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　　 職業奉仕月間

　今年の職場訪問は、小川会員が宮司をされている愛媛縣護國神社さんに行かせて頂
きました。まず、正式参拝にて、松山ロータリークラブ全員の商売繁盛などをご祈禱
して頂きました。例会を実施した後、こちらでしか着られない「衣冠」「狩衣」を、
高橋会員・石橋会員がモデルとなり身に纏って頂きました。お二人と、巫女さんの神々
しいお姿は写真の通りです。
　この場をお借りして、催事を立案頂き御準備に御尽力頂いた小川会員、護國神社の
皆様、お手伝い頂いた、菅井会員・吉川会員・棟方会員・三好会員・石橋会員本当に
有難うございました。御礼を申し上げます。
　詳しくは愛媛縣護國神社さんのHPでもご覧頂けます。

職業・社会奉仕担当理事　米　山　徹　太
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11月₆日㈫…「夢の途中」
ゲスト…ダイキボート部ロンドンオリンピック日本ボート代表

武田　大作氏
11月13日㈫…「暴力追放活動に携わって」

高岡　隆雄会員
11月20日㈫…「絵の見方、音楽の聴き方」
ゲスト…四国日墺協会　田中　熊一氏

11月27日㈫…「日本酒再生」
水口　義継会員
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例会記録

　第3130回例会　2012年10月２日（火）

出席会員　74（67）名中58名　出席率80.56%
前回訂正出席率89.04%

欠席会員　16名　土居、濱本、石橋、泉川、市
川、伊藤、兼平、河田、菊池、北村、児玉
（聡）、御木、大塚、結城（宮田、中住）

ビジター　₁名　荘　　孝向（豊橋東RC）
ニコニコ箱
荘　　孝向	 突然の訪問にてご迷惑をおかけ致

します。
水口　義継	 豊橋の荘様、遠い所メーキャップ

ありがとうございました。
亀井　義弘	 ₅年ぶりの卓話です。42年間の事

を話します。
佐藤　昭美	 先週₉月25日の新入会員を対象に

した勉強会には大勢の方に参加し
ていただき熱心に御討議いただき
有難うございました。

棟方　信彦	 先週の新人研修を感謝し
和田　敏希	 先週、会員オリエンテーションに

参加させていただきました。佐藤
委員、亀井委員、深見委員、勝見
さんありがとうございました。

羽牟　正一	（会員誕生祝）今後ともよろしく
お願いします。

佐野　秀司	（会員誕生祝）
白石　省三	（会員誕生祝）
山本　克司	（会員誕生祝）
米山　徹太	（会員誕生祝）
飯尾　寛治	（会員誕生祝）
原田　満範	（ご夫人誕生祝）
三原　英人	（結婚記念祝）（創業記念祝）
玉置　　泰	（結婚記念祝）
矢野　秀俊	（結婚記念祝）
河内　広志	（創業記念祝）昨日の大安に創業

記念日を迎えることが出来まし
た。亀井さん、ロータリー卓話大
変楽しみです。

渡部　浩三	 亀井パストガバナー卓話楽しみに
しています。

高岡　隆雄	 先週卓話の番でしたが体調不良で
欠席し、御迷惑かけました。

安保　利和	 しばらくお休みしていました。申
し訳ありません。

三好　哲生	 只今、日本料理すし丸では創業64
年の感謝祭を行っております。10
月の₁ヵ月間半額あり、サービス
価格満載でのご提供です。昨日は
結城会員、早速のご来店ありがと
うございます。

横山　知玄	『会社神話の経営人類学』（東方出
版）日置、中牧編、（創業神話担当）
出版しました。

林　純之介	 油絵を始めて₁年、来週一杯愛媛
CATVの₁階ホールでグループ
展をやることになりました。お時
間がありましたらお立ち寄り下さ
い。お金がありましたらお買い上
げ下さい。

（なんとなくニコニコ）水口、宮内、森本
早　退　　清田、佐々木（久しぶりの出席のう

え、早退です。申し訳ありません。
今日はShall	We	Dance ？の周防監
督が新作「終（ツイ）の信託」のキャ
ンペーンで来松しています。公開後
に是非ご覧下さい。いい作品です）

卓　話　「ロータリー在籍42年」
亀井　義弘　会員

　1971年₁月に松山RCに入会しました。私が
最年少会員で33歳、最年長会員は、関定さんで
92歳でした。会員平均年齢は56.08歳で、71年
₇月₁日の会員数は63名でした。関定、吉田功、
松野一郎各位は創立時の会員。
　私は71年度の山中正二郎ガバナーの随行員と
して高知県の中芸クラブ（当時、奈半利クラブ）
を訪問しました。クラブ協議会の席上、坂本惣
平会長から「随行員の亀井さんへ質問します」
と言われ「あなたは、字が下手ですか？」と尋

豊橋東RC
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例会記録

ねられ私が「ヘタで困っています」と答えたと
ころ「それは良いものを持っている、これから
は、手紙やハガキを書きなさい、君から手紙を
もらった人は、この世の中に自分より下手くそ
の人間がいることに喜びを感じ優越感を抱き、
さらに親しみを感じるものです。君は今からド
シドシ、ハガキを出しなさい」といって励まし
て戴きました。それ以来ハガキで喜んでいただ
けるものならばいくらでも書きます、と心に決
めて現在に至っています。後で知った事ですが、
坂本会長は、二宮尊徳翁の研究者であり、藤村
製絲㈱社長として絹糸日本一の賞を受賞された
お方でした。ロータリーは、実業界で成功され
た立派な人、苦労をされた人生経験の豊富な人
が沢山おります。地域社会や職業上のお付き合
いの中では出会うこともなかった立派な人達に
御会いでき、その人の生き方やモノの見方を学
び、自分の修練の場になりました。それでは、
ロータリーの精神とは、米山梅吉（東京RC）
さんは、「RCは、単なる慈善団体や寄付団体で
も、ボランティア団体でもない、或いは金集め、
人集め団体でもありません。RCは奉仕するク
ラブでもない。クラブを構成するロータリアン
が奉仕するのであって、クラブは奉仕するロー
タリアンを育てるために存在する。いわばロー
タリアンの教育機関である」と言い切っており
ます。したがって、ロータリーは個人奉仕を中
心とする社交団体であり、個人の力量や徳の力

が問われるのです。以上が団体奉仕のライオン
ズグラブと違うところです。（深川純一著Rと
組織と奉仕）
　中国の古典に「陰徳陽報の教え」が有り、隠
れた徳のある行いは、必ず明らかな報いが有る
という教えです。個人奉仕を実践した米山梅吉
さんは自分の財産を苦学生の学費に使い破産に
瀕したこともありますがこの事を誰にも言わな
かったそうです。これがロータリアンの精神伝
統であります。ロータリーの原点は、職業奉仕
です。商売は心を売る、信用を売る、誇りを売る、
満足を与え、感謝して代金を戴く、これが職
業奉仕です。（ビチャイラタクル元RI会長）PG
宮崎研一さんは、「職業奉仕は、信用第一です、
まず仕事に全霊を打ち込み事業を成功に導かな
ければなりません。それまではRの奉仕はほど
ほどでよい」といっています。ロータリーは個
人奉仕ですから好きな奉仕に力を入れてロータ
リーの良いところを自分のものとすればよいと
思います。100年以上になるロータリーは間口
を広げすぎております。すべての奉仕を個人で
はできません。米山梅吉さんの様に一つの事に
専念される個人奉仕は、誠に素晴らしい事です。
徳富蘇峰先生が「日本は不思議な国で、輸入し
た外国製品を模造して、原産地に於けるものよ
りも優れたものを作り上げる。精神面でも同様
である。その一例に日本のロータリーが有る」
（斎木亀治郎著アホウドリよちよち歩く）

　第3131回例会　2012年10月９日（火）

出席会員　75（68）名中50名　出席率68.49%
前回訂正出席率81.08%

欠席会員　25名　安保、濱本、林、原田、市川、
加藤、兼平、河内、児玉（義）、御木、水口、
三好、岡崎、大塚、小川、佐々木、清水、
白石（省）、浦岡、和田、矢野、山本（克）、
横山（宮田、関（宏））

ゲスト　　₁名　金　　勝男
　　　　　　　　　　（当クラブ米山奨学生）
ニコニコ箱
田中　昌生	 新入会員としてよろしくお願いい

たします。
玉置　　泰	 今日の田中さん入会で会員数75名

になりました。
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大森　克介	 山中教授のノーベル賞受賞を祝って
五味　久枝	 山中教授のノーベル生理学・医学

賞受賞大変嬉しいです。iPS細胞
で医療が進化する時まで生きてい
たいと思いました。金さん卓話楽
しみにしています。

米山　徹太	 山中教授、ノーベル賞素晴らしい
です。

渡部　浩三	 山中教授ノーベル賞おめでとうご
ざいます。私の大学の同窓生です
ので₂倍うれしいです。（やっと
神戸大学からノーベル賞が出た）

泉川　孝三	 金さん卓話楽しみにしています。
棟方　信彦	 金さん卓話ガンバッテ下さい。
二神　良昌	 秋祭り盛大に事故もなく終わりま

した。
高橋　伸定	 二神さん秋祭り息子が大変お世話

になりました。今後とも宜しくお
願いいたします。

佐藤　昭美	 ・先日の秋祭りで、₄日間当院子
ども御輿を預かりましたが、同じ
町内の結城会員の社員の方が大勢
参加していただき、力を貸してい
ただき大変助かりました。重ねて
結城会員に感謝申し上げます。

	 ・10月₃日俳優の大滝秀治氏が亡
くなりました。先年、松山講演中
に声が出なくなったとのことで、
玉置会員のご紹介で数日間当院で
治療を行ったことがあり、それ以
来ファンになっていただけに、訃
報に接しさみしく思っておりま
す。

髙石　義浩	 結婚記念日前日でニコニコです。
平原　立志	（ご夫人誕生祝）
永木　昭彦	（創業記念祝）おかげ様で10月₆

日に開店66年を迎えることができ
ました。又、大街道も今月でアー
ケード完成30周年です。

早　退　　河田（創業記念祝）、土居、上甲（申
し訳ございません）、清田、三原、
宮内（申し訳ありません）、諸橋

（すみません）、西野（すみません）、
関（啓）、山本（泰）

卓　話　「絆と優しさ」
当クラブ米山奨学生　金　　勝男　氏

　はじめて「絆」という言葉を知ったときは、
すごく温かい感じがしました。時間の流れに
従って、「絆」への感じは温かさだけではなく、
命のあるすべての者への優しさがこめられてい
ると思うようになりました。
　私は去年₄月に、中国から日本へ留学してき
ました。日本に来てから、日本の方の生活習慣
や文化に驚いたことがあります。その中で、一
番感心したのは、日本の方の優しさです。一緒
に英語の授業を受けたある30代のお母さんは、
川で溺れたある野良猫を救うために、右手にす
ごい怪我をしました。ただ野良猫₁匹で、無視
する人も多いでしょう。でも、その野良猫₁匹
こそ、命への敬意と人間としての優しさが見え
ます。人間と動物の間にも「絆」が存在してい
ると信じています。どのような絆をつくっても、
優しさが欠かせないと思います。相手に優しく
扱えたら、相手もだんだん自分へ気を配って、
そしてお互いの間の「絆」が出てくるでしょう。
そのような「絆」は、人生の大きな富の₁つだ
と思います。
　日本の方の優しさは、特に具体的なことに表
すとは限りません。私は、普通のあいさつの中
にも、温かさと優しさを感じました。仕事の始
まりは「おはようございます」、終わったら「お
疲れ様でした」。こうしたあいさつにこそ、日
本人の長年培ってきた文化があるのだと思いま
した。日常のあいさつの中でも、このように相
手の立場になって、ものを考え、細かいところ
まで気を配る日本人の優しさが好きです。
　最後に、ロータリー米山奨学会に感謝いたし
ます。この半年、ロータリー米山奨学会から高
額の奨学金をいただき、私は勉強に集中でき、
大学院への進学も順調に進めています。また、
奨学会の方々に温かく見守って、支えていただ
き、楽しい半年を過ごしました。これから私は、
勉強、生活などいろいろな面で、頑張り続けます。
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例会記録

　第3132回例会　2012年10月16日（火）

−職場訪問例会−
於：愛媛縣護國神社

出席会員　75（68）名中48名　出席率66.67%
前回訂正出席率77.03%

欠席会員　27名　安保、土居、二神、林、原田、
市川、伊藤、兼平、亀井、児玉（義）、御木、
三原、諸橋、岡崎、大塚、佐野、清水、白
石（恒）、白石（省）、高岡、田中、浦岡、山
本（泰）、横山（深見、宮田、中住）

ニコニコ箱
小川　純生	 職場訪問感謝致します。
玉置　　泰	 小川さん今日はお世話になります。
五味　久枝	 小川様、本日の職場訪問お世話に

なります。
平原　立志	 小川さん本日はお世話になります。
上甲　　泰	 職場訪問楽しみに参りました。
河田　正道	 小川さん、今日の職場訪問よろし

くお願いいたします。
北村　一明	 小川さんお世話になります。
宮内　義憲	 小川宮司本日はお世話になります。
長尾　芳光	 小川宮司今日はよろしくお願いし

ます。

永木　昭彦	 本日は職場訪問例会よろしくお願
いします。

佐々木　淳	 本日は楽しみにしていました。小
川さんお世話になります。

菅井　久勝	 小川宮司宜しくお願いいたします。
米山　徹太	 小川先生お世話になります。
山内　　建	 小川さんお世話になります。
石橋　和典	 小川さん、本日はありがとうござ

います。深見さん、ガバナー月信
にてサマースクールのことを執筆
して下さり有難うございます。

三好　哲生	 護国神社の皆様、本日はお世話に
なります。また、RCの皆様お弁当
のご注文ありがとうございます。

濱本　道夫	 ガバナー公式訪問　クラブ協議会
もあと₄つとなりました。欠席が
ちですみません。

林　純之介	 私たちの下手くそな絵をわざわざ
見に来てくださった五味さん、浜
田さん、山本泰正さん、土居さん
ありがとうございました。

（なんとなくニコニコ）児玉（聡）、飯尾

愛媛第Ⅱ分区ガバナー補佐

　第3133回例会　2012年10月23日（火）

出席会員　75（68）名中47名　出席率63.51%
前回訂正出席率74.32%

欠席会員　28名　安保、土居、二神、五味、濱
本、石橋、泉川、市川、勝見、加藤、清田、
児玉（聡）、御木、宮内、三好、森本、永木、
西野、岡崎、大塚、清水、白石（省）、白塚、
玉置、渡部、和田、吉川（宮田）

ゲスト　　₁名　西村　　壮（西村会員ご子息）
ビジター　₁名　入江　成男（松山南RC）
ニコニコ箱
入江　成男	 本日宜しくお願い致します。西村

先生、卓話楽しみにしています！
小川　純生	 先週の職場訪問、多数参加頂き有

難うございました。
佐々木　淳	 小川さん先週はお世話になりまし

た。林さん、西村先生今日のお話
楽しみにしております。

菅井　久勝	 小川宮司、先週の職場訪問例会大変
お世話になり有難うございました。

高橋　伸定	 ・小川さん貴重な体験をさせて頂
きありがとうございました。狩衣
を着たのは生まれて初めてです。

松山南RC
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馬子にも衣装を地でやりました。
	 ・関さん写真ありがとうございま

した。
西村　真也	 本日卓話させて頂きます。宜しく

お願いします。
上甲　　泰	 西村先生、卓話楽しみにしており

ます。
林　純之介	 玉置会長から「今日の例会で会長代

行をつとめよ」との命を受けまし
た。₁時間よろしくお願いします。

河田　正道	 白内障の両眼の手術が終わりまし
た。よく見えるようになりました。

浦岡　正義	 いつも遅刻して申し訳ありません。
（なんとなくニコニコ）棟方、米山
早　退　　河内（早退のため、西村さん卓話を

聞けず申し訳ありません）、白石（恒）

卓　話　「モーツァルト」
西村　真也　会員

　モーツァルトについて書かれた本は、古今東
西数えきれないほど存在している。モーツァル
トを聴き、その人間愛に触れると人はとたんに
雄弁になるからであろう。
　モーツァルトは36年近くの短い生涯に夥しい
数の曲を作った。ある試算によれば、その全ての
楽譜をただ書き写すだけでも、25年間で毎日約10
時間かかるそうである。他の著名な作曲家、ベー
トーヴェン、シューベルト、ショパン等の自筆譜
をみると彼らがいかに苦悩して楽想を練り上
げ、理想を追求したかその修正の跡からも推察
できる。しかし一方モーツァルトのそれは流麗

で淀みが無くほとんど訂正の跡が見られない。
　1787年10月28日徹夜でドン・ジョヴァンニの
序曲を書く際眠気覚ましに「アラビアンナイト」
を妻コンスタンツェに読んでもらいながら作曲
したことや1784年4月29日の演奏会の際ピアノ
パートの作曲が間に合わず「頭の中にとってお
いた楽譜で弾いた」こと等、音楽史上希にみる
天賦の才能も勿論のことであるのだが、淀みの
ない筆運びはモーツァルトの表現しようとした
音楽の内容にも起因していると思われる。しか
もそれこそがモーツァルトの音楽の最も重要な
ことなのである。
　モーツァルトは自分のこと、自分の心を曲に
描いたのであった。モーツァルトにとって曲を
書くということは世の中にメッセージを送った
り自己の意見を強烈に述べるような類のもので
はなく、日記やエッセイを書くようなもので
あった。だから、彼の音楽は人間味溢れる、彼
の人柄そのものを表していて、古今東西に普遍
的に存在する基本的な人間性そのものがそこに
存在していると言える。
　音楽の語り口は、まさに言葉と良く似ている。
声音が高くなれば当然気分は高揚するであろう
し、優しく愛情を持って人に語るとき当然語尾
は丸くなり、同じことを繰り返すときは二度目
の口調を柔らかくする等、どの時代にもどの人
種にも共通するものであろう。その愛情に溢れ
たモーツァルトの音楽の語り口の一つの例とし
て、1778年₃月にマンハイムで作曲されたヴァ
イオリンとピアノの為のソナタK.296第₃楽章
のロンドを解説し、最後に演奏した。

　第3134回例会　2012年10月30日（火）

出席会員　75（68）名中47名　出席率64.38%
前回訂正出席率75.68%

欠席会員　28名　安保、五味、浜田、原田、石橋、
市川、伊藤、河田、河内、児玉（聡）、児玉
（義）、御木、諸橋、永木、大塚、小野、佐野、

清水、白石（省）、白塚、関（啓）、髙石、浦
岡、渡部、山本（克）、横山（宮田、関（宏））

ゲスト　　₁名　井上　昌俊
　　　　　　　　（㈱アーリーバード会長）
ニコニコ箱
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例会記録

井上　昌俊	 卓話させていただき感謝！！
亀井　義弘	 本日は尊敬する井上先生の卓話を

期待しております。楽しみにして
います。

林　純之介	 井上昌俊さま、卓話楽しみにして
おります。

泉川　孝三	 井上様、卓話楽しみにしています。
玉置　　泰	 林さん先週は会長挨拶を有難うご

ざいました。
清田　明弘	 ₁．先週欠席し、林さんにご迷惑

をかけました。
	 ₂．来週欠席します。濱本さんに

ご迷惑をおかけします。
	 ₃．サントリー田中さん、佐々木

さんお世話になりました。
佐々木　淳	 先週の週末人生初の体験をさせて

いただきました。田中さん、清田
さん本当にありがとうございまし
た。

濱本　道夫	 先週は大洲RCにてクラブ協議会
をし、11月27日に我が松山RCに
て終了致します。ガバナー公式訪
問は12月11日です。

森本　三義	 硬式野球部が中四国代表決定戦で
優勝し、31年ぶりに明治神宮大会
へ出場することとなりました。ま
た、女子駅伝部が杜の都駅伝にお
いて₄位入賞となり、₃年連続し
てシード権を獲得しました。応援
ありがとうございました。

北村　一明	 松山大学女子駅伝部₄位入賞おめ
でとうございます。

（なんとなくニコニコ）米山
早　退　　勝見、岡崎（申し訳ありません）

卓　話　「三感王で生涯青春」
㈱アーリーバード会長　井上　昌俊氏

　何十年振りか松山RCへ卓話で参加させて頂
きました。会員の皆様には色々なお声掛けを頂
きましたが、その多くは会員のお父様、お母様
等、懐かしい方々の思い出で、若き頃のその方々
の真心を再び思い出すものでした。78歳になっ

た私が、「生かされてきた」と再認識し、RC組
織や会員の皆様に感謝の思いをもつことができ
た例会でした。
　さて、私は日頃から心掛けていることがあり
ます。それを自分で「三感王」と呼んでいます。
野球の三冠王を取ることは大変難しいのはご存
じの通りですが、私の言う「三感王」は毎年誰
でも少しの努力で取れるものです。そしてそれ
は、私の人生を楽しく明るくしてきたものです。
　まず一つ目は「感謝」です。生涯忘れること
のできない感謝から日常の生活の中まで多くの
ことがあるでしょう。人は調子が良ければ感謝
を忘れ、窮地に追いやられるとそれを思い出す
ものですが、忘れがちな身近なことにこそ感謝
をし、それを必ず口に出して表現することが大
切だと思います。
　二つ目は「感動」です。音楽や映画、雄大な
景色も感動しますが、小さな感動の積み重ねが
大事です。私は息子夫婦と二人の孫と生活して
いますが、孫たちの何気ない言葉に思いやりを
感じ、「感動」するのですが、それを意識して
表現しコミュニケーションするようにしていま
す。孫たちも自分の発信した言葉にこんな力が
あると思うとまた会話も弾むのです。
　最後は「感性」です。年をとるほど幸せにな
れる人は感性豊かな人です。精神力を高く持ち、
落ち着いた判断で、一瞬一瞬何を優先すべきか
感じ取って人生を満喫する。平均寿命に達した
私にとって「感性」のアンテナを広げることは
幸せを摑むことそのものです。
　今回の出会いでさらに「三感」を皆様に頂き、
生涯青春の力となったことを感謝し、筆をおき
ます。誠にありがとうございました。

㈱アーリーバード会長
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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/

クラブニュース

10月中の出席報告

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
₂日 74（67） 58 16 80.56％ 7 89.04％ 1
₉日 75（68） 50 25 68.49％ 10 81.08％ 0

16日 75（68） 48 27 66.67％ 9 77.03％ 0
23日 75（68） 47 28 63.51％ 8 74.32％ 1
30日 75（68） 47 28 64.38％ 9 75.68％ 0
平均 74.8（67.8） 50 24.8 68.72％ 8.6 79.43％ 0.4

例会日 区分

（職場訪問例会）

理事会報告

10月₂日㈫
①　新入会員申し込み　サントリービア&スピ
リッツ㈱　田中昌生氏（淺井氏後任）　承認。
②　当クラブ75周年寄付の件（米山奨学委員会・
R財団・愛媛県へそれぞれ75万円ずつ送金）
承認。

③　三井住友信託銀行定期預金の件（11月₄日
が満期です。継続でいいかどうか）　承認。
④　「第一回えひめ親守大会」後援依頼につい
て　承認。
⑤　₉/25　ロータリー情報勉強会は、メー
キャップ扱いとする。　承認。
⑥　次回理事会は11/13に行う（一週ずらす）
承認。

平成24年10月度理事会決議事項

誕生祝　	以下₉名　羽牟（₂日）、上甲（₇日）、高
橋（10日）、山本（克）（11日）、飯尾（16日）、
佐野（17日）、西野（17日）、米山（18日）、
白石（省）（19日）

結婚祝　	以下16名　浦岡（₃日）、小川（₄日）、玉
置（₇日）、清水（₈日）、児玉（義）（₉日）、
髙石（10日）、矢野（13日）、平原（21日）、
高岡（23日）、三原（24日）、勝見（25日）、
石橋（26日）、兼平（26日）、白塚（27日）、
宮田、田代

創業祝　	以下12名　河内（₁日）、林（₁日）、河田（₁
日）、渡部（₄日）、永木（₆日）、三好（₈日）、
白塚（10日）、深見（15日）、清水（23日）、
三原（28日）、白石（恒）（28日）、水口

10月のお祝い新入会員紹介

勤　務　先：サントリービア&スピリッツ㈱
松山支店　支店長

生 年 月 日：昭和36年₈月₁日
入会年月日：平成24年10月₉日
趣　　　味：スポーツ観戦（野

球）、休日	ジョギ
ング氏名：田中　昌生

₁．ガバナー月信	 ₁．2011〜12年度地区概況
₁．会報₈月号	 ₁．近隣ロータリークラブ例会予定表
₁．ライト＆ライフ	

配　付　物
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