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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（浜田委員長）、国際青少年短期交換（菅井委員
長）、米山奨学（原田委員長）の₃委員会で構成されています。私はこれまでにいろん
な分野の委員長・担当理事をやらせていただいたほか、サマースクール、松の植樹等
の活動にも関わらせていただきましたが、国際奉仕関係を担当するのは初めてです。
もちろんサマースクールのお手伝いを初め、短期交換留学生、米山奨学生との交流など、
毎年数日ずつ参加したことはありますが。₃人の委員長さんはじめ、委員の皆さんに
いろいろ教えていただきながら、活動に取り組んで行きたいと思っております。
　さて、私が一番気になっているのは、ロータリー財団と米山記念奨学会への会員の
皆様の協力の在り方です。現在、国際ロータリー財団から、「ポールハリスフェロー」
を獲得していただくためと、「ポリオ撲滅」のために、会員一人当たり年間約15,000円
を「任意」でいただこうと、考えています。例会が始まる前に時々、ニコニコ委員の隣に、
主として浜田委員長が陣取って寄付を仰いでいますが、それがこのためです。ただ、「任
意」とはいえ、お金の集まりが非常に悪いのです。年間で15,000円を払い込もう、そ
れも1,000円ずつでもいいから払い込んでいただこう、そのために、時々浜田さんが座っ
てくださっているのに、会員数74名（11月₆日現在）中、1,000円でも払ってくれた方
はたった17人。（ただし₅人の方は15,000円の満額に達しています。）「会員数は目に見
えて増えた。しかし、この寄付金はむしろ減っている」ということに、私は寂しさを
感じるのですが。また「任意」の意味を取り違えている方も多いと私は思っています。
こんなものは強制するものではない、だから会員の気持ちに任せて「任意」とするが、
それでもこれぐらいの額なら「任意」で、全員に近い方が応ずるお気持ちを持ってい
ると、私は信じています。
　集まったお金はロータリー財団に集められ、各ロータリーの意義ある活動にペイバッ
クされるのですが、松山ロータリーの活動の中では、「松の植樹」に10万円前後ペイバッ
クされています。一方、サマースクールの活動は、残念ながらペイバックの対象とし
て認められていません。浜田さんが寄付集めの先頭に立っている関係で、「国際奉仕委
員会」のメンバーはもちろん全員が寄付に応じてくれると信じますが、「松の植樹」の
活動に方には、ロータリー財団からごく一部とはいえ、払い戻しを頂いているのです
から、職業・社会奉仕委員会関係の皆様にも一段のご協力をいただきたいと思います。

担当理事　林　　　純之介
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例会記録

　第3184回例会　2013年11月５日（火）

出席会員　74（67）名中54名　出席率72.97%
前回訂正出席率75.68%

欠席会員　20名　土居、福田、羽牟、原田（満）、
市川、伊藤、河田、菊池、兒玉（義）、御木、
水口、三好、永木、岡崎、大塚、大橋、白
石（恒）、田中、矢野、横山

ニコニコ箱
山本　克司	 卓話させていただきます。
浜田　修一	 山本さん、今日の卓話楽しみにし

ています。（広島カープに負けな
い話を）

石橋　和典	 山本先生、卓話楽しみにしており
ます。宜しくお願い致します。

小川　純生	 山本会員、卓話楽しみにしています。
菅井　久勝	 山本さん、卓話楽しみにしており

ます。
髙石　義浩	 山本会員、卓話楽しみにしており

ます。
河内　広志	 泉川さん先日はありがとうござい

ました。山本さん卓話楽しみです。
米山　徹太	 石橋さん大変お世話になりました。
玉置　　泰	 土居社長、先週はお疲れ様でした。
長尾　芳光	 小型船舶免許を取得しました。「海

の男」になります！
上甲　　泰	 11/18	トベ・オーベルジュリゾー

トでディナーコンサートを開催し
ます。皆様よろしかったら是非お
願いします。

濵本　道夫	 巨人軍ザンネンでした！来年こそ
は？

原田　達也	 気持ちのいい秋らしい日なので。
佐藤　昭美	（会員誕生祝）11月₈日
（なんとなくニコニコ）五味、兼平
早　退　　棟方、佐々木（申し訳ありません）、

関（啓）

卓　話　「日本国憲法制定史」
山本　克司　会員

　日本には、江戸時代まで人権の考え方はあり

ませんでした。明治時代になって欧米から初め
て導入されました。
　明治維新以降、日本は早く欧米の先進国に追
いつこうとしましたが、欧米の先進国は、日本
は人権意識がないので、相手にしてくれません
でした。その結果が、不平等条約の締結でした。
不平等条約とは、外国人が日本で犯罪をしても、
日本の法律で裁くことができず（治外法権）、
日本自身で関税を設定することができない（関
税自主権がない）条約をいいます。屈辱的な条
約です。明治政府は、この屈辱的な条約を改正
するために、人権保障を規定した憲法をつくる
必要がありました。これが大日本帝国憲法、別
名明治憲法（1889年）です。
　しかし、この憲法は、天皇の権限が強く、国
民の人権保障は非常に弱いものでした。天皇に
は、統帥権があり、第三者機関の介入を受ける
ことなく、陸海軍を支配することができました。
この結果、軍部の一部により、統帥権が形骸化
され、あの悲惨な大東亜戦争へ歩むことになっ
たのです。
　1945（昭和20）年₈月14日に日本はポツダム
宣言を受諾し、連合国軍総司令部（GHQ）の
支配下に置かれました。GHQの最高司令官マッ
カーサーは、早速、ポツダム宣言の内容に沿っ
た憲法作成を日本側に指示しました。具体的に
は、戦争の放棄、民主主義の育成、基本的人権
の尊重です。しかし、幣原喜重郎内閣はマッカー
サーの意向に沿った憲法をつくることができま
せんでした。その前に、近衛文麿が中心となり、
京大の佐々木惣一郎博士が起草した憲法があり
ましたが、近衛の戦犯指名を理由とした自殺に
より頓挫しました。
　そこで、1946（昭和21）年₂月にアメリカを
中心とするGHQの民政局の職員が中心となり、
『日本国憲法草案』をつくりました。これが、
現在の『日本国憲法』です。この憲法の背景に
は、鈴木安蔵を中心にした、民間憲法学者の意
見が参考にされたと言われています。
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例会記録

　第3185回例会　2013年11月12日（火）

出席会員　74（67）名中53名　出席率73.61%
前回訂正出席率79.73%

欠席会員　21名　二神、五味、羽牟、原田（達）、
市川、児玉（聡）、御木、水口、三原、村上、
永木、大塚、白石（省）、関（啓）、高岡、田
中、玉置、鶴田、和田（亀井、中住）

ニコニコ箱
下田　知行	 本日は卓話よろしくお願いしま

す。
石橋　和典	 下田さん卓話楽しみにしておりま

す。宜しく御願い致します。
小野　　茂	 下田会員、卓話楽しみにしていま

す。
米山　徹太	 先日の近隣ロータリーゴルフコン

ペでの中住さんの優勝を祝して！
佐藤　昭美	 15年間ハワイ島のスバル天文台に

勤めていた長女が₆月に帰国し、
現在東京の国立天文台に勤務して
おりますが、₉日の愛大附属小学
校の創立130周年記念式典で記念
講演を拝命し、光栄に思いました。
小学生を対象にした₁時間を超え
る「宇宙」の話とて心配しました
が好評だったようで校長先生から
「子供達に夢を与えてくれた」と
お褒めの言葉をいただき、嬉しく
思いました。

山本　克司	 佐藤先生のご息女の附属小学校で
のお話、家内と息子が感銘を受け
ていました。ありがとうございま
した。

大橋　大樹	 11/₉㈯石鎚山登山記念です。
河田　正道	 ₃週連続で欠席しました。ニコニ

コ委員会の皆さまにご迷惑をおか
けしました。

佐野　秀司	（結婚記念祝）11/16
平原　立志	（創業記念祝）11/18
矢野　秀俊	（創業記念祝）11/15、101周年で

す。先月ゴルフ会優勝させて頂き

ました。
（なんとなくニコニコ）林
早　退　　土居（（会員誕生祝）11/20　ありが

とうございました）、原田（満）、伊
藤、清田（会長が早退で申し訳あ
りません）

卓　話　「最近の金融経済情勢について」
下田　知行　会員

　従来の景気回復局面では、「先ず大都市圏の
景気が良くなり、それが徐々に地方に波及して
いく」とか、「国際競争力のある製造業が先導役」
ということが多かった。ところが、今回の景気
回復は少し様相が異なる。
　例えば、10月公表の「短観」で最も業況判断
DIが良かったのは那覇と釧路。全産業ベース
で、那覇が+24、釧路が+15、北海道全体でみ
ても+10とやはり高い。因みに、大都市圏で最
もよい東海₃県でも+₆、東京を含む関東甲信
越で+₂、近畿では▲₂。松山は▲₅で、日本
銀行の本支店33店のうち28番目の水準。このよ
うに大都市圏以外でも景気が良い地域がある。
　那覇も北海道も観光が絶好調。特にアジアか
らが急増中。公共投資も増加。ただそれだけで
はない。例えば、那覇は24時間運用でアジアに
近いという那覇空港の利点を生かした国際物流
ハブを目指しており、既に2010年には中部国際
空港を抜き、成田・関空に次ぐ₃番目の国際貨
物空港になっている。さらに今年、空港隣接地
にヤマト運輸がパーツ（部品）センターを開設、
既に大手企業の利用が始まっている。モノ（物
流）を起点にヒト（雇用）、産業、カネも動く
という好循環を実現している。
　また先導役となる業種では、確かに自動車は
好調だが、「非製造業」も好調なのが今回の特
徴点。具体的には、建設、物流、介護、観光。
実際、沖縄や北海道の好調の背景には建設、物
流、観光がある。
　愛媛県は、方向として上向きだが景気回復の
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例会記録

　第3186回例会　2013年11月19日（火）

出席会員　74（67）名中46名　出席率63.01%
前回訂正出席率75.68%

欠席会員　28名　五味、濵本、原田（達）、石橋、
市川、上甲、勝見、河内、児玉（聡）、御木、
水口、村上、西野、大塚、大橋、佐々木、
下田、白石（恒）、白石（省）、関（啓）、田中、
玉置、浦岡、和田、矢野、結城、横山（亀井）

ニコニコ箱
兼平　泰之	 洲﨑さんの卓話楽しみにしていま

す。
河田　正道	 洲﨑さんのワールドカップの卓話

よろしくお願いします。
三原　英人	 洲﨑さん卓話楽しみにしていま

す。
三好　哲生	 本日火曜会、皆様お待ちしており

ます。
米山　徹太	 今晩火曜会宜しくお願いします。
中住　義晴	 第Ⅱ分区の合同ロータリーゴルフ

に久しぶりに参加、優勝しまし
た。グロス84はエイジシュートで
した。

二神　良昌	 佐々木さん安保さん高橋さん、土
曜日はありがとうございました。

佐藤　昭美	 17日の「健康を考える会松山」主
催の「第17回チャリティ講演会」
は盛会の中に終了することが出来
ました。御後援いただいた松山ク
ラブに感謝致します。

西村　真也	 先日の私共の演奏会に御来場下さ
り有難うございました。

平原　立志	 本日、エリエールレディスオープ
ンの前夜祭が盛大に開催されま
す。

土居　英雄	（結婚記念祝）11/₃でした。
（なんとなくニコニコ）福田、羽牟、林
早　退　　清田、小川

卓　話　「ワールドカップに行こう！
～ブラジルの魅力～」
洲㟢　　浩　会員

　次回のワールドカップは2014年₆月12日㈭か
ら₇月13日㈰までブラジル国内12都市12会場に
て32カ国32チームで実施される。すでに一般向
けに一部観戦チケットの申し込み受け付けは開
始されており11月₄日に結果発表があったが、
12月の組み合わせ抽選後、₄月中旬より余った
チケットを早い者勝ちで販売する。それ以外
にも各国のサッカー協会枠やスポンサーであ
るVISAカード会員専用チケット、「ホスピタリ
ティプログラム」という観戦チケットに食事、
ドリンクやその他サービスが付帯するチケット
も公認旅行会社（近畿日本ツーリスト等）など
を通じて販売される。
　ブラジルではワールドカップに続き2016年に
はリオデジャネイロでオリンピックが開かれる
など大型のイベントが相次ぎ国内のインフラも
急ピッチで進んでいるという。ここでブラジル
の概要・見所を紹介する。
①国の概要
　正式国名：ブラジル連邦共和国

波に十分に乗れていないのが実情。造船や紙パ
など国際市況の影響を受ける業種や、繊維・化
学・非鉄金属など素材関連の業種のウエイトが
大きい当県製造業は世界景気の回復度合いに影
響されやすいためとみている。特にアジアの景

気に力強さが戻ることが待たれる。
（なお、卓話の反響は専ら冒頭の「素晴らしき
河馬の世界」に集中しており、本題部分の魅力
に乏しかったことを反省している）
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例会記録

　第3187回例会　2013年11月26日（火）

出席会員　74（67）名中46名　出席率62.16%
前回訂正出席率67.57%

欠席会員　28名　安保、五味、浜田、原田（満）、
石橋、市川、伊藤、菊池、河内、御木、水口、
三原、村上、岡崎、小川、大塚、大橋、小
野、下田、白石（恒）、白石（省）、菅井、洲
﨑、高岡、玉置、渡部、和田、矢野

ビジター　₃名　武内　英治（伊予RC）
　　　　　　　　大政　裕志（　〃　）
　　　　　　　　日野　猛仁（　〃　）
ニコニコ箱
飯尾　寛治	 兒玉先生の卓話期待します。
濵本　道夫	 兒玉先生卓話楽しみです。
田中　昌生	 本日オリエンテーションよろしく

お願いします。
三好　哲生	 先週は火曜会のご利用ありがとう

ございます。
米山　徹太	 先週の火曜会、お世話になりまし

た。
河田　正道	 エリエール女子オープンゴルフが

盛り上がりました。
長尾　芳光	 エリエールレディスオープンゴル

フの最終日、最終組のキャリング
ボードのボランティアをしてきま

した。ゴルフって簡単なんだなぁ
と思いました。自分のゴルフが上
手くなった気分です。

棟方　信彦	（会員誕生祝）（結婚記念祝）
早　退　　上甲（すみません）、兼平、児玉（聡）

卓　話　「北極圏への旅～オーロラを求めて～」
兒玉　義史　会員

　今年（平成25年）₃月、オーロラを見るために、
私達夫婦はフィンランドのサーリセルカに行っ
た。サーリセルカは北極圏に位置する極寒の地
であり、₃月とは言え、万全の防寒の備えをし
て行く必要があった。防水機能の付いたスノー
ブーツの調達に始まり、エベレスト登山隊着用
の防寒肌着の上にセーター、ダウンジャケッ
ト、ダウンコートなどの重ね着、中綿入りのズ
ボン、二重の靴下・手袋、耳まで隠れる帽子など、
服装については十分な用意をして臨んだ。オー
ロラ写真の撮影用には、所謂コンパクトデジカ
メではあるが長時間（60秒まで）のシャッター
速度が選べるライカD－LUX₅を持参。更には
極低温の環境下では電池の消耗が異常に速いこ
とを考慮してスペアの電池を用意した（結果的
に約₂時間の撮影でフル充電の電池₃個を使い

　首　　都：ブラジリア
　人　　口：約₁億₉千₄百万人
　国土面積：851平方キロ（日本の22.5倍）
　日本との時差：－12時間～－14時間
　日本からのアクセス：	北米経由やヨーロッパ、

中東経由で23～30時間
②観光の見所
　イグアスの滝やアマゾンなどの自然、リオデ
ジャネイロのコパカパーナやイパネマの海岸、
南米最大級の祭典のリオのカーニバル、そのほ
かにも世界遺産として19カ所が指定されており

ポルトガル統治時代の頃に建設されたコロニア
ル建築のオウロブレットや近代建築の町ブラジ
リアなど建築物も見どころです。
③愛媛県との関係
　先日の11月10日ブラジル愛媛県人会創立60周
年記念式典がサンパウロで行われた。日本人の
ブラジル移住は1908年の移民船「笠戸丸」出航
に始まるが、愛媛県内の₆家族21人もこの船に
乗り込んでいる。これまでに愛媛県から5,000
人以上が移住したといわれ、現在県人会の会員
は450家族だそうです。

—  5 —



理事会報告

11月₅日㈫
①　松山東ローターアクトクラブについて（松
山RACと合併、という案が前回の会長幹事
会にて出ました。クラブとしての意見を纏
め、次回開催の会長幹事会にて報告すること
になっています）　承認。
②　ローターアクト助言委員会より2013－2014

年度ローターアクトクラブへの助成金のお願
い（当クラブ負担額：15万円、新世代活動委
員会より拠出）　承認。
③　当クラブニコニコ会計について　現在、
400万円ほどあります。周年準備会計への振
替をするかどうか。三井住友信託銀行口座へ
300万円振替　承認。
④　SAKUJI作戦について　保留。

平成25年11月度理事会決議事項

誕生祝　	以下₄名　佐藤（₈日）、棟方（10日）、
土居（20日）、鶴田（28日）

結婚祝　	以下₅名　棟方（₂日）、土居（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．米山奨学委員会からのお願い文書
₁．会報10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

切った）。
　サーリセルカは予想通り寒い所であり、更に
は寒波襲来のため例年の₃月に比べて気温が格
段に（約10℃程度）低かったが、それでも大変
居心地の良い町であり、ゆったりと田舎のホテ
ルライフを楽しんだ上でオーロラ観測の夜を迎
えた。運良く₂晩続けてオーロラを見ることが

出来、オーロラ写真の撮影にも成功した。撮影
出来たのは、同行の38名中、私₁人であった。
周到な準備の賜物だったと自負している。
　今後、是非また機会を作ってサーリセルカを
再訪したいと思っている。また、出来れば北米
（アラスカ・カナダ）のオーロラも見に行きた
いと考えている。

例会記録
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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/

以下29名　浜田、濵本、林、平原、石橋、泉川、上甲、
清田、水口、三原、名本、西村、大森、佐藤、白石（省）、

菅井、関（啓）、高橋、玉置、渡部、結城、米山、深見、
飯尾、亀井、中住、関（宏）、田代、山内

９・10月２ヶ月皆勤

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
₅日 74（67） 54 20 72.97％ 1 75.68％ 0
12日 74（67） 53 21 73.61％ 6 79.73％ 0
19日 74（67） 46 28 63.01％ 8 75.68％ 0
26日 74（67） 46 28 62.16％ 4 67.57％ 3
平均 74（67） 49.8 24.3 67.94％ 4.8 74.67％ 0.8

例会日 区分

平成25年11月₉日㈯
於：サンセットヒルズカントリークラブ
参加者　�安保、二神、洲﨑、渡部、米山、中住、

山内　計₇名

　平成25年11月₉日㈯サンセットヒルズカント
リークラブにて愛媛第Ⅱ分区親睦合同ゴルフコン
ペが開催されました。
　松山RCからは中住・山内・渡部・安保・二神・洲﨑・
米山（敬称略）の₇名が参加しました。個人の部

では中住会員が43・41の84でエイジシュートも達
成し優勝しました。団体戦（道後・松山東・松山西・
松山南・松山北・伊予・松山）では₇クラブ中₄
位でした。松山西RCが優勝しました。
　天気も良く、ホールイン・ワンも出るなど賑や
かで楽しい会となりました。来季は松山RCがお世
話クラブとなります。
　皆様ご協力方宜しくお願い致します。

（記・米山　徹太）

松山ロータリー・ゴルフ会　11月例会
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