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　　 職場訪問月間

　職業奉仕の理想を実践するために毎年10月は「職業奉仕月間」と定められておりそ

の職業奉仕月間中に推奨されるクラブ活動の一環として、ロータリー親睦活動への参

加を推進するため、当クラブでは「職場訪問」を実施して、あらゆる有用な職業の社

会に対する価値を肌を通して感じ、今後の啓発に活かせればと思います。今年は「シ

ネマサンシャイン衣山」殿に訪問させていただき、新しい知識、体験を得て社会の人々

に「活かされている」そのお礼として自らの職業を通じて「四つのテスト」を実践し、

「一隅を照らす」存在でありたいものです。その為にも、職場訪問を継続することを

願っています。

職業・社会奉仕担当理事　浜　田　修　一

巻頭メッセージ

11月₄日㈫…「スカッシュと私」
柳田　剛会員

（中野ガバナー補佐訪問クラブ協議会）
11月11日㈫…「ピアノとピアニスト」

石橋　和典会員
11月18日㈫…佐々木ガバナー公式訪問例会
11月25日㈫…「オウムとの戦い（危機管理の立場から）」

ゲスト…学校法人エンゼル学園理事・公益財団法人
日本盲導犬協会理事長・元警視総監

井上　幸彦氏

例会予定



例会記録

　第3226回例会　2014年10月７日（火）

出席会員　73（66）名中49名　出席率68.06%
前回訂正出席率71.23%

欠席会員　24名　土居、二神、林、星野、市川、
伊東（毅）、貴船、御木、三好、村井、村上、
村山、中地、永木、西野、大塚、大橋、佐
野、白石（省）、田中（和）、鶴田、渡部、安
永（亀井）

ゲスト　　₂名　ワリウラ　スマイヤ
（米山記念奨学生）

　　　　　　　　小川　　仁（道後RC）
ニコニコ箱
小川　　仁	 本日ワリウラ・スマイヤの卓話ご

期待下さい。よろしくお願いしま
す。

佐藤　昭美	 今日の愛媛新聞に、ハワイ島のマ
ウナケアに₅カ国共同で計画が進
められていた口径30ｍの超大型望
遠鏡が明日、ハワイ時間の₇日に
着工すると出ておりましたが、中
心になって計画を進めてきた長女
の主人の談話が出ており嬉しく思
いました。

浦岡　正義	 地方祭、晴天に恵まれよかったで
す。

勝見　安美	 11日㈯可愛い園児の運動会です。
上甲　　泰	（会員誕生祝）46になりました。

よい歳をとるように心掛けます。
下田　知行	（会員誕生祝）
米山　徹太	（会員誕生祝）晴天のもとのお祭

りで良かったです。
飯尾　寛治	（ご夫人誕生祝）
玉置　　泰	（結婚記念祝）、早退（今日10月₇

日で結婚40周年になりました。）
河内　広志	（創業記念祝）10月₁日におかげ

さまで創業39年を迎えることが出
来ました。サンキュー

（なんとなくニコニコ）五味

早　退　　長尾（まだ道後のはち合わせは見
れていません…来年は是非見たい
と思っています。）、佐々木、左納、
田中（昌）、結城

卓　話　「日本での生活」
米山記念奨学生

ワリウラ　スマイヤ　氏
　私はワリウラ・スマイヤです。愛媛大学連合
農学研究科の博士課程₃年生です。バングラデ
シュから来ました。バングラデシュは、人口は
多いけれど小さな国で、緑豊かな平野のなかを
多くの川が流れています。バングラデシュの主
食はお米です。たくさんの種類のトロピカルフ
ルーツもあり、マンゴーやポポー、グァバ、ラ
イチなど、すべてがとても安く手に入ります｡
私の国は本当に美しい国です｡
　私はダッカ大学、バングラデシュで一番有名
な大学なのですが、そこで微生物学を学びまし
た。その後、博士号を得るために日本に来まし
た。私は日本が大好きです。山が多くとても美
しい国だと思います。日本ではいくつかの場所
に旅行に行くことができましたし、たくさんの
友人も得ることができました。
　現在、私はCauliflower	Mosaic	Virus	 gene	
TAV（Trans	 activator／Viroplasmin）につい
て研究を行っています。中でも、遺伝子上での
発病過程を分析することに力を入れています。
私の第一ジャーナルはインターネットで既に公
開されている、私の第一の用紙の名前です。
　トランスジェニックタバコにおけるウィルス
タンパク質の人為的な誘導発現によって、葉の
退緑過程を解析するための同調的な実験系が提
供されます。
　今、私は私の第二のジャーナルのために働い
ています。

道後RC
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例会記録

出席会員　73（66）名中46名　出席率64.79%
前回訂正出席率67.12%

欠席会員　27名　土居、五味、林、原田（雅）、
原田（満）、星野、市川、菊池、貴船、兒玉、
御木、棟方、村上、村山、大塚、大橋、白
石（省）、髙石、田中（和）、田中（昌）、玉置、
鶴田、浦岡、安永、柳田（飯尾、亀井）

ゲスト　　₁名　井上　淳
（愛媛県生涯学習課担当係長）

ビジター　₁名　浅井　光昭（神戸RC）
ニコニコ箱
山内　　建	 本日の卓話、井上さんによる父の

写真展が発表されます。
濵本　道夫	 井上淳様、本日卓話ありがとうご

ざいます。
三好　哲生	 JCの全国大会も終了しました。

本格的にRCに復帰出来そうです。
御迷惑をおかけ致しました。

原田　達也	 台風19号も無事過ぎ去ってくれま
した。

佐野　秀司	（会員誕生祝）
（なんとなくニコニコ）上甲、清田
早　退　　林、三原、長尾（申し訳ありませ

ん。貧乏暇なし、かもしれません。）、
小野、関（啓）、山本（カープくや
しい！）

卓　話　「新発見松山城図屏風と
山内一郎氏撮影パノラマ写真」

ゲスト　愛媛県生涯学習課担当係長
井上　淳　氏

₁．新発見松山城下屏風
形態：紙本著色、四曲一双
　　　左隻：縦180.4㎝、横313.4㎝
　　　右隻：縦180.8㎝、横313.8㎝
内容は松山城と城下町を中心に、左隻には山越
村に集められた寺院群、右隻には石手川、小栗

八幡（現在の雄郡神社）までを描いている。景
観年代は描かれている藩士の名前役職、街割り
等から享保元年以前の景観を描いていると判断
できる。従ってこの松山城下図屏風の製作年代
は、元禄期の終わり（1700年）頃である可能性
が高い。
【まとめ】
　先行する絵図の上に、徹底した取材により建
物を立ち上げながら、平行投影により都市全
体を精密に描きあげていく。「松山城下図屏風」
はそうした稀有な表現方法をもった都市図とい
える。幕府の御用絵師の協力があったものと思
われる。

₂．山内一郎氏撮影パノラマ写真
　山内一郎氏は当クラブ山内建会員のご尊父
で、明治36年生まれ、昭和₅年から昭和41年ま
で旧制松山高等学校、旧制松山中学校、松山経
済専門学校、松山商科大学（現松山大学）、松
山東雲短期大学で英語を教えられ、学生から慕
われた。昭和57年に亡くなられている。写真を
趣味とされ松山市内を始めとした多くの写真を
残された。
　ことに松山空襲によりこれまで目にしていた
松山の街並みが消失したことを契機に「写真を
趣味とする者の何パーセントかは、街のたたず
まいを同時代及び後世の市民のために撮影し残
しておく責任があるのではなかろうか」とのお
考えで撮影された。
　一つの風景を横に連続撮影されているのでパ
ノラマ写真としてデジタル処理が可能であって
戦後復興を遂げる松山を写した貴重な記録写真
として残されている。その全ての写真を山内会
員は愛媛県歴史文化博物館に寄贈され、歴博で
デジタル処理をして保存している。文字資料も
貴重だが映像資料も貴重である。

　第3227回例会　2014年10月14日（火）
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例会記録

　第3228回例会　2014年10月21日（火）

−職場訪問例会−
於：シネマサンシャイン衣山

出席会員　73（66）名中43名　出席率60.56%
前回訂正出席率67.12%

欠席会員　30名　五味、原田（達）、原田（満）、

泉川、市川、伊東（毅）、勝見、貴船、兒玉、
御木、三原、村井、村上、村山、中地、西
野、大塚、大橋、小野、左納、下田、関（啓）、
髙石、田中（和）、玉置、浦岡、渡部、柳田
（亀井、中住）

　第3229回例会　2014年10月28日（火）

出席会員　73（66）名中43名　出席率58.90%
前回訂正出席率72.60%

欠席会員　30名　濵本、羽牟、林、原田（達）、
原田（雅）、市川、伊藤（慎）、菊池、貴船、
清田、河内、御木、三原、村井、村上、村
山、長尾、大塚、大橋、佐々木、左納、下
田、関（啓）、髙石、高岡、田中（和）、田中
（昌）、玉置、安永、米山

ニコニコ箱
浜田　修一	 羽牟さん、佐々木さん先週の職場

訪問ご苦労様でした。ありがとう
ございました。

高橋　伸定	 佐々木さん、職場訪問例会お世話
になりました。

菅井　久勝	 佐々木さん先週は大変お世話にな
りました。

三好　哲生	 前回の例会で、お弁当の注文を頂
いておりました。ありがとうござ
いました。

二神　良昌	 10／26	ゴルフお疲れさまでした。
羽牟さん、佐々木さんメンバーに
恵まれて、₁位でした。ありがと
うございます。

佐野　秀司	 サイクリングしまなみ最高でし
た!!

白石　省三	（会員誕生祝）
兒玉　義史	（結婚記念祝）10月₉日に38周年

を迎えました。
（なんとなくニコニコ）齋藤、柳田
早　退　　土居、西野、小野

卓　話　「投資の視点から見た
実体経済の見通しと今後の日本株」

中地　修　会員
　10月31日の日銀の超サプライズ追加緩和もあ
り、直近のマーケットは大きく変動いたしまし
たが、10月28日の卓話では以下の要旨でお話し
させて頂きました。
◦米国では、ISM景気指数や消費者信頼感など、
月次の経済指標は₇−₉月期に入って堅調
に推移している。この点を踏まえ、米景気が
健全なペースで拡大し、向こう₄四半期の成
長率は前期比年率＋3.0％強になると引き続
き予想する。米連邦準備制度理事会（FRB）
は量的緩和第₃弾を10月に終了し、利上げの
時期は15年₄−₆月期との想定を継続。

◦中国の₈月の主要経済指標は大幅に悪化し
た。₇−₉月期の実質GDP予測を前年比＋
7.5％から同＋7.2％に下方修正したが、なお
下振れリスクがあるとみられる。中国人民
銀行（中央銀行）は₇−₉月期以降、15年10
−12月期まで四半期ごとに0.50％ポイントの
ペースで金融セクター全体に対する預金準
備率の引き下げを実施するとの見方に変更
する。

◦日本の14年度の実質GDP成長率を、従来か
ら0.3％ポイント下方修正し＋0.6％、15年度
は0.1％ポイント引き上げて＋1.9％とした。
大型台風など悪天候が影響して₇～₈月の
民間消費は軟調であったが、₇−₉月期に
は民間消費、及び民間企業設備投資が小幅
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例会記録

理事会報告

10月₇日㈫
①　第16回サマースクール・クラブ負担額につ
いて　承認。
②　【事後報告】愛媛県臓器移植推進月間後援に
ついて　承認。

③　健康を考える会松山　第18回チャリティ講
演会後援のお願い　承認。
④　当クラブ指名委員会の立ち上げについて　
承認。
⑤　ボーイスカウトの件　承認。
⑥　11月理事会開催について　承認。

平成26年10月度理事会決議事項

誕生祝　	以下11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）、左納（19日）

結婚祝　	以下13名　浦岡（₃日）、玉置（₇日）、
兒玉（₉日）、髙石（10日）、林（14日）、
中地（22日）、高岡（23日）、三原（24日）、
下田（24日）、勝見（25日）、石橋（26日）、
鶴田（30日）、田代

創業祝　	以下10名　河内（₁日）、田中（和）（₁日）、
左納（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）

10月のお祝い

₁．ガバナー月信
₁．会報₈月号
₁．米山奨学会豆辞典
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

回復し、実質GDP成長率は前期比年率＋3.6％
へ回復すると見込まれる。日銀は15年₄月に
長期国債、及び上場投資信託（ETF）を中
心としたリスク資産の年間でのネット買入
額を、それぞれ約10兆円、₁兆円増額すると
予想。

◦ユーロ圏の₇−₉月期の実質GDP成長率を
前期比＋0.2％とする予想を据え置く。停戦

合意が図られたものの、ウクライナ情勢な
ど地政学的緊張の高まりがユーロ圏経済に
与える影響について引き続き注意する必要
がある。欧州中央銀行(ECB)は₉月₄日の政
策理事会で、すべての主要政策金利を0.10％
ポイント引き下げた。量的緩和については、
早ければ15年₃月に打ち出されるとの見通
しを据え置く。
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クラブニュース

順　位 氏　　　名 OUT IN Total Hdcp Net
優　勝 二神　良昌 48 44 92 24 68
準優勝 星野　耕一 48 49 97 23 74
₃　位 村井　重美 43 47 90 13 77

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
₇日 73（66） 49 24 68.06% 3 71.23% 0
14日 73（66） 46 27 64.79％ 3 67.12％ 1

73（66） 43 30 60.56％ 6 67.12％ 0
28日 73（66） 43 30 58.90％ 8 72.60％ 0
平均 73（66） 45.3 27.8 63.08％ 5 69.52％ 0.3

例会日 区分

（職場訪問例会）
21日

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/

平成26年10月26日㈰
於：北条カントリー倶楽部
参加者　�村井、羽牟、二神、佐々木、星野、米山

計₆名

天候にも恵まれ皆さん楽しいゴルフが出来ました。
結果は以下の通りです。皆様、多くのご参加お待
ちしております。　　　　　　　（記・米山　徹太）

松山ロータリー・ゴルフ会　10月例会
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