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会長　三宮康司
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奉仕しよう
みんなの人生を豊かにするために

ロータリーのパワーは親睦が生み出す!
あらゆる場面を親睦の機会に
～話しかけよう～

仲間と共に、親睦を深め、
笑顔と信念を持って邁進しよう!

大分南ロータリークラブ

例会日 ： 毎週金曜日 12:30~13:30
例会場 ： 大分市府内町 トキハ会館4F
友好クラブ ： RI第3490地区 基隆東南扶輪社　　提唱インターアクトクラブ ： 福徳学院高等学校
姉妹クラブ ： RI第3860地区 セブポートセンターロータリークラブ

バナーの由来。山は、たたなわる霊山の山並み、静謐な環境の学園の杜。川は、清澄大分川、生新発刺たるベッドタウン
の未来図。藤は、聖域西寒多神社の藤棚で、室町時代より御神酒をつくって奉納していた、由緒ある契りのシンボルです。

TEL  097-532-0611
FAX  097-532-8386

URL ： http://www.oita-minami-rc.jp
E-mail ： oitaminamirc@mist.ocn.ne.jp
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本日のプログラム ***************　本日の例会　***************

閉会の辞（点鐘） 13：30

***********　今後のプログラム　***********

第2007回 2021年11月19日（金） 12：30

中国語講座 児玉ウェンユウ様

第2008回 2021年11月26日（金） 18：30 〜

夜の例会 「こつこつ庵」

第2006回 2021年11月  5日（金） 12：30

卓 話 「R 財団について」坂元　宏行会員
開会宣言（点鐘） 12：30
国歌並びにロータリーソング 「奉仕の理想」
会長の時間 会 長
出席報告 出席委員長
幹事報告 幹 事
ロータリー情報、IT 広報 担当委員長
委員会報告
ニコボックス 親睦委員長

今週のお祝い
　在籍記念 　草野　達也　会員 10月  4日 2 年

　衛藤　　薫　会員 10月  7日 5 年
　秦野　真郎　会員 10月10日 13 年

　会員誕生日 　田崎　克尚　会員 11月  9日
　古本　　太　会員 11月13日

出　席　報　告
2021 年 10 月 22 日（金）

会員数 出席者数 出席率
30名 22名 75.8％

ゲスト　0 名　ビジター　26 名（サインのみ）
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首里城の再建に大木は必要か？
２年前に焼けてしまった首里城の再建に関わる大

木の調達である。今のところ、国産のヒノキで再建
することが決まっていて、全国から大径木のヒノキ
がかき集められている。そこに今度は、沖縄県内の
オキナワウラジロガシの大木を伐採することになっ
たという。首里城正殿の小屋丸太梁には昔から使っ
ていた。そこで今回も用いるため、直径約 47 セン
チ、長さ７ｍの材が取れるオキナワウラジロガシが
６本必要となったのである。オキナワウラジロガシ
は、奄美諸島以南にしか分布していない。そこで調
査を行って、沖縄本島から１本、石垣島から５本の
オキナワウラジロガシの大木を伐採することになっ
た。ちなみに両地区とも国立公園内である。なお石
垣市は、伐採に同意している。しかし地元に十分説
明しないまま伐採することを決めたことから、住民
から反対の声が上がっている。これだけの大木は石
垣島にも数少ないからだ。（胸高直径 50 センチ以
上の大木で確認されたのは 19 本のみ。）

私自身は、現地の生態系について詳しく知らず、
今回の伐採の是非はなんとも言えない。大木は一切
伐るなとも思わない。しかし、この手の話でいつも
思うのは、「なぜ大木を使うのか」という点だ。と
くに復元建築物に、今や世界的に貴重になっている
大木を使いたがることに疑問を持つ。ヒノキにしろ
カシにしろ、無垢で大規模建築の素材にできるよう
な大木は非常に少なくなってきた。これを本物の文
化財の修復などに少しずつ使うというなら、まだ理
解もできるのだが、完全に新築となる復元建築物に
無垢の大木を何がなんでも使わねばならない理由が
わからない。とくに今回の使用箇所である梁は、人
の目にさらされる場所ではないはずだ。たとえば法
隆寺の修復に 300 年生のヒノキが必要となれば、
選りすぐりの大木を伐って使うのも価値があるだろ
う。その場合も、大量には必要ないはずだ。実際、
古社寺では修復用の木材が足りずに困っていて、林
野庁もそのために木を 400 年間育てるよう決めた

「古事の森」づくりを推進していた。今から植えて
間に合うのか、という疑問はあるが……。（現在国
有林内に 24 ヶ所選定）江戸時代に再建された東大
寺大仏殿の柱も、寄木で作られている。また明治の
修復時に、梁は鉄骨で支えるようにした。また法隆
寺なども修復を行った時代ごとに当時の最新技術を
取り入れているため、すべてが 1300 年前の構造で
はない。そもそも首里城も、５回の再建ごとに違っ
た素材と構造になっている。焼失した首里城にも、
実は一部鉄筋コンクリートを使っていた。今後、火
災対策も重要となるだろうから、より最新技術の粋
を集めて、現代ならではの首里城を復元してはどう
か。集成材だけでなく薬剤を注入するなどした難燃
木材を使うという手もある。鉄骨やコンクリート、
そして免震構造用のゴムも必要なら適時使えばよ
い。「古い形ほど価値がある」「文化のためなら自然
が少々犠牲になっても」という無意識の発想がある
ように感じられてしまうのである。

第2004回の例会

1．11 月の例会出欠の回覧をいたしますので、記入
をお願いいたします。

2．本日出席の皆様へ、今年度作成いたしましたクラ
ブポロシャツを配布いたします。
11 月 13 日（土）の地区補助金プロジェクトへ
参加の方は着用をお願いいたします。

3．大分東 RC の岩崎哲朗会員より、先日皆様にご案
内しておりました、大分東 RC の元会員　首藤晃
良様の記念誌を頂きましたので回覧いたします。

幹 事 報 告 ＜ 10 月 15 日 ＞

先日開催されました、市内９RC の会長幹事会の
ご報告いたします。
1．OliOli ロータリー衛星クラブは、キャピタル RC

内の会員とみなし大分第４グループ内で行われ
る行事へはキャピタルのメンバーの一員の扱い
とすると同時に事務的な諸連絡についてもキャ
ピタルから連絡をしてもらうこととする。
今回の新春合同例会では、皆様へのご報告を兼
ねての挨拶をしてもらう。

2．ビジターカードは今後、簡略化した形のものを
使用する（各クラブ毎の判断）事とした。

幹 事 報 告 ＜ 10 月 22 日 ＞

会長の時間
会長　三宮　康司
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三宮　佳子　会員（大分キャピタルRC会長）（1口）
本日は、衛星クラブ設立のご報告とご挨拶にお伺

い致しました。
今後、大分第４グループの仲間としてご指導の程

お願い申し上げます。

林　秀一　会員（OliOliロータリー衛星クラブ議長）（1口）
本日は OliOli ロータリー衛星クラブのご挨拶に伺

いました。これからも宜しくお願いします。

野中　俊秀　会員（5口）
所有するマンションの一室が空室だったのです

が、今回あるディベロッパーが借り上げ契約してく
れました。

三宮　康司　会員（5口）
大分キャピタル RC 三宮会長の訪問。息子の九州

大会出場。娘が手料理を LINE で送ってくれる。週
報に体重推移が掲載。久しぶりに古本幹事と呑め
た。この全てに感謝。

古本　太　会員（5口）
大分キャピタル RC さん、OliOli ロータリー衛星

クラブの設立おめでとうございます。

坂元　宏行　会員（1口）
大分キャピタル　三宮会長に敬意を表して

倉園　晴義　会員（1口）
お隣さん、サントリーさん　有難うございます。

ニコボックス＜ 10 月 15 日 ＞

「ウィスキーはお好きでしょ♪」
小笠原　慎也　様　サントリー酒販 酒類（株）

栗林　　潤　様　サントリー酒販 酒類（株）

卓 話

ウウイイススキキーーががおお好好ききででししょょ
コロナ禍における外食市場の変化

自己紹介
小笠原 慎也

出身地 神奈川県大和市
生年月日 1979年7月23日

学生時代 体育会サッカー部

入社後 2002年入社
3年間 宣伝事業部
2年間 東京第1支店 業務用営業
4年間 関東支店 茨城県 業務用営業
6年間 宣伝部
2年間 福岡支店 業務用営業
現在 大分支店 業務用営業

デリバリー
デリバリー市場について

デリバリー市場について

ウウイイススキキーーががおお好好ききででししょょ
コロナ禍における外食市場の変化

古本　太　会員（1口）
加齢臭対策に家内から茶香炉をいただき会社で

使っています。

中島　拓　会員（5口）
田崎会員が大分合同新聞文化教室で教室を持つこ

とになりました。

大塚　玄二郎　会員（5口）
久しぶりにロータリーの例会に参加いたしました。
大分県が九州で初めて高齢者施設の面会制限緩和

基準の指標を示してくれました。
これにより、経営している老人保健施設等の家族

面会の基準を決めやすくなり、日常生活が少しずつ
ですが、取り戻せそうです。

阿南　勝啓　会員（1口）
10 月 1 日から、急性前立腺炎で 1 週間ほど入院

し体力も低下してしまいましたが、退院後はウオー
キングもはじめ少しずつ戻していってます。ご心配
をおかけしました。

ニコボックス＜ 10 月 22 日 ＞
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デリバリー市場について

ノンアルはどうなっている？

Web日経新聞 2021年5月17日

外外
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店店

＜＜外外食食ななららでではは＞＞

ノノンンアアルルもも生生ビビーールルののよよううなな泡泡とと一一緒緒にに！！

とと
ろろ
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