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　　 S.A.A.

　濱本会長体制になったと同時に、S.A.A.に就任しました。しかし、このS.A.A.と
いう役柄、いったい何をすればいいのか、半年経過した今でもよく分かっていませ
ん。辞書を引くとSergeantだけなら「軍曹」あるいは「巡査部長」とあるのですが、
Sergeant at armsとなると少し趣が変わって「（法廷・議会などの）守衛、衛視」と
訳されています。私はもともと社会部記者で、裁判の取材もしましたので、法廷の秩
序を守る警備員のようなものだろうかと想像します。法廷での警備員の仕事は普段は
ほとんどないに等しいのですが、学生運動が世間を騒がせていたころだけは、被告の
学生（主に複数）が裁判の進行を妨害するたびに、裁判長の「退廷」との指示を待っ
て法廷外に連れ出す役割でした。しかし、紳士・淑女の会であるロータリーで、そん
な騒ぎが起こることはありえませんので、「働く」機会がありません。実際この半年
で働いたのは、クールビズから秋の装いに切り替わる日にちを決めただけだったよう
な気がします。
　しかし気になっていることはあります。₅年ほど前、月に₁回、食事が中華料理の
時だけ、くじを引いて席に着くようになりました。いまも行われている通りです。例
会ではなるべくいろんな会員と会話し、知り合う方がいいだろう…というのがその時
の会長か、あるいは理事会の意向だったと、私は理解しています。しかし、実際には、
いつもの仲間がすでに座っているテーブルの番号を引き当てるまで、何回でもくじを
引き直している方が、少数ですが見当たります。決して美しい姿ではありませんし、
会員であることの意味の一部を自ら放棄しているように、私には思えます。私などは
₂番テーブルのメンバーが固定されるのはやむを得ないとして、例会ではいつも、く
じで席を決めるようにすればいい、と実は思っています。あまり大きな声でいうのは、
大人げないので、声に出しては申しませんが…。勿体ない、と思えて仕方がありません。

S.A.A.　林　　　純之介

巻頭メッセージ

₁月₃日㈫…定款適用により、休会
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例会記録

　第3093回例会　2011年12月６日（火）

　第3094回例会　2011年12月13日（火）

出席会員　69（61）名中48名　出席率71.64％
前回訂正出席率79.10％

欠席会員　21名　原田、石橋、市川、勝見、河内、
児玉（義）、御木、三原、三好、森本、長尾、
名本、大塚、白石、白塚、高須賀、浦岡、
渡部（浩）、渡辺（基）（藤山、宮田）

ニコニコ箱
玉置　　泰 本日の年次総会で選出される次年

度の役員の皆様、来年₇月からの
₁年宜しくお願いします。

菅井　久勝 12月₈日松山南RC例会にて、党
員の健康運動指導士の重信が卓話
をいたします。内容は脂肪燃焼
アップのカラダづくりについて
です。メークアップの方がいらっ
しゃいましたら宜しくお願い申し
上げます。

五味　久枝 東京モーターショーに行ってきま
した。自動車で未来を明るく変え
られるよう期待したいです。

出席会員　70（62）名中50名　出席率72.46％
前回訂正出席率78.26％

欠席会員　20名　土居、原田、市川、川瀬、児
玉（聡）、御木、三好、長尾、永木、名本、
西野、佐々木、清水、白石、関（啓）、高岡、
高須賀、津田、渡辺（基）（宮田）

ゲスト　　₁名　久松　定智
（2011〜12年度ロータリー財団国際親善奨学生）

ニコニコ箱
吉川　幸司 新入会員です。本日入会いたしま

した。今後共よろしくお願いいた
します。

濱本　道夫 NHK吉川局長、本日よくいらっ
しゃいました。今日からよろしく

米山　徹太 西村先生、先日来お世話になって
おります。

児玉　　聡 最近、欠席が多かったので。
吉田　直也 バッジ忘れました。申しわけあり

ません。
平原　立志 全日空ホテル₃Fのショッピング

モールAVAをリニューアル・オー
プンいたしました。ご覧下さい。

二神　良昌 （会員誕生祝）
深見　邦芳 （会員誕生祝）
清田　明弘 （結婚記念祝）
北村　一明 （結婚記念祝）
結城　　旬 （創業記念祝）

（なんとなくニコニコ）濱本、林、加藤、河田、
永木、小川

早　退　　佐々木（（結婚記念祝）（創業記念祝）、
ダブル記念祝にもかかわらず早退
です。申し訳有りません）、宮内（申
し訳ありません）

お願い申し上げます。
林　純之介 吉川さんお待ちしておりました。
深見　邦芳 久松さん、（ヤキモキ）しましたが、

留学が決まりおめでとうございま
す。12月14日は赤穂義士討ち入り
の日、松山ロータリーでは貴方の
おじい（祖父）様、久松定武様の
赤穂義士の卓話が年末の恒例でし
た。今日お迎えするのも何かのご
縁ですね！

石橋　和典 田代先生、米山さん、先日はあり
がとうございました。久松先生、
今日の卓話楽しみにしておりま
す。
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例会記録

河内　広志 北村委員長、早退で本日のクリス
マス家族例会打ち合わせ会に出席
できず、申し訳ありません。

白塚　重典 最近欠席が多いので反省していま
す。

米山　徹太 石橋さん、あと₆㎝でホールイン
ワン、惜しかったですね。

平原　立志 今年最後のニコニコ箱です。今年
度前半の皆様のご協力ありがとう
ございました。

泉川　孝三 会員誕生祝
亀井　義弘 会員誕生祝（12年12月12日の誕生

日に記念品を頂きありがとうござ
います。）

（なんとなくニコニコ）五味、眞鍋、森本、小川、
玉置

早　退　　大塚（①24年₄月「シンガポール事
務所」開設します。②24年10月　
證券子会社「いよぎん證券」設立
します）、三原　（最近欠席が続き
ましたので）、清田、山本（泰）

卓　話　「私ができる国際親善〜2011-12年度国際親善奨学生として〜」
ゲスト　2011〜12年度ロータリー財団

国際親善奨学生　久松　定智氏
　この度2011-12年度国際親善奨学生に選抜さ
れました、久松定智です。まず初めにご推薦い
ただきました松山ロータリークラブの皆様に厚
くお礼申し上げます。ありがとうございました。
私は現在愛媛大学農学部の環境昆虫学究室でポ
スドク研究員をしております。また私の家は松

山藩主久松家の直系の血筋で、初代定行から数
えて私が20代目となります。
　国際親善奨学生とは、国際親善と学業を目
的として派遣されます。派遣期間は₉〜12 ヶ
月ですが、その間に10回以上のスピーチを現地
ロータリークラブで行わなければなりません。
　渡米にこぎつけるまでには大変な苦労があり
ました。英語の試験（TOEFL iBT）にパスし
ないといけなかったり、また留学先の大学やア
メリカのロータリー本部など海外機関とのやり
とりや現地で行う研究の予備実験などにもかな
り時間を取られました。留学が決定した今、やっ
と報われた気分です。
　私の留学先ですが、アメリカ・ルイジアナ
州立大学のキャンパス内にあるLouisiana State 
Arthropod Museum（LSAM）というところで
す。予定では2012年₁月20日から₁年間、現地
で国際親善、そして研究に携わります。留学先
では現在行っているケシキスイという昆虫の分
類学的研究を行う他、LSAMの研究プロジェク
トに参加します。
　最後に、私ができる国際交流とは何でしょう
か。私は松山藩主久松家の血筋ということで、
国際親善を行うのはうってつけの人材だと自負
しております。国際親善大使として、久松家の
こと、そして松山のことを存分に紹介してきま
す。研究に関しては、LSAMと松山、そして愛
媛大学は現在交流がありません。留学を機に交
換留学や学術での交流などに発展していければ
と考えています。
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例会記録

　第3095回例会　2011年12月20日（火）

−クリスマス忘年家族例会−
於：㈱松山三越　₈階レストラン

出席会員　70（62）名中52名　出席率76.47％
前回訂正出席率80.88％

欠席会員　18名　土居、原田、泉川、市川、児

玉（義）、御木、三好、大塚、小川、菅井、
関（啓）、高須賀、玉置、渡辺（基）、山本（泰）、
吉川（藤山、宮田）

ご家族　　36名

—  4 —



クラブニュース

理事会報告

12月のお祝い

誕生祝　 以下₄名　亀井（12日）、二神（14日）、
泉川（20日）、深見（28日）

結婚祝　 以下₅名　白石（₅日）、北村（₈日）、　
浦岡（₉日）、清田（15日）、佐々木（22日）

創業祝　 以下₅名　結城（₈日）、濱本（20日）、　
佐々木（28日）、田代、児玉（聡）

配　付　物

₁．ガバナー月信
₁．ライト＆ライフ
₁．近隣ロータリークラブ例会予定表
₁．会報10月号

12月₆日㈫
①　米山奨学会　普通寄付金の件（今年度下

半期より、@2,750円×会員数→@3,000円×
会員数に増額する。）　承認。

②　₃/17㈯　松山南RC40周年記念式典お祝
いの件30,000円　承認。

平成23年12月度理事会決議事項 ③　₃/₃㈯　西条RC50周年記念式典お祝い
の件20,000円　承認。

④　ガバナー事務所より、タイ洪水被害救済
事業への寄付のお願い　否認。

⑤　亀井直前ガバナー及び大森直前地区代表
幹事へ感謝状贈呈の件（クリスマス例会時
に）承認。記念品を贈呈するかは会長に確認。

勤　務　先：NHK松山放送局　
局長　　　　　　　
堀之内5番地
TEL 921－1111

生 年 月 日：昭和32年₈月17日
入会年月日：平成23年12月13日
趣　　　味：ゴルフ、落語

氏名：吉川　幸司

新入会員紹介
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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/

クラブニュース

松山ロータリー・ゴルフ会　12月例会

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
₆日 69（61） 48 21 71.64％ 5 79.10％ 0
13日 70（62） 50 20 72.46％ 4 78.26％ 0

20日 70（62） 52 18 76.47％ 3 80.88％ 0
平均 69.7（61.7） 50 19.7 73.52％ 4 79.41％ 0

例会日 区分

12月中の出席報告

　今月は白石省三会員ホールインワン記念ゴルフ
コンペにエントリーすることで例会としました。
当クラブからは中住、眞鍋、米山、石橋、渡部（浩）
の₅名が参加しました。全体では53名参加の大コ

ンペでした。成績は₆位米山（74.₂　97）、₉位石
橋（74.₈　94）、17位中住（76.₂　99）、23位眞鍋

（77.₀　89）、25位渡部（浩）（77.₂　100）（ダブル
ペリア方式。カッコ内左はネットスコア、右はグ
ロススコア）でした。（写真はスタート前のもので
す）　　　　　　　　　　　　　　（記・渡部浩三）

平成23年12月10日㈯
於：北条カントリー倶楽部

（クリスマス忘年家族例会）
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