集合／10：00～スタート

　　　　　　（OUT・IN同時スタート）

　参加クラブ　杵築・日出・湯布院・別府・別府北・

　　　　　　別府中央・別府東 各RC

　場　　所　別府扇山ゴルフクラブ

　　　　　　（0977－24－2433）

　参 加 料　3,000円（コンペ代）

　　　　　　＊表彰式は「懇親会」にて行います

　懇 親 会　5,000円　18：00～

　　　　　　於ホテルサンバリーアネックス　

　　　　　　＊当クラブがホストを務めます。

　　　　　　　ご協力を宜しくお願い致します。

２．１月29日13：00～ホルトホール大分・３Ｆ大

会議室に於いて「2017～2018年度ロータリー財団

部門地区補助金管理セミナー」が開催され、長野

勝行次期会長、久保田高史次期幹事、荒金信治

次期ガバナー補佐が出席されました。

３．本日、11：45～杉乃井ホテルに於いて「第８回

定例理事・役員会」を開催致しました。

４．例会変更のお知らせ

　湯布院ＲＣ：２月８日の例会は、定款第８条

第１節に基づき『休会』

　杵築ＲＣ：２月10日の例会は、２月11日が法定

休日の為『休会』

　大分ＲＣ：２月14日の例会は『親睦委員会

企画例会』の為、同日18：30～大分オアシス

タワーホテルに時間・場所変更

５．次回（２月９日）の例会予定

　　「別府青年会議所と私」

　　　　　　（公社）別府青年会議所

第42代理事長　森　憲司氏

６．本日、例会終了後「クラブ改善委員会」を開催

します。関係の方は、そのまま例会場にお残り

ください。

７．本日の回覧

　①新会員歓迎会（２月16日）出・欠席

　②地区補助金社会奉仕プロジェクト「光の園」

造園奉仕作業　出・欠席（２月20日）

　③「大分第３グループIM」出・欠席（３月11日

　　＊３月９日例会を変更します）

　④ロータリー財団100周年記念シンポジウム広告

（朝日新聞掲載）写し

　⑤地区大会「友愛の広場」担当会員より「商品

販売ブース」貸し出しのお知らせ

　⑥豊後高田、中津 各RC週報

　⑦別府平和園より「書のあそび」「別府平和園た

より」

　⑧（公社）自衛隊家族会より広報誌「おやばと」

８．本日の配布

　①ロータリーの友 ２月号

　②週報№ 1807

　③「抜粋のつづり　その七十六」

■ お 祝 い

　会員誕生日　瑞木一博会員（２月６日）

　結婚記念日　沼田守生会員（２月７日）

　　　　＊ご自宅に特選豊後牛肉をお届けします。



　この度は別府東RCの例会に

お招きいただき、ありがとう

ございます。

　式典やイベントの司会の際

にお目にかかったことのある

方々も沢山いらっしゃいます

ので、少し緊張しておりまし

て（笑）、ご用意頂いたお食事も

スープとサラダしか口にできないほどでございます。

　これまでNHK、OBS、そしてフリーとなり、26年

間喋ることを生業として参りました。

　SMAPと一緒でございます。26年、いろんなこと

があり、私も解散しようかなと思うこともありまし

たが一人でございますので解散も出来ず、今日まで

喋り続けてまいりました。

　８年前から人権をテーマとして九州中国地方を

中心に講演活動を行っております。

　その際、 初に会場のお客様お尋ねするのが「別府

に来て下さったことのある方、手をあげて下さい」

です。どの会場も100％手があがります。別府に

生まれて良かったなあと思う瞬間です。

　ただ島根県益田市で講演した際は100人中６名様

が「行ったことがない」という返答で、まだまだPR

が足りないなあと感じた次第です。

　私はその中で「共同浴場のコミュニケーション」

をよくお話します。ひと月1,000円以内で何度でも

入れ、高齢者が５分から10分歩いてやってくる

（健康に良し）、「あそこの空き地に○○が出来る

らしいよ」「あの人はいま具合が悪く入院してるらし

いよ」と、良くも悪くも情報源。

　その中で一人暮らしのおばあちゃんが、私がお風

呂で声をかけるたびに飴玉をくれます。「○○さん、

いいんですよ、飴をくれなくてもお喋りしますから」

「いいえ、私は一人ですから家にいても全く話を

しません、だから久美さんと話が出来るのがうれし

いんです」。私は申し訳なくて「いつもキャンディ

もらうから今日はお返しに靴下をプレゼントします

ね」…。するとおばあちゃんはこう言われました。

「いいえ、年寄りにはもう物は要りません、あった

かい言葉が何よりの御馳走です」。

　別府の共同浴場の会話、ふれあいのシーンには、

いくつもの大切な地域コミュニケーションが、まさ

に湯水の如くあふれているのです。

　勿論、お湯の温度や場所取りのことで言い合いも

あります。それを戒めるかのように起きた昨年４月

の地震。あの地震のあと、共同浴場でこんな会話を

耳にします。「怖かったなあ、南海トラフがきたら

別府はおしまいや、別府を出てよそに住んだほうが

よかろうか」「いいや、日本全国どこでも一緒、そ

りゃ別府は地震の確率は高いけど、これまで一緒に

いたみんなとその不安を乗り越えようよ、私たちは

運命共同体やけんな！」

　この「共同体」「同じつらい経験を乗り越えた」と

いう経験が、意識を変えていくんですね。

　「声掛け」をして「言葉」を交わそうとしても、

受け入れてもらえない場面は誰にでもあります。

ことの葉クロ－バー 　松 本 久 美 子 氏

【本会議】３月25日

　　於ホルトホール大分１Ｆ大ホール

　　12：30～点鐘／ガバナー挨拶／

　　ＲＩ会長代理挨拶／各種表彰

　　15：30～記念講演～17：30点鐘

【ＲＩ会長代理歓迎晩餐会・懇親会】

　　３月25日18：30～

　　於レンブラントホテル大分

　※追加登録申込期限が２月20日となって

おります。

　　ご都合つく方、又入会３年未満会員は、是非

ご参加をお願い致します。

大会本会議登録者

　竹内孝夫・一力秀次・荒金信治・黒岩 英

　杉本邦弘・梅野 保・加藤兼司・瑞木一博

　桝田 浩・中塚茂次・長野勝行・工藤恵美

　山下布美代・沼田守生・山下唱徳　各会員

ＲＩ会長代理歓迎晩餐会・懇親会申込み

　竹内孝夫・一力秀次・荒金信治・長野勝行

　久保田高史・沼田守生　各会員

ゴルフコンペ・表彰式（懇親会）

　加藤兼司・長野勝行・久保田高史・山下唱徳

　各会員

＜ＲＩ第2720地区2016－2017年度　地区大会＞



　私が数年前講演をした国東市の中学校でもそうで

した。

　何を問いかけても「いいえ」「どうせ」「別に」。

まるでどこかの芸能人の言葉のようです。

　しかし、反応があるということは、聞いていると

いうこと。答えているということ。

　「マイナス」は「ゼロ」ではありません。「無関心

のゼロ」の方が「反論のマイナス」より実は厄介な

のです。私はその女子に言いました。「私の言うこと

を今は受け入れてくれなくていいから。とりあえず

ちょこっとは覚えちょってな」。

　幸せになる、力になる言葉を私は「福ことば」と

名付けました。

　「幸せのお福分け」です。「おすそ分け」は「裾」

ですから目上の方に差し上げる場合は少し失礼な

表現です。ですから「お福分け」。おおいに元気に

なる言葉、本や歌やはたまた誰かにもらった言葉を

「お福分け」してください。その反対が「毒ことば」

です。「言葉」は「凶器」にもなりますから、様々な

人権問題はまずこの「毒ことば」で始まっています

よね。

　では「置きことば」とは？

　人の体は食べたもので出来ています。では「心」

は…？ これまで受けた「言葉」により湧き上がって

くる感情だと私は思っています。

　例えば風邪をひいて熱がでて、うなっている時に

どんなに食べ物を与えられても食べたくありません。

そんな時、家族が作ってくれるものをイメージして

ください。「うどん」「おかゆ」「すりりんご」…どれ

も「柔らかく飲み込みやすいもの」です。もっと

症状が酷い時は「もう何も欲しくない」状態です。

　そんな時は「今は無理だろうけど、少し元気に

なったら食べてね」と言って枕元に置いておきます

ね。「言葉」も同じです。

　「今は無理だろうけど、あなたの枕元ならぬ心元

に置いておくね」という「置きことば」を探して

下さい。相手が食べようと食べまいと関係ありま

せん。作ったものを無理やり与えるのは、送り手の

エゴです。

　私の場合の「置きことば」は「オルケンナ」です。

イタリア語っぽいでしょ（笑）。日本語ですよ。

　「おるけんな、いるからね」です。

　「ソウルフード」と言えば香川なら「うどん」、

大分別府なら「とり天」でしょうか？

　故郷に帰ってきたなあと感じる「食べ物」を「ソウ

ルフード」と呼ぶなら、

　その「フード」の「フ」の字に１本線を足して

「ソウルワード」も作りましょう。

　すると「方言」が思いつくでしょう。「よだきい」

「ちょるちょる」…。

　別府ならではの「ソウルワード」を作り、温泉の

硫黄の香りがしてきたら聞こえてくる「ソウルワー

ド」を作るのも言葉の文化、言葉の観光ではないで

しょうか。

　「うしろ頭」という言葉があります。私はずっと

標準語だと思っておりました。

　すると東京在住の弟から「東京では通じんなあ」

と言われ、お江戸では「後頭部」というと指摘され

ました。私は各地での講演時に、その土地では何と

呼ぶのかをお客様に聞いています。福岡県宮若市

では「うしろデコ」、玖珠町では「うしろヅク」、

福岡県大川市では「ぼんのくぼ」などなど、とにか

く少し地域が違うだけで様々な「ソウルワード」が

あることにびっくりします。

　コミュニケーションにはこの「普段着の言葉」が

とても大切ですし、お国言葉は素顔のその人が見え

てとても温かい気持ちになるものです。銭湯の如く

言葉も「裸の付き合い」が一番ですね。

　「人間」だけが持つ「言葉」。（鳥も鳥なりの会話が

あるでしょうが）

　しかし「声が出る」というのは当たり前ではあり

ません。

　私も以前２ケ月間、全く声が出ないことがありま

した。商売道具でもある「声」を大切にしなかった

罰ですね。

　では皆さん大きな声で「ありがとう」と息を吸い

ながら言ってみてください。

　～ありがとう～　　言えませんね。吸うとまさに

息をひきとってしまいます。

　言葉は「息を吐きながら伝えるもの」です。腹式

呼吸、胸式呼吸。つまり胸の内、腹の内にある想い

を、体温と一緒に口から出すのが「言葉」です。

　人の息は「はあはあ」という温かいものから「ふ

うふう」という冷たいものまで、温度があり表情が

あります。「生きている証」です。指先だけでキー

ボートを使って伝える言葉に温度はありません。

　皆様の温かい「福ことば」を、多くの方に「お福

分け」をして頂くことが私の願いです。

松本久美子氏と竹内会長


