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例会予定
12月 1 日㈫…年次総会︰次年度役員選出①

12月 8 日㈫…年次総会︰次年度役員選出②

12月15日㈫…「エポラの紹介・食品添加物のおはなし」
守谷　みどり会員

12月22日㈫…「新しモノ好きの南海放送、この1年もやりました!」
大西　康司会員

12月29日㈫…定款適用により、休会

　ロータリー財団委員会
担当理事　石　橋　和　典

　ロータリー財団委員会の担当理事をさせて頂いております石橋です。ロータリー財団委員会は、
ロータリー財団委員会と米山奨学委員会の２つで構成されております。
　財団委員長の泉川会員と米山奨学委員長の大森会員は、共に会長経験者であり、現在のクラブ
研修リーダー、そして地区委員としてのご活躍等、数々の実績がある大ベテランですので、教え
て頂く機会ばかりで担当理事として役不足を実感しております。
　財団に米山奨学は、ロータリークラブにとって奉仕の大きな柱だと私は思っております。会員
の皆様からのご寄付で成り立っており、未来の自然環境や社会経済、医療等あらゆる分野におい
て優秀な人を育てております。またポリオ撲滅の歴史はロータリー財団なくして語ることはでき
ません。ロータリアンとして財団、米山奨学は大切です。しかし、携わる機会がなければ全てを
知るに至りません。まずはご興味を持って頂き、会員の皆様にロータリアンとして財団、米山奨
学の誇りを持って頂けたらと思います。恥ずかしながら私自身未熟ですので精進したいと思いま
す。
　私達の松山クラブは財団委員会とは深く関わりがございます。現在も大森会員が地区のロータ
リー財団委員会　奨学金・学友・平和フェロー小委員会の委員長を務められております。また菅
井会員も共に委員としてご活躍されております。過去にも名本会員が同じく委員長を務められて
おり、歴史ある松山クラブは2６７０地区ではロータリー財団、そして米山奨学でも名門だと私は
思っております。
　新型コロナウイルスの影響は計り知れませんが、頼れる二神会長のもとロータリー財団委員会、
そして米山奨学委員会を盛り上げていきたいと思いますので、会員皆様の益々のご理解、ご協力
を何卒宜しくお願い申し上げます。



―  2  ―

例会記録

出席会員　72（67）名中49名　出席率71.01％

　　前回訂正出席率72.86％

欠席会員　23名　浅田、五十嵐、伊東（秀）、勝

見、加藤、河内、小山、松田、守谷、中河、

名本、西原、太田、大塚、大橋、左納、清

水、髙石、高岡、浦岡（深見、亀井、児玉）

ビジター　１名　佐々木善教（松山北RC）

ニコニコ箱

佐々木善教　久しぶりにメークアップさせてい

ただきます。

関　　啓三　 秋の褒章で藍綬褒章を戴きまし

た。これを励みとしてこれからも

頑張って参ります。宜敷くお願い

致します。

二神　良昌　関会員藍綬褒章叙勲おめでとうご

ざいます。土居さん卓話よろしく

お願いします。

石橋　和典　土居会員、義農作兵衛さんのお話、

松前町民として楽しみにしており

ます。

窪　　仁志　土居会員卓話楽しみにしています。

村井　重美　土居さん卓話宜しく。

尾谷　牧夫　土居社長、卓話楽しみにしており

ます。

佐々木　淳　土居さん卓話楽しみにしておりま

す。

吉村　紀行　土居社長、卓話楽しみにしており

ます。

倉田　　剛　はじめてロータリーのゴルフに参

（松山北RC）

加させて頂きました。とても楽し

かったです。二神会長、中住さん、

原田さん、そして米山さん、本当

にありがとうございました。

米山　徹太　先日のゴルフ会、お世話になりま

した。

浜田　修一　欠席続きで申し訳ございませんで

した。今日からまたよろしくお願

い致します。

菅井　久勝　大森先生、先日はロータリー財団

のお仕事ご苦労様でした。

秋山　影明　松山市大街道１丁目、吉田ファッ

ションギャラリーで東京芸大卒小

磯良平の教え子たちの絵画展を開

いています。是非鑑賞下さい。

津野　和美　ほんの少しずつお顔を覚えて参り

ました。

鶴田　直丈　バッジ忘れ。

土居　英雄　（会員誕生祝）誕生月の卓話とな

りました。本日はよろしくお願い

します。

鮒田　好久　（結婚記念祝）11月13日

伊藤　茂喜　（結婚記念祝）

武田　一宏　（結婚記念祝）11/18、（創業記念祝）

（なんとなくニコニコ）倉田（満）、大西、小野

川

卓　話　「義農作兵衛のこと」

� 土居　英雄　会員

　現在の伊予郡松前町は1955（昭和30）年、松

第3504回例会　2020年11月10日（火）
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前町、岡田村、北伊予村の合併で誕生した。人

口は3万人余、町内には湧水の親水公園（ひょ

こたん池公園・有明公園・福徳泉公園）があり、

県内有数のはだか麦産地のほか小魚珍味加工

業、ショッピングセンターエミフルMASAKI、

東レ愛媛工場などがよく知られている。また町

では「義農精神」継承の事業も催している。

　1595（文禄4）年、加藤嘉明が伊予国松前（正

木）城に6万石で入国、その後1603（慶長8）

年20万石に加増され松山に城を移築した。蒲生

忠知（外様）を経て、1635（寛永12）年、伊勢

国桑名藩より松平定行（親藩）が15万石で入封

し明治維新まで続いた。

　江戸時代は飢きんが多かったが、三大飢きん

として享保・天明・天保が言われる。作兵衛は

松山藩筒井村（合併前の松前町にある）の農家

に生まれた。1732（享保17）年の長雨と虫害に

よる飢きんの時に、周囲から麦種を食べるよう

に勧められたが、「農は国の基、種子は農の本。

身を犠牲にしても幾万の命を救えれば本望」と

言って大義に死んだ。この精神が「義農精神」

としていまに受け継がれている。当時の松山藩

は飢きん対策を講じたが、天災の経験が少な

かったことや藩主定英が参勤交代で江戸にいた

ことなどから思うような効果を挙げることがで

きなかった。しかし、1776（安永5）年、藩主

定静（さだきよ）が作兵衛の子孫に祭祀料とし

て年々米１俵を給与し、翌安永6年に義農作兵

衛の碑「義農之墓」を建立して以降、節目節目

に慰霊の行事と子孫への様々な配慮が行われて

きた。

　今年7月6日付の愛媛新聞朝刊には、1957（昭

和32年）に再建された義農神社の老朽化が進ん

でいるという記事が掲載されている。社殿の修

復にはいろいろと難問もあるようだが、「義農

精神」の顕彰継続のためにもぜひ解決方法を見

つけてほしいと思っている。

　ご清聴ありがとうございました。

例会記録

出席会員　72（67）名中49名　出席率72.06％

　　前回訂正出席率72.46％

欠席会員　23名　浅田、五十嵐、井関、勝見、

菊野、窪、小山、松田、守谷、名本、西原、

大塚、大橋、大美、清水、髙石、武田、鶴

田、浦岡、深見、亀井、児玉、玉置

ニコニコ箱

二神　良昌　河内会員、急な卓話依頼引き受け

て頂きありがとうございます。よ

ろしくお願いします。

土居　英雄　河内さん、卓話期待しています。

鮒田　好久　河内先輩、卓話楽しみにしていま

す。

第3505回例会　2020年11月17日（火）
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石橋　和典　河内会員、本日の卓話を楽しみに

しています。

伊藤　茂喜　河内さん、卓話楽しみにしており

ます。

菅井　久勝　河内さん卓話楽しみにしておりま

す。

米山　徹太　二神会長、佐々木さん、伊藤さん、

梅津さん、先日のゴルフお世話に

なりました。

松本　祐治　倉田剛様、本日はお気遣い有難う

ございました。

河内　広志　今日は「将棋の日」です。全国の

ロータリーでは親睦の碁のクラブ

は結構あるようですが松山クラブ

を含めほとんど将棋クラブはない

ようです。

（なんとなくニコニコ）木下（裕）、大西

早　退　　清田、前田、宮﨑、三原、中河、尾

谷、塩梅、関、梅津、吉村

卓　話　「道後温泉のまちづくりについて」

� 河内　広志　会員

　道後のまちづくりの精神は、初代道後湯之町

町長　道後温泉本館を建てた伊佐庭如矢に由来

します。

　「百年たってもよそが真似の出来ないものを

作ってこそ、それが初めてものをいう。人が集

まってくると町が潤い、子々孫々までの利益に

なる。」というものです。主な功績は、１松山

城の公園化、２道後鉄道の開設、3道後公園の

整備、4道後温泉本館の改築があげられます。

　2005年には、本館周辺の整備が行われ、本館

前の歩行者空間を確保しました。歩行者と自動

車の主導線を分離することにより、安全な回遊

動線、滞留空間を創出しました。また、ファサー

ド整備として「店舗壁面の意匠変更」、「店舗の

新改築」「屋上広告塔の撤去」が行われました。

まちづくりは、住民、商店主さんの理解を得て

行われてきました。「説得、納得、道徳」で行っ

てきました。

　この精神は、現在も飛鳥乃湯泉の建設や足湯

の建設設置に続いております。

　本館改築120周年の2014年には、道後オンセ

ナート2014が開催され、アートイベントを毎年

継続してきました。当初の目的としては、①新

たな顧客の創造、②ビジネスチャンスの創出、

③ブランディングでした。開催期間が１年など

長期間で開催。旅行業者のパンフレットでも

取り上げて頂けるように工夫しました。2019、

2020年は日比野克彦さんがメインアーティスト

になります。地域や観光客など多様な人々が参

加する、参加型のプロジェクトとなり、SDGs

をテーマにアーティストと一緒に楽しみ交流す

ることが特徴です。

　耐震化のため5つの旅館・ホテルの建て替え

が行われました。リニューアルを含め、宿泊施

設もより個人化にシフトし、様々なお客様に対

応できる個性化、多様化が行われています。

　本館修理工事については、道後温泉本館の文

化財の専門家による本館保存修理工事見学会を

開催し、好評を得ています。

　9月より、道後温泉公式サイトで道後温泉外

湯3館の利用状況を張信するサービスを開始し

ました。スマートホンなどから、待ち時間や整

理券の配布状況を簡単に確認できます。新型コ

ロナ感染予防対策となり、3密回避のためにも、

例会記録
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第3506回例会　2020年11月24日（火）

出席会員　72（67）名中47名　出席率68.12％

　　前回訂正出席率70.00％

欠席会員　25名　土居、五十嵐、伊澤、伊東（秀）、

勝見、松田、三原、三好、中河、名本、西

原、大塚、大橋、大西、左納、清水、髙石、

高岡、武田、立松、浦岡、吉村（深見、亀

井、児玉）

ニコニコ箱

二神　良昌　大美さん卓話宜しくお願いします。

村井　重美　卓話大美さん宜しく。

尾谷　牧夫　大美様卓話楽しみにしております。

守谷みどり　設立記念日を迎えました。

井関　正志　 11/17は急な所用が入り、卓話を

キャンセルさせていただきまし

た。菊野・河内会員には大変ご迷

惑をおかけしました。

河内　広志　 ダーウィンの「種の起源」の中に

「最も強い者が、最も賢い者が生

き延びる訳でも無く、唯一生き残

るのは変化出来る者」とあります。

RI会長は「ロータリーは機会の

扉を開く」をテーマに掲げ「ロー

タリーは変わらなければなりませ

んし、必ず変わります」と言って

おります。新型コロナが終息しな

い限り、ロータリー活動も従前ど

おりに出来ません。どのようにし

たら「奉仕の精神」を実現できる

かが問われています。今日はダー

ウィンの「進化の日」です。長く

なりましたので良心箱から罰金箱

へ2000円入れます。

津野　和美　 コロナが…みなさん気をつけま

しょう！

（なんとなくニコニコ）木下（裕）、小野川、米山

早　退　　太田

卓　話　「放送局とイベント」

� 大美　慶昌　会員

　日本では、新聞社や放送局などのメディアが

コンサートや公開番組をはじめとする公演事

業、展覧会などの展示事業、各種スポーツイベ

ント、福祉分野や教育関連など、様々なイベン

例会記録

役立っております。

　新型コロナウィルス感染拡大についても地元

観光事業者が協力して「感染症拡大防止策」を

徹底し、安心安全で楽しめる道後温泉をPRし

ています。これから先の100年先まで輝き続け

る道後温泉の賑わい創出に官民協働で取り組み

ます。ご協力をお願いします。
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例会記録

ト事業を行っています。

　なぜ放送局がこのようなイベントを実施する

のか。最も基本にあるのは、文化への貢献です。

それがベースにあって、①イベント自体を放送

コンテンツ化する　②番組と連動して展開する

ことで、番組を補完し、理解を深めてもらう　

③新たなタッチポイントを生み出す　④事業活

動のＰＲ、理解促進　などの効果を期待して実

施しています。

　日本では、文化振興への貢献がメディアの大

きな役割となっています。その中で、特に大型

企画展などの展覧会事業は海外から見てかなり

特殊な形で発展してきました。戦後、日本の展

覧会を主導したのは新聞社でした。日本人の渡

航に制限があった時代に、海外支局を持つ新聞

社が欧米の美術館と日本の開催施設の仲立ちを

し、展覧会の事業主体にもなりました。現在、

日本での大型企画展は新聞社、放送局などのメ

ディアが美術館等と共催で開催するスタイルが

主流となっています。海外では展覧会の事業主

体はあくまで美術館・博物館であり、メディア

が事業主体として加わることは基本的にありま

せん。日本のやり方がいいのか、悪いのか、い

ろいろな意見がありますが、このやり方で大型

企画展が実現できていることも事実です。お客

様には、展覧会と番組の両方を楽しみ、より理

解が深まるというメリット、放送局にとっても、

作品の撮影や番組制作がやりやすくなる、幅広

い層との貴重な接触機会を創出できるなどのメ

リットがあります。

　今、新型コロナの感染拡大で、展覧会に限ら

ず、様々なイベントが制約を受けています。放

送局として、どういうイベントを、どういうや

り方でやっていくのか、改めて放送・イベント・

ネットそれぞれの特性を生かしながら、放送局

ならではの展開を模索していきたいと考えてい

ます。
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11月17日㈫

①【報告事項】先日の会長会についての報告
② RAC助言委員会より2020－21年度ローター
アクトクラブへの助成金のお願い　承認。
③コロナ感染結果報告の対応について
④クリスマス例会について　

11月24日㈫

① 12月15日クリスマス忘年家族例会について
②コロナ感染結果報告の対応について　承認。
③コロナ感染に係わる通常例会の実施について
　実施、休会の判断を会長に一任　承認。
④ガバナー候補者の推薦について　承認。

理事会報告

誕生祝　 以下7名　村井（２日）、吉村（２日）、松田
（２日）、大西（3日）、清水（7日）、土居
（20日）、鶴田（28日）

結婚祝　 以下6名　土居（3日）、塩梅（3日）、松本
　　　　（3日）、伊藤（茂）（5日）、武田（18日）、二
　　　　神（25日）
創業祝　 以下4名　大橋（11日）、武田（15日）、守谷
　　　　（17日）、宮﨑（18日）

１．ガバナー月信
１．近隣RC例会予定表

11月のお祝い 配 付 物

令和２年11月度理事会決議事項

クラブニュース

以下29名　秋山、二神、浜田、濵本、石橋、井関、
伊藤（茂）、上甲、加藤、木下（英）、清田、倉田（剛）、
河内、宮﨑、三原、村井、西村、太田、大森、佐々

９・10月２ヶ月皆勤

木、塩梅、菅井、関、高橋、立松、結城、米山、深
見、中住、
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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/

ゴルフ会より　第380回松山ロータリークラブゴルフコンペのご報告

　令和２年11月8日㈰松山ゴルフ倶楽部にて開催さ
れました。参加者は中住会員、関会員、原田会員、
倉田（剛）会員、二神会員、洞出さん、藤本さん、米
山の8名でした。洞出さん、藤本さんは二神会員の
お知り合いの方です。又、倉田会員は初参加でした。
有難うございます。
　優勝は関会員でした。おめでとうございます！

　当日は好天に恵まれ快適な中、プレーを楽しみま
した。
　当ゴルフ会は12月・１月・２月は休会と致します。
3月から再開したいと思います。
　皆様、再開まで練習を積んでおいてください！
  （記　米山　徹太）

順位 参加者氏名 OUT IN GROSS HDCP NET

優　勝 関　啓三 47 54 101 28.8 72.2

準優勝 米山　徹太 44 44 88 13.2 74.8

3　位 （非会員）
洞出　正俊 49 46 95 18 77

区分例会日 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 72（67） 49 23 71.01％ 2 72.86％ 1

17日 72（67） 49 23 72.06％ 1 72.46％ 0

24日 72（67） 47 25 68.12％ 2 70.00％ 0

平均 72（67） 48.3 23.7 70.40％ 1.7 71.77％ 0.3

11月中の出席報告


