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■会長の時間
（熊本東南 RC 会長 白石 繁 )

■国歌斉唱「君が代」

間洗面所を見るだけで、建物の時代がわかる。

■四つのテスト

キッチン、トイレ , 洗面所・・・・、水やお湯を出すところに必
ずある蛇口。皆さんも毎日必ず触っていると思います。ひと昔前

■来訪者紹介

までは、ほとんどひねって開閉するタイプでしたが、現在では

（熊本東南 RC 会長 白石 繁 )

レバーの上げ下げで開閉、左右で温度調整をするタイプが主流に
なっています。使い勝手やデザイン性など形状も変わってきまし

米山奨学生

翁力棟

君

た。調べてみると興味深い歴史も垣間見えてきます。そんなこと
から、本日は、蛇口についてお話します。

■米山奨学金の贈呈
（熊本東南 RC 会長 白石 繁 )

◎ 2 種類のレバー水栓
レバー水栓には、2 種類のタイプが

米山奨学生

翁力棟

君

あります。一つは、
下げた時に水が出 ,
レバーを上げた時に水が止まる「上
げ止め式」のもの、もう一つが、そ
の逆で、上げた時に水が出、レバー

■今月の誕生祝い

を下げた時に水が止まる「下げ止め
式」です。レバー水栓はもともと欧

【会員】
河岸彦治

会員

１０月１０日

内田信行

会員

１０月１９日

白石

会員

１０月１８日

岡本千代門

会員

１０月２５日

松本一也

会員

１０月２４日

山本浩之

会員

１０月

繁

米で考案され、1970 年代に日本で
も普及し始めました。その全てのレバー水栓は「上げ止め式」で
した。
それもそのはず、通常、私たちの身の
回りにある機器類の殆どは、
「押した

８日

ら作動する」あるいは「下に引っ張っ
たら作動する」というのが一般的です

【配偶者】
松本照代

様

１０月

８日

村瀬京子

様

１０月

９日

山田文香

様

１０月１１日

山本真理子

様

１０月１３日

島村富美子

様

１０月１８日

中島聖子

様

１０月２２日

から、当然シングルレバーもそれまで
の慣習に従って製作されました。
◎上げ止め式の廃止
ところが 1980 年台に入るとアメリカの有名な水栓メーカーが、
逆パターンの「下げ止め式」のレバー水栓を製作販売し始めまし
た。やがて日本でも、
「下げ止め式」のメーカーが現れはじめ、
とうとう大手メーカーの「INAX」も「下げ止め式」に変更して
しまいました。しかし国内最大シェアーを占めている「ＴＯＴＯ」
だけは、
従来通り「上げ止め式」を固辞し、販売を続けていました。

■ロータリーの友紹介
（会報・雑誌担当委員 松岡泰光）

◎上げるの？下げるの？
困ったのは、利用者です。上げたら良いのか？

下げたら良いの

か？複数のレバー水栓を設置した時にメーカーが混在すれば、同
じ住宅内でも操作が異なってくるわけです。蛇口を閉めようとし
たのに勢いよくお湯が出たりします。結果、レバー水栓を使用す
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る時は、いつも一度考えて使わなければならなくなってなりました。
◎ついに決着しました

■委員会報告
（青少年奉仕担当委員 宮川義行 )

メーカーには、利用者や代理店から、操作を統一してほしいとの
声が多く寄せられました。業界の関係

アクト例会について

者は規格統一に向けた議論を重ねるわ

９月第２例会 ９月３０日（日）１３時〜

けですが、最大シェアーを持つ「ＴＯ

清水公民館 …台風のため中止

ＴＯ」だけは頑なに「上げ止め式」に

１０月第１例会 １０月１３日（土）１３時〜１５時

固執し、話合いはいつまでたってもま

新聞博物館見学

とまりませんでした。

１０月第２例会 １０月２１日（日）９時３０分〜

ついに御上（経済産業省）の登場です。

江津湖公園清掃活動

「レバー水栓」をＪＩＳ（日本工業規格）
の対象品に指定することとし、2000
年 3 月までに「上げ止め式」を全て

■委員会報告

廃止とし、ＪＩＳ規格品として認めな

（社会奉仕担当委員 吉田嘉昭 )

いとしました。これで最大メーカー
「TOTO」も仕方なく「下げ止め式」に
変更し、混乱を来してきた「レバー水栓闘争」は終結し、一件落

１０月２７日 社会・国際奉仕セミナーについて

着となったわけです。
◎なぜ「レバーを上げなければ作動しない」としたのでしょうか？
1.

当時、欧米では既にこの方式が主流となっていた。

2.

誤って押しても熱湯は出ないから安全である。

3.

1995 年に発生した阪神淡路大震災で、レバー水栓に物

■出席報告
（出席・プログラム担当委員 福井学）

が落ち、水が出っぱなしとなり急激に水圧が下がったケースが多
く発生した。

etc.

月日

会員数 出席者数

MU

修正出
席者数

出席率
（％）

5

35

85.37

皆さん、現在では、
「レバーは上げればお湯が出る」と覚えてく
45
09 月 19 日 （免 4）
41
45
10 月 03 日 （免 3）
42

ださい。
もちろん、規格統一以前に設置されたレバー水栓は違いますけ
ど・・・・
今日のテーマ「洗面所を見るだけ
で、建物の時代がわかる。
」とは、
レバー水栓の操作方法を見ればい
つ建物ができたかがわかるという

31

73.80

☆新入会
☆退会
☆出席免除
09 月 19 日
10 月 03 日

ことでした。

30

住江正治
住江正治

島村徹男
島村徹男

鷲山法雲
鷲山法雲

河岸彦治

西村陽介

内田敏視

井村宜敏

山本浩之

山坂哲生

川崎直樹

☆欠席者
09 月 19 日（6 名）

■幹事報告
（熊本東南 RC 幹事 村瀬直久）
１）
本日例会後に定例理事会を開催いたします。

今度の 100% 出席の日は

10 月 24 日です。

■今後の行事
日田 RC 創立 55 周
10 月 6 日
（土）
年記念式典

10 月 6 日（土） R 財団セミナー

大分県
日田市
熊本県
宇城市

昭和学園高等学校、
マリエールオーク

小川総合文化セン
ター

ラポート

10 月
10 月 6 日

ローターアクト

熊本県

熊本ホテルキャッ

（土）
・7 日（日）

年次大会

熊本市

スル他

10 月 27 日

社会・国際奉仕

熊本県

くまもと県民交流

（土）

セミナー

熊本市

会館パレア

宇佐八幡 RC 創立

大分県

３０周年記念式典

宇佐市

11 月 11 月 4 日（日）

小畑成司

パイン日田
白石

繁

村瀬直久

■スマイル報告
（熊本東南 RC 親睦・スマイル担当委員
井村宣敏）

山田公也

◎河岸彦治
宮川義行
白石

繁

吉田嘉昭
小畑成司

10,000 円

誕生祝いありがとうございます。
◎宮川義行

5,000 円

９月２９日パレアで職業奉仕研修セミナーが開催されました。
８０名近い参加者の中で体験発表された松本繁会員、松岡泰光会

宇佐神宮参集殿

案内中

員、素晴らしいスピーチ、ありがとうございました。地区職業奉

−２−

仕委員の古田哲朗会員と私は会の運営でそれぞれ司会と挨拶を行

いて、人の意見と異なることが多々ありました。相手の意見を考

いました。白石繁会長、彌冨照皇会員、杉本整哉会員も参加いた

えずにすぐ否定したら、関係が悪化する可能性があります。一方、

だき、熊本東南ロータリークラブから７名の参加。特に彌冨会員

自分の考えを持たずに一方的に相手の意見に合わせることも軸を

は、グループ討論の中心で頑張って話されていました。皆さんあ

持たない人だと思われます。それで、物事を深く考えた上で、人

りがとうございました。１２月２日の大分での職業奉仕地区体験

の意見と比べてから、折衷案を出すべきだと考えるようになりま

発表大会もぜひ参加お願いします。

した。

◎村瀬直久

③異文化に対する理解を深め、相手の違いを受け入れ、多様性を

4,000 円

カミさんの誕生祝いありがとうございました。忘れてました。財

認めます。国によってまた人によって話し方や習慣がそれぞれ異

布に入っている全額です。

なります。例えば、断る時に中国人は直接自分の意思を伝える場
合が多いですが、日本人は婉曲な言い方をして断るのが普通です。

◎山田公也

3,000 円

どちらが良い悪いではなく、それぞれ文化が存在する意味がある

妻の誕生祝いありがとうございました。

ので、互いの文化を尊敬し、多様性を認めることが大事だと考え

先月９月２３日、結婚３０周年でした。そちらのお祝いも先月い

ています。6 年間の留学生活において、日本人をはじめ多くの外

ただきありがとうございました。

国人の友達ができました。人種、言語、年齢が異なる様々な人々
と異文化交流することで、自らの殻に閉じこもりがちだった自分

◎内田信行

3,000 円

の性格と考え方を変えられました。また、これらの経験から相手

先ほどまで忘れてました。今月で６７才になります。ゴルフで

の考えや文化を知ることが非常に重要であることを学び、コミュ

６７で廻りたいと思います。誕生祝いありがとうございました。

ニケーション力及び行動力を身につけたと考えています。

ハーフでですね！ハーフのエージシュート。

■点鐘

■米山奨学生卓話

編集者

松岡泰光

（翁力棟 君）

※先週未掲載の堀内健太郎会員の卓話原稿掲載

「Alipay( 支付宝ジーフーバオ )」( 以下 “ アリペイ ”) とは、インター
ネットショッピングモールのタオバオを運営するアリババ・グ

■会員卓話

ループのモバイル決済サービスです。

（堀内健太郎 会員）

元々 9 月 30 日の飛行機で東京にいくつもりでしたが、台風 24
号のせいですべての飛行機が欠航で、広島から大阪までの新幹線
も運行見合わせということでその日にはいけませんでした。10

私、堀内健太郎の今までの足跡についてお

月 1 日の朝一の飛行機を乗っていきました、1 時間を遅れました

話します。

けど、しっかり内定をしてきました。

私は、S46.8.2 に母の実家である、水俣市

日本留学の成果は 3 つあります。

にて出生致しました。
母の実家は水俣市より車で 20 分程行った

①自ら挨拶をすることや積極的に人とコミュニケーションを取る

湯の鶴温泉のある湯出町という所です。

ことで必要な情報を得て、多くのことを切り開くことが可能です。
高校まで生活におけるすべてのことは親がしてくれましたが、日

当クラブで行われます「児童養護施設への自転車購入支援事業」

本に来てから全てのことを自分でやらないといけないことになり

がありますが、その支援先の一つ、光明童園さんの近所です。

ました。生活面における種々のな手続きについて具体的に必要な

幼少の頃、水俣に遊びに行った時には、公園で童園の子供達と遊

情報を得るために、周りの人に「どうやってインターネットを申

んでおりました。

し込みますか」などの質問をしました。また、大学の専門の授業
で日本語が聞き取れなかったことや理解できなかったことなどを

余談になりますが…その当時、光明童園の子供達はいじめにあっ

クラスメイトに積極的に聞きました。

ていました。
祖父からいじめる子がいたら、助けてあげなさいと言われていま

②人と意見がぶつかった時

して、そのいじめていた子供達とけんかしてケガをしたのですが、

には、すぐに相手の意見

祖父から褒められたのを覚えています。

を否定することや一方的

そんな思い出もあり、東南ロータリークラブとの繋がりを改めて

に合わせることのではな

感じた次第です。

く、相手の立場から言わ
れたことを考えてみてから、

私は父の実家のある宇土市にて育ちました。実家は轟水源のすぐ

本当に正しいと思った方を

そばです。

選びます。大学でのサーク

その実家も地震により全壊しまして、寂しいかな今は更地となっ

ル活動及び研究室生活にお

−３−

ております。

ゴルフとの出会いもこの頃で、会社がゴルフ練習場を経営してい

曾祖父は村長、祖父は教育委員長や市議会議員を 5 期歴任し、父

ましたので、毎日練習していました。今年でゴルフ歴も 25 年に

は代議士秘書の後、自民党職員として自民党県連に勤めておりま

なりますが、一向に上手になりません。('; ω ;')

した。母方の祖父も水俣にて市会議員を勤めておりました。

私のプライベートのことですが、入社 3 年目、25 歳の時に 7 年

そういったこともあり、必然的にその道へという空気が幼少時よ

お付き合いしていました女性と結婚いたしました。しかし、結

り流れておりました。

婚生活がうまくいかず半年で離婚ということになりました。超ス

親戚が集まる盆や正月には常にその話になり、嫌で逃げだしてい

ピード離婚です。

ました。

その後、30 歳の時に 2 回目の結婚。娘を授かりました。

ただ、私はプロ野球選手になることを夢見ていまして、勉強は一

しかし、またまたうまくいかずに現在に至っております。

切せず野球ばかりしていました。

娘も今年高校に入学しまして、九州学院に通っております。
さて、その後私は…

小学校は宇土小学校に通いました。面白いエピソードですが、6

当時一緒に働いていました、倉原商事の先輩が退職され独立、事

年生の前期、ひょんなことから児童会長に立候補することになり

務機器販売を起業されました。

ました。選挙運動が 5 日間あったのですが、選挙が得意な私の家

IT 化が叫ばれる中、メーカーのサポートもあり凄い勢いで業績を

では親戚があつまり会議が開かれた程でした。昼休みには飴をば

伸ばされていました。

ら撒き、鉛筆、消しゴムを配ったところ見事当選してしまいまし

起業当初から一緒にと誘われていたのですが、踏ん切りがつかず

た。先生方から苦情があったのは言うまでもありません。

にいました。しかし、遊び好きな私に接待攻勢が激しくなり、入

しかし母が職員室で先生方にお菓子を渡して頭を下げていました。

社の運びとなりました。

贈収賄成立の瞬間でした。( 笑 )

最初の 2 年間は飛び込み営業をやりました。毎日 40 件〜 50 件
飛び込みました。門前払い当たり前の世界ですので、メンタル的

6 年生の後期になりますと、急遽父の仕事の関係で熊本市坪井に

に非常にきつかったです。

引っ越しました。

しかし、努力の結果西日本で一番の販売実績にまで上り詰めました。

ですから、半年間は松本繁会員のお膝元、碩台小学校に通いました。

その時営業は 8 人いたのですが、一致団結して自分達の足で稼い

中学校は藤園中学校で、当然野球部に入りましたが、3 年時には

だことは、今でも誇りに思っていますし、自信にもなりました。

自分の実力もここまでと知り、
少しずつ遊びの方へ傾いていきました。

その会社もいろんな事業に取り組んで行きました。不動産事業、

高校は 4 校受けて 1 校しか受かりませんでした。

飲食店、スーパー銭湯等々…

内田会員のお膝元、工大高 ( 現、文徳高校 ) です。アルバイトし

しかし、なかなかうまくいかず、本業の方も伸び悩むという事態

て遊ぼうと思っていましたが、

が起き、とうとう給料までも貰えない時が来ました。社員も辞め、

ソフトボール部に執拗に勧誘され入部しました。

社長も逃げ出し、途方に暮れる時期でした。

しかし、このソフトボールとの出会いが私の人生を左右すること

34 歳の時でした。

となりました。

とにかく働かなくてはと思いましたが、何をしていいのかわから
ずにいました。

指導者の山川先生は九州学院野球部出身で横山会員の先輩にあた

そんな時期に、夜のお店で働いてみないかと誘われました。

られまして、非常に厳しい先生でして、愛のある鉄拳は当たり前、

今までお客としてしか行ったことがなく、反対の立場で出来るの

しょっちゅう殴られました。

か不安でした。

しかし、強豪校と言われるまでになり、九州 1 位、全国でも 8

しかし、ぜいたくは言っておられませんでしたので、とにかくやっ

強に入るまでになりました。

てみようと思い踏ん切りました。

その結果、大学も特待生として九州東海大学に入学出来ました。

それが今働く mam12 との出会いです。13 年前です。

大学でもソフトボールだけはがんばりました。国体まで行かせて

最初は当然ながら、戸惑いのなかでの船出でした。

頂きました。

お客様から勧められお酒をいただくのですが、飲むのが仕事と勘
違いし、酔っぱらうと仕事せずにお客様のテーブルから離れずに

しかし、部活だけ一生懸命で、勉強はせず、学校は行かずにバイ

自分がお客様になった様になっていました。当然スタッフからは

トして遊ぶという生活が続き留年が決定しました。2 年時からは

避難轟々です。

最低出席はしていたものの、堕落した学生生活は改善されず 5 年

スタッフは女性ばかりですので、考え方が違うし違和感もありま

時の就職活動の時も何をしていいのか分からず、何がしたいのか

した。

さえもわからない青年になっていました。

今まで数々の失敗を重ねてきましたが、お客様、スタッフに支え

ちょうどバブルもはじけ就職が厳しくなる時でした。

られ、いろんな方よりご指導を賜り現在にいたっております。

父にはいろんなところを紹介してもらいましたが、その頃父と折

私の今までの人生をこの文章を作る中で振り返ることが出来まし

り合いが悪く父のレールには乗らないと変な意地を張り就職が出

た。

来ずにいました。

率直に大した人生じゃないと思いました。

そして、求人雑誌にて就職先を見つけました。
「倉原商事」とい

しかし、皆様との出会い、人との出会い繋がりは私自身の一番の

う金融会社です。8 年間在籍しました。色々な方々とお会いし、

財産になっております。

社会勉強させていただきました。

東南ロータリークラブに入会できましたのも、この仕事に出会え

入社当時バブル崩壊の煽りが厳しく、
不動産が売れずに難儀しました。

たからです。

大規模な開発物件を手掛けていましたが、休日返上で働いていた

これから先もこれまで出会った方々、これから出会う方々の縁を

のが懐かしく思います。

大切にしていきたいと思います。

−４−

