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　　 職 業 奉 仕 月 間

　10月はロータリーにとって職業奉仕月間です。恥ずかしながら、今回の原稿依頼で

知りました。入会させていただき₈年、ロータリーについて知らないことだらけです

が、この「職業奉仕」という言葉は大好き、というか私にはしっくりきます。小学₅

年の息子は、中学進学という岐路にもうすぐ立ち、我が家で人生や将来の話がちらほ

ら出始めました。人はなぜ生きているのか、なぜ勉強するのか、なぜ働くのか。私に

も答えは分かりませんが、きっと自分の業を通じて誰かの役に立つためだと思います。

誰の役にも立てない仕事は、職業として成立しないでしょう。そんなことを「職業奉

仕」という言葉を通じて、わかりやすく子供に伝えていきたいと思います。

　先日愛媛新聞社さんの新印刷センターを見学させていただき、最新鋭の輪転機、免

震システムなどどれも素晴らしかったですが、特に子供たちの見学に力をいれてい

らっしゃる姿勢に、会社のマスメディアとしての公の使命感を感じました。私どもの

職業も見習わなければ、と痛感いたしました。

職業・社会奉仕担当理事　結　城　　　旬

巻頭メッセージ

11月₅日㈫…「日本国憲法制定史」
山本　克司会員

11月12日㈫…「最近の金融経済情勢について」
下田　知行会員

11月19日㈫…「ワールドカップに行こう
〜ブラジルの魅力〜」

洲﨑　浩会員
11月26日㈫…「北極圏への旅

〜オーロラを求めて〜」
兒玉　義史会員
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例会記録

　第3179回例会　2013年10月１日（火）

　第3180回例会　2013年10月８日（火）

出席会員　74（67）名中50名　出席率68.49%
前回訂正出席率77.03%

欠席会員　24名　安保、土居、五味、濵本、原
田（雅）、原田（満）、石橋、市川、伊藤、勝見、
兼平、河田、清田、御木、三好、村上、西
野、大塚、大橋、小川、佐々木、洲﨑、浦
岡（中住）

ビジター　₃名　武内　英治（伊予RC）
　　　　　　　　渡邉　政富（　〃　）
　　　　　　　　奥島　幸雄（　〃　）
ニコニコ箱
泉川　孝三	 会長代行です。よろしくお願いし

ます。
結城　　旬	 卓話です。よろしくお願いいたし

ます。
上甲　　泰	 結城さん、卓話楽しみにしており

ます。
菊池　三春	 結城さん、卓話を楽しみにしてい

ます。
菅井　久勝	 結城さん卓話頑張って下さい。
羽牟　正一	 河田さん60周年おめでとうござい

ます。
小野　　茂	 河田会員、貴社開局60周年おめで

とうございます。
髙石　義浩	 南海放送開局60年おめでとうござ

います。
岡崎　裕一	 カープCS進出決定。ファンとし

て大変嬉しいです。
佐野　秀司	（会員誕生祝）
下田　知行	（会員誕生祝）

白石　省三	（会員誕生祝）
山本　克司	（会員誕生祝）南海放送創立60周

年おめでとうございます。
米山　徹太	（会員誕生祝）日本生命伊藤支社

長、先日はお世話になりました。
飯尾　寛治	（会員誕生祝）
兒玉　義史	（結婚記念祝）
矢野　秀俊	（結婚記念祝）
水口　義継	（創業記念祝）本日10月₁日は「日

本酒の日」です。皆様今日ぐらい
は日本酒を飲んでほしいです。

永木　昭彦	（創業記念祝）
（なんとなくニコニコ）原田（達）、和田
早　退　　三原（結婚記念祝）（創業記念祝）、

河内（創業記念祝）（お蔭様で本
日記念日を迎えることが出来まし
た。）、玉置、鶴田（すみません。
10分で早退させて頂きます。）

卓　話　「ぬいぐるみ供養祭」
結城　　旬　会員

　今年15回目を迎えるぬいぐるみ供養祭。始ま
りは「人形供養はあるけどぬいぐるみはどうし
たらいいですか？」という₁本の電話から。試
行錯誤を繰り返しながら、園児のみなさんがぬ
いぐるみを通して葬儀を疑似体験する場として
開催しています。オリジナルのマイ数珠をつく
り、お世話になったぬいぐるみにありがとうを
伝える「想育」の時間としてお子さまの想う力
が豊かに育まれることを願っています。

出席会員　74（67）名中56名　出席率76.71%
前回訂正出席率83.78%

欠席会員　18名　安保、原田（達）、市川、伊藤、

菊池、清田、児玉（聡）、兒玉（義）、御木、
三原、諸橋、大塚、大橋、佐々木、白石（省）、
洲﨑、髙石（中住）
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例会記録

ニコニコ箱
上甲　　泰	 名本さん卓話楽しみにしておりま

す。
菅井　久勝	 名本さん卓話楽しみにしておりま

す。
飯尾　寛治	 名本さん卓話期待します。
石橋　和典	 清田会長はじめ地区大会では大変

お世話になりありがとうございま
した。名本さん本日の卓話よろし
くお願い致します。

二神　良昌	 地区大会お疲れさまでした。私は
秋祭りの為、欠席させて頂きまし
た。

高橋　伸定	 高知地区大会お疲れ様でした。
矢野　秀俊	 地区大会大変お世話になりまし

た。
米山　徹太	 地区大会お疲れ様でした。
佐藤　昭美	 松山の秋祭りで町内の「みこし」

を当院で預かりましたが、「ムラ
タ」の社員の方々に加勢していた
だき祭りが大変盛り上がりまし
た。社長の結城氏のご好意に感謝
申し上げます。

平原　立志	（結婚記念祝）
河田　正道	（創業記念祝）10月₁日で60周年

を迎えました。カンシャ！カンレ
キ！ありがとうございました。

（なんとなくニコニコ）五味
早　退　　玉置（結婚記念祝）昨日は39回目の

結婚記念日でした。Thank	you（サ
ンキュー39）、土居、原田（満）、兼平、
西野、小川

卓　話　「考古学六十年」
名本　二六雄　会員

　愛媛大学の付属小学校₅年生の時の担任の先
生は、大変社会科のお得意な方で、特に日本の
古代史に明るかった。敗戦からまだ日も浅く、

まとまった教科書などは準備がされておらず、
戦時中に禿げ山になったり畑になったりして、
地山がむき出しになったところへ学童を連れて
行って、土器や石器を拾い、大昔の人の生活を
教えてくれた。私は特に採集に夢中で、石鏃や
石斧を求めて松山中を歩き回って弥生時代の村
の復元を試みた。
　灯台下暗しで学舎のあった今の愛大グランド
がもっとも遺物が豊富であった。発掘した。こ
れが現在の国指定史跡「文京遺跡」で現在もな
お発掘が続いている。発見日時は昭和27年₄月
27日であった。
　高校生になって、この成果を旺文社の学芸コ
ンクールに出したら全国で準優勝した。考古学
では食えないので阪大の法学部にすすみ、ここ
では隣の文学部へ行って河内の古墳ばかりを
掘って、とにかく法学部を卒業してトヨタ自動
車に就職。高度成長期の会社と、書き換えるべ
き日本古代史の二足のわらじをいまだに履いて
いる。社長と先生の二つ名は、もう看板を下ろ
したが、トヨタ方式の講演依頼もまだ皆無では
ない。現役時代から睡眠時間が短いのは、この
二つの世界では、いい加減ではすまされないか
らだ。日進月歩を克服し、一人前のことを言う
には読む・聞く・考えるを怠ってはならない。
同時に「現地・現物・データ収取・改善・改革」
抜きではなにものも生まれない。現場で精査し
てこそ新しい発見にめぐまれる。これは二つの
社会でも同じことなんだと悟ったのは最近のこ
とである。
　結果として、考古学では、初期ヤマト政権下
の地方国家の実態に迫り、トヨタでは物流管理
の重要性に肉薄して、これを管理下においた。
誰もがあまり目をつけないところはいつも新鮮
な気持ちで取り組むことができる。考古学60年、
トヨタ43年は、まだまだ通過点であるように思
える。
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例会記録

　第3181回例会　2013年10月15日（火）

−職場訪問例会−
於：㈱愛媛新聞社印刷センター（伊予市）
出席会員　74（67）名中45名　出席率63.38%

前回訂正出席率74.32%
欠席会員　29名　安保、土居、林、原田（満）、

泉川、市川、伊藤、兼平、兒玉（義）、御木、
村上、諸橋、長尾、永木、名本、大塚、大
橋、小川、佐野、菅井、洲﨑、関（啓）、浦
岡、矢野、山本、横山（深見、飯尾、亀井）

ニコニコ箱
清田　明弘	 愛媛新聞社様、お世話になります。
二神　良昌	 愛媛新聞社さん本日はお世話にな

ります。
五味　久枝	 愛媛新聞印刷センターの落成おめ

でとうございます。職場訪問よろ
しくお願い致します。

羽牟　正一	 本日の見学会楽しみにしておりま
す。関係者の皆様有難うございま
す。

河田　正道	 愛媛新聞土居社長、お世話になり
ます。

棟方　信彦	 愛媛新聞社様、企業訪問感謝。

田中　昌生	 愛媛新聞社様、よろしくお願いし
ます。

玉置　　泰	 土居さん（居ないけど）有難うご
ざいます。

結城　　旬	 愛媛新聞社様、お世話になります。
渡部　浩三	 職業奉仕委員会副委員長として。
三好　哲生	 本日は、お弁当を取って頂き、あ

りがとうございます。
河内　広志	 白石さんとご一緒に台北市政府主

催レセプションに参加して来まし
た。来週の例会でバナー交換を披
露いたします。

米山　徹太	 中住さん、浜田さんお世話になり
ました。

三原　英人	 昨日、梼原町で龍馬脱藩マラソン
のハーフに出場しました。山の坂
道を幕末に思いをはせながら走っ
て参りました。

髙石　義浩	（ご夫人誕生祝）（結婚記念祝）
（なんとなくニコニコ）福田、白石（恒）
早　退　　西村（愛媛新聞社様本日よろしくお

願いいたします。）

▲当日、作成していただいた愛媛新聞㈱愛媛新聞社常務取締役 柳田幸男氏
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例会記録

　第3182回例会　2013年10月22日（火）

出席会員　74（67）名中39名　出席率53.42%
前回訂正出席率67.57%

欠席会員　35名　土居、福田、五味、濵本、市
川、伊藤、原田（達）、原田（雅）、兼平、河田、
菊池、清田、児玉（聡）、御木、水口、三原、
三好、棟方、村上、永木、西野、岡崎、大塚、
佐々木、佐野、下田、白石（省）、菅井、洲
﨑、関（啓）、髙石、田中、玉置、横山（亀井）

ニコニコ箱
飯尾　寛治	 卓話させていただきます。
浜田　修一	 飯尾先生、今日の卓話楽しみにし

ています。
平原　立志	 飯尾先生、卓話楽しみにしていま

す。
石橋　和典	 飯尾先生、卓話楽しみにしており

ます。宜しく御願い致します。
渡部　浩三	 飯尾先生卓話楽しみにしていま

す。
長尾　芳光	 飯尾先生の卓話楽しみにしていま

す。10月16日に女房がおばあちゃ
んになりました。私はマゴマゴせ
ずに歩いていきたいと思います。

佐藤　昭美	 愛媛新聞印刷センター見学、大変
勉強になりました。

小川　純生	 15日の職場訪問お世話する立場に
ありながら欠席しました。申し訳
ありません。

林　純之介	 天野名誉館長のご冥福をお祈りい
たします。

浦岡　正義	 遅刻、早退が多く申し訳ありませ
ん。

早　退　　河内（飯尾先生、早退で卓話聞けず
申し訳ありません。）、米山

卓　話　「毒の話いろいろ」
飯尾　寛治　会員

₁）子どもの中毒事故
　子どもは好奇心が強く色々なものを口に

入れる。そうして解毒機能が未熟なために
中毒事故を起こしやすい。私が留学してい
た1964年頃のアメリカでは年間約40万人が
中毒事故を起こし、約450人が死亡していた。
我が国ではタバコが一番多い原因だが、アメ
リカでは処方箋無しで買えるアスピリンが
多かった。Out	 of	 sight,	 out	 of	 reach.	Keep	
in	original	containerが大切である。

₂）ギンナン中毒
　ギンナンにはビタミンB₆に似て非なるも
のが含まれているため、子どもが多く摂取す
ると痙攣を起こすので注意が必要である。

₃）植物はすごい
　実以外の種、葉、茎などには有毒なものが
多いので注意が必要。ギンナンも種である。

₄）過ぎたるは及ばざるがごとし
　適量は栄養となるが過剰に摂取すると毒
となるものがある。ワカメ、コンブ、ゴーヤ
など。

₅）犬にタマネギは毒
　犬や猫はタマネギ、ニラ、ニンニク、ラッ
キョウなどを食べると溶血性貧血を起こす
ことがあるので注意。

₆）フード・ファディズム（Food	faddism）
　特定の食品を狂信的に摂取すること。色々
なものを適量食べることが望ましい。サプリ
メントも長期に摂取するのは肝障害などを
来たすことがあるので要注意である。

₇）大麻（マリファナ）の陰と光
　大麻吸引は健康障害や犯罪につながる恐
れがあるので社会的に悪いものとされ、大麻
取締法で規制されている。しかし近頃、医学
的に副作用はあまりひどくなく難病に対す
る効果が認められたので、今アメリカでは医
療用の使用を認める州が増え、世界的にも先
進国で医療用の使用が認められていないの
は日本だけとなった。我が国でも大麻が医学
的に使用出来る日は遠くないと思われる。
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例会記録

　第3183回例会　2013年10月29日（火）

出席会員　74（67）名中42名　出席率58.33%
前回訂正出席率64.87%

欠席会員　32名　安保、土居、五味、濵本、原
田（達）、原田（雅）、原田（満）、平原、市川、
伊藤、兼平、河田、菊池、児玉（聡）、御木、
棟方、村上、諸橋、永木、西野、大塚、大
橋、小川、小野、下田、洲﨑、田中、浦岡、
矢野、結城（関（宏）、山内）

ゲスト　　₁名　西村　　壮（西村会員ご子息）
ニコニコ箱
西村　真也	 本日卓話宜しくお願いします。
石橋　和典	 西村先生、急な卓話のピンチヒッ

ターをお引き受け下さり、誠にあ
りがとうございます。壮君も宜し
く御願い致します。

兒玉　義史	 飯尾先生、先週は面白く、ために
なる卓話をありがとうございまし
た。

和田　敏希	 仙台で行われた大学女子駅伝、松
山大学₃位入賞おめでとうござい
ます。

河内　広志	 元会員の森本惇さんの奥様がお亡
くなりになりました。明日が告別
式です。

米山　徹太	 先日のゴルフ会、お世話になりま
した。矢野さん優勝おめでとうご
ざいます。₂位は二神さんでした。

二神　良昌	 ゴルフ会お疲れさまでした。
佐野　秀司	 サイクリングしまなみ2013に参加

致しました。
早　退　　清田、佐々木（申し訳ありません。）、

白石（省）、関（啓）

卓　話　「天才とかかわってしまった人たち
−あいつさえいなければ…」

西村　真也　会員
　現在日本の囲碁界は24歳の井山裕太によって
席巻されている。何しろこの色白で華奢な若者
は七大タイトルのうちの六つを保持している
のだ。そして彼に次々と挑んでくる30歳代の剛

腕たち、“平成の四天王”を次々と下している。
だが、優劣がはっきりしている勝負の世界に比
べ、音楽の世界となると少し様子が違う。音楽
は他人の耳によって評価される仕事だからであ
る。ところがそこへ稀に桁外れの人物が現れる。
常識を覆すような能力の持ち主、いわゆる天才
である。たとえ世界の超一流でもかなわない存在。
　そういったライバル間には共通するいくつか
の特徴がある。活躍する分野、生きた時代、場
所、境遇、性別。そしてその世界において両者
ともトップクラスに位置しているということな
のである。名ソプラノ歌手デラ・カーザ、1919
年スイス生まれでイングリット・バーグマンの
ような麗人であったが、シュヴァルツコプフ
（1915年生）の存在はあまりにも偉大であった。
ヴァイオリニスト、トーシャ・ザイデル（1899
年生）。アウアー門下の逸材であったが同門の
ハイフェッツ（1901年生）が立ちはだかってい
た。また、18世紀においてヨーロッパの音楽職
の主要な地位をほぼ独占していたイタリア人に
とって､オーストリア人モーツァルトは最も煙
たい存在であっただろう。作曲家クレメンティ
はピアノソナタの初版には書かなかった文言を
再版に書き入れた。魔笛の序曲のテーマを聴い
て自分がモーツァルトの前で弾いた曲と似てい
たので、自分の曲だと言いたかったのだろう。
しかし、出だしは似ていても作品全体の完成度
では比べものにならない。同じくイタリア人作
曲家カンビーニは1778年₄月にル・グロを使っ
てモーツァルトから協奏交響曲をとってしまっ
た疑惑があり、またウィーンのイタリア人宮廷
作曲家サリエリのモーツァルトに対する政治的
な手法を使った圧力は、モーツァルトの死の直
後から「毒殺説」を流布させ、サリエリの死後
プーシキンはその説をテーマとした詩劇を書い
た。そして、リムスキー・コルサコフはこれを
オペラにしたのであった。天才とかかわったラ
イバルの不運な運命。しかし、そのドラマが繰
り広げられなければ天才にまつわるエピソード
とその後の新たな局面は展開しない。
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理事会報告

10月₁日㈫
①　第15回サマースクール　クラブ負担額の件
　今回のクラブ負担額は272,962円です。　
承認。（繰越金がほとんど無いため、今年度
は予算の都合上、新世代ではなくニコニコか
ら拠出。）
②　ロータリーの友事務所より、広報誌
『ROTARY世界と日本』、『ROTARYあなた
も新しい風に』購読のご案内（₁セット₅冊
以上の販売のため、クラブとして購入するか
どうか）　否決。
③　10月20日㈰会員増強・ロータリー財団セミ
ナー参加費について　₁クラブ15,000円を各

種会合派遣費より拠出。　承認。
④　「第₂回えひめ親守詩大会」後援のお願い
承認。
⑤　ボーイスカウト日本連盟より、青少年育成
のためのボーイスカウト運動への支援のお願
い　否決。
⑥　愛媛県体育協会より“みきゃん貯金箱”購
入についてのお願い（₁クラブ20個程度購入
の依頼有り）　否決。（クラブとしては購入し
ない。個人判断とする。）
⑦11月26日㈫ロータリー情報委員会による勉強
会開催について（出席者はメーキャップ扱い
とする。）　承認。
⑧　10月26日㈯古事の森作り活動開催について
承認。

平成25年10月度理事会決議事項

誕生祝　	以下10名　羽牟（₂日）、上甲（₇日）、
高橋（10日）、山本（11日）、下田（14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14名　浦岡（₃日）、小川（₄日）、
玉置（₇日）、兒玉（義）（₉日）、髙石（10
日）、矢野（13日）、平原（21日）、高岡（23
日）、三原（24日）、下田（24日）、勝見（25
日）、石橋（26日）、兼平（26日）、田代

創業祝　	以下11名　河内（₁日）、林（₁日）、河田（₁
日）、渡部（₄日）、永木（₆日）、三好（₈
日）、下田（10日）、深見（15日）、三原（28
日）、白石（恒）（28日）、水口

10月のお祝い

₁．会報₈月号・₉月号
₁．近隣ロータリークラブ例会予定表

配　付　物

クラブニュース
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クラブニュース

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/

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
₁日 74（67） 50 24 68.49％ 7 77.03％ 3
₈日 74（67） 56 18 76.71％ 6 83.78％ 0

74（67） 45 29 63.38％ 10 74.32％ 0
22日 74（67） 39 35 53.42％ 11 67.57％ 0
29日 74（67） 42 32 58.33％ 6 64.87％ 0
平均 74（67） 46.4 27.6 64.07％ 8 73.51％ 0.6

例会日 区分

（職場訪問例会）
15日

松山ロータリー・ゴルフ会　10月例会

平成25年10月27日㈰
於：久万カントリークラブ
参加者　 二神、関（啓）、矢野、米山、亀井、川口誠（非

会員）　計₆名

　平成25年10月27日、久万カントリークラブで第
341回松山ロータリークラブゴルフ会が開催されま

した。亀井会員・関（啓）会員・矢野会員・二神会
員・川口氏（米山知人）・米山の₆名の参加でした。
結果は優勝	矢野会員、準優勝	二神会員でした。天
気も良く楽しい会でした。次回以降、多くの方々
の参加をお待ちしております。

（記・米山　徹太）
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