


　

　

１．堀川ガバナーの月信を各テーブルに置いていま

すので回覧してください。

　

　

●九州電力㈱大分支店

　局　　　長　　中村　直樹

　職 業 分 類　　電気事業

　所属委員会　　公共イメージ委員会　委員

　入　会　日　　令和４年８月２日

　推 薦 会 員　　梅林　秀伍

＊入会のご挨拶をいただきました

　

　

“自己紹介と大分で暮らしてみて思ったこと”

　　　　　　　㈱日本政策投資銀行　大分事務所長

　　　　　　　　　　　　　　　　　土屋勝俊会員

　日本政策投資銀行大分事務所の土屋です。私は静

岡県沼津市で生まれ、大学から東京に出て今の会社

に入りました。広島、札幌、群馬の前橋で暮らした

ことがあります。大分には昨年９月に単身赴任して

もうすぐ１年になりますが、本日は大分に暮らして

思ったことをお話しします。

　一つ目は街がコンパクトだということです。地元

百貨店のある場所を商業エリアの中心だとすれば、

多くの街は駅と地元百貨店に一定の距離があります。

福岡しかり熊本、長崎しかりです。札幌も広島も前

橋もそうでした。一方、大分は隣接しています。人

口減少もあり今はどの街でも駅ビルと商業エリアで

お客さんの奪い合いです。大分は駅と商業エリアが

人を奪い合うのではなく一体となって発展していく

途があるのではないでしょうか。

　次は臨海部の工場の話です。新産業都市として整

備された工場群は昼間の姿も雄大なのですが夜の姿

も素敵です。大在の辺りから対岸を見た夜景は、あ

の有名なテーマパークのエレクトリカルパレードに

なぞらえてなのでしょうか「大在ディズニー」と呼

ばれるそうです。北九州や横浜では工場夜景を見る

ためのクルーズがあります。大分で現在定期的に行

われているものはないようですが、来年ホーバークラ

フトが就航したら、最終便のお客さんを降ろした後

に工場夜景のクルーズなんてのもいいかもしれません。

　次は地名の不思議です。私たちは大きいに分ける

と書いて大分と読みますが、よく考えると分けると

いう漢字を「いた」と読む例を他に知りません。

「おおいた」という地名は昔々景行天皇がこの地を

「おおきた」と名付けたとあります。さらに調べる

と「おおきた」は「おおき」＋「た」ではなく「お

お」＋「きた」で「きた」は「分（きざむ）」の字

をあてることもあったとありました。ネット情報な

のでどこまで正しいのかわかりませんが、歴史的な

経緯があっての文字遣いのようです。

　続いては人名です。同友会の前代表幹事、桃太郎

海苔の社長さん、竹田にある椎茸問屋の社長さん、

みなさん「姫野」さんです。他にもよく「姫野」の

文字を目にします。苗字に関するサイトによれば

「姫野」さんの全国順位は1,491位、全国におよそ

11,000人いらっしゃるそうですが、大分県では第32

位、4,300人と全国の約４割の姫野さんが住んでい

る計算になります。どうりでよく目にするわけです。

　次は言葉の話です。私の経験では「大分県」と

「県」をつけるときと「県」をつけないときとでは

「おおいた」の読み方のアクセントが違っていまし

た。しかしながら、大分で地元のみなさんとお話す

ると「大分県」の時も「おおいた」の時もアクセン

トがつかない発音になるのが興味深いです。また、

大分の東部は瀬戸内海に向かって開けているので、

中四国の言葉と影響を与え合っていると勉強しまし

た。「面倒だ」とか「かったるい」とかいった意味

合いの「よだきい」という大分弁があります。私の

妻は広島出身ですが、広島では同じような感情を

「たいぎい」と言います。言語学的な検証はしてい

ませんが、瀬戸内の海を挟んだふたつの地域で響き

の似た言葉が使われているのはおもしろいなと思い

ます。

　以上とりとめのないお話でしたが、県外から大分

に来た人はこんなことを考えながら暮らしているの

だというご紹介でした。　

　

●麻生益直会員（３口）

　毎年恒例の八鹿酒造特別頒布会のご案内です。

　今年の特徴は、清酒コースは、純米酒の月、吟醸

酒の月、新酒の月と酒のテーマを三か月に分け飲み

比べを楽しんで頂きます。

　また焼酎コースには新たに八鹿が開発したカボス

風味のジンを入れてみました。

　どちらのコースも充分満足できるものに仕上がり

ました。是非ともご用命くださいませ。

　お願いを込めてニコボックス３口致します

●徳高康弘会員（２口）

　本日から副Ｓ.Ａ.Ａ.として皆様の検温など担当

させて頂きます。今後ともよろしくお願い致します。

●８月創業記念日の会員です。益々のご発展をお祈

　りいたします。(各５口）

　甲斐友邦会員　　東京海上日動火災保険㈱

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明治12年

　杉原正晴会員　　大分交通㈱　　　　　明治29年

　大多和繁孝会員　日本航空㈱　　　　　昭和26年

■８月26日　18：30～20：00

　地区新会員オリエンテーション（ＺＯＯＭ）

■９月17日　別府ＲＣ創立70周年記念式典

　式典　14：30～15：30　別府市中央公民館

　杉原会長、中野会員

　（祝宴　17：30～19：00　両築別邸）

■９月18日　大分ＲＣ第１回親睦ゴルフ

　湯布院高原ゴルフクラブ

■10月28日　大分南ＲＣ創立45周年記念例会

　18：30～21：00　ホテル日航大分オアシスタワー

　山本幹事

　

　

８月23日　地区補助金事業　贈呈式

　　　　　　ゲスト卓話

　　　　　　　草野俊介氏

　　　　　　　(社会福祉法人 大分県社会福祉協 

　　　　　　　 議会 会長）

　　　　　　　“大分県社会福祉協議会の取組み状

　　　　　　　　況について”

　　　　　　　藤井富生氏

　　　　　　　(公益財団法人 すみれ学級 理事長)

　　　　　　　“こども食堂の現状と生理の貧困に

　　　　　　　　ついて”

８月28日　野外家族例会 (８/30の繰上げ例会)

　　　　　　バス車中で例会後出発

　　　　　　参 加 者：馬場、橋本仁、橋本均２、

　　　　　　　　　　　甲斐、三笘２、松本、

　　　　　　　　　　　中野２、永田２、西野、

　　　　　　　　　　　小野、緒方保、緒方正、

　　　　　　　　　　　尾野２、鈴木、杉原５、

　　　　　　　　　　　澤田、武石、徳高

　　　　　　例会のみ：松井、浦川

９月６日　松井会員卓話

９月13日　ゲスト卓話　安達禎文氏

　　　　　　（㈱アマネク代表取締役社長）の卓話

９月20日　定款第７条第１節に基づく休会

９月27日　緒方正会員卓話

10月４日　新会員歓迎夜の例会

　　　　　　（トキハ会館５階ローズの間）

10月11日　定款第７条第１節に基づく休会

10月18日　浦川会員卓話

10月25日　甲斐会員卓話

11月１日　定款第７条第１節に基づく休会

11月８日　通常例会・ファンド奨学金贈呈

11月15日　通常例会

11月22日　定款第７条第１節に基づく休会

11月29日　通常例会

お　知　ら　せ

例　会　予　定山本幹事幹　事　報　告

新会員入会式

卓　　　　話

ニコボックス 徳高副Ｓ.Ａ.Ａ.

例　会　変　更

週報編集担当者

事務局よりお願い

例会中に委員会報告やその他発表をされた場合は、週報作成の都合上、必ず翌日午前中

までに原稿を事務局までメール送信ください。

新 会 員 紹 介

氏　　　　　名

職　業　分　類

所 属 委 員 会

勤　　務　　先

役　　職　　名

所　　在　　地

勤 務 先 電 話

勤務先ＦＡＸ

創(開)業年月日

推　薦　会　員

松　本　淳　也（1966年生まれ）

ビルディング管理

クラブ管理運営委員会　委員

㈱ＪＲ大分シティ

代表取締役社長

大分市要町１番14号

097－513－1174

097－513－1176

平成27年４月16日

吉野　敏成会員

マツ モト ジュン ヤ

氏　　　　　名

職　業　分　類

所 属 委 員 会

勤　　務　　先

役　　職　　名

所　　在　　地

勤 務 先 電 話

勤務先ＦＡＸ

創(開)業年月日

趣　　　　　味

推　薦　会　員

木　村　浩　樹（1965年生まれ）

信用金庫

クラブ管理運営委員会　委員

大分信用金庫

理事長

大分市大道町３丁目４－42

097－543－5155

097－545－3126

大正11年11月14日

読書、ゴルフ

尾野　文俊会員

キ ムラ ヒロ キ

クラブ名 開催日 会　　　場

ト キ ハ 会 館大 分 南 8/19(金)

8/22(月)大分臨海 ホテル日航大分オアシスタワー

土　屋　勝　俊９月13日号

尾　野　文　俊８月23日号

吉　野　敏　成９月６日号
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１．堀川ガバナーの月信を各テーブルに置いていま

すので回覧してください。

　

　

●九州電力㈱大分支店

　局　　　長　　中村　直樹

　職 業 分 類　　電気事業

　所属委員会　　公共イメージ委員会　委員

　入　会　日　　令和４年８月２日

　推 薦 会 員　　梅林　秀伍

＊入会のご挨拶をいただきました

　

　

“自己紹介と大分で暮らしてみて思ったこと”

　　　　　　　㈱日本政策投資銀行　大分事務所長

　　　　　　　　　　　　　　　　　土屋勝俊会員

　日本政策投資銀行大分事務所の土屋です。私は静

岡県沼津市で生まれ、大学から東京に出て今の会社

に入りました。広島、札幌、群馬の前橋で暮らした

ことがあります。大分には昨年９月に単身赴任して

もうすぐ１年になりますが、本日は大分に暮らして

思ったことをお話しします。

　一つ目は街がコンパクトだということです。地元

百貨店のある場所を商業エリアの中心だとすれば、

多くの街は駅と地元百貨店に一定の距離があります。

福岡しかり熊本、長崎しかりです。札幌も広島も前

橋もそうでした。一方、大分は隣接しています。人

口減少もあり今はどの街でも駅ビルと商業エリアで

お客さんの奪い合いです。大分は駅と商業エリアが

人を奪い合うのではなく一体となって発展していく

途があるのではないでしょうか。

　次は臨海部の工場の話です。新産業都市として整

備された工場群は昼間の姿も雄大なのですが夜の姿

も素敵です。大在の辺りから対岸を見た夜景は、あ

の有名なテーマパークのエレクトリカルパレードに

なぞらえてなのでしょうか「大在ディズニー」と呼

ばれるそうです。北九州や横浜では工場夜景を見る

ためのクルーズがあります。大分で現在定期的に行

われているものはないようですが、来年ホーバークラ

フトが就航したら、最終便のお客さんを降ろした後

に工場夜景のクルーズなんてのもいいかもしれません。

　次は地名の不思議です。私たちは大きいに分ける

と書いて大分と読みますが、よく考えると分けると

いう漢字を「いた」と読む例を他に知りません。

「おおいた」という地名は昔々景行天皇がこの地を

「おおきた」と名付けたとあります。さらに調べる

と「おおきた」は「おおき」＋「た」ではなく「お

お」＋「きた」で「きた」は「分（きざむ）」の字

をあてることもあったとありました。ネット情報な

のでどこまで正しいのかわかりませんが、歴史的な

経緯があっての文字遣いのようです。

　続いては人名です。同友会の前代表幹事、桃太郎

海苔の社長さん、竹田にある椎茸問屋の社長さん、

みなさん「姫野」さんです。他にもよく「姫野」の

文字を目にします。苗字に関するサイトによれば

「姫野」さんの全国順位は1,491位、全国におよそ

11,000人いらっしゃるそうですが、大分県では第32

位、4,300人と全国の約４割の姫野さんが住んでい

る計算になります。どうりでよく目にするわけです。

　次は言葉の話です。私の経験では「大分県」と

「県」をつけるときと「県」をつけないときとでは

「おおいた」の読み方のアクセントが違っていまし

た。しかしながら、大分で地元のみなさんとお話す

ると「大分県」の時も「おおいた」の時もアクセン

トがつかない発音になるのが興味深いです。また、

大分の東部は瀬戸内海に向かって開けているので、

中四国の言葉と影響を与え合っていると勉強しまし

た。「面倒だ」とか「かったるい」とかいった意味

合いの「よだきい」という大分弁があります。私の

妻は広島出身ですが、広島では同じような感情を

「たいぎい」と言います。言語学的な検証はしてい

ませんが、瀬戸内の海を挟んだふたつの地域で響き

の似た言葉が使われているのはおもしろいなと思い

ます。

　以上とりとめのないお話でしたが、県外から大分

に来た人はこんなことを考えながら暮らしているの

だというご紹介でした。　

　

●麻生益直会員（３口）

　毎年恒例の八鹿酒造特別頒布会のご案内です。

　今年の特徴は、清酒コースは、純米酒の月、吟醸

酒の月、新酒の月と酒のテーマを三か月に分け飲み

比べを楽しんで頂きます。

　また焼酎コースには新たに八鹿が開発したカボス

風味のジンを入れてみました。

　どちらのコースも充分満足できるものに仕上がり

ました。是非ともご用命くださいませ。

　お願いを込めてニコボックス３口致します

●徳高康弘会員（２口）

　本日から副Ｓ.Ａ.Ａ.として皆様の検温など担当

させて頂きます。今後ともよろしくお願い致します。

●８月創業記念日の会員です。益々のご発展をお祈

　りいたします。(各５口）

　甲斐友邦会員　　東京海上日動火災保険㈱

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明治12年

　杉原正晴会員　　大分交通㈱　　　　　明治29年

　大多和繁孝会員　日本航空㈱　　　　　昭和26年

■８月26日　18：30～20：00

　地区新会員オリエンテーション（ＺＯＯＭ）

■９月17日　別府ＲＣ創立70周年記念式典

　式典　14：30～15：30　別府市中央公民館

　杉原会長、中野会員

　（祝宴　17：30～19：00　両築別邸）

■９月18日　大分ＲＣ第１回親睦ゴルフ

　湯布院高原ゴルフクラブ

■10月28日　大分南ＲＣ創立45周年記念例会

　18：30～21：00　ホテル日航大分オアシスタワー

　山本幹事

　

　

８月23日　地区補助金事業　贈呈式

　　　　　　ゲスト卓話

　　　　　　　草野俊介氏

　　　　　　　(社会福祉法人 大分県社会福祉協 

　　　　　　　 議会 会長）

　　　　　　　“大分県社会福祉協議会の取組み状

　　　　　　　　況について”

　　　　　　　藤井富生氏

　　　　　　　(公益財団法人 すみれ学級 理事長)

　　　　　　　“こども食堂の現状と生理の貧困に

　　　　　　　　ついて”

８月28日　野外家族例会 (８/30の繰上げ例会)

　　　　　　バス車中で例会後出発

　　　　　　参 加 者：馬場、橋本仁、橋本均２、

　　　　　　　　　　　甲斐、三笘２、松本、

　　　　　　　　　　　中野２、永田２、西野、

　　　　　　　　　　　小野、緒方保、緒方正、

　　　　　　　　　　　尾野２、鈴木、杉原５、

　　　　　　　　　　　澤田、武石、徳高

　　　　　　例会のみ：松井、浦川

９月６日　松井会員卓話

９月13日　ゲスト卓話　安達禎文氏

　　　　　　（㈱アマネク代表取締役社長）の卓話

９月20日　定款第７条第１節に基づく休会

９月27日　緒方正会員卓話

10月４日　新会員歓迎夜の例会

　　　　　　（トキハ会館５階ローズの間）

10月11日　定款第７条第１節に基づく休会

10月18日　浦川会員卓話

10月25日　甲斐会員卓話

11月１日　定款第７条第１節に基づく休会

11月８日　通常例会・ファンド奨学金贈呈

11月15日　通常例会

11月22日　定款第７条第１節に基づく休会

11月29日　通常例会

お　知　ら　せ

例　会　予　定山本幹事幹　事　報　告

新会員入会式

卓　　　　話

ニコボックス 徳高副Ｓ.Ａ.Ａ.

例　会　変　更

週報編集担当者

事務局よりお願い

例会中に委員会報告やその他発表をされた場合は、週報作成の都合上、必ず翌日午前中

までに原稿を事務局までメール送信ください。
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平成27年４月16日

吉野　敏成会員

マツ モト ジュン ヤ
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