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ロータリーに
輝きを

　　 国際奉仕委員会

　改めて、当年度のクラブ計画書に目を通してみました。
　ガバナーのメッセージ、会長の挨拶を拝読すると、共通して表現されているのが、
「クラブ奉仕」「職業奉仕」「社会奉仕」「国際奉仕」です。
　私は、現在までのロータリークラブ在籍中に、会員の方々との関りの中にこそ、自
身のアイデンティティーがあるものと解釈をしている節がありました。私が、主に「ク
ラブ奉仕」関連の委員会に所属してきた事と、勿論、無縁ではありません。
　ロータリーの根源を為す奉仕を、本来カテゴライズして考えるべきかどうかは別問
題として、ロータリー財団・米山奨学・国際青少年短期交換を包括する国際奉仕委員
会を担当させて頂くことは、自分にとって一つのエポックであった事は、言うまでも
ありません。
　此処には、所謂「人・物・金」という、現代人が社会との係わりの中で避けては通
れない要因がしっかりと凝縮されておりました。視野もワールドワイドです。加えて
次世代を担う若者達との接点があり、勉学に対する経済支援があり云々…
　金集め（ロータリー的には、表現が良くないですね、反省します。）と言ういささ
か厄介な側面はありますが、会員の皆様のご理解を賜りつつ、国際奉仕的ロータリー
活動を行いたいと思っております。

担当理事　三　好　哲　生

巻頭メッセージ

12月₂日㈫…年次総会：次年度役員選出

12月₉日㈫…「道後オンセナート2014」
河内　広志会員

12月16日㈫…クリスマス忘年家族例会
於：伊予鉄髙島屋

12月23日㈫…祝日の為、休会

12月30日㈫…定款適用により、休会

例会予定



例会記録

　第3230回例会　2014年11月４日（火）

出席会員　73（60）名中50名　出席率69.44%
前回訂正出席率70.83%

欠席会員　23名　土居、福田、羽牟、原田（満）、
市川、伊藤（慎）、勝見、兒玉、御木、三原、
三好、村上、村山、中地、永木、大塚、大
橋、左納、白石（恒）、白石（省）、田中（和）、
安永（飯尾）

ゲスト　　₁名　中野　英文
（愛媛第Ⅱ分区ガバナー補佐）

ニコニコ箱
中
愛媛第Ⅱ分区ガバナー補佐

野　英文	 今日はクラブ協議会にお邪魔しま
した。よろしくお願いします。

泉川　孝三	 中野ガバナー補佐ようこそいらっ
しゃいました。クラブ協議会よろ
しくお願いします。

濵本　道夫	 中野ガバナー補佐本日クラブ協議
会訪問ありがとうございます。

玉置　　泰	 中野ガバナー補佐、いつもお世話
になっています。本日も有難うご
ざいます。

佐藤　昭美	 ₁）	10月28日の新入会員を対象に
したオリエンテーションに多
くの会員が出席され、熱心に
討議していただき嬉しく思い
ました。

	 ₂）11月₈日は誕生日です。
柳田　　剛	 本日、卓話よろしくお願いします。
齋藤　明弘	 柳田さんがんばって下さい。
佐々木　淳	 先々週は職場訪問例会でお世話に

なりました。
名本二六雄	 松山西クラブで卓話をしてきまし

た。盛会でした。
米山　徹太	 大森先生、父がお世話になりまし

た。石橋さん、昨日はお世話にな
りました。

髙石　義浩	 先日ドバイの病院視察に行って参
りました。高齢化率₅％、異次元
の国でした。

佐野　秀司	 みきゃん₃位おめでとうございます。

棟方　信彦	（会員誕生祝）11/10
	 （結婚記念祝）11/₂
（なんとなくニコニコ）五味、貴船、野村、田

中（昌）
早　退　　林、菊池、関（啓）、鶴田

卓　話　「スカッシュと私」
柳田　　剛　会員

　本日は、大学時代からプレーしてきたスカッ
シュについてお話しさせていただきます。
　スカッシュは、19世紀初頭のロンドン郊外
の監獄で政治犯が始めたのがルーツで、現在、
185カ国₂千万人がプレーしています。日本に
は400のコートと30万人のプレーヤーがいます。
四方を壁に囲まれたコートのなかで、ゴルフ
ボールほどの大きさのゴム製ボールとラケット
を用いる球技ですが、このボールがあまり弾ま
ないため、ある程度のレベルになるとラリーが
長く続き、高い消費カロリーが得られる特徴が
あります。すべての打球は、床に₂回バウンド
する前に前方の壁に打ち返さないといけません
が、横や後ろの壁を利用することは可能です。
コート中央の優位なポジションをキープしたま
ま、壁の反射やボールの特性を考えつつ、いか
に相手を前後左右に動かすかが競技のポイント
になります。
　私は、高校まで団体競技を行っていましたが、
①個人競技	②大学から始める人が多い	③先輩
に全日本代表がいた、以上の理由で大学₁年か
ら始めました。当初は、壁沿いや隅のボールが
なかなか打てなかったり、買ったその日にラ
ケットを折ったこともありました。当時のラ
ケットは木製で、学生にとり₂万円は痛い出費
でした。相手のラケットが当たり前歯を折った
こともありました。日本スカッシュ協会名誉総
裁の故高円宮憲仁親王にお会いしたことはあり
ませんが、俳優の藤達也さんとプレーしたこと
もありました。大学₄年の1986年には全日本代
表として東アジア選手権に出場しましたが、タ
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例会記録

イの王族の方にコテンパンに打ち負かされまし
た。当時、スカッシュで生計を立てていくこと
は難しく、大学卒業後は趣味として続けてきま
した。
　海外のリゾートホテルにはコートを設置して

いるところは多いですし、松山ではコミュニティ
センター内にラケットボールと兼用のスカッ
シュコートがあります。皆さん方も、一度スカッ
シュをプレーされてはいかがでしょうか。

出席会員　73（66）名中51名　出席率70.83%
前回訂正出席率86.30%

欠席会員　22名　二神、五味、浜田、羽牟、林、
市川、伊藤（慎）、菊池、御木、村上、村山、
中地、永木、西野、大塚、大橋、白石（省）、
関（啓）、髙石、田中（昌）、鶴田（亀井）

ニコニコ箱
石橋　和典	 本日、卓話をさせて頂きます。宜

しくお願い致します。
飯尾　寛治	 石橋さん卓話ガンバレ
貴船　正憲	 石橋さん卓話楽しみにしてますヨ！
長尾　芳光	 石橋さんの卓話たのしみにしてい

ます。ジャカルタで車の大渋滞を
経験してきます。

菅井　久勝	 石橋さん卓話頑張って下さい！
佐藤　昭美	 ₁）	11月₉日「健康を考える会松

山」主催の『第18回チャリ
ティ講演会』は天候不順にも
かかわらず、盛会に終えるこ
とが出来、嬉しく思いました。
ご後援いただきました松山ク
ラブ他、報道関係各社のご後
援に感謝申し上げます。

	 ₂）	「ロータリーの友」11月号の
「友愛の広場」に小生の記事
を掲載していただき嬉しく思
いました。

名本二六雄	 高松中央で卓話をして来ました。
高橋　伸定	 • 	クラブで協議会参加の皆様、お

世話になりました。

	 • 	火曜会、西野委員長お疲れ様で
した。

三好　哲生	 11/₄㈫に、火曜会でお店をご利
用頂きました。ありがとうござい
ます。

中住　義晴	 第Ⅱ分区合同ゴルフコンペ、ゴル
フの皆さん早朝からお世話ありが
とうございました。松山クラブは
対抗戦準優勝、私は個人戦₄等で
した。グロス80は46回目のエイジ
シュートでした。

小野　　茂	 永木会員、₈日㈯ロータリー親睦
ゴルフで一日お世話になりまし
た。米山会員、幹事お疲れさまで
した。

佐々木　淳	 先日の第Ⅱ分区親睦ゴルフコンペ
に参加の皆様、大変お疲れ様でし
た。

渡部　浩三	 先日の第Ⅱ分区親睦ゴルフコンペ
お疲れ様でした。本日は石橋さん
卓話楽しみにしています。

米山　徹太	 先日の第Ⅱ分区ゴルフコンペお疲
れ様でした。松山ロータリークラ
ブは団体戦₂位でした。中住さん
の46回目エイジシュートも出まし
た。

玉置　　泰	 日曜日に孫の二湖（ニコ）の
七五三参りをしました。

田中　和彦	 出張続きで₂週間連続休んでし
まったお詫び…です。

　第3231回例会　2014年11月11日（火）
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例会記録

　第3232回例会　2014年11月18日（火）

−佐々木ガバナー公式訪問例会−
於：松山全日空ホテル

出席会員　73（66）名中56名　出席率76.71%
前回訂正出席率80.82%

欠席会員　17名　土居、五味、濵本、原田（達）、
市川、伊藤（慎）、伊東（毅）、御木、村上、
村山、中地、永木、大塚、大橋、白石（恒）、
玉置、安永

ゲスト　　₄名　佐々木善教
　　　　　　　　（第2670地区ガバナー）
　　　　　　　　泉　　一郎（地区代表幹事）
　　　　　　　　中野　英文
　　　　　　　　（愛媛第Ⅱ分区ガバナー補佐）
　　　　　　　　新居田総一郎（随行員）

ニコニコ箱
佐
第2670地区ガバナー

々木善教	 ガバナー公式訪問
中
愛媛第Ⅱ分区ガバナー補佐

野　英文	 今日はガバナーの随行で参りまし
た。よろしくお願い致します。

飯尾　寛治	 祝ガバナー公式訪問
大森　克介	 佐々木ガバナーよくいらっしゃい

ました。
野村　靖記	 松山全日空ホテルは本日で35周年

を迎えることができました。日頃
のご愛顧に深く御礼申し上げます。

田中　和彦	 高倉健さんの訃報を聞いて…
上甲　　泰	 飯尾先生、先日は一局（囲碁）あ

りがとうございました。半目差で
したが次回がんばります。

二神　良昌	 11/15弊社ゴルフコンペに村井さ

村井　重美	（会員誕生祝）
佐野　秀司	（結婚記念祝）
左納　和宜	 バッジ忘れました。
（なんとなくニコニコ）清田
早　退　　原田（達）、三原

卓　話　「ピアノとピアニスト」
石橋　和典　会員

　音楽・音というものは、聴き続ける中で美し
さを厳選しなければ、この一瞬で消えていく音
楽芸術を理解出来るはずがない。
　演奏家を評価するのもよいが、聴く側も黙っ
て真面目に聴く姿勢が大事。
　やはり芸術には情熱と時間が必要であり、そ
こから真の感動や感激が生まれ、人生の幸福を
感じるものである。

—  4 —



例会記録

ん、長尾さん、米山さん、佐々木
さんご出席頂きありがとうござい
ました。おかげさまで盛会に終わ
ることができました。

米山　徹太	 二神さん、長尾さん、佐々木さん
先日は大変お世話になりました。

佐野　秀司	 錦織君、残念！！

髙石　義浩	 先日急遽欠席してしまいました。
すみません。

早　退　　佐々木（佐々木ガバナーようこそお
越しくださいました。先日は二神
さん、長尾さん、米山さんお世話
になりました。）

出席会員　73（66）名中43名　出席率59.72%
前回訂正出席率68.49%

欠席会員　30名　福田、五味、濵本、原田（満）、
星野、市川、伊藤（慎）、菊池、清田、兒玉、
御木、三原、三好、棟方、村上、中地、大塚、
大橋、齋藤、佐々木、左納、下田、白石
（恒）、関（啓）、高岡、玉置、鶴田、浦岡、
安永（亀井）

ゲスト　　₂名　井上　幸彦
　　　　　　　　	（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）

　　　　　　　　中原　義憲
　　　　　　　　（学校法人エンゼル学園事務長）
ニコニコ箱
菅井　久勝	 井上様ようこそおいで下さいまし

た。卓話楽しみにしております。
村山　邦孝	 ₇月入会よりようやく₂回目の出

席となりました。今日から出席出
来る様努めます。

田中　和彦	 県美術館の「ロバート・キャパ写
真展」最後の一週間を期して…

米山　徹太	 愛媛産業祭に出展した乗用モノ
レールに₂日間で約1,100人の方々
が試乗して頂きました。

原田　雅仁	 会員証忘れました。
名本二六雄	 名札を持って帰りました。
（なんとなくニコニコ）羽牟、村井、佐野
早　退　　土居、西村（石橋様いろいろお世話

になります）

卓　話　「オウムとの戦い（危機管理の立場から）」
第八十代警視総監　井上　幸彦　氏

　警視庁は、平成₇年₂月28日の仮谷さん拉致
事件によってオウムと対決するキッカケを得
た。仮谷さんを生きたまま救出することと本事
件の犯人の一人である松本剛を逮捕するため必
要な準備を進めていた。当時、オウムの力は侮
り難く、捜査ではそれまでに例のないトップに
情報を一元化する、関係部門が情報を共有化す
ることを目的に私の元に副総、刑事部長、公安
部長、警備部長から成る五者会議を立ち上げ、
そこで意思決定し、実行に移す態勢を整えた。
要は意思決定のスピード化と挙庁一体態勢を図
る狙いからだ。
　Ｘデーを₃月22日と予定し、諸準備を急いで
いた矢先の₃月20日に地下鉄サリン事件が発生
した。捜査という手段を通じて如何にこの社会
的危機を乗り超えるかが私の最大の使命であっ
た。
　危機管理の要諦は、事態処理に当たってフォ
ローの風を吹かせ続けることである。
　まず、サリン事件の発生に際し犯人側しか知
らない秘密である犯行に使用されたサリンを発
表するかどうかであったが、ことは人命に係る
ものであることから即発表した。これで助かる
命が助かったということで国民の支持を得るこ
とができた。

　第3233回例会　2014年11月25日（火）
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理事会報告

平成26年11月度理事会決議事項

11月11日㈫
①　三井住友信託銀行定期預金について
　承認。
②　【事後報告】11/30㈰ロータリー財団セミ
ナー参加費について　承認。
③　ローターアクト助言委員会より2014−15年

度ローターアクトクラブへの助成金のお願い
承認。
④　2014−2015年度地区大会全員登録について
承認。
⑤　国立国会図書館より記念誌納入のお願い　
承認。
⑥　例会時の席をくじ引きで決める回数を増や
す件　承認。

誕生祝　	以下₆名　村井（₂日）、佐藤（₈日）、
棟方（10日）、貴船（14日）、土居（20日）、
鶴田（28日）

結婚祝　	以下₅名　棟方（₂日）、土居（₃日）、
齋藤（₇日）、佐野（16日）、二神（25日）

創業祝　	以下₃名　安永（15日）、野村（18日）、
柳田（29日）

11月のお祝い

₁．ガバナー月信
₁．2014−15年度地区大会ご案内
₁．会報₉月号・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

例会記録

　次に、彼らの本拠である山梨の上九一色村の
施設に捜索等を行うのに予定どおり動くべきか
どうか。そもそもこれは、警視庁の動きを抑え
るために麻原が命じてサリンを撒かせたもので
あり、これに怯むと更に嵩にかかって出て来る
恐れがあったため断固予定どおり決行し、彼ら
を守勢に追いこむことができ国民の警視庁に寄
せる期待と信頼は高まることとなった。
　更に、麻原逮捕の記者会見で、サリンは彼ら

の手許に無いと断じたことによって国民はサリ
ンの恐怖感から脱することができた。
　大事なことは、情報の持つ意味合いを的確に
判断し、適切に公開することによってフォロー
の風を吹かせ、危機を乗り切ることだ。
　地下鉄サリン事件から来年で20年、この事件
を風化させてはならないとの思いを強くする。
二度とこうした事件を起こさないために。
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クラブニュース

以下27名　福田、浜田、濵本、石橋、泉川、上甲、清田、
三原、棟方、長尾、名本、西村、野村、大森、佐藤、

菅井、関（啓）、高橋、渡部、安永、米山、深見、亀井、
中住、関（宏）、田代、山内

９・10月２ヶ月皆勤

会員だより

「童心に帰ろう」	 佐藤　昭美

　例会の始めにロータリーソングを歌う習慣があ
り、その際歌う曲名については定型的なロータリー
ソングにこだわらず、心が晴れ童心に帰ることが
できるものであれば何でもよいとされています。
1905年にシカゴRCが誕生した時は親睦のみが目的
で例会を楽しんでいた会員が、数年後奉仕に力点
が置かれるようになったため、親睦派と奉仕派の
間に対立が生まれた際、みんなで歌を歌おうと子
供の頃に親しんだ曲を歌って童心を回復すること
により和やかな雰囲気を取り戻したとあります。
そしてこれがロータリーソングとしてロータリー
に輝かしい伝統を作ることになりました。
　人は終生その精神の中に“こども心”を持ち続
けています。それを余程大切にしないと年輩になっ
て消えてしまいます。理想と夢というものは大人
の頭で現実の中に探し求めても生まれてくるもの
ではなく、大人の分別を一旦捨て去り、こどもの
ような初心に帰ってみた時、その想像力から生ま
れてくると言います。作家の司馬遼太郎氏は「人
間はいくつになっても精神の中に“豊かな子ども
心”を胎蔵していなければならない。“こども”と
は“感動する心”“人の偉大さを認める心”“正義
を愛する心”“創造する力”のことである」と述べ
ておられます。
　京都大学総長で日本学士院会長、国際ロータリー
地区ガバナー（福井、滋賀、京都、奈良）を努め
られた平沢興氏（1900〜1989）は正直の上に片仮
名の₂文字がつくといわれた位真っ正直な方であ
りましたが、新潟県の片田舎のお寺の出身で、京
都大学医学部に入学した際、両親からいずれこの
無医村に帰ってきてくれると期待されていました
が、学生時代ドイツ語の解剖学教科書を読む中、
考えれば考える程人体について理解出来なくなり、

自分はとても生きた人間の病気を治す資格はない
と考え、臨床家でない解剖学で身を立てると決心
し、その気持ちを両親に伝えたところ、その後の
学費が送ってこなくなり、京都の中学の校長の計
らいで中学の教師になって学費を稼ぎ大学を卒業、
その後新潟大学の教授を経て京都大学医学部教授
になった方であります。
　人間の意志によって動く運動（随意運動）は錐
体路系の神経により頭脳から手足に伝えられ、そ
の障害は中風（半身麻痺）と言う身近な病気で知
られていますが、例えば物を取ろうと手を伸ばす
動作は腕の外側の筋肉を収縮させ、内側の筋肉を
ゆるめ伸ばすことによってはじめて出来るわけで、
この運動の調節協同作用がうまくいかなくなる
と、ぎこちないパーキンソン病や舞踏病などに見
られる不随意運動が起こりますが、その動作を司
る神経系が錐体外路系で平沢氏は人間や猿の頭脳
を用いてこの神経系を世界で初めて発見、若い時
からのこの疑問を自ら開明されたものでその功に
より学士院賞を受賞されました。先生が昭和40年
代に松山に来られた折、酒の席で「この年（70歳
台）になっても中々大人になれないでいる」とい
われたのが印象に残っていますが、小生その意味
が当初理解出来なかったのが、80歳も半ばを過ぎ
たこの年齢になってその言葉の意味が分かるよう
になってきました。先生は御著「皮質運動系」の
序文に「私の若い情熱はこの研究に傾け尽くされ
た。そして生命のある限りこの情熱は燃え続くで
あろう」と述べておられます。学部長の折、学園
祭で学生が先生に歌を所望した際「私は音痴だが
一生懸命に歌います」といきなり“鳩ポッポ”の
童謡を大声で歌われ、それが大合唱となって盛り
上がった曾ての情景が今でもなつかしく想起され
ます。このように年齢に関係なく童心を持ち続け
たいものと思っている次第です。
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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
₄日 73（66） 50 23 69.44% 1 70.83% 0
11日 73（66） 51 22 70.83％ 12 86.30％ 0

73（66） 56 17 76.71％ 3 80.82％ 0
25日 73（66） 43 30 59.72％ 6 68.49％ 0
平均 73（66） 50 23 69.18％ 5.5 76.61％ 0

例会日 区分

（ガバナー公式訪問例会）
18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/

クラブニュース

平成26年11月₈日㈯
於：エリエールゴルフクラブ松山

　平成26年11月₈日㈯、エリエールゴルフクラブ
松山で開催されました。松山東・松山西・松山南・
松山北・道後・伊予・松山の各クラブより計42名
の会員の方々にご参加頂きました。
　個人優勝は松山北RC　大野正勝会員（40・38　
HD₈.₄　NET　69.₆）でした。クラブ対抗戦も

松山北RCが優勝し、松山RCは惜しくも₂位でした。
　当日は、天候にも恵まれ、各クラブ間における
会員の皆様の親睦が深まったと思います。
　尚、松山RCの中住義晴会員が37・43でエイジ
シュートを達成されました。
　次回は松山東RCが担当されます。又、来年₄月
17日㈮には地区大会ゴルフコンペが開催されます。
多くの皆様のご参加を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　11月例会
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