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12月₆日㈫…年次総会：次年度役員選出

12月13日㈫…クリスマス忘年家族例会
於：伊予鉄髙島屋

12月20日㈫…「カンボジアの農村部の復興」
ゲスト…「認定NPO法人国際地雷処理・地域

復興支援の会」
理事長　高山　良二氏

12月27日㈫…定款適用により、休会

例会予定

　今年度、国際奉仕委員会の担当理事を務めております三原です。この委員会についてあらため
てご紹介します。国際奉仕委員会は、ロータリー財団、国際青少年交換、世界社会奉仕、米山奨
学という₄つの委員会からなっており、いずれも世界とつながった事業を展開している委員会で
す。今年度のRI会長の掲げるテーマである「ROTARY SERVING HUMANITY」＝「人類に奉
仕するロータリー」をまさに実践する委員会でもあります。　
　担当委員長・副委員長には、泉川、浦岡会員、鶴田、山内会員、左納、関（啓）会員、土居、
清水会員という歴代会長や経験豊富なロータリアンの方々に就いて頂き、活動を展開しています。
　各委員会に関連したことについて少しお知らせします。ロータリー財団は2017年に100周年を
迎えます。各クラブで周年事業が期待されています。2018年には「ポリオの終結宣言」が出され
ることを目指しています。国際青少年交換員会の今年の短期交換留学事業では、地区委員の高橋
会員とホストファミリーの山本会員に、たいへんお世話になりました。世界社会奉仕委員会は、
今期から地区では「国際奉仕ファンド小委員会」と名称が変更になりました。前期の書き損じは
がきキャンペーンの寄付は2670地区計で333,716円でした。米山奨学会は外国人留学生を対象と
した民間の奨学金では国内最大規模です。2016年の2670地区では奨学生は17名です。松山ロータ
リークラブではカンボジアのタン・チェンターさんをお世話しており、カウンセラーに山内会員
になって頂いています。2017年₁月から始める「特別寄付金」にご協力をお願いします。
　松山ロータリーの皆様におかれましては、引き続き、国際奉仕委員会の各委員会事業にご理解
とご協力をお願い致します。



例会記録

　第3323例会　2016年11月１日（火）

出席会員　76（67）名中53名　出席率71.62％
前回訂正出席率78.67％

欠席会員　23名　土居、藤村、濵本、原田、市川、
菊池、小林、三ッ矢、村上、森、永木、大
塚、大橋、菅井、関（啓）、高岡、鶴田、豊田、
浦岡、柳谷、吉村（亀井、玉置）

ゲスト　　₄名　タン・チェンター
　（当クラブ米山記念奨学生）
　鎌田　恭輔
　（松山大学RAC会長）
　宇高菜々海
　（　　 〃　　副会長）
　矢野　達也
　（　　 〃　　副幹事）

ニコニコ箱
二神　良昌 名本さん卓話よろしくお願いしま

す。
飯尾　寛治 名本さん卓話期待します。
石橋　和典 名本先生、卓話楽しみにしており

ます。
児玉　義史 名本先生、卓話楽しみにしており

ます。
中住　義晴 松山英樹君の世界一、松山大学女

子駅伝の日本一、松山の為にあり
がとう。そしておめでとう。

米山　徹太 大学女子駅伝、松山大学優勝おめ
でとう。

髙石　義浩 松山大学女子駅伝大会優勝おめで
とうございます。

河内　広志 今日はワン・ワン・ワンの日で犬
の日です。本日マツコデラックス
の柴犬特集があります。

貴船　正憲 （会員誕生祝）みなさまのおかげ
で無事に誕生日を迎えることがで
きました！ありがとうございま
す。

佐藤　昭美 （会員誕生祝）11月₈日
塩崎千枝子 （会員誕生祝）おかげさまで元気

に一歳年をとりました。いい誕生

日でした♡
窪　　仁志 （ご夫人誕生祝）
林　　章二 （創業記念祝）
小野里俊哉 （創業記念祝）11/1本日、弊社創

業記念日となります。
（なんとなくニコニコ）林（直）、酒井
早　退　　泉谷（名本先生の卓話聞けないのが

残念です）、菊野、佐々木、左納、
田中（昌）

卓　話　「久味ノ国の成立とヤマト政権」
名本二六雄　会員

　₃世紀末に西晋の陳寿によって表された三国
志には、邪馬台国に併存して多くのクニの名前
が出てくるが、その名前が現在のどこを指して
いるのかはあまり明らかになってはいない。し
かし、判明しているクニから考慮すれば、現在
の松山市または松山平野にも一つか二つのクニ
が存在したことは十分に想像できるのである。
今、この地で判明している弥生時代末（AD250）
の遺跡の数は30か所をはるかに超えていて、か
なり大きなクニの存在があったものと推定でき
る。
　この地は過去30年間にわたって、道路の新設
や宅地の開発が著しく、それに伴う事前発掘が
頻繁に行われた結果、地下に眠っていた古代遺
跡が次々と出現し、結果として邪馬台国時代に
併行する遺構・遺物がかなり明らかになってき
た。内容は竪穴住居址群（一群は推定ではある
が30棟前後）、首長館と思われる大型の高床式
の建築物、墳墓群などがそれにあたるが、20年
ほど前には首長墓といってよいほどの墳丘墓も
発見された。
　首長館は平野東北の樽味遺跡から大型の高床
式の建物（一辺が30m、径約１ｍの柱穴36以上）
が３棟見出され、弥生終末期の土器を伴ってい
る。これに対して首長墓とみられるものは伊予
豆比古神社の本殿が乗る、高さ₅ｍ、一片が35
ｍの方形の台状の丘が墳丘で、内部主体は電気
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探査によって本殿直下1.5ｍのところに面影を
見出している。
　この₂遺跡からは、弥生終末に松山平野でし
か見られない高さ₁ｍ弱の祭祀用の器台形土器

（器台は吉備型が著名で後世ではこれが埴輪と
なるが、松山型は古墳時代には消滅する）が検
出されている。樽味の館と、伊予豆比古神社の
首長墓、それを結ぶ線上にある集落群とで、一
つのクニをなしたものと考える。このクニは長
く存続したようで、久米窪田（国指定）遺跡か
ら、後代の重なった遺構から出土した須恵器片

に「久米評」の文字が記されていた。文献では『先
代旧事本紀』の「国造本紀」には久味国造と伊
予国造の二つが書かれている、現在の首長館と
墳墓遺跡から、あえて『久味』を選んだが、伊
予市の方にもう一つのクニがあったのかもしれ
ない。久味ノクニはある程度確認できたが、そ
こに住んだと思われる久米氏とヤマト政権との
関係は文献では親近的だが弥生末の考古資料で
は５世紀以降に深い関係が確認されるがそれ以
前は不明である。

例会記録

出席会員　76（67）名中49名　出席率67.12％
前回訂正出席率74.67％

欠席会員　27名　福田、浜田、羽牟、星野、市
川、伊東、真鍋、三ッ矢、三原、村上、村山、
森、中川、永木、西原、大塚、佐々木、左
納、塩崎、関（啓）、高岡、高橋、田中（和）、
吉村（中住、佐藤、玉置）

ニコニコ箱
窪　　仁志 卓話よろしくお願いします。
飯尾　寛治 窪さん卓話期待しています。
二神　良昌 窪さん卓話よろしくお願いしま

す。
林　　直樹 窪さん卓話楽しみにしています。
菊野　先一 窪さん卓話楽しみにしています。
河内　広志　 本日の卓話、伊予灘ものがたり四

国千年まんなか物語の話も聞かせ
てください。

児玉　義史 窪さん卓話楽しみにしておりま
す。

米山　徹太 窪さん本日の卓話楽しみにしてお
ります。石橋さん、西村先生、大
変お世話になりました。

三好　哲生 西村先生、すばらしいピアノの演
奏、石橋さん、こまやかな心遣い

ありがとうございます。
髙石　義浩 健康を考える会松山にて、佐藤先

生、飯尾先生、浦岡先生お世話に
なりました。児玉先生、宜しくお
願い申し上げます。

土居　英雄 欠席が続いてしまい、申し訳あり
ません。

野村　靖記 （創業記念祝）
早　退　　西村（先日の私共の演奏会に多数お

集まりくださり、真に有難うござ
いました。石橋様深謝致します）、
原田、泉川

卓　話　「『Always Railways』
四国の新幹線実現を目指して」

窪　　仁志　会員
　四国の新幹線整備については「誤解」されて
いる方が多くいらっしゃるようです。
　まず、「新幹線はJRが作るもの」とよく言わ
れますが、新幹線建設は国と地方の財源の負担
と既設整備新幹線の貸付料で整備されるもの
で、国の施策です。このため、私達の支払った
税金で他の地域の新幹線が整備されています。
　また、「新幹線より、違うものを（道路・学校等）

　第3324回例会　2016年11月８日（火）
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例会記録

を作るべきだ」という声も耳にしますが、新幹
線整備の予算枠は一般会計の公共事業費の中で
決められています。このため、四国₄県民が新
幹線を要望しなければ、四国以外の地域の新幹
線整備に充当されます。
　次に、「新幹線は無駄な公共事業だ」とも言
われますが、新幹線の大きな効果は、東海道新
幹線をはじめとする半世紀余りの歴史により証
明されており、新幹線が開通している地域は全
て繁栄しています。
　次に、「四国は新幹線を整備するに値しない
地域だ」とも言われますが、既に新幹線が整備
されている地域と比較しても（北海道、東北、
上越、北陸、山陽、九州）四国の人口集積は遜
色が無いばかりか、四国の方が上回っている地

域が多いのです。また、瀬戸大橋は、既に国の
判断により新幹線規格で建設されています。
　最後に「既に空港と高速道路があり不自由は
していない」とのご意見もよくありますが、今
や新幹線はあって当たり前の社会インフラであ
り、他地域では、空港、新幹線、高速道路の３
つのインフラが揃っており、住民は目的に応じ
て移動手段を選択出来ます。また、四国には新
幹線が無いため、他の地域と比較して、高い航
空運賃を支払っています。
　この様に新幹線整備については、様々な「誤
解」や「認識不足」があり、これらを一つ一つ
解決し、四国４県民の新幹線に対する「理解」
と「気運の醸成」が四国の新幹線実現の大きな
力となる事は間違いありません。

出席会員　76（67）名中50名　出席率67.57％
前回訂正出席率75.00％

欠席会員　26名　福田、鮒田、羽牟、林（章）、
石橋、市川、伊東、菊池、菊野、貴船、窪、三ッ
矢、三原、村上、永木、西原、大塚、小野里、
左納、清水、田中（和）、鶴田、浦岡、吉村

（亀井、関（宏））
ニコニコ箱
塩崎千枝子 つまらない私の話をきいて頂きあ

りがとうございます。
二神　良昌 ①塩崎さん卓話よろしくお願いし

ます。②第Ⅱ分区ゴルフコンペ、
村井さん優勝、団体戦優勝おめで
とうございました。私は貢献でき
ませんでした。スミマセン。

米山　徹太 先日の第Ⅱ分区ロータリーゴルフ
会、団体戦で松山ロータリーが優
勝しました。個人戦では村井さん
が見事優勝しました。

藤村　健一 塩崎さん卓話楽しみにしておりま

す。
石橋　和典 塩崎さん卓話頑張ってください。

出張のため聞けないのが残念で
す。

児玉　義史 塩崎学長様、御近所の児玉です。
卓話楽しみにしております。

野村　靖記 塩崎さん、卓話を楽しみにしてい
ます。

佐藤　昭美 11月₆日の「健康を考える会：松
山」主催の「第20回チャリティ講
演会」を盛大に行うことが出来、
嬉しく思いました。ご後援いただ
いた松山ロータリークラブに御礼
申し上げます。また、熱弁をふ
るっていただいた髙石義浩会員の
ご厚意に感謝申し上げます。次回
から会長を浦岡会員に代わってい
ただくことになりました。₁日お
いて₈日火曜日の「ロータリー情
報」の勉強会に多数の新入会員に

　第3325回例会　2016年11月15日（火）
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例会記録

参加していただき有難うございま
した。唯、連日の会合で疲れが88
歳という身に堪えたのか思うよう
に説明が出来ず、申し訳なく思い
ました。

勝見　安美 園児と七五三の宮参りをしまし
た。

河内　広志 今日は七五三。₁＋₁＋₁＋₅は
₈で「末広がり」でとても良い日
です。孫と遊びます。

浜田　修一 先日、京都で中川会員の弟さんの
経営するカレー専門店で食事をし
ました。大変おいしいカレーです。
皆さん機会があれば是非一度、お
立ち寄り下さい。場所は京都「JR
山科」駅前です。原田さん、大変
ありがとうございました。

玉置　　泰 久し振りに出席しました。
早　退　　林（直）、清田、小林、中川、村山（河

内S.A.A.、藤村会員、先週はありが
とうございました。）、名本、佐々木

（私事ですが本日AM₁：10 第三子
にして佐々木家として53年ぶりの長
女が誕生しました。（姉以来））、関（啓）

卓　話　「日々是好日」
塩崎千枝子　会員

　「日々是好日（にちにちこれこうじつ）」とい
う禅語があります。若い頃は余り好きではな
かったのですが、親の介護や大切な人たちとの
別れ、病気などを経験して改めて日々の大切さ
を感じるようになり、今を精一杯生きようとい
うこの言葉のありがたみが近頃は分かるように
なりました。
　私は山梨県の田舎の本屋の娘に生まれ、じゃ
りんこチエよろしく自由にのびのびと育ちまし

た。高校₂年でアメリカに一年間留学しました
が、お世話になった町は原爆を投下したトルー
マン大統領の故郷で、原爆を正当化する友達に
反論出来ない自分の無知と言語能力のなさを心
底情けないと思い知らされ、その後の私の生き
方を方向付けた一年でした。
　大学、花のOL、結婚、出産、夫婦での米国
留学などを経て1987年に松山に引っ越してきて
もう30年がたちます。松山に来てからは嫁役割、
子育て、仕事などでめまぐるしくしんどい月日
であったと思います。
　現在、私の勤務する松山東雲学園は今年で創
立130年を迎え、短期大学に₃学科、大学に₁
学科₂専攻を持ち、今や四国唯一の女子大学と
して女性の社会活躍を目指して教育を行ってい
ます。
　ところで先日の米大統領選の結果には驚きま
したが、自国第一主義や保護主義、排他主義の
主張を繰り返したトランプ氏は、格差拡大で増
大する不満層を焚き付け、社会の分断を深めて
しまったと言えます。アメリカが戦後世界を導
いてきた自由、平等、多元主義などの価値を自
己否定したことで、非寛容の時代へと、世界は
新しいステージに突入したように見えます。グ
ローバル化が進み、世界各地に逃げ場のない負
け組が増えつつある今日、新しい局面を迎えた
現代社会は取り残されつつある人々をどう救
い、誰でも活躍できる社会を実現していけるの
でしょうか。
　私が好きなものは草花、温泉、旅、そしてと
りわけ猫が大好きで一匹と同居中です。絶対的
に正直で純粋で在るがままを生きている猫は私
の師匠です。明日の分からない時代だからこそ、
すべてに感謝して大切な今を精いっぱいに生き
ていきたいと、改めて「日々是好日」をかみし
めています。
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例会記録

　第3326回例会　2016年11月22日（火）

出席会員　76（67）名中52名　出席率71.23％
前回訂正出席率81.58％

欠席会員　24名　藤村、二神、鮒田、林（直）、
市川、清田、小林、村井、村上、永木、西
原、大塚、大橋、塩崎、関（啓）、田中（和）、
鶴田、浦岡、柳谷、結城、吉村（亀井、中
住、関（宏））

ゲスト　　₁名　福井　一恵
　（NPO法人アン・ディ・ムジーク愛媛）

ビジター　₂名　白石比渡史
　（愛媛第Ⅱ分区ガバナー補佐）
　廣田冨治男
　（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 来年のI.M.と地区大会、皆様宜し
くお願いします。

廣
（松山北RC）

田冨治男 松山北RC、I.M.実行委員長の廣
田です。I.M.どうかよろしくお願

いします。
三好　哲生 白石ガバナー補佐、廣田I.M.実行

委員長、本日はようこそいらっ
しゃいました。

米山　徹太 先日の土曜、日曜に第₃回2670地
区RYLA学友会総会が開催されま
した。四国と兵庫から約30名が集
まり親交を深めました。

高岡　隆雄 四国ブロック暴力追放センター協
議会表彰を受けました。

河内　広志 今日11月22日はイイ夫婦の日で
す。火曜会も奥様参加になると良
いですね。

酒井　達夫 目が合いましたので…
（なんとなくニコニコ）　羽牟、岩橋、小野里
早　退　　菊池、三ッ矢、佐々木（東北の地震

が心配ですね。余震が長く続かな
いように願いたいものです）、左納

　第3327回例会　2016年11月29日（火）

出席会員　76（67）名中47名　出席率64.38％
前回訂正出席率72.00％

欠席会員　29名　土居、藤村、林（直）、原田、
泉川、市川、真鍋、三ッ矢、三原、村上、
中川、永木、西原、大塚、大橋、小野里、
酒井、佐々木、左納、塩崎、関（啓）、田中

（昌）、鶴田、柳谷、吉村、米山（亀井、中
住、玉置）

ビジター　₁名　赤羽美和子（松山西RC）
ニコニコ箱
三好　哲生 先週の火曜会、皆様お疲れ様でし

た。村山委員長はじめ、親睦委員
の方々ありがとうございます。

石橋　和典 大変素晴らしい火曜会でした。ご
参加いただいた皆様、本当にあり

がとうございました。田代先生、
先日もありがとうございました。

鮒田　好久 火曜会、皆様ありがとうございま
した。村山委員長、米山さんあり
がとうございました。

村山　邦孝 先日の火曜会では、皆さんお世話
になりました。大変盛り上げて頂
きありがとうございます。

伊東　毅嗣 火曜会お疲れ様でした。大いに盛
り上がり楽しい一時でした。最後
にみんなで歌ったリンダリンダが
忘れられません。

豊田　真二 本日は卓話宜しくお願い致しま
す。

二神　良昌 豊田さん卓話よろしくお願いしま
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例会記録

す。
貴船　正憲 豊田さん卓話がんばって下さい！

楽しみにしております。
小林　史武 鮒田様ご結婚おめでとうございま

す。素敵な結婚ご披露宴でしたね。
お幸せに!!

佐藤　昭美 新玉小学校₄年生の孫が、今年の
愛媛県児童生徒理科研究に「木星
の₄大衛星の観測」の標題で発表、
₂位の「教育研究協議会長賞」を
受賞、嬉しく思いました。

山本　克司 来年₄月から名古屋の大学に移り
ます。それまで宜しくお願いしま
す。

米山　徹太 先日の「すごいもの博」に弊社製
品を出展しました。今年もお子様
にたくさんご利用いただきまし
た。

（なんとなくニコニコ）　清田
早　退　　林（章）、勝見、窪、河内（豊田さん

卓話を聞けず申し訳ありません）、
西村、野村

卓　話　「ICTの世界」
豊田　真二　会員

　最近、AI（人工知能）という言葉が良く聞
こえてくると思います。今年、韓国の囲碁のプ
ロにAIが勝ち、大きな話題となりました。一
手目からの手順の数がチェスや将棋の「10の40
乗」多い囲碁の世界でAIが勝つには長い歳月
がかかると言われていましたが、将棋に勝って
からわずか₃年で成し遂げました。これは機械
学習により膨大な対局データを学ぶ技術の発達
によるものです。

　近年、技術の発達により数十テラバイト（ギ
ガの一千倍）から数ペタバイトといった大容量
のデータを蓄積し活用できるようになりまし
た。これらは「ビッグデータ」と呼ばれ、文
字だけでなく音声や写真、動画といった様々な
データがインターネット上のコンピュータに蓄
積されています。このビッグデータの利用によ
り、IoT（モノのインターネット）や前述のAI
が今後ますます発展していくことになります。
　ちなみに、「2045年問題」という言葉があり
ます。シンギュラリティー（技術的特異点）と
呼ばれ、2045年には計算上AIが人間の知能を
上回り、これによって多くの人間の仕事が奪わ
れるとも言われています。テレビ等でもどんな
職業がこの先残るのか、といった話題が出てい
ますが。
　セキュリティの分野においても、判定技術精
度の向上や大容量のデータの蓄積によって、指
紋・静脈・顔で本人の判断を行う生体認証が広
がっています。顔認証については、イベント会
場での入退場管理、街中にカメラを設置しての
防犯対策、空港でのテロ対策等にも利用されて
います。
　最後にサイバーセキュリティについて。今や
情報漏えいによる企業の損害賠償額は１件あた
り平均すると₂億円近くにも上ります。この多
くがコンピュータウィルス等によって情報を盗
み出されたといったものです。最近では「ラン
サムウェア」という相手のデータをウィルス等
によって勝手に暗号化し、元に戻すためにお金
を要求するウィルスも出現しています。
　くれぐれも、ご自身・会社等のデータ管理に
はお気を付けください。
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誕生祝　 以下₉名　村井（₂日）、吉村（₂日）、清
水（₇日）、佐藤（₈日）、貴船（14日）、三ッ
矢（15日）、土居（20日）、真鍋（25日）、鶴
田（28日）

結婚祝　 以下₃名　土居（₃日）、豊田（₃日）、二
神（25日）

創業祝　 以下₃名　大橋（11日）、林（章）（15日）、
野村（18日）

11月のお祝い

₁．ガバナー月信
₁．会報10月号
₁．近隣RC例会予定表

配　付　物

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
₁日 76（67） 53 23 71.62％ 5 78.67% 0

₈日 76（67） 49 27 67.12% 7 74.67% 0

15日 76（67） 50 26 67.57％ 7 75.00% 0

22日 76（67） 52 24 71.23% 8 81.58% 2

29日 76（67） 47 29 64.38% 7 72.00% １

平均 76（67） 50.2 25.8 68.38% 6.8 76.38% 0.6

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/

理事会報告

平成28年11月度理事会決議事項

11月₁日㈫
①三井住友信託銀行・周年記念準備会計定期預

金について　承認。
②今年度職場訪問例会の日程と場所等について

　承認。
③ガバナー補佐より₁月28日（土）I.M.につい

て入会₅年未満の会員は全員出席するように
との要請あり　承認。

④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。

以下30名　福田、浜田、濵本、林（直）、原田、石橋、
泉川、上甲、勝見、清田、河内、児玉、三原、三好、

名本、西村、野村、大森、菅井、関（啓）、高橋、柳谷、
米山、深見、亀井、中住、佐藤、関（宏）、田代、山内

９・10月２ヶ月皆勤

クラブニュース
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