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ロータリーは分かちあいの心
ROTARY SHARES

中津平成週報

中津平成ロータリークラブ

◎本日の例会プログラム

前回（870回例会）の記録　平成20年１月31日（木）

○次回例会プログラム

■ビジター

　大分臨海RC 片山　勇君
　中津RC 安藤元博君、佐藤正直君

　

■出席報告

　会　員　数　26名
　免 除 者 数　０名

　対 象 者 数　26名
　本日出席者　20名
　欠 席 者 数　６名

　出　席　率　　　　76.92%

会員卓話「世界理解月間によせて」　小川陽一郎会員

クラブフォーラム　20周年記念について
オリエンタルホテル　18：30～

■前々回出席報告の修正

　前々回欠席者　　６名

　メイクアップ　　２名

　欠　席　者　　４名

　修正出席率　76.92%→　84.62%

●メイクアップ

　松本（中津）、永松（中津中央）

●欠席者

　小野（裕）、梶屋、白石、渡邉

◇天正17年（1589）５月　長政、中津城主
　となる。

◇文禄元年（1592）
・３月 「文禄の役」如水は自らが縄張り
の城、名護屋城に、長政は1万1,000人の
兵と出陣する。

◇慶長３年（1598）
　・10月　長政朝鮮より帰還。「慶長の役」
◇慶長５年（1600）
・６月　長政の夫人（長曽我部）を離別し

家康の養女（家康の姪）を後妻として結

婚。10日後、家康の上杉景勝討伐軍に加
わる。

・９月　如水「石垣原の合戦」で大友軍を

破る。大友義統は中津に押送。

・12月　長政、52万3000石（黒田家記録
の石高）で筑前一国の福岡城主となる。

・この頃までの城は「松を植え、土塁を廻

した簡単なもの」であったといわれてい

る。

■全国・その他のこと

◇文禄元年（1592）
・５月　槻木の毛谷村出身の毛谷村六助

（加藤清正の家来）こと貴田孫兵衛、晋

州城で戦死

・８月　秀吉没す。63歳
・９月　「関ケ原の合戦」

・11月　「論功行賞」あり
◆細川忠興

慶長５年12月～慶長７年11月（1600-1602）
２年間

●中津及び周辺のこと

◇慶長５年12月
39万9000石で中津城主へ（丹後宮津12
万石より）

◇慶長７年

・１月　小倉城の造営を始める

・11月　忠興、小倉城へ移る
■全国・その他のこと

・当初、中津城に忠興、小倉城には城代

として興元、竜王城は幸隆、香春城は

孝之を配置する。　　　　（文責：田原)
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ゲスト卓話 「サブプライムローン問題につい
て」  大分銀行証券国際部推進役  梅本隆氏

職場例会「清耀館」

ゲスト卓話 「大分県の椎茸生産と流通」  大分
県北部振興局林業振興課主幹  清原誠二郎氏
ゲスト卓話 「南アフリカ共和国から日本に来
て思うこと」  ジョルジー・ジョーンズ氏

２月  中津RC例会プログラム
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ゲスト卓話 「日本の生活で困ったことアレコ
レ」  レイチェル横松氏
ゲスト卓話 「世界各国の現状と生活につい
て」田原和己氏（中津平成RC）

CLPに関するクラブフォーラム

委員長卓話 「世界理解月間・ロータリー創立
記念日（2/23）」  大賀重毅委員長

２月  中津中央RC例会プログラム

火

火

火

火

7

14

21

28

クラブフォーラム

会員卓話 「世界理解月間によせて」
小川陽一郎会員

ゲスト卓話　相良久馬氏

会員卓話　辛嶋　崇会員

２月  中津平成RC例会プログラム

木

木

木

木



手に手つないで

会長　若松　定生

　平成20年も始まった
ばかりと思っていました

が、もう１月の末日になっ

てしまいました。ここの

所、年末年始の疲れが

出るのか何となく活気がなく、また、昨日

腰を痛めて歩き方も悪く、家族から若さが

なくなったと笑われます。ベストセラーにも

「人は見た目が９割」とあるように、せめて

外見だけでも若々しく見られたいものです。

先日の日経新聞を見ていましたら、特集で

人は相手のどんな点を見て若さを感じるの

か、その判断基準をアンケートに集計した

ものがありましたのでご紹介します。６位

以下の項目は「話し声や笑い声が元気」「目

標や夢がある」「歩き方が軽やか」「体形が

スリム」「自分流にオシャレを楽しむ」「異

性への関心を失わない」等々ですが、５位

は「好奇心が旺盛」、４位「表情が生き生き

している」、３位「新しいことに挑戦できる」、

２位「フットワークがいい」と続き、１位は

「肌に張りがある」これを女性の40％以上、
男性の30％が選びました。記事の最後に東
京都老人総合研究所のコメントに「誰もが

老いを避ける事はできない。だがその表れ

方には個人差があり、日々の心掛けが大き

くものを言います。」

　会員の皆様共々若さを保ち、いつまでも元

気に奉仕に邁進しましょう。

幹事　榎本　正則

●例会変更　宇佐RC
　2/14（木）→2/16（土）
　2000回記念例会、2/
　28（木）職場例会。別
　府RC、別府北RC、府

東RC
●週報受理　津久見RC
●会報受理　なし

●週報お礼　なし

●幹事報告

・ロータリアン誌届く。

・抜萃のつづり届く。

・ガバナー事務所より訃報のお知らせ

・ゴルフコンペの最終出欠

・次週2/7（木）は夜間例会です。場所は
オリエンタルホテルです。

●理事会報告　なし

●クラブ協議会を２月28日木曜日にいたしま
す。場所は嘉乃で会費は3,000円です。時
間は18時30分より出欠表を回覧しますの
でお願いいたします。

・大分臨海RC
片山　勇君

　私の妻が中津出身な

のでよく中津へ来ます。

これからもよろしくお願

い致します。

担当：IT広報委員会

○岩渕会員

　長女が就職で滋賀県

に引越しをするので家族

５人で手伝いに行きます。

次は次男が大学に進学

なので引越しです。

 
○小野（嘉）会員

　最近、忙しいので出

席が難しいです。寒いの

で皆さんもお体にお気を

つけ下さい。

○若松会長

　長男が今度４年生にな

るので就職活動をします。

○梶原会員

　本日の卓話のゲストの

山本さんようこそおいで

くださいました。今日は

宜しくお願いいたします。

先日、久しぶりに家内と

長崎に旅行に出かけました。平戸や雲仙で

楽しんできました。

○辛嶋会員

　本日の卓話のゲスト

の山本さんようこそおい

でくださいました。先日、

友人から連絡があり猪肉

と鹿肉、アメリカンバッ

ファローの肉をご馳走になりました。

中津城のなりたち

（その２）

山本博史氏

歴代中津城主とできごと

◆黒田孝高

天正15年７月～天正17年５月（1587-1589）
２年間

●中津及び周辺のこと

◇天正15年7月
12万3000石（黒田家文書）の中津城主
（下毛・上毛・宇佐・築城・仲津・京都の

各郡）

◇天正16年（1588）
・１月　中津城の造営を始める

・３月、黒田は中津周辺の「反黒田」勢

の征圧に着手

・４月、津民の長岩城（野中重兼）を攻

め落とす

・５月、孝高隠居して「如水」と号す。

44歳（秀吉曰く「世に恐ろしきものは
徳川と黒田なり」と）（名将言行録）

■全国・その他のこと

◇天正16年
・６月、九州平定、博多の箱崎で論功行

賞

・城井の宇都宮氏を四国の伊予に転封し

たが応じない

・10月、豊前の諸城が宇都宮側へ
◇天正17年
・黒田長政、毛利の援軍と合わせて

15,000人の大将として城井谷へ。苦戦
の末一応停戦、鎮房の娘、千代姫を嫁

に。

◆黒田長政

　天正17年５月～慶長５年11月（1589-1600）
　11年間
●中津及び周辺のこと

「ロータリーは分かちあいの心」　“ROTARY SHARES” 「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」　“He Profits Most Who Serves Best”

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

ロ ー タ リ ー ソ ン グ

会 長 の 時 間

幹 事 報 告 ニ コ ニ コ ボ ッ ク ゲ ス ト 卓ス 話


