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　寒い日が続いている頃だと思います。皆さんいかがお過ごしでしょうか？
　ロータリークラブ年度も後半に入りました。1月末のクラブ協議会では、理事、
委員長の皆さんから前半の活動の振り返りと後半への抱負を語って頂きました。あ
りがとうございました。
　皆さんの報告を聞きながら、私自身も、自分の言動を振り返り、会長としてでき
たこと、まだまだできていないこと、委員会活動を応援できているか否か、自ら率
先しているか否かを思い起こしていました。また、多くの皆さんが、日頃から仕事上、
数字を追う、あるいは管理する立場にいらっしゃるにも拘らず、ロータリー活動に
おいても数値目標を意識して頂くことをお願いしたのは如何なものだったかと反省
しております。
　さて、今年度（ロータリー年度）も残り４～５か月になりました。年度の終わり
が近づくにつれて、東京オリンピック・パラリンピックの開催日（７月24日）も近
づいてきます。待ち遠しい日々が続きます。あらためてオリンピックの目的を確認
すると「スポーツを通じて平和な世界の実現に寄与する」とあります。また、ロー
タリーの目的の第４項には「奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワーク
を通じて、国際理解、親善、平和を推進すること。」とあります。国際理解や親善、
平和への貢献は、オリンピックと共通の目的だと感じます。
　明るく希望に溢れる世界の将来に向けて、東京オリンピック・パラリンピックを
応援すると共に、松山ロータリークラブの活動も充実させて、ロータリーの目的で
ある　
　第1項　知り合いを広め奉仕の機会とする　
　第２項　職業上の高い倫理基準を保ち各自の職業を高潔なものにする　
　第３項　個人として、また事業、社会生活において奉仕の理念を実践する　
　第４項　世界的ネットワークを通じて国際理解、親善、平和を推進する　
これらに関わる活動を年度末にむけて僅かでも、確実に積み上げていきましょう。

例会予定
 2 月 4 日㈫…「松山を掘る」

名本　二六雄会員
 2 月11日㈫…祝日のため、休会
 2 月18日㈫…「建築と社会の年代記　竹中

工務店400年の歩み」
太田　茂樹会員

 2 月25日㈫…夜間例会（ハイボールと食
とのマリアージュ会）
 於︰道後プリンスホテル㈱
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例会記録

第3474回例会　2020年1月７日（火）

出席会員　69（64）名中49名　出席率73.13％
　　前回訂正出席率76.47％
欠席会員　20名　土居、堂野、伊東、松田、三

好、西原、大塚、大橋、大美、尾谷、佐々
木、左納、清水、菅井、田中、筒井、鶴田、
浦岡（亀井、田代）

ニコニコ箱

三原　英人　 明けましておめでとうございま
す。今年が皆様にとって素晴らし
い年になることを願っておりま
す。

二神　良昌　新年あけましておめでとうござい
ます。本年もよろしくお願いしま
す。

鮒田　好久　 あけましておめでとうございま
す。本年もよろしくお願い致しま
す。

濵本　道夫　 あけましておめでとうございま
す。年末クリスマス会ではお肉を
いただきありがとうございます。

加藤　修司　 明けましておめでとうございま
す。

木下　裕介　新年あけましておめでとうござい
ます。今年もよろしくお願いいた
します。

窪　　仁志　 明けましておめでとうございま
す。今年３月のダイヤ改正で新車
両基地が開業します。

倉田　　剛　年末の松山三越さんのコンサート
感動いたしました。浅田さんあり
がとうございました。

河野　次郎　本年もよろしくお願いいたします。

児玉　義史　 明けましておめでとうございま
す。今年もよろしくお願いします。

村井　重美　今年もよろしくお願いします。
守谷みどり　伊勢神宮で年明けしました。
太田　茂樹　 あけましておめでとうございま

す。今年もよろしくお願いします。
大森　克介　 あけましてお目出とうございま

す。
高橋　伸定　新年あけましておめでとうござい

ます。本日卓話させて頂きます。
宜しくお願いいたします。

山添　勝吉　 あけましておめでとうございま
す。今年もよろしくお願い致しま
す。

米山　徹太　皆様明けましておめでとうござい
ます。

中住　義晴　 あけましておめでとうございま
す。四海波しづかに災害少なき年
となります様に。

三浦　　明　新年おめでとうございます。1/17
（金）子規記念館にて「地方創生
セミナー」（無料）を開催致しま
す。チラシ・申込書をＢＯＸに入
れさせていただきましたので、社
員の方々含め多数ご来場いただけ
れば幸いです。５Ｇ、ＡＩ、ＸＲ
等の展示・体験ブースもご準備い
たします。また土佐礼子さん、河
原純一監督等愛媛にゆかりのある
スポーツ選手を招いてのパネル
ディスカッションも予定しており
ます。よろしくお願いいたします。

河内　広志　 あけましておめでとうございま
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す。今日は「千円札の日」です。
堂野さんの日銀が発行しておりま
す。今年も元気一杯千円のニコニ
コに励みましょう。

勝見　安美　（会員誕生祝）
関　　啓三　（会員誕生祝）2020年オリンピッ

ク・パラリンピックの年、今年も
宜敷くお願い致します。

深見　邦芳　（ご夫人誕生祝）新年おめでとう
ございます。年賀状ありがとうご
ざいました。昨年よりロータリー
クラブの皆さまにはお返事を欠礼
しております。お許しください。

林　　章二　（結婚記念祝）1/27　お正月は家
族で長野県・八方尾根スキー場へ。
十数年ぶりのスキーに加え、雪不
足でしたが３日間楽しく滑れまし
た。

（なんとなくニコニコ）　塩梅　
早　退　　倉田（満）（あけましておめでとうご

ざいます。今年もよろしくお願いし
ます。）、玉置（明けましておめでと
うございます。）

卓話　年男は語る「戦艦三笠　日本海海戦を語

る」

� 高橋　伸定　会員

　ＮＨＫのドラマにもなりましたが、司馬遼太
郎氏の『坂の上の雲』の影響で、連合艦隊は参
謀秋山真之考案の丁字戦法と、東郷平八郎司令
長官の東郷ターンの決断で、劇的な完全勝利を
収めたと思われていましたが、現実は、丁字戦
法は行われていませんし、たび重なるアクシデ
ントを乗り越えての、死闘であったことが見え
てきています。
　昭和40年代に、『機密明治三十七八年海戦史』

（通称「極秘戦史」、全150巻）が初めて研究者
に公開され、それによって海戦の全貌が明らか
になりました。この「極秘戦史」は海軍が内部
資料用に作成したもので、現在は国内に防衛研
究所所蔵の1セットしかありません。海軍は
一般向けには『明治三十七八年海戦史』（通称
「公刊戦史」、全４巻）を発行しており、「極秘
戦史」の機密部分を削除した、差しさわりのな
い内容となっています。しかしここにも丁字戦
法は記されておらず、丁字のイメージは海戦後
に書かれた小笠原長生（おがさわら ながなり、
慶応３年11月20日（1867年12月15日）－昭和33
年（1958年）9月20日は、佐賀県出身の海軍軍
人。位階勲等は、海軍中将・正二位・勲一等・
功四級・子爵。幼名は賢之進。忠知系小笠原家
14代。）らによる読み物の影響のようです。司
馬氏が目を通したのは時期的に「公刊戦史」ま
でで、「極秘戦史」を知らなかった以上、『坂の
上の雲』の記述はやむを得ないものでした。
　日本海海戦の半年前に起きた、ロシア旅順艦
隊との黄海海戦で、連合艦隊は丁字戦法を試し
ています。丁字戦法とは単縦陣（艦隊を縦一列
にすること）で敵艦隊の進路を横切り、「丁」
字を描くかたちで攻撃することで、我が方は全
艦前後の主砲を使えますが、敵は前方の主砲し
か使えないという利点をねらったものです。し
かし、敵に戦闘意欲がなく、逃げてしまえばこ
の戦法は全く意味をなさず、黄海海戦ではまさ
にそれで失敗しました。連合艦隊はバルチック
艦隊に対する「丁字戦法」をこの時点で諦め、
代わりの策を秋山真之が中心になって考案しま
す。それが「連繫機雷」でした。
　これは複数の機雷をロープでつなぎ、敵艦隊
の前方に快速の小型艦艇で散布するもので、敵
艦の艦首にロープが引っかかると、たぐりよせ
られた機雷が舷側に衝突して爆発するというも
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出席会員　69（64）名中36名　出席率53.73％
　　前回訂正出席率60.29％
欠席会員　33名　土居、堂野、原田、五十嵐、

泉川、伊東、勝見、加藤、清田、倉田（満）、
前田、松田、宮﨑、三浦、三好、守谷、西
原、大塚、大橋、大美、尾谷、左納、塩梅、
志鷹、清水、高岡、立松、田中、筒井、浦
岡、吉村（亀井、田代）

ニコニコ箱

高梨　明治　本日卓話させていただきます。よ
ろしくお願いいたします。

石橋　和典　遅くなりましたが、今年も宜しく
お願いします。高梨さん、卓話を
楽しみにしています。

河野　次郎　高梨さん、卓話楽しみにしており
ます。

浜田　修一　高岡さん、ありがとうございまし
た。

米山　徹太　上甲さん、この度はお世話になり
ます。

河内　広志　今日は語呂合わせで「イイいよ柑
の日」です。道後温泉ではイヨ柑
足場や夕食時いよ柑ゼリーをお楽
しみ頂けます。

（なんとなくニコニコ）　村井
早　退　　二神、佐々木

卓話　ウィスキーあれこれ

� 高梨　明治　会員

●ウィスキーの市況
日本で一番売れたウィスキーは1950年発売の
サントリーオールド。
ウィスキー市場は1983年をピークに雪崩を

第3475回例会　2020年1月14日（火）

のでした。連合艦隊は「連携機雷」を最重要機
密とし、きたる日本海海戦にこれを用い、敵艦
にあらかじめ損害を与えた上で艦隊決戦に臨む
ことを決します。
　ところが……５月27日早朝、「本日天気晴朗
なれども浪高し」。これは自軍が有利であるこ
とを大本営に伝えたのではなく、機雷を敷設す
る小型艦艇が、波が高くて出撃できず、連繫機
雷を諦めるという悲痛な思いを伝えたものでし
た。かくして連合艦隊は、一切の秘策を持たず、
正面から戦うべく出撃するのです。
　さらに齟齬が起こります。東郷はバルチック
艦隊に向けて進み、敵艦隊の西で、ある程度距

離をとって反転し、並航戦に持ち込む予定でし
た。ところが敵艦隊の位置の報告に計測ミスが
あり、連合艦隊はバルチック艦隊の正面に出て
しまうのです。この時、危険を避けて敵の西に
転針（面舵）すれば、敵に逃げられる恐れがあ
ります。しかし東に転針（取り舵）すれば、敵
の進路を押さえる代わりに連合艦隊は方向転換
を終えるまで、敵艦隊の集中砲撃を浴びます。
その時の東郷の決断が「取り舵」でした。「た
とえ三笠（東郷乗艦の旗艦）を沈められようと
も、バルチック艦隊は絶対に逃さない」という
気迫の決断だったのです。
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－中間クラブ協議会－

出席会員　69（64）名中48名　出席率71.64％
　　前回訂正出席率79.41％
欠席会員　21名　伊東、菊野、窪、松田、三好、

名本、西原、大塚、大橋、尾谷、左納、志鷹、
清水、菅井、関、髙石、鶴田、浦岡、結城
（亀井、田代）

ゲスト　1名　石﨑　愛惟（2015－16年度ロー
タリー財団国際親善奨学生）

ニコニコ箱

米山　徹太　中住さん、先日もお世話になりま
した。

浅田　　徹　膝の筋を痛めて、前回欠席してし
まいました。階段をかけ降りただ
けですが、若くありませんね。

田中　和彦　愛媛国際映画祭にいらした宮本信
子さんを生で見ました。女優さん
のオーラはすごいですね。玉置さ

第3476回例会　2020年1月21日（火）

打って落ちる。2018年最大の４分の1まで落
ちる。その後ハイボールブームで回復基調に。
●サントリーとウィスキー
創業者鳥井信治郎は赤玉ポートワインで作っ
た資金で日本人の味覚に合う繊細なウィス
キーを作るべく京都郊外の山崎に日本発の蒸
留所を1923年竣工させる。（甲子園球場の一
年先輩）
1929年国産第一号の白札を発売するも全く売
れなかった。その後ゆっくりと熟成を重ねた
12年物の角瓶が1937年発売される。
●ウィスキーの種類
大麦麦芽のみで単式蒸留されたモルトウィス
キーと穀物原料（主にとうもろこし）から、
連続式蒸留器で作られたグレーンウィスキー
がある。
単一蒸留所のモルトウィスキーのみで製品化
されたものをシングルモルトウィスキーとよ
びモルトウィスキーとグレーンウィスキーを
ブレンドしたものをブレンディッドウィス
キーと呼ぶ。

●ウィスキーと食とのマリアージュ
ウィスキーの楽しみ方は様々あります。ハイ
ボール、水割り、ロック、ストレートのほか
にお勧めは“トワイスアップ”＝常温の1:1
の水割り。
水を加えることで度数も下がり、味、香りが
非常にわかりやすく飲みやすくなる。この飲
み方をBARで頼んだら、やるなあのこえが
聞こえそうである。
食とのマリアージュですがそこにはある程度
のセオリーが存在する。
同じ味わい（似た者同士）をマリアージュさ
せるのが鉄則。例えばさっぱり系で新緑のイ
メージである白州には塩焼きの焼魚、塩焼
鳥。甘やかな香りとベリーの様な味の山崎に
はタレ系の焼鳥や煮物が合いそうです。お勧
めは白州ハイボールにはうなぎの白焼。山崎
ハイボールは鰆の西京焼きなんてどうでしょ
うか。
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んご尽力ありがとうございまし
た。

木下　英雄　 初めての事なのですが1/19に俳
優の石坂浩二さんが会長を務める
模型コンテストに参加し、200人
参加者がいるうち私が佳作に選ば
れました。石坂会長の人柄に触れ、
感謝感激でした。

濵本　道夫　松山エアポート駐車場がオープン
しました。24時間500円。ＡＮＡ

まで３分、ＪＡＬ２分、走って1
分。よろしく。

河内　広志　今日は1/21に置き換えて瞳の黄金
比率の日です。白目と黒目の比率
が1:２:1の瞳が魅力的と言わ
れています。皆さまは如何でしょ
う？

（なんとなくニコニコ）　児玉、村井
早　退　　土居、鮒田、太田

－中間クラブ協議会－

出席会員　69（64）名中49名　出席率74.24％
　　前回訂正出席率77.61％
欠席会員　20名　土居、二神、五十嵐、勝見、

菊野、三好、名本、西原、大塚、大橋、大
美、佐々木、左納、髙石、高梨、筒井、浦
岡（亀井、田代、玉置）

ニコニコ箱

三原　英人　先日25日Ｉ．Ｍ．に出席した皆さん
お疲れ様でした。

米山　徹太　三原会長、佐々木さん、上甲さん、
先日はお世話になりました。

児玉　義史　 先週の例会でお願いしました、
ビーバースカウト入団候補者（年
長さん、小学1年生）のご紹介よ
ろしくお願いします。

松田　安啓　スケジュールが合わず、今年初の
出席になります。本年も宜しくお
願い致します。

村井　重美　中間クラブ協議会宜しくお願いし
ます。

河内　広志　今日は「宇宙から警告の日」です。
1986年の今日、アメリカのスペー
スシャトルチャレンジャーが打ち
上げられ、すぐ爆発し乗務員全員
が死亡しました。私と同郷の大江
健三郎さんはこの事故を「宇宙意
思からの警告」と表現しました。

上甲　　泰　（結婚記念祝）今日です。24年経
ちました。

尾谷　牧夫　久しぶりの出席でなんとなく。
（なんとなくニコニコ）　木下（裕）
早　退　　鮒田、関、吉村

第3477回例会　2020年1月28日（火）

例会記録
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理事会報告

１月７日㈫

①【事後報告】退会届　市川　武志会員　承認。
②Ｉ．Ｍ．質問者と発表者の選定について
　承認。
③クリスマスチャリティオークション売上金
　￥154,000円をロータリー財団寄付とする件
　承認。

令和２年１月度理事会決議事項 ④　2015－16年度ロータリー財団補助金奨学生
石崎愛惟氏よりポーランド帰国記念ピアノリ
サイタル後援依頼について　承認。

誕生祝　 以下７名　浦岡（1日）、佐々木（４日）、
勝見（10日）、関（11日）、田中（18日）、前田
（25日）、菅井（29日）

結婚祝　 以下２名　林（27日）、上甲（28日）
創業祝　 以下３名　上甲（1日）、加藤（1日）、中住

（７日）

1．ガバナー月信
1．会報11月号・12月号
1．近隣ＲＣ例会予定表

1月のお祝い 配 付 物

クラブニュース

以下32名　二神、浜田、濵本、林、石橋、泉川、上甲、
木下（英）、木下（裕）、清田、倉田（剛）、河内、児玉、
前田、三浦、三原、村井、西村、太田、大森、佐々

11・12月２ヶ月皆勤

木、塩梅、菅井、関、高橋、立松、柳谷、結城、米
山、深見、亀井、中住
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クラブニュース

区分例会日 会員数 出席会員数 欠席会員数 当日出席率 メークアップ数 前回訂正出席率 ビジター数

 7 日 69（64） 49 20 73.13％ 3 76.47％ 0

14日 69（64） 36 33 53.73％ 4 60.29％ 0

21日 69（64） 48 21 71.64％ 6 79.41％ 0

28日 69（64） 49 20 74.24％ 3 77.61％ 0

平均 69（64） 45.5 23.5 68.19％ 4 73.45％ 0

1月中の出席報告

ご意見・ご要望があればお寄せください。
ホームページURL　http://www.matsuyama-rotary.jp/

訃　　報

名誉会員　佐藤昭美会員が1月
31日、享年93歳をもってご逝去
されました。謹んでご冥福をお
祈り申し上げます。


