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事務局 松山市一番町 4 1 5 一誠ビル 7Ｆ ＴＥＬ
（089）932−4426 会長 林純之介 幹事 三原英人

2006‐2007年度国際ロータリーのテーマ
2010〜2011年度国際ロータリーのテーマ

地域を育み、
大陸をつなぐ
2010〜2011年度
2006〜2007年度
国際ロータリー会長

Ray
Klinginsmith
ウィリアム
B・ボイド

例会予定
₃月₁日㈫…「オーロラに駆けるサムライ
和田重次郎」
ゲスト…NPO法人 和田重次郎顕彰会会長
土居 貴美氏
₃月₈日㈫…
「六世紀前後の新居浜」
名本 二六雄会員
₃月15日㈫…
「四国B級グルメについて」
ゲスト…今治焼豚玉子飯 世界普及委員会会長
田中 雅仁氏
₃月22日㈫…
「さとなおが今やろうとしていること。」
吉田 直也会員
₃月29日㈫…
「地区大会についての説明会」

巻頭メッセージ

愛媛第Ⅱ分区 インターシティ・ミーティングにおいて
副会長

濱

本

道

夫

2011年₂月₅日（土）
、ホストクラブ八幡浜ロータリークラブにて、I.Mが開かれま
した。基調講演ではRI元理事“菅生浩三”氏による“ロータリーの基本理念”につ
いて御指導を受け本当に感銘を受けました。全部を御紹介出来ないのは残念ですが菅
生浩三氏の文章を抜粋し御紹介致します。
“人は自分で生きていくものでありますが、同時に他人のおかげで生きることがで
きるものであります。現に、私どもの財産の価値は他人様や社会が決めていますし、
人はいくら人間嫌いでも精神的に社会を離れて一人では生きることはできません。自
分で生きることすら、他人様のおかげで可能なのです。人は、物心ともに他人様とと
もに社会の中でしか生きられない存在で、
しかも心を持った精神的な存在であります。
従って、人は自分のことだけでなく、他人様のことを真剣に考え、他人様のために誠
実に尽した充実感によって、初めて自分の幸せを手に入れることができるのでありま
す。しかもこの考え方は、ロータリーだけの独占物ではありません。人間と社会の本
質に由来する人間存在の基本を流れる真理であります。
そこでロータリーは、
このサー
ビスという考え方を一生懸命に提唱して、その実行に努めています。
”
RI元理事菅生浩三氏の講演の一部分の紹介ですが、私にとっては“目からウロコ”
のインターシティ・ミーティングでした。ありがとうございました。

例会記録
第3052回例会

2011年２月１日（火）

出席会員 70（60）名中46名 出席率69.70％
前回訂正出席率81.82％
欠席会員 24名 秋山、土居、江田、遠藤、原
田、泉川、市川、河田、北村
（忍）
、清田、
工藤、御木、三好、白石、関
（啓）
、渡辺
（基）
、
山本
（泰）
、結城、吉田、米山（麻生、藤山、
松岡、宮田）
ビジター ₂名 瀬川 隆久（道後RC）
石田 信正（ 〃 ）
ニコニコ箱
道後RC
瀬川 隆久 お久しぶりです。よろしくお願い
します。寒さもちょっとゆるんで
ほっとしています。
道後RC
石田 信正 お世話になります。
林 純之介 道後の石田会員、瀬川会員ようこ
そおいで下さいました。
坂本 康真 卓話をさせていただきます。宜し
くお願いいたします。
中住 義晴 ₁ 月30日、本年₁回目のロータ
リーゴルフ会で優勝しました。
三原 英人 昨日、新しい事務局を訪問しまし
た。明るく快適な環境です。皆様
も是非お立ち寄りください。
柏原 康弘 久しぶりの出席です。風邪で弱っ
ています。
高須賀 征二郎 厳寒の連日です。風邪に気をつけ
ましょう。
河田 正道 林さん、昨日は風邪で迷惑をかけ
ました。
玉置
泰 林さん、昨夜はお世話になりまし
た。
山本 博敏 今日から弊社の春の販売キャン
ペーンが始まりました。まだフ
レッツ光をご利用いただいていな
い方ご紹介下さい。
眞鍋 次男 祝・アジアカップ優勝!!
五味 久枝 会員誕生祝
河内 広志 結婚記念祝
下別府俊也 結婚記念祝
飯尾 寛治 （創業記念祝）親父から数えて82

年です。
（なんとなくニコニコ）伊賀上、森本（惇）、森
本（三）
早 退
二神（渡部さん、米山さん、江田さん、
昨日のゴルフご迷惑をおかけしまし
た。）、津田（早引きします。）、川瀬
卓

話

「三井と三越」

坂本 康真 会員
三井の歴史は300年前まで溯ります。
三井家の由来は関白太政大臣藤原道長の六男
長家の₅代目といわれる、藤原右馬之介信生が
近江に地方官として赴任し三井姓を名乗ったの
が最初です。
江戸初期、松阪で酒・味噌・質商を営み始め、
延宝元年、三井高利（三井家の家祖）が伊勢松
阪から出て江戸本町に呉服店「越後屋」を創業、
世界で最初の「店先現金掛値なし」正札販売を
打ち出しました。当時大店では見本を持って得
意先を回る「見世物商い」か、品物を直接得意
先に持ち込む「屋敷売り」が普通で、支払いは
盆暮れ₂回の掛売り方式でしたが、この新商法
は出張や集金の手間を省く事で経費削減し現金
取引する事で資金の回転を速め、それにより掛
値なしの正札販売を行うというシステムで結果
的に客層が大幅に拡大しました。
この江戸店開店に合わせて同年₈月京都に仕
入店を開設。当時高級呉服物の仕入はすべて京
都で行われていた為、江戸で開業するには京都
に店を持つ事が必須要件であり、呉服商の理想
型とされていました。
京仕入店開設以来、京都は明治₄年まで三井
家事業の本拠地となりました。
明治維新後、明治₅年に本拠地を京都から東
京へ移しました。
（中略）
時代は昭和に移り、昭和₃年㈱三越呉服店か
ら㈱三越へと近代百貨店への移行をすすめてい
くことになります。
又、松山三越も昭和21年10月戦後初の支店と
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して木造平屋の小さな店でスタートしました。
初日の来客数は11,225人の大盛況でした、当時
の松山市の人口から見て10人に₁人が初日の開
店を祝って戴いた事になります。昭和26年には
店の屋根の上を舞台にして松山初のファッショ
ンショーを開催しました。昭和30年に松山三越
では開店10周年を記念して本館建築に着手し翌

第3053回例会

年11月完成、県下で初のエスカレーターが運行
開始され、靴を脱いで乗られる方も多数おられ
当時昇口には接待係がついていました。
平成に入り、平成₃年₉月に吹き抜けのアト
リウムコートや地下駐車場など全国でもユニー
クな設備が設けられた松山三越がリニューアル
オープンし、現在に至っております。

2011年２月８日（火）

出席会員 70（60）名中51名 出席率76.12％
前回訂正出席率82.09％
欠席会員 19名 江田、遠藤、五味、原田、伊
賀上、石橋、市川、河田、北村
（忍）
、河内、
御木、森本
（惇）
、森本
（三）
、佐々木、下別
府、白石、
（麻生、松岡、宮田）
ニコニコ箱
小川 純生 本日初めて卓話をさせて戴きま
す。宜しくお願いします。
林 純之介 小川会員、卓話楽しみにしていま
す。
二神 良昌 小川宮司、神社界の為に卓話頑
張って下さい。
三原 英人 先日のI.Mへ参加された皆様、お
疲れ様でした。ロータリーの綱領
について学ぶとともに、個人的に
は交通安全についても学びまし
た。
米山 徹太 I.Mご参加の皆様、お疲れ様でし
た。
大森 克介 ガバナー事務所としての仕事は₇
割ほど終了した感じですが、地区
大会があります。皆様のご協力を
お願いします。
玉置
泰 久しぶりに実行委員会に出させて
頂きます。
加藤
崇 卓話のテーマがまだ決まらず悩ん
でいます。
名本二六雄 ₂年半掛けての新居浜古墳公園完
成。見学に行って下さい。
（冠な
ど目ざましい遺物3,900点）

工藤

文裕 愛媛マラソンにエントリーし、無
事完走することができました。
眞鍋 次男 愛媛マラソン、娘が完走できまし
た。
中住 義晴 ₂/₆、80歳代になってはじめて
エイジシュートを達成しました。
通産で13回目です。因みにスコア
は79（40・39）でした。
三好 哲生 久しぶりの例会出席です。がんば
ります。
川瀬 文隆 バッジ忘れです。
児玉 義史 バッジを忘れ受付で借りました。
渡辺 基樹 （会員誕生祝）今月44回目の誕生
日です。
関
啓三 （ご夫人誕生祝）（早退）
清田 明弘 （創業記念祝）
（なんとなくニコニコ）秋山、平原、高須賀
早 退
柏原（バッジ忘れ）、土居、田嶋、
山本（泰）
卓

「神社・神社参拝のミニ知識」
小川 純生 会員
まず、今年の干支・辛卯（かのとう）年につ
いて、「資料」をもとに説明させて頂きました。
次に神社の現状について、昭和20年に神社関
係者の総意により、全国神社の総括法人として
神社本庁を設立。神社本庁は、伊勢神宮を本宗
と仰ぎ、伊勢神宮及び神社を包括し、その実践
を挙げて神職の養成、研修、及び氏子崇敬者の
強化育成を本旨としています。
平 成19年12月 現 在、 神 社 は79,021社・ 神 職
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21,680名が北は北海道から南は九州まで、海外
ではアメリカ、東南アジア諸国などにも有り活
躍しています。
当愛媛県では、1,240社、478名の神職が奉仕
しています。
私の奉職している、愛媛縣護國神社と全国の
護國神社について、主たる護國神社は全国で52
社。その大半が内務省指定神社であり、各都道
府県に₁社以上あります。
東京には靖國神社があり、神奈川県は戦災で
消失、両都県には護國神社はありません。北海
道・岐阜県には各₃社、島根・兵庫・広島に各

第3054回例会

2011年２月15日（火）

出席会員 70（60）名中54名 出席率83.08％
前回訂正出席率86.36％
欠席会員 16名 市川、加藤、北村
（一）
、木村、
御木、森本
（惇）
、小川、浦岡、山本
（博）
、
吉田、米山（麻生、藤山、松岡、宮田、関
（宏）
）
ニコニコ箱
伊賀上久幸 初めての卓話です。頑張ります。
林 純之介 伊賀上さん卓話楽しみにしていま
す。
河内 広志 ₂/22の火曜会はご利用をありが
とうございます。あいにく県外出

第3055回例会

₂社、合計52社に靖國神社を含めて構成されて
いるのが、全国護國神社会であります。
この52社は、終戦から10年ごとに天皇陛下か
ら直接幣帛料を頂戴しています。
また靖國神社は、春秋の大祭に、陛下のお代
理として、勅使が参向され幣帛をお供えし、ご
祭文が奏上されます。次に、神社参拝ミニ知識
として正式な神社参拝の心得と実習を実地致し
ました。
会員の皆様には今後の神社参拝の何らかのお
役に立てればと願いつつ初めての卓話を終了致
しました。

張で不在にして居りますが大いに
楽しんで下さい。
河田 正道 愛媛マラソンが無事終わりまし
た。ご協力いただいた皆様にお礼
を申し上げます。
江田 和彦 ₂週続けて欠席してしまい申し訳
有りませんでした。
（なんとなくニコニコ）坂本（早退）、秋山、五
味、清田、高須賀、津田、山本（泰）
早 退
泉川、川瀬、白石、関（啓）、玉置

2011年２月22日（火）

出席会員 70（60）名中49名 出席率74.24％
前回訂正出席率83.33％
欠席会員 21名 浅井、江田、遠藤、二神、五
味、原田、柏原、亀井、川瀬、河内、御木、
森本
（惇）
、佐々木、下別府、津田、山本
（克）
、
山本
（泰）
、
（麻生、藤山、宮田、松岡）
ゲスト
₁名 北岡 省三
（漆芸家・日本伝統工芸会理事：
高松東RC会員）

ニコニコ箱
中住 義晴 地区チーム研修会に参加しまし
た。往復は石橋会員にお世話にな
りました。大変楽しい一日でした。
ありがとうございました。
関
啓三 ₂/20の松山ロータリーゴルフ会
お世話になりました。
米山 徹太 松山ロータリーゴルフ会、お疲れ
様でした。
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平原

ロビーにひな人形を飾っていま
す。外国人宿泊客に大好評です。
林 純之介 春めいた陽気にニコニコ。
（なんとなくニコニコ）秋山、北村
（忍）
、清田、
玉置、小川
早 退
西村（秋山さんいつもニコニコご苦
労様です。
）
、土居、木村、浦岡、渡
部
（浩）
卓

立志

話

「香川県の漆芸」
ゲスト…漆芸家 日本伝統工芸会
理事 北岡 省三氏
漆工芸が東洋独特の工芸技術として評価され
縄文前期から長い伝統を持っているのは、漆の
性質に負うところが大きい。
漆は、漆の樹の幹に傷をつけて滲み出る樹液
を集める（生漆と言う）
。生漆を濾過して長時
間搔き混ぜ、
油や顔料を加えて「精製漆」を作る。
気 温25～30度、 湿 度75～85 ％ で 硬 化 す る。
接着力が強く、酸その他薬品に侵されない。
漆の工芸品は、漆を何回も重ね塗りすること
で、美しい光沢と色合いが出てくる。
技法には次のようなものがある。
・彫漆（ちょうしつ）…黒、朱、白、藍、黄、
緑などの色漆を数十回、数百回塗り重ねて層
を作り（百回で₃ミリの厚さ）
、模様を彫り

込む技法、彫るにつれて重ねた色漆が現れて
美しい模様が表現されてくる。
・ 堆 漆（ つ い し つ ）… 彫 漆 の 技 法 の ひ と つ、
堆朱、堆黒等。
・ 蒟 醬（ き ん ま ）… タ イ で 起 こ っ た 技 法 で、
主として黒漆の面に文様を彫り赤漆を埋め込
み研いで平面にする、近年は赤以外の色漆も
使われる。
・存清（ぞんせい）…黒、朱、黄等の地に色
漆で模様を描き、その輪郭を毛彫して、彫口
に金粉、金箔を埋めて模様を引き立てる技法。
・蒔絵（まきえ）…漆で描いた模様の上に金粉、
銀粉や色粉を蒔きつける技法。わが国で各時
代に多岐多様な作品が作られた。
・螺鈿（らでん）…貝を切り抜いて漆面に貼
り模様を表現する。主に蒔絵と併用される。
・沈金（ちんきん）…漆器の面に模様を彫り
凹部に漆を入れ金箔、銀箔、色粉を埋める。
香川では、江戸時代の「玉楮 象谷」以来「蒟
醬」「存清」「彫漆」「堆漆」の技法による漆工
芸品が作られ、₄人の重要無形文化財保持者を
輩出している。
（映像により、北岡氏の彫漆を中心とした作品
の解説があった。）
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理事会報告
平成23年₂月度理事会決議事項
₂月₁日㈫
① 北条RC40周年記念式典お祝い金の件 松
山 ク ラ ブ60周 年 時：30,000円、70周 年 時：
20,000円頂いておりました。
（30,000円とする）
承認。
② ライラセミナー・少年少女キャンプ費用の
件 ※ライラセミナー⇒参加費は例年クラブ
負担 交通費のみ本人負担としております
（募集人数₁〜₂人）※少年少女キャンプ⇒

交通費含む参加費52,000円のうち32,000円を
クラブ負担（募集人数₅〜₆人） 今年度よ
りいずれも新世代活動費より拠出 承認。
③ 過去、会員誕生祝品のグラスの件 25個あ
り（クリスマスのオークションへ出品する）
承認。
④ 入会希望者の件 サントリービア＆スピ
リッツ㈱ 淺井 清司氏（会員増強委員会へ）
承認。

平成23年₂月度臨時理事会決議事項
₂月22日㈫
① 2010〜11年度地区大会配偶者全員登録の件
承認。

クラブニュース
配 付 物

２月のお祝い
誕生祝 以下₂名 五味（12日）、渡辺（基）
（28日）
結婚祝 以下₄名 中住
（₄日）
、市川
（13日）
、河内
（22日）
、下別府
（22日）
創業祝 以下₅名 高橋
（₁日）
、飯尾
（10日）
、伊賀
上
（16日）
、清田
（20日）
、遠藤
（22日）

₁．ガバナー月信
₁．ライト＆ライフ
₁．会報12月号
₁．近隣ロータリークラブ例会予定表
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クラブニュース
松山ロータリー・ゴルフ会

２月例会

平成23年₂月20日（日）
於：松山ゴルフクラブ川内コース
参加者 江田、佐々木、関（啓）、渡部（浩）、米山、

順

位

氏

名

優

勝

関

啓三

準優勝

佐々木

₃

綿崎

位

綿崎賀彦、増田一孝（₂名非会員） 計₇
名

OUT

IN

44

46

Total Hdcp
90

12.0

78.0

Net

淳

51

48

99

21.0

78.0

賀彦

58

52

110

28.0

82.0

２月中の出席報告
区分

会員数

出席会員数

欠席会員数

₁日

70（60）

46

24

69.70％

8

81.82％

2

₈日

70（60）

51

19

76.12％

4

82.09％

0

15日

70（60）

54

16

83.08％

3

86.36％

0

22日

70（60）

49

21

74.24％

6

83.33％

0

平均

70（60）

50

20

75.79％

5.3

83.40％

0.5

例会日

当日出席率 メークアップ数 前回訂正出席率 ビジター数

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/
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