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　　 国際奉仕委員会

　ご案内の通りロータリーの国際奉仕にはロータリー財団、国際青少年交換、世界社

会奉仕、米山奨学と₄つのプログラムがあります。

　実は私はロータリーに入会させてもらってからこの₄つのどの委員会の委員長も副

委員長も経験したことがありません。従って不案内な担当理事です。しかし、今年度

のクラブ計画書で申し上げた通り、各委員会の委員長副委員長には豊かな経験と高い

見識を兼ね備えておられる実力者揃いです。私は大船に乗った心境であります。なお

各委員会はそれぞれ地区にも同趣旨の委員会があり、上部組織とつながる委員会でも

あります。もっと言うならロータリー財団などは国際ロータリーともつながる委員会

です。その意味では国際奉仕委員会に関与することはロータリーとは全体としては

いったいどんな活動をしているのか、奉仕団体と言われているが具体的にはどんな奉

仕活動をしているのかを学び実践する場に立つことと言えるでしょう。もっとも最初

に申し上げた通り、かく言う私こそ各委員会に不案内な人間ですのでもっとも勉強し

なければならない立場にあると思っております。

担当理事　渡　部　浩　三

巻頭メッセージ

12月₁日㈫…年次総会：次年度役員選出
12月₈日㈫…「四国の茶畑の案内と

美味しいお茶の入れ方」
村井　重美会員

12月15日㈫…「V-Lowとは何？」
田中　和彦会員

12月22日㈫…クリスマス忘年家族例会
於：松山三越

12月29日㈫…定款適用により、休会

例会予定



例会記録

　第3276回例会　2015年11月10日（火）

出席会員　73（64）名中45名　出席率65.22%
前回訂正出席率70.42%

欠席会員　28名　福田、五味、濵本、羽牟、原田、
市川、貴船、清田、真鍋、三ッ矢、三原、
村上、中地、永木、大塚、小野、左納、白石、
髙石、高岡、田中（和）、田中（昌）、鶴田、
柳田（片井、亀井、中住、玉置）

ニコニコ箱
佐藤　昭美	 ⑴11月₈日に87回目の誕生日を迎

えました。
	 ⑵新玉小学校₃年生の孫が本年度

の愛媛県児童生徒理科研究で知事
賞を受賞、11月₁日の表彰式で県
を代表して「太陽の南中時刻と方
位の研究」と題してその成果につ
いて発表しましたが、新聞やテレ
ビにも取り上げて頂きうれしく思
いました。

西村　真也	 佐藤先生、お孫さん森亮さんの県
知事賞受賞おめでとうございま
す。石橋様いろいろ有難うござい
ます。

村山　邦孝	 本日、卓話よろしくお願いいたし
ます。

河内　広志	 三海二山の卓話楽しみです。
林　　直樹	 村山さん卓話楽しみにしています。
佐々木　淳	 ₈RCゴルフコンペに参加された

皆様お疲れ様でした。
米山　徹太	 前の日曜日、松山近隣ロータリー

クラブゴルフコンペがありました。
松山クラブは団体戦₅チーム中
₄位でした。中住さんがエイジ
シュートをまたまたされました。

村井　重美	（会員誕生祝）
早　退　　棟方（（会員誕生祝）（結婚記念祝））、

二神（村山さん卓話頑張って下さい）、
浦岡

卓　話　「『しまなみ・やまなみ』超えて出雲へ。」
村山　邦孝　会員

　道後温泉本館北側に祀られる「玉の石」。
　神話時代にさかのぼりますが、出雲大社に祀
られる大国主命が国づくりに奔走している最
中、相棒の「少彦名命」が倒れてしまいました
が道後の湯に浸す、蘇ったと言われ、その際に
足を踏みならした石が「玉の石」といわれてい
ます。
　神話の時代より縁のある伊予の国と出雲の
国。
　今年の₃月「中国やまなみ街道～尾道・松江
線」の全通を機に「しまなみ海道」と乗り継ぐ
ことにより愛媛から島根まで一直線で行き来で
きることとなりました。
　これまで、なかなか行きづらかった愛媛から
島根までが車で片道₄時間で行き来出来る様に
なり、一泊二日で十分に、水郷「松江」へ訪れ
ることができます。
　日本海から中国山地、瀬戸内海を超え、更に
は四国山地を超え、太平洋までの「二山三海」
を繫ぐ南北を結ぶラインで、中国四国地域を縦
軸で捉え、交流活動を活発化しようとの思いか
ら、愛媛と島根の宿泊施設の皆さまと共に相互
交流事業を始めています。
　今や「来日外国人旅行」の華やかな時代。2020
年のオリンピックイヤーに来日外国人2,000万
人という国が定めた目標は、いとも簡単に前倒
しで達成されそうな勢いです。日本全国では、
「地域おこし」「地域活性化」の名の下、「おら
が町」にも外国人旅行客を、と様々なアイデア
や地域の素材で取り込もうとしています。
　これまでの、東京・富士山・京都・大阪といっ
た外国人旅行客の「ゴールデンルート」に加え、
新たな観光エリア・観光ルートが策定されてい
ます。
　ここ松山では、「お遍路～スピリチュアル」
を素材に四国全土を対象としたルートと、「瀬
戸内海」を囲むルートの二つが「新ルート」に
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例会記録

策定され、これからの外国人旅行客の取り組み
が進んでいます。
　山陰の島根・鳥取の外国人旅行客の来県人数
では全国でもワースト上位に位置しています。
外国人旅行客のこの様な状況の中で、中国四国
地域を、縦軸(南北)で結ぶ、新たなルート「中
国やまなみ街道」と「しまなみ海道」のルート
を活かし、山陰のみではなく広島・四国との広
域での「誘客」が図られるよう事業展開を進め
ています。
　まずは、これまで行き来の少なかった山陰⇔
四国との交流人口の増加。特に、島根県の観光
連盟、松江市の観光協会では頻繁に愛媛県内で
の観光PR・キャラバンを実施しています。	
　今年の夏休みは島根県内の観光地では多くの
「愛媛ナンバー」の車が見られる様になった様
です。
　この相互交流人口の拡大を図るひとつの手立
てとして、お互いの町や観光施設を互いにPR
していこう、ということで、「島根宣伝隊　愛
媛支部」として松江の魅力をご紹介致します。
　松山から車で₄時間。水郷、城下町「松江」
に到着します。

松	江城…今年、地元念願の「国宝」指定となり
ました。
　	松山城と同じ、「現存天守12城」の一つであり、
明治維新後の、「廃城令」の際には、天守閣
を守るため地元の知名使が買い取った歴史も
有ります。
　	城の堀を周遊する「堀川遊覧船」も人気の一
つ。落ち着いた城下町の街並みと天守閣を
望み、「水郷」の町を実感できると人気です。
冬はコタツも準備され「コタツ船」としても
楽しめます。

一	畑電鉄…地元の人達に「ばたでん」の愛称で
愛され、映画「オールウェイズ」の舞台とし
ても知られるようになりました。
　	宍道湖の北岸を走り、出雲大社で有名な出雲
市まで路線が繫がっています。宍道湖を眺め
ながらの風景に人気が集まっています。

中	国地区の名湯「玉造温泉」…美肌効果を全面
に打ち出し、「姫神様の湯」として売り出し
ています。玉造温泉では、「今治タオル」と
コラボした「美肌温泉フェイスパックタオル」
も人気上々です。
　	玉造温泉にも道後と同じ「湯神社」が鎮座し
ています。

松	江のグルメは「冬」が魅力…島根の冬の三大
味覚として、「松葉ガニ」、「寒ブリ」、「しま
ね和牛」が挙げられます。
　	また、「宍道湖七珍料理」として、海水と淡
水の混じる「汽水湖」ならではの味覚として
「スズキ」「シラウオ」「コイ」「ウナギ」「モ
ロゲエビ」「アマサギ」「シジミ」の宍道湖で
獲れる魚介類を用いた「独特な郷土料理」が
誕生しました。

松	江のスイーツは「和菓子」…出雲松江藩主で
あった「松平不昧公」は茶人でもあったこと
から「お茶」と「和菓子」の文化が受け継が
れ、多くの銘茶・銘菓が生まれています。
　	「若草」「山川」「菜種の里」の三種は、お馴
染です。

　松江と松山。名城があり、名湯があり、文学
の町でもある少し似た街でもあります。
　「島根宣伝隊　愛媛支部」として「松江」の
魅力をご紹介させて頂きました。
　どうぞ、松江にお越しを。
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出席会員　73（64）名中50名　出席率69.44%
前回訂正出席率79.17%

欠席会員　23名　土居、福田、二神、五味、林、
市川、上甲、菊池、清田、三原、村上、中川、
長尾、永木、大塚、酒井、佐々木、関（啓）、
安永、山本、結城、米山（玉置）

ニコニコ箱
泉谷八千代	 本日、卓話の機会をいただきまし

た。
兒玉　義史	 泉谷さん、卓話楽しみにしており

ます。
西野　佳和	 泉谷さん、卓話楽しみにしていま

す。
佐藤　昭美	 11月15日の「健康を考える会松山」

主催の「第19回チャリティ講演会」
を成功裏に終了することができま
した。ご後援いただきました松山
ロータリークラブはじめ報道関係
各社にお礼申し上げます。

片井　祥雲	 久し振りに松山に戻りました。
田中　和彦	 サムライジャパン「プレミア12」

準決勝進出おめでとうございま
す。阪神の選手は一人もいません
が！！

野村　靖記	（創業記念祝）明日（11月18日）から
37年目に入ります。

なんとなくニコニコ　田中（昌）、鶴田
早　退　　河内（早退で泉谷さんの卓話を聞け

ず申し訳ありません）、原田、星野、
村山、左納、柳田

卓　話　「四国の中のNHK次世代のミッション」
泉谷　八千代　会員

　NHK松山放送局は四国の拠点局です。
　今後力を注いでゆくべき三つの取り組みをご
紹介します。

①南海トラフ大地震でも放送し続ける。
　南海トラフ大地震の際には、四国を結ぶ三橋
は途絶し、四県島ごと孤立する事が、現実的な
懸念となります。しかも、松山を除く県庁所在
地は浸水の可能性が高く、この危機と闘いつつ、
放送を出し続ける事は大変な困難を伴います。
これまでNHKは「放送機能強化」として、サ
ブステーションや、電源移設などハードの整備
を精力的に進めてきました。
　そしてこの夏、全国で初めて松山局主導で四
県合同の大掛かりな災害報道訓練を実施し、い
ざという時の運用機能を強化しております。松
山は、助かる可能性が高いのですが、それは
即ち助ける側に回ると言う事です。皆様には
NHK松山の報道を助けて頂ければ幸いです。
②ドラマで夢をもう一度。
　地域おこしの強力なツールであるテレビドラ
マを皆さんとともに開発したいと思っていま
す。地域の魅力的な人物を掘り起こし、素晴ら
しいドラマに結実させる為、皆様からのお知恵
を頂きたいと思っております。
　ドラマの主人公、募集中です！
③国際発信。
　NHKは現在、日本の素晴らしさを国際放送
を通じて発信する事に注力しています。松山局
にも国際発信の窓口を設置し各局の参加を推進
しています。東京目線から世界目線への大きな
転換を図り、インバウンド、ビジネス、国際貢
献と愛媛や四国の素晴らしさを世界に発信し、
四国に人を呼び込む戦略を推進します。四国は
課題先進地域ではありますが、また課題に対す
る「解」の取り組みも先進的です。少子高齢
化などの世界的な問題を解決する知恵の紹介の
チャンスです。まだ端緒です。しかし次世代に
繫ぐ使命として、頑張りますので、ご協力をお
願いいたします。

　第3277回例会　2015年11月17日（火）
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例会記録

出席会員　74（65）名中51名　出席率71.83%
前回訂正出席率84.72%

欠席会員　23名　土居、五味、林、原田、星野、
石橋、市川、兒玉、三ッ矢、三原、三好、
村上、永木、名本、大塚、酒井、佐々木、
関（啓）、浦岡、渡部（片井、亀井、玉置）

ゲスト　　₁名　後藤　一宏
　　　　　　　　（スタンウェイ・ジャパン㈱

代表取締役社長）
ビジター　₁名　巻木　通浩（高松RC）
ニコニコ箱
河内　広志	 スタンウェイ・ジャパンの後藤様	

本日の卓話、ありがとうございま
す。

西村　真也	 後藤社長ようこそ。卓話宜しくお
願いいたします。

野村　靖記	 後藤さん、卓話よろしくお願いい
たします。

清田　明弘	 ナイスホーム四国㈱森さんをよろ
しくお願いします。

佐藤　昭美	 11月17日のロータリー情報委員会
主催の「新入会員を対象にした勉
強会」には多くの方にご出席いた
だき、嬉しく思いました。

田中　和彦	 北条高校ラグビー部優勝おめでと
うございます。エヒメFCサッカー
の最終戦勝利おめでとうございま
す。早慶ラグビーの早稲田の勝利
おめでとうございます。

長尾　芳光	 みきゃんのゆるきゃらグランプリ
₂位！なんとなく寂しいです。

齋藤　明弘	 明日から年末ジャンボ10億円で
す。よろしくお願いします。

鶴田　直丈	（会員誕生祝）
なんとなくニコニコ　村井、米山
早　退　　羽牟、左納

　第3278回例会　2015年11月24日（火）

平成27年10月度理事会決議事項

11月10日㈫
①　【再】₉/₆㈰会員増強・クラブ研修リーダー
育成セミナー交通費の件　承認。
②　三井住友信託銀行・周年記念準備会計定期
預金が満期になります。　承認。
③　当クラブ指名委員会の立ち上げについて
（12月選挙のため）　承認。
④　新入会員申し込み　道後温泉ふなや　代表

取締役社長 鮒田　好久氏（推薦者：深見　
邦芳会員）　承認。
⑤　職場訪問例会について　2016年₁月12日㈫。
勝見理事の職場にて　承認。
⑥　12/22㈫クリスマス忘年家族例会について
　於松山三越　承認。
⑦　例会時のゲスト受入について。拍手にて受
入をする。　承認。
⑧　11/24㈫火曜会をメーキャップ扱いとする。
承認。

理事会報告
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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/

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
10日 73（64） 45 28 65.22％ 5 70.42％ 0
17日 73（64） 50 23 69.44％ 7 79.17％ 0
24日 74（65） 51 23 71.83％ 10 84.72％ 1
平均 73.3（64.3） 48.7 24.7 68.83％ 7.3. 78.10％ 0.3

例会日 区分

新入会員紹介

氏名：森　　隆士

勤　務　先：ナイスホーム四国㈱
	 代表取締役社長
	 千舟町₄-₅-₄
	 松山千舟454ビル₁階
	 TEL	998－6002
生 年 月 日：昭和42年₈月29日
入会年月日：平成27年11月24日
趣　　　味：ランニング

クラブニュース

誕生祝　	以下₉名　村井（₂日）、清水（₇日）、佐藤
（₈日）、棟方（10日）、貴船（14日）、三ツ矢
（15日）、土居（20日）、真鍋（25日）、鶴田
（28日）

結婚祝　	以下₄名　棟方（₂日）、土居（₃日）、齋藤
（₇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

以下33名　福田、浜田、濵本、林、石橋、泉川、上甲、
勝見、清田、河内、兒玉、三原、棟方、長尾、名本、
西村、大森、齋藤、佐藤、菅井、関（啓）、高橋、渡部、

山本、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

₁．ガバナー月信
₁．近隣ロータリークラブ例会予定表

配　付　物
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