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巻頭メッセージ

　　副会長として
副会長　二　神　良　昌

　副会長に就任して8か月が経とうとしています。三原会長の「ロータリー活動を

充実させよう」という運営方針を後4か月で少しでも達成させていく事が自分の使

命と思います。会員の皆様年代層も違うし、企業ではトップの方々ですのでロータ

リーに対する考え方が異なって当然と理解していますし又、簡単な事ではないと思

います。しかし、まず会員同士の親睦をより深くする事が社会貢献にも繫がってい

くのではないかと思います。会長が今年度に火曜会を廃止して夜間例会の回数を増

やしたのもその為と理解しています。皆様お忙しいのは十分承知の上でお願いしま

す。出来るだけ多くの方に出席して頂いてお酒を酌み交わして頂き親睦を深めま

しょう。

　2月23日には会長エレクトセミナーが有り次年度ＲＩ会長の方針発表を聞いて次

年度のテーマを決めていかなければなりません。私は浜田前会長の「楽しんでロー

タリー」三原会長の「ロータリー活動を充実させよう」のテーマを引き継いで会員

同士のつながりを深めていきたいと思っています。宜しくお願いします。

例会予定
 3 月 3 日㈫…「自己紹介と会社紹介」

木下　裕介会員
 3 月10日㈫…定款第６条第一節適用によ

り、休会
 3 月17日㈫… 〃
 3 月24日㈫…「名字について」

尾谷　牧夫会員
 3 月31日㈫…「中学生のスマホ利用とテレビ視聴」

加藤　修司会員
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第3478回例会　2020年２月４日（火）

出席会員　69（64）名中47名　出席率70.15％
　　前回訂正出席率79.41％
欠席会員　22名　土居、林、清田、河内、児玉、

三浦、三好、守谷、西原、大塚、大橋、大
美、佐々木、関、高梨、筒井、鶴田、浦岡、
柳谷、山添（亀井、田代）

ニコニコ箱

三原　英人　佐藤昭美名誉会員に感謝申し上げ
て。

鮒田　好久　名本先生卓話楽しみにしておりま
す。

石橋　和典　名本先生、卓話を楽しみにしてい
ます。

菅井　久勝　名本先生、卓話を楽しみにしてい
ます。

米山　徹太　先日の土曜、日曜の１泊2日で、
余島にてライラカウンセラーミー
ティングを実施しました。上甲さ
ん、ご参加ありがとうございまし
た。皆様受講生のご推薦をお願い
します。

田中　和彦　今度の日曜日、愛媛マラソンを走
るロータリアンの皆さんがんばっ
て下さい。カメラ34台で皆さんを
追います。是非、映って下さい。

西村　真也　 日曜日の息子とイリーナ・メ
ジューエワさんのコンサートに多
数のロータリアンの方々に来てい
ただき、有難うございました。

高橋　伸定　（創業記念祝）名本先生卓話楽し
みにしております。

（なんとなくニコニコ）　浅田、勝見、河野
早　退　　浜田（今日から春ですね。愛媛マラ

ソン出場の方、頑張るより楽しんで
想い出マラソンにして下さい）、菊
野、木下（裕）（本日早退にてスミマ
セン）、尾谷、塩梅、玉置

卓話　松山を掘る

� 名本　二六雄　会員

　愛媛県は埋蔵文化財の宝庫である。
　四国各県は小さな島の上に重なっているか
ら、人の活動も村の存在も、小じんまりしたも
のであったと想像しがちであるが、1,500年前
の古墳時代後期の此の地の社会を復元してみる
と、生活の遺址である「村々」や死後の棲み家
の「墓地」からは、現在のこの地にみられる賑
やかさを想像できる程の遺跡が発見できる。
　村の大きさは不明だが、市内のどこを掘って
も、その地下には幾つかの竪穴式の家が数軒で
てくるし、小山の上には「村々」の村長クラス
を葬った古墳が数多く発見される。
　松山城が山頂にある城山のいくつかの尾根に
は、直径10米・高さ2米ほどの古墳が200基以
上並んでいる。松山城が出来たのが400年前。
それから約1,000年も前に、古代の松山に散在
した村長さんクラスの墓が200以上もあった。
一基の古墳には５人位の人が葬られているか
ら、城山には古墳時代の後期（６～７世紀）の
人達が1,000人以上葬られている。
　この人達の住んでいた村は、城北一帯城南一
帯に、田畑を伴って「在った」ものだろう。
　城の南北の平野には、住宅開発や学校・病
院・マンション等の建設に伴って、竪穴住居の
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村址や水田址が必ず発掘される。古墳の時代よ
り500年も古い弥生時代の村も重なる。
　愛媛の松山・今治は古くから開けた「国」と
云ってもよい。古墳からは須恵器が100箇単位
で出土し、刀剣・鎌・鍬等の農工具・くつわ等
の馬具が出るし、住居址からは、壺・甕・皿の
土器の日用品と小刀や農具などが出る。弥生時
代はそれに磨製石器が伴う。瀬戸内は2,000年

以上前からの拓けた土地で、古墳時代に入った
頃は、この地も伊予「国」となって王様もいた。
「椿」さんは伊予国王の「宮殿」と「墓地」で
ある。
　遺跡が多いと「開発」に伴う遺物の出土も多
く、盗掘も多い。盗掘をしなくても、工事現場
へ行けば立派な「遺物」が拾えるのが松山であ
る。

出席会員　69（64）名中40名　出席率59.70％
　　前回訂正出席率69.12％
欠席会員　29名　浅田、土居、堂野、二神、鮒

田、伊東、加藤、木下（裕）、窪、河内、前
田、松田、三好、名本、西原、大塚、大橋、
大美、尾谷、左納、清水、髙石、高梨、田
中、筒井、浦岡、結城（亀井、田代）

ニコニコ箱

佐藤 昭美　 故佐藤昭美様よりニコニコを頂戴
いたしました。

太田　茂樹　本日、卓話をさせて頂きます。よ
ろしくお願いします。

石橋　和典　太田さん、卓話を楽しみにしてい
ます。

菊野　先一　太田さん卓話宜しくお願いしま
す。

倉田　　剛　太田さんの卓話たのしみです。
三浦　　明　太田さん、本日の卓話楽しみにし

ております。
村井　重美　太田さん卓話宜しく。

志鷹　寛明　太田さん、卓話を楽しみにしてい
ます。

菅井　久勝　太田さん、卓話を楽しみにしてい
ます。

吉村　紀行　太田さん卓話楽しみにしておりま
す。

木下　英雄　先日土曜日にサマースクール講師
伊藤先生の慰労会に参加された
方々、ありがとうございました。

米山　徹太　木下英雄会員、先日はお世話にな
りました。

児玉　義史　以前にお願いしました、ボーイス
カウト松山第16団のビーバースカ
ウト募集の件、無事4名の入団が
ありました。御協力感謝します。

守谷みどり　商工会主催のチャリティディナー
ショー大盛況でした。

林　　章二　（ご夫人誕生祝）
（なんとなくニコニコ）　河野
早　退　　三原（愛媛マラソン応援頂いた方あ

りがとうございます。不本意なタイ

第3479回例会　2020年２月18日（火）

（ 名 誉 会 員 ）
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ムでしたが無事に完走しました）、
佐々木、鶴田

卓話　建築と社会の年代記��竹中工務店400年の

歩み

� 太田　茂樹　会員

　竹中工務店は昨年創立120周年を迎えました。
これまでの当社の歩みとこれからの取組みにつ
いてお話しさせて頂きます。
　当社には「創業」と「創立」という言い方が
あり、「創業」は1610年織田信長の普請奉行に
始まり、  400年になります。発祥の地は名古屋
で、生業のスタートは神社仏閣の造営です。そ
の後、1899年に神戸に赴き「三井銀行小野浜倉
庫」を建築し、以降近代建築業の道へと進んで
いきます。この年が「創業第１年」となってお
りまして、昨年が「創立120周年」ということ
になります。この長い歴史のなかで数多くのラ
ンドマークとなる建物を建設してきましたが、
愛媛では、道後舘（1989年）、愛媛武道館（2003
年）、坂の上の雲ミュージアム（2006年）や、
最近では三浦工業ショールーム（2018年）、松
山東雲女子大・短期大学新館（2019年）など建

設させて頂いています。
　これからの取組みとしては、当社は「木造建
築」について積極的に取り組んでいます。従来
の「伝統木造」ではなく「新たな木造建築」に
ついて取組を行っています。５年前に「木造木
質建築推進本部」という部署を立ち上げ、「木
のイノベーションで森とまちの未来をつくる」
というミッションの下に活動しています。
　その活動のひとつに、当社が開発した「耐火
集成木材　燃エンウッド」があります。今では
更に開発が進み、2時間耐火認定を取得し14階
建ての「木造建築」が可能となっています。適
用事例としては、現在工事中、計画中合わせて
16件あります。
　次にCLTについてです。CLTは、建物の床
や壁に利用でき、愛媛県も積極的に取り組もう
とされている建材です。こちらの適用事例は、
工事中、計画中を含め9件あります。今後2025
年までには、20階建の高層木造建築物を実現し
たいと考えています。
　当社はこれらの活動を通じ、今後も「まちづ
くりエンジニアリング企業」のリーディング・
カンパニーになれるよう活動して参ります。
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－夜間例会－

（ハイボールと食とのマリアージュ会）

於：道後プリンスホテル

出席会員　69（64）名中37名　出席率56.92％
　　前回訂正出席率75.76％
欠席会員　32名　浅田、浜田、濵本、原田、五

十嵐、伊東、勝見、加藤、河野、三好、守谷、
名本、西原、西村、大塚、大橋、大美、大
森、佐々木、左納、塩梅、清水、髙石、高
岡、田中、筒井、鶴田、浦岡（深見、亀井、
田代、玉置）

ニコニコ箱

三原　英人　河内さん高梨さん本日はお世話に
なります。

二神　良昌　河内さん高梨さん本日はお世話に
なります。

石橋　和典　河内社長、今日は宜しくお願いし

ます。
村井　重美　今日は夜の例会楽しみにしていま

す。
菅井　久勝　河内さんよろしくお願いいたしま

す。
吉村　紀行　ハイボールとのマリアージュ、楽

しみにしております。
高橋　伸定　ＰＥＴＳ・ＤＴＴＳ参加の皆様お

疲れ様でした。米山さん運転お疲
れ様でした。

前田　克哉　書き損じはがき、社内で集めたら
1,000枚集まりました。

河内　広志　今日は「2・26事件」の前日です。
観光業界が制圧され自決してしま
いそうです。

（なんとなくニコニコ）　木下（裕）

第3480回例会　2020年２月25日（火）
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２月４日㈫

①【報告事項】広島銀行の普通預金口座につい
て　承認。
②第42回ライラセミナー参加費について 承認。
③第44回少年少女キャンプ参加について 承認。

令和２年２月度理事会決議事項 ④３月15日㈰地区研修・協議会　於：高松市
　借り上げバス代金について　承認。
⑤今年度会員オリエンテーション開催について
　承認。

誕生祝　 以下１名　筒井（22日）
結婚祝　 以下4名　中住（4日）、志鷹（4日）、倉田

（剛）（8日）、河内（22日）
創業祝　 以下2名　亀井（10日）、清田（20日）

１．ガバナー月信
１．近隣ＲＣ例会予定表

２月のお祝い 配 付 物

クラブニュース

理事会報告
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クラブニュース

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

 4 日 69（64） 47 22 70.15％ 7 79.41％ 0

18日 69（64） 40 29 59.70％ 7 69.12％ 0
（夜間例会）

25日 69（64） 37 32 56.92％ 13 75.76％ 0

平均 69（64） 41.3 27.7 62.26％ 9 74.76％ 0

２月中の出席報告

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/




