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次回の卓話

2009年10月21日(水) 振替休会

2009年10月28日(水)

「太陽光発電の近況と今後」

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ電工(株)住建事業本部

副参事 近藤正博様

(紹介 奥 藤喜雄会員)
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１． 真実かどうか ３． 好意と友情を深めるか
２． みんなに公平か ４． みんなのためになるかどうか
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ロータリーソング「四つのテスト」

唱歌「紅葉」

お客様の紹介

出席報告

会長の時間

幹事報告

委員会報告

ニコニコ箱の紹介

卓話

「私の少年時代」

井上一男会員

会員数４２名 出席義務会員数３７名

１０月１４日 出席会員24名 64.86％

９月３０日 MUを加えて 86.49％

岡本桂四郎会長

●会員増強について

世界的な経済状況に比例して、会員減少が続いて

います。第2640地区においても10数年前は3800名を

超えていましたが、現在は2300名を割っています。

我々のクラブも例にもれず、現在（10数年前の）

半分以下の42名です。

9/ 9  クラブ会員奉仕部門合同委員会

9/16 指名委員会

9/30 歴代会長会

10/ 7 定例理事会

においての共通した意見として、「女性に強いアプ

ローチを行う」が挙げられます。我が地区でも、女

性ガバナー（日本で２人目）が2010-11年度誕生する

など、今後のロータリー活動のなかでもますます女

性の活躍が期待されています。こうした女性という

視点も含め、会員増強に力を注いでいただきます様

よろしくお願いいたします。

櫻井新嗣幹事

●例会休会・臨時変更の連絡 橋本紀ノ川RC

●2009-10年度2640地区村上ガバナー杯野球大会開催

の連絡がありました。12/13（日）午前9時から、

紀南グラウンドで開催されます。

詳細は事務局宛ご確認願います。

会員増強委員会

大賀祐造委員長

状差しに２つのパンフレットを入れています。

１つは「ロータリーとは」、もうひとつは「会員増

強のためのパンフレット」です。皆様方には是非

一読していただいて、ご自分の周囲の方々に入会を

お勧めしてください。我々は今、平和な日本に住ん

でいますが、一方でアフガン、ソマリアといった

教育・生活状況の悪い地域があり、こうした国にも



親睦活動委員会

宇野芳孝委員長

10/17（土）家族例会について、ご連絡致します。

当日は時間厳守でご集合頂きます様、よろしくお願

い致します。吉本新喜劇のチケットはその時にお渡

しします。また例会に直接お越しになる方は、

スイスホテル南海大阪 8F白鳥の間までよろしく

お願いいたします。

井上一男会員

●井上一男会員

本日、卓話を担当します。

●覚野博夫会員

昨年、5ヶ月間入院し、今は元気になりましたので。

先日、何気なく見ていた新聞に、韓国の金提（キ

ムジェ）にある４世紀に造られた碧骨提（ピョッコ

ルチェ）と大阪の狭山にある７世紀前半に造られた

狭山池の堤が水利灌漑施設として、東アジアの稲作

農業地帯特有の同じ造りの敷葉工法（葉の付いた枝

を土留めに使う工法）で造られており、そうした兄

弟堤のある韓国の金提市と日本の狭山市が、一緒に

世界遺産に登録しようと活動していると記事が出て

いました。金提市は、韓国南西部の全羅北道にあり

ます。この金提が私が少年時代を過ごした所です。

当時の事が大変懐かしく思い出され、今日は、私が

終戦の時まで過ごした金提での生活について、又、

今日お話しようと思ったきっかけの碧骨提と狭山池

のことを、少しお話したいと思います。

私は、今で言う帰国子女ということになりますが、

長く生活していても、そこは紛れもなく日本でした

ので、残念ながら韓国語は全く解りません。

まず、狭山池と碧骨提についてお話したいと思い

ます。狭山池は、古事記や日本書紀にも記述があり、

７世紀前半に築造された国内最古のダム式ため池で

す。築造以来何度も改修が繰り返し行われて最大時

には、現在の大阪市域まで（80か村、約55,000石）

も灌漑していたそうです。平成の大改修（ダム化工

事）の時に遺跡遺構が詳しく調査され、その土木遺

産保存と公開を目的に、2001年に安藤忠雄さんの設

計で大阪府狭山池博物館が、池の傍に建てられ、改

修の歴史が残る堤防の断面も移築展示されています。

奈良時代には、久米田池を築造した行基が狭山池の

改修も行っています。1988年の調査で、樋の年輪年

代測定結果から7世紀前半につくられ、堤体の盛り土

が幾層にも積まれ、その間に植物層を混入する層が

あることが判明し、中国・韓国から伝わった敷葉工

法が用いられている事がわかりました。博物館の学

芸員の方に聞いたところ、発掘時の植物層からでた

葉っぱは、まだ緑色を残す青々とした色だったそう

です。

一方、金提の碧骨提は、4世紀に築かれ、3キロの

堤防が今も残っており、韓国の指定文化財になって

いるそうです。私も、幾つかの池があり人工の水路

が何本も流れていたのを記憶しています。小学校の

同級生には、親が水利組合に勤務する子が何人もお

り、立派な官舎に住んでいました。

子供心に「水利組合」という単語だけが、記憶に残

っていましたが、日本人の大農場があったようなの

で、碧骨提も農業水利事業として、利用されていた

のではないかと思います。東アジアの水田稲作地帯

で水をコントロールする灌漑施設は、いずれも大変

重要な意味をもつものだったと思われます。

奉仕ができたらと思います。こういった奉仕活動に

共感してくださる方などの推薦、入会を勧めていた

だきたいと思います。よろしくお願いいたします。



私が少年時代を過ごしたところが、遥か古代から繋

がっていたと考えると歴史のロマンを感じます。

さて、金提での生活のお話を致しましょう。

これから、だんだん秋が深まり寒くなってきますが、

金提の冬は、大変寒く少し雪も積もり、軒下にはツ

ララが下がっていました。

冬場の寝室は「オンドル」の部屋で台所のかまどの

余熱を床下のレンガで造った空洞に送り、所謂床暖

房でぽかぽかと暖かく、この空洞は、夏にはひんや

り冷たいという究極のエコの優れものでした。

正月近くになると、餅つきの一団が家まで来て、庭

で餅をついてくれました。つきたてのあんこ餅を近

所に配り、別の日には、近所からお返しの餅が届く

という風でした。父が自宅で歯科医院をしていて、

裏に畑がありました。じゃがいも、トマト、なすび、

きゅうり等が取れていました。当時、患者さんも少

なかったのか、多分父が作っていたと思います。

家の中には猫がいて、庭の片隅に自給自足の為の

ニワトリ小屋とヤギ小屋があり、母乳が足らない分、

ヤギの乳で私達3人兄弟は育ったようです。

私は昭和12年に、金提小学校に入学しました。

日本人学校です。男子30人、女子15人の１クラスで、

転出入がありましたが、卒業まで一緒でした。校舎

の二階が女学校、一階が小学校で、大変立派な講堂

がありました。昭和12年は、支那事変が始まった年

です。校庭の隅に天皇皇后両陛下の御写真が納めら

れている奉安殿がありまして、紀元節、天長節、明

治節等には、校長先生が、黒のモーニングに白手袋

で、奉安殿から講堂の檀上にある観音扉の付いた御

写真を掲げるところまで、うやうやしく運んでいま

した。この時、校庭で遊んでいた私達は、校長先生

が、校庭を横断して講堂に入られるまで、直立不動

で頭を垂れていなければならなくて、その間遊びは

中断です。当時の遊びは、S字を書いて、片足で、け

んけんをしながらS字の外に押し出されたら負けの遊

びや、赤白の体操帽子を被り、その被り方で、まっ

すぐは戦艦、横は駆逐艦、後ろに被るのは潜水艦と

決め、走り回って、帽子の取り合いをする海賊ごっ

こもありました。剣道、相撲も盛んで、小学校の頃

は、私も身体が大きいほうでしたのでどちらも強か

ったと思います。

大田（たいでん）で歯科医していた祖父が、講道館

の段位を持ち、警察署で剣道を教えていました。

私が代表で大会に出ると聞いて、大変喜んで木刀

を作ってくれたこともありました。遊びはいずれに

しても身体を使って外で遊ぶものばかりでしたが、

唯一、田河水泡の「のらくろ」の漫画を買ってもら

って読んでいました。表紙が布張りの立派な装丁で

犬の兵隊の物語で当時の軍隊の状態が面白く書かれ

ていて、子供に大人気でした。全巻が揃っていたら

しく、後に、同級生に聞くと「のらくろ」目当てに、

皆、私の家に遊びに来ていたようです。

近くに、先程お話したため池・堤の土手や水路があ

りましたので、オニヤンマやシオカラトンボ等の

トンボ採りは楽しみでした。竿の先に円形の針金を

付けて、網をはり、雄雌が合体して水面に止まって

いるトンボを網で採りました。かぼちゃの花粉をつ

けたおとりのトンボを、針金にたらした紐に結わえ

て、ブンブン回してトンボをおびき寄せ、捕まえま

した。採ったトンボは、弟の指の間に挟ませて持た

せ、両手一杯になると意気揚々と帰りました。

勉強は、母が結婚するまで小学校の教師でした

ので、小学校の間は家で見てくれていたのか、優等

生で通りましたが、歌を教えた母が音痴だったらし

く、音楽ともう一つ 同級に天然痘になった校長の息

子がいまして、その子の帽子を被ったら天然痘にな

ると云う「天然痘ごっこ」を流行らせたためか、

修身が乙でした。

昭和19年に小学校を卒業し、同じ全羅北道の黄海

に面した郡山（くんさん）の郡山中学を受験しまし

た。郡山には、母方の実家があり母の弟が、郡山中

学を卒業後、母方の出身地、鹿児島の七高から東京

帝国大学を出て、母校の郡山中学の教師をしていま

した。私が入学する時には、結核で亡くなって数年

が経っていましたが、叔父の同僚の先生がいて、戦

時下の中学は軍隊のようでしたので、大変助かりま

した。中学２年の夏休みに終戦になるのですが、軍

事教練、勤労奉仕の田植え、稲刈りばかりで、ほと

んど勉強はしませんでした、というよりできません

でした。母の実家に寄宿していたので、叔父の部屋

にあった文学全集とりわけ夏目漱石の全集は夢中で

読みました。



中学に入ると陸軍幼年学校の受験資格ができ、も

う少し終戦が遅かったら、陸軍幼年学校に入ってい

たかも知れないと思うと運命の不思議を感じます。

戦争が終わり、20年の12月に母方の出身地、鹿児

島に引き揚げました。田舎で、近くに中学がないの

で埼玉県深谷の、東京の青山学院で教師をしていた

父の弟の家から、旧制熊谷中学に通いました。

戦時中でも金提では、敵機も飛んできませんし、

食べ物にも不自由なく生活していたので、戦後の食

糧難は、育ち盛りの身には大変辛かったです。

郡山中学で勉強していませんので勉強も遅れてい

るし、身体を動かすとお腹がすくので、熊谷中学で

は、一生懸命勉強しました。

お陰で、岸和田中学の3年に編入しましたが、その貯

金で勉強できたものの、その後1～2年ごとに貯金も

使い果たしてしまいました。

話は戻りますが、金提小学校の同級生はそれぞれ

親の出身地等に引き上げていきました。それぞれの

落着き先は、子供の身では知る由もなく、もう一生

会えないだろうとあきらめていました。

小学校を卒業して30年が経った頃、愛知県に住む

Ｍ君から同級生の所在を知らせる手紙がきました。

皆に会いたい一心であらゆるルートで消息を調べて

くれた彼の熱意のおかげで、昭和54年に第一回の同

窓会を博多で開催しました。

昭和19年に小学校を卒業したので金提一九会と名づ

けられました。最初の2回は担任の先生3人も来てい

ただきました。途中から夫婦同伴参加も増えて、

北は北海道から南は宮崎県まで全国に散らばってい

るので順番に幹事になり、皆のリクエストを聞きな

がら、次の開催地を決めて色々な所へ旅行しました。

今年は7月に２０回目の同窓会があり、北海道の

網走・知床・釧路を3泊で巡りました。

卒業後50年記念と古希の年は、金提に皆で行き、懐

かしい小学校に少額ですが寄付をしました。

徐々に集まる同級の仲間も減ってきましたが、40

人ばかりの田舎の小学校にしたら、大変ユニークで

健康な者ばかりです。

金提の田舎で農業をしていた北海道のＴ君は、サラ

ブレッドの里、日高地方で牧場をしていましたが、

息子二人が阪大の医学を出て医者になったので、牧

場を辞め、紋別で大きな病院をしています。

福井のＨ君は福井新聞に勤めていて、定年後は読

者の旅行企画の仕事をしていたので、同窓会の旅行

の全般を仕切ってくれています。

今年78歳になりましたので、そろそろ金提一九会

もお開きになるときが近づいてきましたが、来年も

又皆で会って懐かしい話が出来ればと思っています。

取り留めの無い、私的なお話に長時間お付き合い

頂きまして、ありがとうございました。



OCTOBER～NOVEMBER ２００９ １０月 職業奉仕及米山月間

Sunday      日 Monday 月 Tuesday 火 Wednesday 水 Thursday    木 Friday        金 Saturday    土

例会

「私の少年時代」

井上一男会員

家族例会

(吉本新喜劇)

振替休会

ＲＡＣ例会

近隣会長幹事会

(ﾎｽﾄ岸和田北RC)

春木川・轟川一斉
清掃

例会「太陽光発電の
近況と今後」

近藤正博様

紹介:奥藤喜雄会員

前期

ｲﾝﾌｫｰﾏﾙﾐｰﾃｨﾝｸ

於.岸和田天神宮

午後6時30分開始

岡本年度

4RC会長幹事会

久米田池清掃

文化の日

RAC振替休会

(11/4)

例会「IAUﾜｰﾙﾄﾞｶｯ
ﾌﾟに参加して｣

宮里康和様

紹介:福岡敏文会員

RAC例会

近隣クラブ卓話ご紹介

岸和田東ＲＣ １０月３０日（金）「未定」

岸和田北ＲＣ １０月２７日（火）「ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ(米山奨学)」地区米山記念奨学委員長 浦口英尚様

岸和田南ＲＣ １０月２９日（木）「私の故郷・天津について」 米山奨学生 菫 玉婷様
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