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第32回例会昭和58年3月29日（火）曇へ

ました．桜|}ij線も九州地方より)1L｣II.に北上を

つづけ，次の例会の甑には橘III催地ﾌﾉ．も桜の

話ができることでしょう。我々も戸外活動
に、 また花やり):裳の手入れもいそがしくなる

ことでし乱う~昨年の秋にiII(えたチューリッ

プも1リ遭い花をつけ． イ<仙もよい再りを放っ

てくることと思いますcアマリ リス， カン

ナ， グラジオラス，ダリヤ群の球根や，鵡

蚊， コスモス，マリーゴールド， ‐ｿ･ルビヤ，

アサガフ1-のl|!まきもllキ黍になりました。

itl 1．火l l l杣物嗣農さんにうかがった話で

すが．繩蛎li''i物とか械水鉢での花蹴， ラン瀬

もなかなか越冬させるのがむつかしいのです

が，どうしたらいいでし.虫うか， とたずねた

ところ， ｜‘剛:息さんいわく，遡､'iなIIｻに枯れさ

せていただいて，あきらy)ていただくことが

|1''i物ｿ洲の'|:",眼ｼ112には雌迦であろうし， ま

た余!)災〈‐ ・般の方がそのli''i物のが命をもた
せてl ､ただいたり，葉者以|.の花を咲かせて

いただいてば. li''i物の発腱l.,支障があるの

ではないだろうか． とのことで笑い‘活しにな

りました、この,II.i､をお念みU)L&IL満氏に

おかれましても，いろいろ灯: III{[物在陵峅して，

花や雌を蝋'I|tされてはいかがでし’kうか．

以｜ ~~をもちまして， ノドl 1U)ごあいさつとい

たします。

◇講演

◇“奉仕の理想”

◇出席報告

会興48漁川l,'if 37"

111勝率77~O8%

◇前回 3ノ122I I (1XTI《出席率)95.83%

makeup

深.ﾘ“i(3/24瑞聴)，橘水71．(3/24端穂), jill"

ハ．(3/18港),菊池II.(3/18港)，久保l l1 ."(3/28

束)，水野(ff)ハ.(3/23'ﾄ｢I合）

◇ビジター紹介3･fi

◇誕生日祝福

11il il71(3/31)、水ﾘi:(1&) /W(3/31), 新災附

（4/1)． 大芥隙(4/1ノ

◇ニコボックス

，所災7W(4NI I ! lii講させて頭きます),MI I I II

(31]ゴルフ公･優勝しました), ='|iハハ（ニコ

ポックス委興ﾙﾐに火変艮いおi謡しを'111かせて

膜きました)．林{；(｣きり)が人学卒難しまし

た)，成I｣17!･(4KI I !li!活させて頂きます), I 1

ド蘭(昨'1，広小路粥一・'|命ビル5Fに無if

水ﾄ~|移惟しました）

◇松居幹事報告

1． ノドl i例会終｣"後，雌･孫公を↑j-いますので

，呪ｲ|畠と次ｲI没U)j'i! 'lド・俊興の〃々は2FI,M

のlHjにお錐り｜､．さい。

2． 次lul例会終｣'礎，次イド度蠅 jf公をfj･いま

すので次ｲ|珊妙111ド°没興の方ほお残りl､.さ

いご

◇水野(民)会長挨拶

／|NIIの節32111I (/)例会も4満のビジターをお

迎えL,朧ﾉくにできますことを感謝l ilしあげま

す。 liilulの職場"11余は，私典の)lWIT:ボウル
で1j･なわれましたが、多数御参加〈ださりあ
りがとうございました すでにﾘ,L, ' ij縦会雛

遡のill陣式にij-かれた〃もおいでになると思

います もう3)lも彼ﾊ&を過ぎ，野やII1のI'I'I:

水も芽を･ふくらませ． ぐんと拝めいてまいり

へ

‘､/ﾄ助雌蕊あれこれ”

a.ii成田良治禰・

昨ｲ|;31131 1 1 i､1･で，

fl 1ilの,ﾄ1助雌莱として

の縦鰍は. 105,859;l

あります、 ．そのうち'受

知り,Lは約6,000ド'二，税

,',･lf'l'はその半》)の約

3,000ネ|:の,f動1艫業者

がありまず-編

~~~

ボ
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派式名称で!ま， 、七地建物取引巣荷と呼んで

います。

先ず不動龍業者となるために!ま

(J)祁迦川l:l,1知ﾂﾎの兜, i'| : (1の祁道1i;l肩I'4内にの

みjI務所を没侭する｣坊合）

②建投大臣の免!;II; (2以|もの都迫,|｝:1,Lに'ji筋

所を設置する場合）のいずれかの免:;'|:を取得

すると不動朧業者として桝粟活動が出来ま

すe又免|;'fを収得する盤件として．④一定の
欠絡'jfl1lに該聾'1しないこと．②1下務所に従業

肴10急につき1名の削介以上の専任の取引.1t

任行を没慨していることになります。

取り'1ﾐ任昔になるたy)には,"jii府1,L知1l:

による‘試験に介緒し， そｵ|,を縦録します。典
に郁道府l!L知ji:の光n.する収ﾘ|主任者祇の交

|､l･を受けることになっています。取引主任荷

!;I［の交i､l-を受{ﾅた人は． 3ｲliごとの．郁逆府

1ILml "の講稗を受ける･1i:を災務づけられてい

ます。これは|]動！|[の通!|駄免’;，隔'[の交I､lと似

ています．取引言Iそ任荷ば、 'niX !i:頃の脱'ﾘ1を

することと, ! Ifliliへの,肥満, lll l印する1；にな

っています。従って1n1"11:.IIIの脱Iﾘlがj,臘偽の

|ﾉ1容であったり．文,||:による3&lﾘ｣をしなかっ

た咄介で，そのllXIjlに|H1脳が'l.心たときは、

’苣地建物取引業法逃ノメとなります。業者は．

ﾂｬ業眺始するにあたって桝雌保証金の供託を

することになっています- Iたる’腱務所300

"l 1｣従たる1f務所150万I I｣ (保証協会への加

人付は20"|!｣と10"| 'l ) 、 これは収引により

伽! li:を受けた者への通|､|金となります。その
他,f助雌の取り|業務に対するMJilillがたくさん

あります。このことは，不動雁収引に!ま多く

の'''1題が光′kしやすi. 、喫糸がからんでいると

いうことにもなります、 /fmj!堰の以引にば．

'1;帆のお!ナろ業荷を,遊ぶことをおすすめしま

す

“狼一ルハリスさんが聴いたオルゴー“僚一ルハリスさんが聴いたオールゴー

のライプチヒ（現ｲl;東ドイツ）ではディスク

オルゴールが製作され門III:,汗質共に優れ

l ll l l1を目lllに収枠られるレコード雛を大』(1に

したようなI IJ")'i'!")1if股でシリンダー咽は婆

を"iし，アメリカのゴールドラッシュとl;I Iま

って-111:を瓜脈してゆきます。 1905年噸には

3,000睡類位が生産されディスク・チェンジ

( I]"I!j礁取祥装ii.i付）のものまであり禰賜
などにおかれ， 1セントから2セントで人々

に楽しまれた様です。私も1905(|製を入手し
ておりますが， ロータリークラブの創始者ポ

ールさんもこんなオルゴール.i.1:を剛きなが

ら， ／i､| |のクラブ発腱を夢兄たかも知れない

鞭,鯉像するIIIf, II I1か近しい人のような気がし

て癖し<もなりますアメリカが第1次大戦

に参戦するとドイツ製ば敵|』§|!Y1として輸川で

きなくなり一昨卜．火となり，戦後復活するも

禁油法による潤場の|珊餓，なかでもその梢密
さをかわれ砿椅順災への'臘換を余儀なくさ

れ，オルゴールの灯はii'jえてしまいます。 1 1

本では小林仏|ﾉﾘ川という江ﾉ ‘のllff;l･ l'('liが文久

<|:llllに作ったとされております。江戸水jUlに
はI椥蛮渡来のチィルゴロというチャルメラの

ような音をIIIし． ゴロゴロとlr'l低汗を出すも

のが兄せものとして,i,ﾄ､ﾄﾘとなり，太1I氷期に

ば東京深川の商店街で'I･ 1ルペのためディスクオ

ルゴールが篭場します l l"ii輪『以後終;@f"

の将及で姿を浦し, IIIINIに入るとオモチィ･と

してのﾉl臭唯凶となりますが，マスプロ化のた

め文化的には,溜めらオじていません。
ノド' 1でもlliき良きllli代のI',i'!々を愛川しイン

ターナショナルミュージックボックスソサエ

ティ他符付|体が， イ|:11' ' lロンドン，ニューヨ

ーク聯で会を附きhf雌しています，
◇第5回ゴルフ会成績（326，藤岡C.Cにて）
R NAME O I GHcpNET

優勝樋|｣i 勝； 41 45 86 13 73

2位久保l l l ili'i 46 45 91 13 78

3位稗1 l i腸宏 46 48 94 15 79

4位菊池 IIHﾉじ 53 44 97 17 80

5位 ,A:原 'i (彦 51 47 98 18 80

BBMI I it!ﾉj 49 59 108 14 97

（参加者 12街）
◇次回例会（4ノj51 1 )

I I(';Z @、注は．､〕ﾕらオ'ているか（法を｣.]っている
か） ”

会典久保田皓ハ~

' li,;If "I肘について”

会典斉藤康二ハ・

◇次々回例会（4ノ1121 1 )

II(I;J"mi荷の窓l l111<ﾉじについて”

公血小林正幸 イI

1I1諦‘.料理あれこれ( .lWiつき）”
余興松居敬ニ イi.

一

一

ル”

会幽新美敢ハ・

オルゴールの,;ハilji !ま

診'･ランダ研のオルゲル

で‘愈味ば継続尚豐です

が~ それがなまった1 1

本ⅢAで災‘譜でばミュー

ジックポックスとい‘.、

ます

・その朧史は111 くレオー

ナルド・ダビ､ンチのノートに,iLlされているほ

どで， 18111紀' | 'q'Iより11lf!;|に毅公の錨の7,fを

アレンジしたものが舟Ⅱみこまれましたが． 19

11t紀初めスイスのクロク地〃でシリンダーオ

ルゴールが開発されましたナポレオンが1肋

恥じ)かわりにオルゴールllli,; |･を武勲をたてた

腿lに1脚ったともェくわれております． ドイツ
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