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　　 国際奉仕委員会

　国際奉仕委員会は、ロータリー財団（浜田修一委員長）、米山奨学（山内建委員長）、
国際青少年交換（関啓三委員長）の三委員会で構成されています。親睦から職業奉仕・
社会奉仕と成長し、国際奉仕へと広がる「奉仕の理想」の究極の分野と言えるでしょ
うか。
　今年度は創立75周年記念事業として、ロータリー財団と米山記念奨学会それぞれに
75万円の特別寄付をすることが出来ました。また、財団への年次寄付につきましても、
講に参加された方全員が次々「ポールハリスフェロー」を獲得されました。あとは、
ポリオ撲滅の寄付（一人50ドル）が残されています。当クラブの活動の一つである「植
樹」に対して、財団へ地区補助金の申請をしておりましたが、10月にその許可を頂き
ました。私たちの寄付が、私たちの活動にも返ってきていることを実感できる時です。
ポリオ撲滅に対してもご理解、ご協力を頂ければ幸いです。
　米山奨学では、今年度は金勝男さんの援助を行っていますが、真剣に日本から学ぼ
うとする姿から、逆に教えられることが沢山あるように思います。
　国際青少年交換については、年度初めに行事が終わりました。当クラブの75周年記
念行事に、浴衣姿の短期交換学生が出席していた微笑ましい姿はご記憶のことと思い
ます。
　当クラブからは、地区委員としてご尽力頂いている方が何人もいらっしゃいます。
国際奉仕関連では、ロータリー財団小委員会委員長の名本会員、短期交換委員の高橋
会員に大変お世話になっています。
　すべての活動にすべての会員が係わることが理想ですが、なかなかそうは参りませ
ん。せめて、主旨や内容を共有して、間接的にでも心を一つに出来れば「奉仕の理想」
に近づけるのではないでしょうか。

担当理事　五　味　久　枝

巻頭メッセージ

12月₄日㈫…「年次総会：次年度役員選出」

12月11日㈫…「木村ガバナー公式訪問例会」

12月18日㈫…「クリスマス忘年家族例会」
於：伊予鉄髙島屋₉階「ローズホール」

12月25日㈫…「年の終わりに」
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例会記録

　第3135回例会　2012年11月６日（火）

出席会員　75（68）名中51名　出席率68.92%
前回訂正出席率77.03%

欠席会員　24名　浜田、原田、石橋、市川、伊
藤、兼平、河田、清田、児玉（聡）、児玉（義）、
御木、宮内、長尾、永木、西野、佐々木、
佐野、清水、白石（省）、高岡、玉置、和田、
吉川（宮田）

ゲスト　　₁名　武田　大作
　　　　　　　　（ダイキボート部・

ロンドンオリンピック日本ボート代表）
ニコニコ箱
米山　徹太	 武田大作さん、ご多忙の中卓話宜

しくお願いします。
泉川　孝三	 武田さん卓話楽しみにしていま

す。
加藤　　崇	 武田さん卓話楽しみにしていま

す。最近のボート事情等教えて下
さい。

濱本　道夫	 本日は会長代理宜しくお願い申し
上げます。

五味　久枝	 先日宮城県へ出張し被災地の一部
を見てきました。まだまだ復興が
進まず胸が痛みます。

山内　　建	 以前、県歴史文化博物館で展示さ
れた戦後松山復興のパノラマ写真
展が松山市の県生涯学習センター
で20日まで開かれています。昨日
愛媛新聞に記事が出ました。

羽牟　正一	 山本さん有難うございました。
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。
白塚　重典	 欠席が続きすみませんでした。
大塚　岩男	 バッジを忘れました。
土居　英雄	（会員誕生祝）（結婚記念祝）
北村　一明	（会員誕生祝）
棟方　信彦	（会員誕生祝）（結婚記念祝）
佐藤　昭美	（会員誕生祝）11月₈日
森本　三義	（結婚記念祝）
平原　立志	（創業記念祝）創業33周年になり

ました。
矢野　秀俊	（創業記念祝）四国ガス、おかげ

さまで100周年です。
（なんとなくニコニコ）小川
早　退　　菊池、関（啓）

卓　話　「夢の途中」
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
　こんにちは。武田大作です。ロンドンオリン
ピックにボート競技選手として出場しました。
今回は₅回連続出場であることと、代表権を
巡ってスポーツ仲裁を申し立てたことで話題を
提供しておきました。（笑）
　1996年アトランタオリンピックに初出場した
ときは「オリンピック出場という悲願」をかな
えたような気持ちになりましたが、実のところ
22艇中20位と世界の壁を思い知ったにすぎませ
ん。自分の弱さを痛感し、また海外選手の冷や
やかな目線が更に悔しく悲しく、なんとしても
世界を見返さねばという気持ちを強く抱くきっ
かけになりました。また、ボート界で主流とは
言えない愛媛大学ボート部だった私は間違いな
く派閥外というハンデを負っておりますので、
この点でも反骨心を養うことになりました。
　以来、海外レースに積極的に参加し、世界選
手権で優勝という結果も出したので、海外勢か
らは認知されたと自負しています。国内のトラ
ブルも仲裁の勝利を勝ち取って乗り越えまし
た。ただ、これからどうするのか、すぐに結論
を出すことはできません。今年も例年同様に体
力測定を行い、まだ衰えていないことを確認し
ました。₅年後には愛媛国体もあります。そし
てボートはレースで早くゴールしたものが勝ち
という極めて明快な判定基準で結果を示す競技
です。今もレースで勝つために体力、技術、精
神力の三面すべてを強化し、自分の目標を立て、
そこから逃げず挑み続けることが大事と考えて
います。今、はっきりしているのはボートと愛
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例会記録

媛が｢好きだ｣という気持ちです。
　そして今年、イギリスはボート競技発祥の地
であり、日本でいえば柔道にも見合う国民的競
技といえるでしょう。おそらくは世界で一番美
しいコースで、大歓声を聞きながらのレースは

選手として最高の経験となりました。しかしな
がら、成績はダブルスカル20艇中12位。花道を
飾ることができなかった私は、まだ「夢の途中」
にいます。

　第3136回例会　2012年11月13日（火）

出席会員　75（68）名中54名　出席率72.97%
前回訂正出席率81.08%

欠席会員　21名　安保、二神、市川、伊藤、兼平、
菊池、河内、児玉（義）、御木、三原、宮内、
長尾、岡崎、大塚、清水、白石（恒）、関（啓）、
浦岡、山本（泰）、結城（宮田）

ニコニコ箱
高岡　隆雄	 マフィアのルーツ南イタリアのシ

チリア島を旅してきました。前回
卓話を体調不良で名本さんにピン
チヒッターをお願いし、ご迷惑を
おかけしました。

泉川　孝三	 高岡様、卓話楽しみにしています。
上甲　　泰	 高岡さん、卓話楽しみにしており

ます。
玉置　　泰	 先週は濱本S. A. A. にお世話にな

りました。シンガポールに行って
いました。

清田　明弘	 先週は濱本さんにお世話になりま
した。バッジ忘れました。

中住　義晴	 一昨年よりまる₂年間ロータリー
財団への1,000ドル年次寄付が今
月で満願となりました。講に参加
の皆様に感謝します。

佐藤　昭美	 11月11日の「健康を考える会松山」
主催の「第16回チャリティ講演会」
は天候不順にもかかわらず参加者
も多く、大変な盛り上がりを見せ
うれしく思いました。ご後援いた
だきました松山クラブに感謝致し
ます。

平原　立志	 全日空ホテル入口に今年も巨大モ
ミの木のクリスマスツリーを設置
しました。イルミネーションのク
イズに参加して、スイートルーム
宿泊券、レストラン食事券を当て
て下さい。

矢野　秀俊	 12月₁日、₂日、しこくガスフェ
スタ2012をアイテムえひめで開催
いたします。ご来場下さる皆様は
「ご招待券」を事務局へ持参して
おきますので、お受け取り下さり
当日ご持参下さい。

石橋　和典	（結婚記念祝）長い間お休みして
申し訳ございません。先月結婚10
周年を迎えました。

河田　正道	 欠席が続いて申し訳ありません。
白塚　重典	 火曜会欠席します。すみません。
加藤　　崇	 バッジ忘れました。すみません。

今日火曜会宜しくお願いします。
（なんとなくニコニコ）五味、児玉（聡）、吉川、

米山
早　退　　佐々木

卓　話　「暴力追放活動に携わって」
高岡　隆雄　会員

　先週、映画『ゴッドファーザー』で有名なシ
カゴギャングのルーツ、南イタリアのシチリア
島を巡って参りました。大変風光明

めい

媚
び

な島で一
見の価値ありでした。
　イタリアでは10年前までは、マフィアと政財
界との複雑なからみで、暴力追放に立ち上がっ
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た検事まで射殺されるという異常な近代国家で
ありました。マフィアが国家を仕切る様な状態
でしたが、最近やっと暴力追放運動も軌道に
乗って、正しい社会（国家）に向かい始めたと
のことでした。今日の朝日新聞には、「暴力排
除・市民を襲撃させぬ制度に」の編集委員の方
が、現在福岡県北九州市の改正暴力団排除条例
に基づき、昔ながらの暴力団による「みかじめ
料」を遮断する市民並びに県警に対し、暴力団
がひるむ事がなく挑戦してきて困っている実態
が記されていました。
　私が40年以上前に、松山に帰ってきた頃も、
松山（愛媛県）は、暴力団のやりたい放題の状
態でした。白昼の組同士のトラブルで殺人や銃
撃戦が町の中で起こる様な現状に、市民は警察
に頼っても「民事不介入」という立て前で助け
を求めるすべもないという、今では考えられな

い状態でした。しかし、その後「暴力団対策法」
が施行され、全国的に「暴力追放県民運動」が
盛んになり、「暴力監視モニター」なる制度も
スタートし、私も松山東署管内のモニターに平
成₄年に委嘱され現在に至っております。その
間私事ではありますが、「松山東署長表彰」、ま
た愛媛県暴力追放県民大会では県暴力追放推進
センター会長並びに県警察本部長による、永年
の民間活動に対し表彰をうけました。
　今日は皆様に配付した資料を御覧になって頂
き、『2012年版　暴力団情勢と対策』の12頁の
「暴力団対策法で禁止されている21の行為」並
びに76頁の「暴力団追放！『三ない運動』の推
進」等を識って頂き、暴力団が一番恐れている
もの、即ち「皆様の暴力団を恐れない『勇気』」
を一人一人が持つべく立ち上がりましょう。

　第3137回例会　2012年11月20日（火）

出席会員　75（68）名中47名　出席率64.38%
前回訂正出席率72.97%

欠席会員　28名　安保、土居、泉川、市川、勝見、
児玉（義）、御木、三原、三好、棟方、森本、
諸橋、長尾、永木、西野、岡崎、大塚、佐々木、
清水、白石（恒）、白石（省）、関（啓）、髙石、
玉置、和田、吉川（宮田、関（宏））

ゲスト　　₂名　田中　熊一
　　　　　　　　（四国日墺協会事務局長）
　　　　　　　　金　　勝男
　　　　　　　　（当クラブ米山奨学生）
ビジター　₁名　米山　徹朗（松山西RC）
ニコニコ箱
米山　徹朗	 メーキャップに来ました。
清田　明弘	 ₁．今日は玉置会長の代打です。
	 ₂．	浦岡先生にお世話になりまし

た。
西村　真也	 田中様、卓話宜しくお願いいたし

ます。
上甲　　泰	 田中さん卓話楽しみにしておりま

す。
水口　義継	 先週は火曜会で「にきたつ庵」の

ご利用ありがとうございました。
結城　　旬	 日曜日に約7,000体のぬいぐるみ

を供養させていただきました。取
材にお越しいただいた吉川さん、
河田さん、北村さん、土居さん、
菊池さんお世話になりました。

北村　一明	 田中さん、京都お世話になりまし
た。

濱本　道夫	（ご夫人誕生祝）歳は言えません！
河内　広志	 バッジ忘れと最近欠席がちのお詫

びをこめて。申し訳ありません
（なんとなくニコニコ）林、米山
早　退　　大森、小川（申し訳ありません。）

松山西RC
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　第3138回例会　2012年11月27日（火）

出席会員　75（68）名中55名　出席率74.32%
前回訂正出席率82.43%

欠席会員　20名　原田、市川、上甲、勝見、亀井、
菊池、河内、児玉（義）、御木、長尾、名本、
大塚、小川、佐々木、清水、菅井、高岡、
浦岡、吉川（宮田）

ゲスト　　₁名　濱本　道夫
　　　　　　　　（愛媛第Ⅱ分区ガバナー補佐）
ビジター　₁名　柳瀬　治夫（高松グリーンRC）
ニコニコ箱
濱本　道夫	 本日クラブ協議会例会の後、宜し

くお願いいたします。
玉置　　泰	 先週休ませて頂きました。今日のク

ラブ協議会よろしくお願いします。
五味　久枝	 水口さん久々の卓話ですね。楽し

みにしています。
泉川　孝三	 水口さん卓話楽しみにしています。
河田　正道	 水口さんの講話を楽しみにしてい

ます。
平原　立志	 先週の2670地区の雑誌委員会に出

席しました。「ロータリーの友」の
二神編集長の話は大変勉強になり
ました。

米山　徹太	 先日の₈RC合同ゴルフ大会お疲
れ様でした。

三原　英人	 先週月曜日、金沢にて前会員のデ

ンツー吉田さんと大いに飲み語っ
てきました。お元気でした。皆様
によろしくとのことです。

北村　一明	 バリィさん、ゆるキャラグランプ
リおめでとう！！

（なんとなくニコニコ）永木、和田
早　退　　土居、三原（バッジ忘れました）、

羽牟、大森、関（啓）

卓　話　「日本酒再生」
水口　義継　会員

創業から現在までの水口酒造の歴史。
　明治27年　道後温泉本館開業。
　明治28年　日本酒「仁喜多津」創業。
　昭和₅年　「ニキタツ製氷」事業開始。
　平成₈年　地ビール「道後ビール」開始。
　平成11年　発泡酒「道後フィズ」開始。
　平成17年　焼酎乙類製造開始。
　平成22年　「道後サイダー」開始。
　国酒である日本酒の落ち込みは歯止めが効か
ない。「輸出促進プロジェクト」を業界あげて
立ち上げ、世界に打って出る戦略開始。特にヨー
ロッパに向けて。正しい熱燗酒をおしゃれな若
者に浸透させる。おしゃれな若者からの発信に
期待。（DVD「日本酒の出来るまで」制作・著作：
日本酒造組合）

（愛媛第Ⅱ分区ガバナー補佐）

理事会報告

11月13日㈫
①　当クラブ会計について（加藤会員より）　
三井住友信託銀行の解約等について。　承認。
②　12/15　新居浜RC創立60周年記念式典お祝

いの件（当クラブ75周年の際、20,000円いた
だきました。）20,000円。　承認。
③　12/₂　ロータリー財団地区管理セミナー
参加費について　₁クラブ10,000円を各種会
合派遣費より拠出。　承認。
④　₉/30　ロータリー財団・会員増強委員会

平成24年11月度理事会決議事項
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松山ロータリー・ゴルフ会　11月例会

平成24年11月24日㈯　くもり
於：サンセットヒルズカントリークラブ

　今回は北条ロータリークラブ幹事による愛媛第
Ⅱ分区RC親睦合同ゴルフコンペ参加をもって11月
例会としました。当クラブからの参加者は中住義
晴会員、亀井義弘会員、米山徹太会員、石橋和典
会員、渡部浩三会員の₅名でした。参加クラブは
松山東、松山西、松山南、松山北、道後、北条、
松山の₇クラブ、参加人員総数は31名でした。競
技はダブルペリア方式で行われました。団体戦は

上位₂名の成績の合計で争われ、道後RCが優勝、
松山東RCが準優勝、我が松山RCは松山北RCにつ
いで第₄位でした。ちなみに我がクラブの上位₂
名とは中住会員（41、47、88、HD12、NT76）と
米山会員（43、55、98、HD20、₄、NT77、₆）
でした。個人戦は松山東RCの中岡正利さんが優勝
しました。我がクラブの最上位は中住会員の₉位
でした。あと、我がクラブからは中住さん、亀井
さん、渡部がニアピンを取りました。他クラブの
会員さんと混じり合ってプレーをすることが出来、
楽しいコンペでした。　　　　　　（記・渡部浩三）

の交通費　バス代一人7,200円支給。　承認。
⑤　12/₂　ロータリー財団地区管理セミナー交
通費について　上記同様バス代を支給。　承認。
⑥　「松山市市民活動推進基金」から寄付のお
願い。　否決。
⑦　青少年育成のためのボーイスカウト運動へ
のご支援のお願い。　否決。

⑧　亀井義弘会員より、2013年₁月より出席免
除申請（規定：年齢が65歳以上の会員で且つ、
ロータリー歴と年齢の合計が85年以上）：年
齢→74歳、ロータリー歴→41年、合計→115年。
承認。
⑨　濱本会員より愛媛第Ⅱ分区I. M. について
準備委員会発足、来年₂月16日㈯開催。　承認。

クラブニュース

以下35名　五味、浜田、濱本、林、平原、石橋、上甲、
勝見、亀井、北村、清田、水口、三原、棟方、長尾、
名本、西村、大森、佐藤、清水、関（啓）、高橋、玉

置、渡部、矢野、山本（克）、山本（泰）、結城、米山、
深見、飯尾、中住、関（宏）、田代、山内

９・10月２ヶ月皆勤

誕生祝　	以下₄名　北村（₃日）、佐藤（₈日）、棟
方（10日）、土居（20日）

結婚祝　	以下₆名　棟方（₂日）、土居（₃日）、森
本（₃日）、和田（10日）、佐野（16日）、
二神（25日）

創業祝　	以下₃名　矢野（15日）、平原（18日）、
岡崎（29日）

11月のお祝い

₁．ガバナー月信
₁．2012−2013年度地区大会のご案内
₁．会報₉月号
₁．ライト＆ライフ
₁．近隣ロータリークラブ例会予定表

配　付　物
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11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
₆日 75（68） 51 24 68.92％ 6 77.03％ 0
13日 75（68） 54 21 72.97％ 6 81.08％ 0
20日 75（68） 47 28 64.38％ 7 72.97％ 1
27日 75（68） 55 20 74.32％ 6 82.43％ 1
平均 75（68） 51.8 23.3 70.15％ 6.3 78.38％ 0.5

例会日 区分

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/
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