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＊１０月のプログラム予定＊
3日 外部卓話 金尾信二氏（中津城理事）
10日 内部卓話 臼杵 確会員
17日 職場訪問、親睦家族観月例会

職場訪問＆親睦観家族月例会
17:00～
18:30～
於：安心院葡萄酒工房

於.安心院葡萄酒工房
24日 内部卓話 米澤哲也会員
31日 四クラブ合同グラウンドゴルフ大会、親睦例会
於.かんぽの郷宇佐

第２２７３回例会

平成２５年１０月１０日

の記録

開会点鐘
 ソ ン グ

我等の生業

 ゲ ス ト

なし

 ビジター

宇都宮広行君（宇佐八幡RC）

会長の時間

藤本博和会長

先日の柳ヶ浦高校のインターアクト例会及びキャッ

今回私は2人の孫の履かれなくなった靴を洗って持

プ洗いに参加された斉藤委員長、臼杵副会長、藤久保

っていこうと思っております。成長が速いのでまだ新

会員、佐々木会員お疲れ様でした。私が行けず、本当

品同様です。皆さんからも何かことづかるものがあれ

に申し訳なく思っています。

ばできる限りお持ちしたいと思います。

さて、いよいよ地区補助金事業で、フィリピンスー

11月15日からの訪問は、活動状況でお金を出資する

ビックに行く時期が近づいてまいりました。今回の支

だけではなく、直に汗を流すことが目的です。それと

援内容は①バイク代金 182,000円、②トライシクル

領収書を頂いて帰るつもりです。米澤会員の情報では

改造費（かご横車）91,000円、③本代 45,000円、④

現地は洪水が出たり、冨田さんが足を骨折されたとの

本棚作成費 181,600円 計50万円となっており、特

情報も入っております。

定非営利法人GFNPを通じて振込済みです。

事務局

今回も藤林国際奉仕委員長と米澤会員には、段取り
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や現地との打ち合わせ等で苦労をかけ本当にありがと
うございます。また石部Ｒ財団委員長始め、同行され

委員会報告
◎国際奉仕委員会

る皆さんもよろしくお願いいたします。18日14時15分

先ほど会長からもご説明のありま

に帰国予定です。のちほど国際奉仕委員長からも詳細

したように、11月15日金曜日に出発

の補足があると思いますので、この機会にたくさんの
参加をよろしくお願いいたします。

藤林鋭司委員長

しまして、16日17日18日とフィリピ
ンの冨田さんのウィシュハウスを訪
ねて、バイク、本その他を寄贈して

幹事報告

その式典を行って、国際奉仕活動をしてきたいと思っ

本庄伸子幹事

１．来信

ております。現在出欠回覧をしておりますので、是非
多くの参加をお願い申し上げたいと思います。現在5

1）地区職業奉仕セミナーの案内；11/16(土)
14～16時（登録13:30～）熊本学園大学にて

名の参加となっておりますが、ひとりでも多くの参加
を願いたいと思っております。

2）秋吉ガバナー補佐より「輝く瞳に会いに行こう」
について（参加のお願い）
10/16(水) 12:30～14:00 杵築市の｢若栄屋｣
杵築RC・くにさきRC合同例会
3）地区より「米山奨学生・カウンセラーのゲスト
扱いのお願い（卓話時）」
２．例会変更
杵築RC：①10/17(木)→16(水)「若栄屋」に変更；く
にさきRCとの合同例会の為 ②10/31(木)は休会

◎社会奉仕委員会

山井辰夫委員長

大変長らくお待たせいたしました。
いよいよ皆様お待ちかねのフラワー
ロード草取りを、今度の土曜日（10
月12日）の朝6時30分から行います。
今度は草を取るだけですから、皆様
来ていただければ30分もかからないかと思いますから、
ご参加よろしくお願いいたします。

その他クラブの変更確認は、事務局まで。
別府北RC､別府東RC､別府中央RC､津久見RC
３．週報受理
くにさきRC、大分キャピタルRC、津久見RC
４．理事会報告
なし

◎新世代委員会

斉藤順一委員長

先日10月7日の柳ヶ浦高校インタ
ーアクト例会に、藤久保会員、臼杵
会員、佐々木会員、ご出席ありがと
うございました。例会も段々慣れて

５．お知らせ
1）出欠の回覧を致します。
①10/17 職場訪問＆観月例会(次週例会変更)
②10/31 四クラブ合同グラウンドゴルフ大会
夜間親睦例会
2）本日例会終了後、定例理事会を開催致します。
役員・理事の方はお残り下さい。
3）会費等の口座振替を10月25日(金)に実施致しま
す。口座残高のご確認をお願いします。
６．欠席連絡
砂山正則会員、宮丸龍昭会員、和田久継会員
７．本日の当番
宮本順二会員、山井辰夫会員

きましたが、今回もペットボトルキ
ャップの洗浄を例会後に行いました。若干人数が少な
くて最後まで終わるのかなと思いましたが、そこは藤
久保先生の一声で野球部の生徒を引っ張り込みまして、
ささっと終わることができました。これを10月21日の
月曜日に社会福祉協議会にもって行きたいと思います。
また、生徒も例会とは別にボランティア活動をして
おりまして、10月5日にはほろんの郷感謝祭にて、ま
た10月26日にはかんぽの郷での糸口学園の感謝祭でも
活動をしますので、お時間のある方は行って声をかけ
て頂ければ喜ぶかと思います。
来月の例会は11月18日第3月曜となっておりますの
でメモしておいていただければと思います。よろしく
お願いいたします。

スマイルカード

幡手一義副委員長

宇都宮広行氏（宇佐八幡RC)：久しぶりにおじゃまし

刈稲刈り機。苗は苗床に直か植えして田植え時期には
苗を数十本にまとめて田んぼへ。代かきは耕運機に板
をつけたもの。三角柱の木を使ったり、紐を張ったり

ます。遅刻してすみません。
藤本博和会長：インターアクト例会に出席されたイン
ターアクト生及び会員の皆さんありがとうございま

して数人が並んで田植えをしていた。
最近までＴＶで放送していた鉄腕ダッシュという番

した。 臼杵副会長卓話よろしくお願いします。

組で同じような方法で田植えをしていたが、懐かしい

臼杵 確会員：先日のインターアクト例会では参加さ

があんな思いはもうしたくないな。田んぼで天日干し

れた皆さんありがとうございました。斉藤委員長お

をして分別機？、乾燥機へ。脱穀作業も数件が寄り合

つかれ様です。 本日は卓話をさせていただきます。

って庭いっぱいにムシロを広げて、子供でも大人と同

末宗為十会員：今日、宇佐神宮の百段階段バリアフリ

じように作業をしていた。

ー工事（モノレール）の竣工式が執り行われました
（無事故）。藤本会長、住本会員、松永会員大変お

■唯一の楽しみ
農繁期は田んぼで昼食をとっていた。母がごちそう

世話になりました。
津々良洋一会員：①広瀬会員、先週はニコニコありが

を作ってくれていたことを思い出す。最近でもあんな

とうございます。②臼杵会員卓話聞けなくて残念で

昼食が良いなと思うが、全て一人で行う為、軽トラの

す。③いつも週報では秋野さんに助けられています。

荷台で一人コンビニ弁当を食べている。

ありがとうございます。
岩井謙次会員：職業奉仕の為早退いたします。

ニコニコ累計

■田舎の長男
田舎の長男は家を継ぐもの

１７１，０００円

物心がついた頃からだれからも「お前が家と農業を
継ぐんだ」と言われ続けていたので、とても嫌だった
が、いつかは農業をするんだと、いわゆるマインドコ
ントロールのようなもの。２８歳で大分に帰ってきて

内部卓話

からは農作業を手伝っていた。とは言っても今から思

「お米作りの話」
臼杵 確会員

うと美味しいところだけ「田植え、稲刈り」ぐらいな
ものだった。

■親父の代わり
５年ほど前から父も寄る年波にはかなわず、農作業
をすることもできないほど体力がなくなっていたので、
私が中心で進めるように。ただ、そうなると父と方向
性で対立するようになる。これは、どこの息子も一度
■農繁期休暇
子供の頃には田植え、稲刈り時期に農繁期休暇とい
う休みがあった。これってどの世代まであったのでし
ょうか？ 先輩の世代、後輩の世代、もしかして私の
田舎だけ？
それ以外でも日曜日になると農繁期、他の農作業時
期には容赦なく親父から当たり前のように作業に借り
出されていた。
その頃の農業は機械というと耕運機と歩行式の一条

は通る道でしょうか？
父の手間をかける農業と、私の何とか簡略化できな
いかの意見の違い。
私が田舎に戻れない間にフラフラしながらでも、な
お田んぼに足を運んでいる父。「なんでそこまでする
のか？米の安い時代に手間をかけるのか？」植ツギも
そのひとつで、見た目も田植えのひとつ。
しかし２年ほどたった頃から、少しずつ変化が現わ
れてくる。田舎の圃場は地場が良くない場所もあるの

で乾きが悪い場所もあり、まず目に見えて変化したの

出席報告

が、父は毎年一等米を作っていたのにこの頃から二等

第2273回（10月10日）

米になることもあった（温暖化のせいかもと思ってい

会 員 総 数

た）。→圃場の環境が年々悪化していく。コンバイン

出

穫量が減ってくる。

■収益を上げる
この頃から、せっかく米を作るなら収益をあげる米

無さ過ぎた。だからと言って父に聞くと喧嘩になるの
で、分からないことは近所のおいちゃんたちに聞きま
くることにする。他人様の意見は素直に聞けるもので
す(笑)
しかし複数の人に同じ話を聞いても十人十色、皆そ
れぞれのやり方があるようで、ちょっと頭の中が混乱
もした。ある方から、「出来んのは当たり前、田の守

32名

（内出席免除 ）

が入れないぬかるんだ場所が毎年広がっていく。→収

づくりをしようと考え始める。ただあまりにも知識が

米澤哲也委員長

席

数

0名
25名

（ 内 事 前 M U）

0名

欠

席

数

7名

出

席

率

７８．１３％

欠席者
小野田義文会員、辛島光司会員、新開洋一会員
砂山正則会員、宮丸龍昭会員、 宮本順二会員
和田久継会員
※出席率の更正
◎9月26日の出席率は1名のメークアップ
により87.50％→９０．６３％に更正
事後メークアップ
藤久保茂己会員(IAC例会)

りもせんで米は出来ん、特にお前のように週末農家
は！」と言われる。まあ、確かに畦の草刈りも遅れが
ちだけど…とそれくらいのことだと思っていた。また
ほとんどの方から出る言葉は「もう田舎の小さなコメ
農家は続けられん」という言葉。作付面積とコメの単
価を考えると合わないという現実。

❁ フラワーロード花壇草取り ❁
社会奉仕員会

山井辰夫委員長

10月12日土曜日6時30分から草取りを行いました。
参加の皆様お疲れ様でした。

しかし耕作できる土地があることのありがたさを考
え、ただこのまま荒らしていくのは本望ではないので、
いかに良い環境の圃場を作るかを考え、まずは乾きや
すい圃場をつくることにした。
今年に入って１月から時間を作っては田んぼに行き、
ぬかるんでいる場所の畦ぎわに深い溝を掘っていった。
これがなんと手作業なのだが、意地になってバチで
５０ｃｍ深ほど掘ることで乾きやすくなり、手ごたえ
を感じている。
山間地で宇佐平野のような作付面積を確保すること
は難しいのですが、おいしいお米を作り、採算がとれ
る販売方法を確立して地域の活性化ができればと考え
ています。

閉会点鐘
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