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第

会 長

平成

4日 内部卓話 是永潤一プログラム委員長
11日 外部卓話 地区IT部門長 片山 勇氏（大分臨海RC)
18日 内部卓話 松永忠昭会員
25日 外部卓話 宇佐矯正歯科クリニック 松成篤院長

年

８月２１日

の記録

開会点鐘
 ソ ン グ

四つのテスト

 ゲ ス ト

友岡信彦氏（大分県立歴史博物館 企画普及課長）

 ビジター

なし

会長の時間

臼杵 確会長

みなさんこんにちは。先週は例会日がお盆と重

る時期なので田舎のコメ作りのお師匠さんのお宅

なり休会となりましたがみなさんゆっくりと過ご

に行って話しをしていると「バカたれ、そりゃ反

されましたでしょうか。

対じゃ」と一喝されました。「三黄」という言葉

今年の夏は天気に恵まれず日照不足が続いてい

があるそうで、田植えをする前の苗のとき、穂が

ますが、我が家の米作りにも影響が出ておりまし

出る前の稲、そして収穫前の稲の色を言うそうで、

て稲の成長が幾分遅いようです。

いわば苗に腹を減らさせておいて栄養を与えると

うちの山の上のお墓からは田んぼが見渡せます。
お盆のお墓参りの時に見るとよその稲と比べても
うちの稲は青々としているので「うちの稲は色が
いいなあ」と満足しておりました。穂肥を施肥す

事務局

吸収率がよいそうです。
無知とは恐ろしいものです、ただいま50歳にし
ていまだコメ作りの勉強中です。
昨日広島で大雨による災害がおこったことはみ
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なさんご存知のところですが、お亡くなりになら
れた方にはお悔やみを申し上げるとともに被害に
遭われた方には一刻も早い復旧をお祈り致します。
広島は日本で一番土砂崩れの危険個所が多い場
所で、その数３万２千箇所だそうです。大分県は
どうなんだろうかと調べましたが数字では見つけ
ることが出来ませんでしたが図面での情報があり

香庁舎」に変更；小学生セミナーの為
中津平成RC：9/11(木) 19:00～「グランプラザ
中津ホテル」に変更；夜間例会の為
別府北RC：9/17(水) 18:00～「扇山ゴルフ倶楽
部」に変更；観月家族例会の為
３．週報受理
宇佐2001RC、杵築RC、中津RC、竹田RC

ました、やはり10号線から山側、特に安心院・院

４．理事会報告 なし

内あたりは総じて危険個所が多いですね。

５．お知らせ

最近の災害は台風や地震の他に短時間の集中豪
雨による災害が増えてきたように感じます。一昨

1）本日例会終了後、定例理事会を開催致します。
役員・理事の方はお残りください。

年前の北部九州の災害もそうでしたが、規模の大

2）４クラブチャリティーゴルフ(9/7)出欠の回覧中

きなスコールが発生するようになってきたことは

3）本日の週報はプリンタ不調の為、次週以降に

これからの私たちの災害対応にしっかりと付け加
えていかないとならない時期にきているようです。
８月は会員増強月間ですが、ロータリーの友に

配布いたします。
4）各委員長は、公式訪問資料掲載用の「委員会
運営活動方針」の提出をお願いいたします。

“同好会を生かし、会員増強！”という記事が載

６．欠席連絡

和田久継会員

っています。趣味を同じくして友好を深めること

７．本日の当番 小野田義文会員、辛島光司会員

はまた、その趣味をお持ちのお知り合いの方がロ
ータリーに入会する良いきっかけとなるのではな
いでしょうか。
我がクラブも、現在同好会が４つありますが、
まずは同好会を楽しんでください。会員増強はそ
の後ろにおのずとついてくるものかもしれません。

委員会報告
◎職業奉仕委員会

津々良洋一委員長

今年度の方針として、炉辺会談をす
るとお伝えしていましたが、来週、第
一回目の炉辺会談を19時から翔山さん
で開催します。（本日回覧しています）

幹事報告

佐々木正博幹事

１．来信
1）地区より「RLI 第1回クラブ研修リーダー育

全五回を考えておりまして、一回目は『職業奉
仕とは』と言う事で、ロータリーの職業奉仕の理
想等を勉強してもらいたいと思っております。第

成セミナー開催のお知らせ」

二回目は『職業奉仕の歴史』と言う事で、ロータ

10/4(土)・5(日)ホルトホール大分

リーの職業宣言と言うのが1987年に出ております

対象者：各クラブ研修リーダー､それに準ずる会員

ので、これらを学びたいと思っております。第三

登録：9/18(木)

回目は『利己と利他の調和』と言う事で、職業奉

2）米山梅吉記念館より「館報」

仕と言いますとどうしても利益と奉仕の狭間が出

3）別府RCより幹事交代のお知らせ(8月より)

てきますのでその辺りを勉強したいと思います。

坂本 敦氏→神田 剛氏
２．例会変更
宇佐八幡RC：9/12(金)→9/11(木) 19:00～「プラ
イベートキッチン梵」に変更；観月例会の為
杵築RC：9/18(木)→9/20(土) 12:30～「杵築市山

第四回目は『四つのテスト』に込められた思いを
勉強したいと思います。最後の第五回目は『職業
奉仕の実践』と言う事で計画しております。
あまり堅苦しくならず気楽にやりたいと思いま
すので、皆さんご参加よろしくお願いします。

スマイルカード

米澤哲也副委員長

臼杵 確会長：残暑お見舞い申し上げます。
友岡様、本日は卓話いただきありがとうござい

本日、新たに免ヶ平古墳から出土した資料が国
重要文化財になったということです。
免ヶ平古墳は、赤塚古墳（３世紀後半）の次に
造られた古墳で、構築時期は４世紀前半です。１

ます。
是永潤一会員：県立歴史博物館の友岡課長、卓話

基は竪穴式石室で、長さは５ｍあります。内部は
赤色顔料で赤く塗られていました。中からは多く

よろしくお願いします。
末宗為十会員：本日「大分県土木建築部長表彰」

の鉄製武器・農耕具や鏡・勾玉などの装身具など、

をいただきました。今後さらなる技術向上を目

多くの副葬品が出土しました。これらの資料は、

指し努力してまいります。

いずれも畿内政権（現在の奈良県）から拝領した

津々良洋一会員：①残暑見舞い申し上げます。
②友岡様、宇佐ロータリークラブへようこそい

せる重要な資料です。
もう１基は箱式石棺で、内部からは30～40歳代

らっしゃいました。
砂山正則会員：本日の卓話、友岡課長様ありがと

の女性人骨１体とともに鏡などの装身具が出土し
ました。

うございます。
本庄伸子会員：友岡様、今日は卓話よろしくお願

このように、豊前地方は瀬戸内圏に位置するた
め、古くから畿内と密接な関係にありました。古

いします。
石部幸二会員：職業奉仕のため早退いたします。

ニコニコ累計

品々で、当時の近畿地方と密接な関係をうかがわ

７５，０００円

墳時代は先述したような関係にあり、古墳時代以
降、白鳳（西暦600年代）～奈良時代には、九州
では豊前を中心に多くの畿内系寺院が建立されて
います。特に宇佐市では「虚空蔵寺跡」「法鏡寺
跡」「小倉池廃寺」などが確認されています。

外部卓話

その後、宇佐八幡宮が建立され、名実ともに日

め ん が ひら

「免ヶ 平 古墳について」
友岡 信彦氏
（大分県立歴史博物館 企画普及課長）

本を代表する神社となっています。
このように宇佐地方は、古代より畿内と深い関
わりを持ったすばらしい地域だとわかります。

宇佐風土記の丘内に位置する免ヶ平古墳の出土
品が、本日８月２１日に国の重要文化財に指定さ
れました。
宇佐風土記の丘は、「川部・高森古墳群」を中
心とした史跡公園です。この「川部・高森古墳群」
は、６基の前方後円墳と、その周辺に営まれた
100基以上の墳墓群で形成された一大墓域で、昭
和55年（1980）に、国史跡に指定されています。

《写真》
免ヶ平古墳出土品【新国指定重要文化財】
（出典 kyouiku.oita-ed.jp）

大分県立歴史博物館 展示・催し物のご案内
企画展 「“桃源郷”－心をあらわす、文化をつなぐ－」
平成26年7月18日(金)～9月15日(月)
白隠や豊後南画の大家田能村竹田、現代水墨画家
王子江の水墨画
特別展「九州の戦国」
平成26年10月17日(金)～11月24日(月)
大友氏・黒田氏・大内氏・島津氏などの武将たち
は、どのように戦い抜いたのか。そして、この時
代、民衆たちはどのように生き抜いたのか。

免ヶ平古墳全景

平成26年7月1日(火)～9月15日(月)
夏季特集展示「ヤマト王権と東九州」
宇佐風土記の丘の赤塚古墳、免ヶ平古墳などから
出土した銅鏡や装身具などから、東九州とヤマト
王権との関係を探ります。
夏季特集展示「飛霞とカッパ」
幕末の三大本草学者・賀来飛霞のカッパ研究を通
して、「江戸時代の科学」に迫ります。

組合式石棺

竪穴式石棺

免ヶ平古墳埋葬施設

発掘調査のこぼれ話

出土した土器や骨な

どの埋蔵物は、落し物（拾得物）として一旦警
察に届け、半年後に返還されます。物を直接警
察に持っては行きませんが、写真を撮って提出
します。
人骨を鑑定すると、その時代、性別、女性の
出産経験、おおよその年齢等が分かり、DNA

出席報告

鑑定により血縁関係の有無も調査可能になって

山上明宣委員長
第2313回（8月21日）

きました。

会 員 総 数
（内出席免除）
磯永会員よりおすすめ散策コースの紹介

出

席

数

33名
0名
31名

（ 内 事 前 MU）

0名

記の丘にある６基の古墳を散策します。赤塚古

欠

席

数

3名

墳、各房古墳、車坂古墳、福勝寺古墳、免ヶ平

出

席

率

９０．９１％

私はよく歴史博物館に車を停めて、宇佐風土

古墳、鶴見古墳の順に一周すると、大体45～60
分程かかります。四季の花々や樹が茂り、何と

欠席者
竹田 豊会員、松永忠昭会員、和田久継会員

なく古代ロマンに浸った感じになれますので、
皆さんもぜひ回ってみてください。
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