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銅野喜一氏、隈田照男氏（以上2名 豊後高田RC）

会長の時間

臼杵 確会長

今日は漢字についての話をさせていただきます。
漢字にはその形になるための語源があります。多くは
象形文字から来ているのですが最近は漢字の解釈をド

●人の為と書いて「偽」。他人のために何かをするの
は偽りの行為である。
「為」という字には「手を加えて別のものにする」

ラマチックに例えることが多いです。

という意味があるそうで、人偏が付くことでそれを人

●人という字は人と人が支え合っている

が行うという意味になり、「嘘をつく」という意味の

金八先生の名言ですが、これは嘘。

漢字になるのだそうです。人の為になりたいと思った

人という字は人と人とが支えあっているわけではあ

ときは、全力で頑張ってあげましょう。

りません。右の字が人という字の原型ですが、見ての
通りひとが腕を垂らして立っている形を表した字です。

事務局

●「辛い」という字に一本足して「幸せ」
どちらの字も象形文字です。字の成り立ちが違いま

〒872-0032 大分県宇佐市江須賀2999-2 (株)ユニックス内
ＴＥＬ．ＦＡＸ：０９７８－３８－２３７０ http://www.usa-rotary.com/

す。「辛（しん）」は刑罰として入れ墨するときに使
う針。刺青をするときの痛みを「辛」といい、「つら
い、きびしい」の意味となり、その意味を味覚に移し
て「からい」となりました。「幸」は手枷（てかし）
の象形文字で、恩赦の意味を表していたことから、思
いがけない良いことにという意味。
しかしながら、奇遇にもどちらも罪人に関するとこ
ろからの字だったのです。
●愛は真心、恋は下心
「愛」は「心＋夂（足をひきずる）＋旡（人が胸を

幹事報告

佐々木正博幹事

１．来信
1）宇佐市より

①宇佐市合併10周年記念式典のご

案内：5/23(土) 13:00～ウサノピア大ホール
②フラワーロード花いっぱい運動植栽大会のお知ら
せ：6/7 (日)8:00～農業者トレーニングセンター
２．例会変更
豊後高田RC：6/2(火)は休会
※その他クラブへメークアップ予定の方は、事務局に変
更内容・休会をご確認下さい。

つまらせてのけぞったさま）」の会意兼形声文字で、

大分南RC、大分臨海RC、大分RC、大分城西RC

心が切なく詰まって、足もそぞろに進まないさまをい

大分東RC、大分1985RC、竹田RC、湯布院RC

います。「恋」は「戀」の略体で、「戀」は会意形声

別府RC、別府北RC、別府東RC、別府中央RC

文字。戀の上部は「絲＋言（ことばでけじめをつけ

３．週報受理

る）」からなり、もつれた糸にけじめをつけようとし

４．理事会報告

ても容易に分けられないこと。乱（もつれる）と同系

５．お知らせ

杵築RC
なし

のことばで、心がさまさまに乱れて思いわび、思い切

1）出欠の回覧を致します。

りがつかないことをあらわしています。

①5/28夜 スービックRC歓迎会 ②6/14家族親睦旅

愛は胸が詰まって動けない、恋はこんがらがってケ
リがつかない状態を表した漢字で、恋愛はいつの時代
も難しいものですね。
●夫
１、《夫》という漢字は《二》という漢字と《人》と

行（本日中） ③6/21ゴルフ愛好会・御幡会員歓
迎会兼懇親会 ④8/22熊本'05福祉RC創立10周年
2）本日例会終了後、定例理事会を開催致します。
役員・理事の方はお残りください。
3）今年度最新の会員名簿と役員･理事･委員会名簿を

いう漢字《二人》を重ねると《夫》という漢字になる。

配布します。記載内容に変更や訂正があれば次年

一人では夫になれない。

度の名簿に反映しますので、事務局にお知らせく

２、「夫」という字は、「大」（人の形）と「一」

ださい。

（かんざし）が合わさった字です。男子が成人して元

６．欠席連絡

服の式を行ない、 頭にかんざしをさすという意味で、

石部幸二会員、斉藤順一会員、末宗為十会員

そこから「一人前の男」という意味になりました。

米澤哲也会員(MU済)、和田久継会員

このように漢字の解釈は諸説あります。「人」とい
う字の解釈においては最近武田鉄矢さんは本来の解釈

７．本日の当番
是永潤一会員、佐藤憲三郎会員

ではないと訂正されたそうですが、金八先生のように
人の心を打つ解釈であればそれはそれでありなのでは
ないでしょうか。
ところが最近では奥様方ではこんな斬新な解釈もあ
るそうで、「夫」を逆さにしてみると「￥」マークに
見えます。つまり夫はお金を得る人ということだそう
です。なんとも怖い解釈ですが皆さんのご家庭は大丈
夫ですか。

委員会報告
◎ゴルフ愛好会

藤林鋭司会員

御幡会員の歓迎コンペを6月21日(日)
に開催します。またコンペ終了後、18時
より翔山さんで表彰式を兼ねまして歓迎
会を行いたいと思いますので、多くのご
参加お待ちしております。

◎次年度社会奉仕委員会

川端克弥委員長

＜準備委員会開催のご案内＞

内部卓話
「ゴールデンウィークドライブ」

・日時：6月4日(木) 18:30～

松永忠昭会員

・場所：翔山

私の今期のゴールデンウィークは
3日～6日が休みでしたが、5日に

◎次年度広報委員会

宮本順二委員長

＜準備委員会開催のご案内＞
合同開催

（顔色を伺いながら起きると）妻が
何処かに行こうと言うので、二人で
久しぶりにドライブに行きました。

広報、雑誌会報/IT、クラブ史

（車内禁煙です、食事中も。）熊本の山鹿市（山鹿灯

会員増強、会員選考、職業分類、Ｒ財団

ろう、温泉、千人灯ろう踊り）の鍋田という所へ、祖

・日時：6月18日(木) 18:30～

父と祖母の墓参りを兼ねて行って来ました。

・場所：ちよせ

最初は「四国にうどんを食べに行こうよ」と妻の方
から言い出しだのがきっかけでしたが、結局私がもう
３年位墓参りに行っていないので熊本に行こうと連れ

スマイルカード
臼杵 確会長：銅野次年度ガバナー補佐、隈田様、よ
うこそいらっしゃいました。／松永会員今日の卓話

て行きました。熊本の山鹿市は車で行くと高速の九州
道の菊水インターチェンジ（三井グリーンランドは南
関）で降りて10分位の所です。菊池川沿いののどかな

楽しみにしています。
藤林鋭司会員：先日息子が"藤本会員"に大変お世話に
なりました。ありがとうございました！
藤本博和会員：松永会員卓話がんばってください。楽
しみにしております。／今度は26日に本当にスービ
ックロータリーの方が来ます。みなさん歓迎よろし

感じのする良い所です（直売所でスイカを沢山安く販
売しています）（非常に私は好きな景観です）。
墓地に着くと久しぶりなのでお墓の場所が分からず
私が探していると妻も探してくれたのですが、それで
も分からず考えていると「もう松永家の墓がいくつか
有る方に向いて参りましょう」と言う妻。でもせっか

くお願いします。
是永潤一会員：松永会員の卓話よろしくお願いします。
幡手一義会員：河村会員昨日はお世話になりました。

く来たのだから私自身少し申し訳なく思い、お墓に刻
まれている名前を確認しながら一つ一つ見ていくと
「ありました」。祖父の名前をやっと見つける事がで

有難うございました。
本庄伸子会員：松永さんがんばって下さい。

き、無事参る事が出来ました（日田で買ったかんぱん
をお供え）。

ニコニコ累計

５１０，０００円

その墓地の横に博物館が有り、そこには祖
父が生まれた家が文化財として移設されてい
ます。江戸時代に建てられた物らしいです。
何故そんなに珍しいのかなと思い、私なりに
少し調べてみました。家の屋根の形が三棟造
りという屋根の形になっていて、言葉の通り
大きな屋根一つでなく三つの屋根が並んで有
り一つの家になっています。これは大きな屋
根より三つの小さな屋根にする事により、山
からの吹き降ろしの谷間風などに（強風）強
いように考えられた構造物だそうです（Ｅの
字形の三棟造り）

家の造りについてはそれくらいしか分かりませんで

【西南戦争】1877年西郷隆盛らを主として政府と戦争

したが、もう一つ、その家には西南戦争の折に鉄砲玉

になった、日本で最後の内戦だそうです。政府軍が勝利。

の痕が柱に有ると説明に書かれていました。（そちら

【熊本城】大阪城、名古屋城と並んで日本の三大名城

の方が珍しい）

の１つ。加藤清正が設計、1601年着工、1607年完成。

またこの鍋田地区には横穴古墳が有り、今から1400

（私は個人的にはもっと掛かると思った）。石垣の武

年前に作られた集団墓で日本の中でも装飾（自然の岩）

者返しの石の積み方の素晴らしさ、櫓の床が斜めにな

に優れた珍しい物だそうです。61基中、16基が装飾さ

っている（早く歩けない）、建築構造上の技術にすご

れています。博物館もあり中に入ろうとしたのですが

く感心しました。

やめました。（大した物は無い様だった）
余談ですが、5月5日のこどもの日のイベントでしょ
うか？親子でサイクリングをしながら各箇所でクイズ

出席報告

をしていました。この家もクイズとしてあり、問題は
「この家は誰の家？」１．松本家、２．松田家、３．

山上明宣委員長
第2351回（5月21日）

松永家 というものでした。心の中で「松永家だよ」

会 員 総 数

と教えてあげたい気分でした。

34名

（内出席免除 ）

それから何処に行こうかと妻に問いかけると、熊本

出

市内に行きたいと言うので車を市内に向け走らせまし
た。3号線を30分位走ると市内に入ったように思いま
す。そして熊本城に行こうということになりました。
博物館と墓の間に、西南戦争の戦没者の名前が刻まれ
た石碑がありました（熊本城に行きたい理由）
阿蘇経由で帰って来て、結局四日市でご飯を食べま
した。（４００kmは運転した） （楽しんでくれたかなー）

席

1名

数

28名

（ 内 事 前 M U）

1名

欠

席

数

5名

出

席

率

８２．３５％

事前MU 米澤哲也会員（地区研修･協議会）
欠席者
石部幸二会員、斉藤順一会員、新開洋一会員
末宗為十会員、和田久継会員

2015-2016(幡手会長)年度 準備委員会開催案内
委員会名

開催日

開始時間

場所

①

社会奉仕

６月 ４日(木)

18:30

翔山

②

クラブ奉仕
R情報、親睦活動、プログラム
出席、監査、SAA

６月 ５日(金)

18:30

ちよせ

③

国際奉仕

６月 ９日(火)

18:30

米沢観光園

６月１１日(木)

18:30

米沢観光園

６月１８日(木)

18:30

ちよせ

④

⑤

職業奉仕
青少年奉仕
広報
雑誌会報/IT、クラブ史
会員増強
会員選考、職業分類、R財団
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