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巻頭メッセージ

11月₁日㈫…「�久米の国の成立」
名本　二六雄会員

11月₈日㈫…「�Always�Railways」
窪　仁志会員

11月15日㈫…「�日々是好日」
塩崎　千枝子会員

11月22日㈫…「�ケルンより」
ゲスト…ヴァイオリニスト　荻原　尚子氏

ピアニスト　　 諸田　由里子氏
11月29日㈫…「ICTの世界」

豊田　真二会員

例会予定

　昨年・一昨年と職業奉仕委員長をさせて頂きました。今年は職業奉仕担当理事と言う事で₃年

連続で職業奉仕に関連した役割に就いております。ロータリークラブは広い分野からの職業人の

集まりであり、皆さんキャリア豊かな職業人としてそれぞれの職務についていらっしゃいます。

　職業奉仕は職業を通じて世の中や他の人々の役に立つことと聞いております。この様に言葉で

表すのは簡単なことですが、実行することはなかなか難しく、日々の弛まぬ努力が必要な事であ

ると思います。

　昨年より職場奉仕月間が₁月に変更されました。職場訪問例会も併せて開催され、来年の₁月

17日を予定しております。

　職場訪問例会によって会員の方の仕事の内容などを具に見学して、それぞれの相互理解や職業

奉仕のヒントなどにして頂ければと思います。

　毎年通常の例会に比べると少し出席率が低いように思われます。どうか会員の皆様のふるって

のご出席をお願いいたします。ご協力よろしくお願いいたします。



例会記録

　第3319例会　2016年10月４日（火）

出席会員　76（67）名中55名　出席率73.33％
前回訂正出席率80.26％

欠席会員　21名　土居、市川、伊東、勝見、貴船、
清田、小林、真鍋、三ッ矢、村上、森、中
川、名本、大塚、酒井、佐々木、塩崎、髙
石、高岡、結城（亀井）

ゲスト　　₁名　菅　紀子（松山大学講師）
ニコニコ箱
関　　宏康� 私の母校東京工大の大隅教授が

ノーベル賞を受賞されました。
佐藤　昭美� 東京三鷹の国立天文台に勤務して

いる長女夫婦が、先達って愛大で
開催された日本天文学会に参加し
ましたが、夫婦それぞれ別の部門
で発表することが出来、嬉しく思
いました。

高橋　伸定� 菅さん大変お世話になります。本
日卓話宜しくお願いいたします。

菅井　久勝� 菅さんようこそ！卓話宜しくお願
い致します。

二神　良昌� 菅さん卓話宜しくお願いします。
10/₁シンセイフードサービス㈱
は四国医療サービス㈱と合併しま
した。

西村　真也� 菅さん卓話楽しみにしています。
本日産経新聞一面に拙文掲載され
ました。

羽牟　正一� 西村会員、産経新聞の夜明けの
エッセー拝見しました。

米山　徹太� 西村先生、本日の産経新聞₁面
「夜明けのエッセー」掲載、おめ
でとうございます。素晴らしい詩
でした。私に言わせりゃノーベル
賞よりすごい！！

山本　克司� 主治医の髙石先生のお蔭で、今年
も無事に誕生日を迎えることがで
きます。ありがとうございます！！

河内　広志� 今日は何の日→今日は都市景観の
日です。おかげさまで道後温泉も

アジア都市景観賞を受賞いたしま
した。

飯尾　寛治�（会員誕生祝）
児玉　義史�（結婚記念祝）10月₉日に結婚40

周年を迎えます。
玉置　　泰�（結婚記念祝）
三好　哲生�（創業記念祝）昭和23年10月₈日

に創業致しました。
永木　昭彦�（創業記念祝）今月₆日、松山三

越はおかげ様で開店70周年を迎え
ることができました。

（なんとなくニコニコ）林（直）、星野
早　退　　三原（（結婚記念祝）（創業記念祝）

今も元気な父と母の誕生日です）、
左納、関（啓）、西原（本日申し訳
ありませんが早めに退席させて頂
きます）

卓　話　「夏目漱石　没後100年　
漱石を悔しがらせた男、重見周吉」

松山大学講師　菅　紀子　氏
　重見周吉（1865−1928）は、愛媛県今治の商
家に生まれた。新島襄らが四国の布教活動の拠
点として選び四国初のキリスト教会を設立した
地である。重見は14歳の時ここを足掛かりに同
志社英学校へ進学した。さらに京都から私費
で北米コネチカット州ニューヘイヴンへ渡り、
イェール大学へ進学、学部を卒業するとさらに
医学部へ進学、1891年医学博士号を取得し帰国
した。そして東京で英語や物理の教師として慈
恵会医学校に₃年、学習院に₉年奉職するとと
もに、日本橋に重見医院を開業し、最終的には
医者として生涯を閉じた。
　学習院の教授職をめぐり重見と同時に応募し
ていたのが文科大学（東大）を卒業して間もな
い夏目金之助であった。夏目は重見に負け、学
習院の教授職の道を絶たれると、翌年松山中学
へ赴任する。夏目金之助はその後熊本第五高等
学校、ロンドン留学を経て帰国後東京で本格的

—  2 —



に執筆活動を始め、夏目漱石となった。漱石は
晩年学習院に呼ばれ講演した後、講演録『私の
個人主義』を書き残したのであるが、冒頭にわ
ざわざライバルの存在を記す。没する僅か₂年
前のことであった。
　文豪となった漱石が人生初の就職活動に失敗
した学習院で、不採用の経緯を披露するほど長
らく意識下に沈潜していたと思われる重見周吉
については、漱石研究の世界でも長らく不明で
あった。
　私は1994年倫敦漱石記念館を初訪問以来恒松
館長と親しく交流させていただいている。重見
周吉の著書『日本少年』が発見されると、今治
出身の重見と同郷だからと翻訳を館長に託され
た。そこで私は翻訳と同時進行で重見の調査と
彼と漱石との関係について研究を進め、2003年
翻訳研究書を発刊した。同書は愛媛出版文化賞
奨励賞も受賞、さらに2012年子供達のために少
年少女版を出版した。『日本少年』には今治の
ありのままの生活、文化、風土、市井の人々の
様子が生き生きと描かれており、明治初期に北
米の地で、今治をして日本を、しかも優れた英
語で紹介していることに驚くばかりである。
　私は研究を継続し、新資料を発見する毎に何
らかの報告をしてきたものの、留学先の現地調
査には及ばないままであった。しかし2015年₃

月、イェール大学学長の新島襄宛書簡が発見さ
れたのを機に同年10月、ついにイェール大学お
よびコネチカット州歴史博物館の現地調査を実
行した。今治にも赴き小学校を特定する新発見
ができた。
　一つの仮定であるが、重見周吉が学習院に採
用されなければ漱石は松山に赴任することもな
く、作家として『坊つちやん』も生まれなかっ
たかもしれない。初めての就活で「敵」と言わ
しめ漱石を悔しがらせた重見周吉。彼は、意図
せずして夏目金之助を後の文豪漱石に大成させ
るターニングポイントとして押し出す役割を果
たしたといえる。
　一方漱石との関係を別にしても、著書『日本少
年』の記録は民俗学的価値を持つ。さらに重見
周吉自身が異文化紹介の先駆者であり、かつ志
をグローバルに実現した郷土の逸材として意義が
ある。昨今内向きな子供達にも知ってもらいたい。
　最後に、漱石の下宿のあるロンドンの地名ク
ラパムコモンに因み、自社をクラパムコモンカ
ンパニーと名付けている私としては、倫敦漱石
記念館があって松山漱石記念館がないのは情け
ないと考えている。倫敦の方は閉館したが、本
年は夏目漱石没後100周年、2017年は漱石生誕
150周年を迎える。今からでも諦めず松山漱石
記念館を設立するのが私の夢である。

例会記録

出席会員　76（67）名中54名　出席率72.97％
前回訂正出席率77.33％

欠席会員　22名　土居、林（章）、市川、岩橋、
菊池、清田、窪、三ッ矢、村上、永木、西
原、大塚、大橋、左納、塩崎、髙石、田中
（昌）、鶴田、豊田、柳谷（佐藤、玉置）

ゲスト　　₂名　白石比渡史
　（愛媛第Ⅱ分区ガバナー補佐）
　タン・チェンター
　（当クラブ米山記念奨学生）

ビジター　₁名　河田　周作（松山北RC）
ニコニコ箱
白
（愛媛第Ⅱ分区ガバナー補佐）

石比渡史� よろしくお願いいたします。
河
（松山北RC）

田　周作� よろしくお願いいたします。
三好　哲生� 白石ガバナー補佐、本日はありが

とうございます。
石橋　和典� 白石ガバナー補佐、本日は宜しく

お願いします。
河内　広志� 白石ガバナー補佐ご来クラブあり

がとうございます。

　第3320回例会　2016年10月11日（火）
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例会記録

米山　徹太� ガバナー補佐白石様、ようこそお
越し下さいました。

酒井　達夫� 目が合ったので！！
林　　直樹� 同じく目が合ったので。
（なんとなくニコニコ）村井

早　退　　二神、佐々木（久しぶりの出席です。
現在「七人の侍」デジタルリマス
ターを大街道にて上映中です。見
応えたっぷりです。是非お出かけ
ください）、関（啓）

出席会員　76（67）名中46名　出席率62.16％
前回訂正出席率70.67％

欠席会員　30名　土居、藤村、二神、鮒田、濵
本、羽牟、星野、泉谷、泉川、市川、伊東、
岩橋、上甲、勝見、菊池、菊野、小林、真
鍋、三原、村井、村上、中川、西原、大塚、
酒井、佐々木、鶴田、豊田（亀井、玉置）

ゲスト　　₁名　池田　和広
　（松山市総合政策部国体推進局局長）

ビジター　₂名　奥島　幸雄（伊予RC）
　上本　真也（　〃　）

ニコニコ箱
三好　哲生� 前週のクラブ協議会におきまし

て、会員の皆様、大変お世話にな
りありがとうございます。

石橋　和典� 先週のガバナー補佐訪問例会、そ
してクラブ協議会では、皆様に大
変お世話になり、本当にありがと
うございました。

福田　正史� 池田さんの卓話楽しみです。
村山　邦孝� 池田局長、本日の卓話勉強させて

頂きます。
菅井　久勝� 池田さんようこそ。卓話楽しみに

しております。
結城　　旬� 池田さん、俳句甲子園立ち上げ時

は大変お世話になりました。今の
隆盛は池田さんのおかげです。

中住　義晴� 10月16日　滝の宮でのロータリー
ゴルフ月例会優勝しました。米山
さん、関さん、二神さん、村井さ

ん、お世話になりました。
米山　徹太� 先日のゴルフ会、お疲れ様でした。

上本さん、奥島さん、ようこそお
越し下さいました。

野村　靖記� ホテルロビーで「善
ぜん

めい」さん作
のお地蔵さん展をしています。興
味のある方は見て下さい。

田中　和彦� 日曜日に当社で実施した猪瀬直樹
講演会にはたくさんのロータリア
ンにもご参加いただきました。満
員の盛況でした。ありがとうござ
いました。

塩崎千枝子�（会員誕生祝）
（なんとなくニコニコ）清田、名本、吉村
早　退　　林（直）、河内（今日は冷凍食品の日

です。最近の冷凍技術はおいしくて
スゴイですね！更に早退です）、永
木、関（啓）、高岡、田中（昌）

卓　話　「愛
え

顔
がお

つなぐえひめ国体まで残り１年」
松山市総合政策部国体推進局局長

池田　和広　氏
　愛

え

顔
がお

つなぐえひめ国体開催まで残り₁年を切
りました。愛媛県での開催は、昭和28年に四国
₄県で共同開催して以来、64年ぶり、初の単独
開催となります。開催期間は、平成29年₉月30
日から10月10日までで、松山市では、14競技18
種目が開催されます。
　えひめ国体では、全国から訪れる多くの皆様
に、松山の宝を満喫していただくため、遍路文

　第3321回例会　2016年10月18日（火）
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例会記録

化「おせったい」の精神に基づいた「笑顔と心
のこもったおもてなし」ができるよう、松山市
では愛媛県や他市町との連携を図りながら、市
民総参加「オール松山」で、開催の準備を進め
ています。
　また、市民の皆さんに対しては、えひめ国体
について広く周知し、機運醸成を図るために
様々なイベントを実施します。中でも炬火イベ
ントは、国体開催前の最大のイベントで、オリ
ンピックの聖火にあたる炬火を市民の皆さんに
起こしてもらい、国体総合開会式において県内
全市町村で採火された火を一つに集めます。松
山市では、来年₈月に堀之内で炬火イベントを

開催します。
　希望郷いわて国体における愛媛県選手団の成
績につきましては、目標の天皇杯10位以内、皇
后杯₈位以内を上回る、天皇杯₇位（前年13位）、
皇后杯₅位（前年10位）と、それぞれ順位を上げ、
えひめ国体に向けて大きく躍進しました。この
成績は、歴代最高順位タイ記録で、えひめ国体
では、男女総合優勝（天皇杯獲得）を目標とし
競技力の向上を図っています。
　このように、松山市においても職員一丸と
なって、開催準備に取り組んでいます。初の単
独開催となる愛

え

顔
がお

つなぐえひめ国体を成功させ
るためにも、皆様のご協力をお願いいたします。

　第3322回例会　2016年10月25日（火）

出席会員　76（67）名中48名　出席率64.00％
前回訂正出席率73.33％

欠席会員　28名　土居、二神、鮒田、林（章）、
泉川、市川、菊野、貴船、窪、河内、小林、
三ッ矢、三原、村井、村上、永木、名本、
西原、大塚、大橋、酒井、清水、関（啓）、
髙石、田中（和）、豊田、柳谷（玉置）

ゲスト　　₄名　前田　直俊
　（第2670地区ガバナー）
　山本　賢二（随行者）
　大屋　聡規（　〃　）
　白石比渡史
　（愛媛第Ⅱ分区ガバナー補佐）

ニコニコ箱
前
（第2670地区ガバナー）

田　直俊� ガバナー公式訪問例会御礼
三好　哲生� 前田ガバナー、本日は有難うござ

います。
石橋　和典� 前田ガバナー、本日は有難うござ

います。ようこそおいで下さいま
した。本日は宜しくお願いします。

米山　徹太� 前田ガバナーようこそお越し下さ
いました。

勝見　安美� 運動会をしました。
中住　義晴� 10月23日の川内の月例で86打のエ

イジシュートを達成しました。わ
たしにとってはこれは87回目で年
の数だけ達成したことになりま
す。死ぬまで100回を目指し精進
します。

（なんとなくニコニコ）　藤村
早　退　　福田
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理事会報告

平成28年10月度理事会決議事項

10月₄日㈫
①第18回サマースクール会計報告　承認。
②ガバナー事務所より「ロータリー財団100周
年記念シンポジウム公共イメージ向上協力
金」のお願い　承認。
③10/14　松山・サクラメント姉妹都市提携35
周年記念祝賀会会費の件　承認。

④サクラメント松山姉妹都市協会より植樹費用
についてのお願い　承認。
⑤当クラブ創立80周年記念式典について　承
認。
⑥RAC助言委員会より2016−17年度　ローター
アクトクラブへの助成金のお願い　承認。
⑦訃報の取り扱いについて　承認。
⑧米山奨学生世話クラブ補助費　カウンセラー
に直接渡す様にする　承認。

例会記録
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クラブニュース

誕生祝　�以下₈名　羽牟（₂日）、上甲（₇日）、高
橋（10日）、山本（11日）、飯尾（16日）、米
山（18日）、左納（19日）、塩崎（31日）

結婚祝　�以下14名　浦岡（₃日）、玉置（₇日）、児
玉（₉日）、髙石（10日）、泉谷（13日）、小
林（13日）、林（直）（14日）、高岡（23日）、
三原（24日）、勝見（25日）、石橋（26日）、
酒井（27日）、鶴田（30日）、田代

創業祝　�以下₉名　河内（₁日）、田中（和）（₁日）、
左納（₁日）、永木（₆日）、三好（₈日）、
真鍋（10日）、深見（15日）、三原（28日）、
清水（28日）

10月のお祝い

₁．ガバナー月信
₁．会報₉月号
₁．近隣RC例会予定表

配　付　物

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
₄日 76（67） 55 21 73.33％ 6 80.26% 0

11日 76（67） 54 22 72.97% 4 77.33% 1

18日 76（67） 46 30 62.16％ 7 70.67% 2

25日 76（67） 48 28 64.00% 6 73.33% 0

平均 76（67） 50.8 25.3 68.12% 5.75 75.40% 0.75

例会日
区分

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28年10月16日㈰に滝の宮カントリークラブ
にて開催されました。参加者は中住会員、関（啓）
会員、村井会員、二神会員、藤本健さん、日野勝
仁さん、米山の₇名でした。（藤本さん・日野さん
は二神会員のお知り合い）
　優勝は中住会員でした。87歳とは思えないスイ

ングで、グリーン周りは抜群でした。
　当日は新居浜地方のお祭り時期で遠くからの太
鼓の音をバックに楽しくラウンド出来ました。
　これからは美しい紅葉を楽しみながらのゴルフ
が出来ます。皆様のご参加お待ちしております。

（記・米山　徹太）

ゴルフ会より　第359回 松山ロータリークラブ・ゴルフコンペのご報告

ダブルペリア

敬称略

順　位 氏　　　名 OUT IN 計 HDCP Net
優　勝 中住　義晴 46 48 94 20.4 73.6
₂　位 村井　重美 47 51 98 24 74
₃　位 米山　徹太 45 52 97 22.8 74.2
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