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　　 副会長としての日々

巻頭メッセージ

₃月₆日㈫…「報道しない自由」
ゲスト…前愛媛県知事　加戸　守行氏

₃月13日㈫…「自己紹介とみどりむしとは？」
守谷みどり会員

₃月20日㈫…「外科医と内視鏡」
大森　克介会員

₃月27日㈫…「歳をとらない人々」
浦岡　正義会員

例会予定

副会長　浜　田　修　一

　平成₈年、取引先でお世話になっていた亀井パストガバナー（当時社長）からお誘

いを受け、当クラブに入会させていただきもう22年を迎えます。

　入会させていただいたお陰で、異業種のそれも素晴らしい方々と接することによる

刺激と、自分の見識の未熟さを思い知らされ、自己啓発をして早く皆様方に少しでも

近づかねばという自覚とその努力をする機会を与えていただきました。未だ路半ばで

すが、副会長という立場を頂戴し、今は児玉会長のもと修業中の身です。児玉会長の

ような冷静さと気配りを見習い、次のステップに活かせるように念じております。

　去年の₇月から今まで大変順調なクラブ運営がなされています。「みんなでロータ

リー」を掲げたスローガンを実践中であり、その目標完遂は間近です。

　微力ながらお役に立てるように尽くしたいと思います。皆様方のご協力によりこの

スローガンは達成できます。力を合わせて素晴らしい年度にしましょう。



例会記録

出席会員　74（66）名中58名　出席率81.69％
前回訂正出席率87.84％

欠席会員　16名　林、市川、勝見、窪、三原、森、
大塚、小野里、佐々木、髙石、高岡、豊田、
米山（亀井、中住、田代）

ゲスト　　₁名	 濱﨑　栄則
	 	 （愛媛県陸上競技協会副会長）
ニコニコ箱
児玉　義史	 濱﨑様、ようこそ御来会下さいま

した。卓話、楽しみにしておりま
す。

田中　和彦	 愛媛マラソンの大功労者にして、
黒幕でもある濱﨑先生‼ご講話よ
ろしくお願いします。

河野　次郎	 濱﨑様、お話楽しみにしておりま
す。

永木　昭彦	 極寒の伊予路走らせて頂きまし
た。関係者、応援の皆様お疲れ様
でした。ありがとうございました。

村井　重美	 寒いですね、春こいこい早くこい。
甕　　哲也	 寒い日が続きますが、インフルエ

ンザに気をつけてがんばりましょ
う。

柳谷　葉一	 午前中に宇和島往復してきまし
た。大雪でエライ目に遭いました。

河内　広志	 今日、₂/₆は₂・₆の語呂合わ
せで「ブログ」の日です。2670地
区でもブログ更新を熱心にしてい
るクラブが多数あります。

大橋　裕一	 なかなか来られなくて申し訳あり
ません。

二神　良昌	 欠席続きました。
吉村　紀行	 永くお休みしてすみません。
塩崎千枝子	 先週お休みしてしまいました。
伊東　毅嗣	（ご夫人誕生祝）（結婚記念祝）
（なんとなくニコニコ）　三浦
早　退　　土居、伊藤（謙）、加藤、清田、倉田、

酒井、左納、関（啓）、玉置（₂月
₁日にセブンスター六軒家店が無
事オープンしました。御近所の方
は宜しくお願いします。）

　第3383回例会　2018年２月６日（火）

出席会員　74（66）名中48名　出席率65.75％
前回訂正出席率81.08％

欠席会員　26名　土居、林、原田、石橋、泉川、
市川、岩橋、窪、河内、河野、児玉、三原、
三好、甕、森、守谷、西原、大塚、左納、
関（啓）、髙石、浦岡、柳谷、結城、吉村（亀井）

ゲスト　　₁名	 青山　淳平（作家）
ニコニコ箱
田中　和彦	 寒いの大嫌いです‼　青山淳平

様、熱い卓話をよろしくお願いし
ます。

塩崎千枝子	 素敵なロータリアンの皆様へ、愛
をこめてHappy	Valentine's	Day !

勝見　安美	 インフルエンザ対策で頑張ってい
ます。

（なんとなくニコニコ）　羽牟、倉田、村井
早　退　　小林、村山（明日、結婚記念日です。

何となくの関係です…）、米山

　第3384回例会　2018年２月13日（火）
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例会記録

出席会員　74（66）名中52名　出席率71.23％
前回訂正出席率78.38％

欠席会員　22名　土居、二神、泉川、市川、伊
藤（謙）、岩橋、金沢、倉田、河内、河野、
小林、森、守谷、西原、大塚、大橋、酒井、
佐々木、高梨、舘、鶴田（亀井）

ビジター　₂名	 尾山　　勇（松山南RC）
	 	 林　　真輝（松山南RC）
ニコニコ箱
尾
（松山南RC）

山　　勇	 本日は宜しくお願い致します。
林
（松山南RC）

　　真輝	 本日は宜しくお願い致します。
三原　英人	 本日、卓話をさせて頂きます。私

の趣味と思い出話で恐縮ですが宜
しくお願いします。

児玉　義史	 三原さん、卓話楽しみにしています。
原田　満範	 三原さん卓話楽しみにしております。
伊東　毅嗣	 三原さん卓話楽しみにしております。
菊野　先一	 三原さん卓話楽しみにしております。
三好　哲生	 三原さん、卓話楽しみです。
村井　重美	 三原さん卓話頑張って。
野村　靖記	 三原さん、卓話楽しみにしています。
菅井　久勝	 三原さん卓話楽しみにしております。
吉村　紀行	 三原さん卓話がんばって下さい。
米山　徹太	 三原さん、卓話楽しみにしています。
玉置　　泰	 ₂月は孫の誕生日が続いているので。
田中　和彦	 最高気温も12℃をこえると、暖か

く感じるので不思議です。三原さ
ん本日のお話楽しみにしています。

加藤　修司	 柳谷さん、先週のカープ日南キャ
ンプでご一緒いただきましてあり
がとうございました。

林　　章二	（ご夫人誕生祝）
飯尾　寛治	（創業記念祝）父が開院した年（昭

和₃年）に私が生まれました。
（なんとなくニコニコ）　左納
早　退　　西村（娘が順天堂大学医学部に合格

しました）、関（啓）、柳谷（加藤会
員と日南キャンプを視察してきま

した。ちゃんと練習していました）

卓　話　「趣味と私」
三原　英人　会員

　その₁は歴史モノ。小₃の時に見たNHK大
河ドラマ「新・平家物語」がきっかけで、歴史
モノ大好きに。小説、漫画、雑誌、映画、プラ
モデルにはまる。好きなジャンルは、源平合戦、
戦国時代、幕末維新、第二次大戦史と軍艦。新
選組副長の土方歳三の生き様に惚れ、司馬遼太
郎著の「燃えよ剣」を熟読し、侍・軍人へあこ
がれる。高校₃年間は剣道部、大学₄年間は合
気道部と新選組研究会に所属。思い出は、昭和
60年12月に中央大学合気道部のパラオ共和国親
善訪問に参加し、激戦地ペリリュー島の戦没者
慰霊碑前で奉納演武。今も「歴史読本」を度々
買う。剣道か合気道を再開したい。
　その₂はROCKミュージック。高₁の時、級
友に勧められてビートルズを聴いたのがきっ
かけで大学卒業まではまる。60～70年代ブリ
ティッシュROCKが好き。ビートルズ、ローリ
ングストーンズ、フーが好きなバンド。ジョ
ン・レノンは別格。思い出は1990年のストー
ンズ初来日の東京ドームライブを体験。1993
年にNY・セントラルパークのジョン・レノン
の記念碑を訪問。FM愛媛の番組に₇回出演し
ROCKを語る。
　その₃は「マラソン」。愛媛マラソン完走者
の友人の自慢話への対抗心、社内クラブ発足、
ダイエットがきっかけ。平成23年₅月「朝霧湖
マラソン10㎞」に46歳でデビュー。翌年₂月の
愛媛マラソンに初出走し完走。以後は主に県内
の大会に個人＆社員チームで出場。取引先と₅
時間リレーマラソン、お城下リレーマラソンで
対抗戦中。達成感、一体感、コミュニケーショ
ンが深まる。体重は₇㎏減。出張先の朝ランも
継続中。箱根湯本泊の翌朝、箱根駅伝₅・₆区
を₅㎞ランして自己大満足。今年の愛媛マラソ

　第3385回例会　2018年２月20日（火）
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例会記録

出席会員　74（66）名中53名　出席率72.60％
前回訂正出席率84.93％

欠席会員　21名　土居、濵本、石橋、市川、勝見、
加藤、窪、村山、守谷、永木、西原、西村、
太田、大橋、大森、高梨、田中、豊田、浦岡、
柳谷（玉置）

ニコニコ箱
福田　正史	 つたない卓話ですので…‼
児玉　義史	 同い年の福田さん、卓話楽しみに

しております。
羽牟　正一	 福田さん卓話楽しみにしております。
菊野　先一	 福田さん卓話楽しみにしています。
菅井　久勝	 福田さん卓話頑張ってください。
佐々木　淳	 バッジ忘れ。福田さん卓話楽しみ

にしています。
酒井　達夫	 卓話、楽しみにしています。
米山　徹太	 PETS・DTTSお疲れ様でした。
三好　哲生	 岩橋様、23日は大変お世話になり

ました。
河内　広志	 今日は₂/14のバレンタインデー

と₃/14のホワイトデーの中間の
日で絆を深める日。きづな（₂・₇）
の語呂合わせでもあります。

（なんとなくニコニコ）　岩橋、三浦、森
早　退　　倉田、三原、甕、大塚

卓　話　「報道の記者って？
（リクエストにより…）」

福田　正史　会員
　私は、1972年に大学を卒業し、大阪のラジオ・

テレビの兼営放送局、朝日放送に入社しました。
入社して、₁ヵ月程経った夜、大阪ミナミの繁
華街にあるビルが燃えているという事案が起こ
りました。私にとって、ほぼ初めての事件現場
の取材でした。
　火事は、₇階建てのビルで、₃階から火が出
て、燃えているのですが、₇階には、アルバイ
トサロンがあって、ホステスや客など、まだ大
勢の人たちが取り残されていたのです。
　現場に向かう途中、火と煙に耐え切れずに飛
び降りてくる人たちが、アーケードの屋根を突
き破って、地面に叩きつけられる間を全力疾走
で走り抜けたのを忘れることができません。結
局、この火事での死者は、116人という数に上
りました。
　火事の翌日、私は、ビル脇の路上に座り込ん
で、朝食の弁当を食べていました。丁度そんな
時、遺体が運び出され始めたのです。目の前を
通る、遺体の数を正ちゃんマークをつけながら、
数えていました。食事を取りながら、死体を数
えられる自分に驚きを覚えました。遺体は、ま
るで、少し煤で汚れたマネキンのようでした。
人間は、あまりにもショックが大きい時、様々
な感覚が麻痺してしまうのかと感じました。こ
れが私にとって、最初の大きな発生モノの取材
となりました。
　さて、入社₁年が過ぎ、いわゆるサツ回りを
始めました。私は、放送記者として、新聞には
負けたくないとの気持ちから、当時としては珍
しい、夜回りもするテレビ記者となりました。

　第3386回例会　2018年２月27日（火）

ンは最善の準備で臨みつつ、体調不良で自己
ワースト。自分との対話。無理し過ぎない。諦
めない。家族、運営者、応援者への感謝を学ぶ。
　「私の愛する東京ヤクルト・スワローズのそ
の後」₄月に卓話した平成27年は、前年最下位

からセ・リーグ優勝！ 10月の日本シリーズ第
₃戦を神宮球場で観戦し、山田哲人の₃打席連
続ホームランを目撃。昨年はダントツ最下位。
しかし、前年最下位の年に私が卓話すると？
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例会記録

真面目に夜回りや朝がけすると、刑事さんたち
や、今ドラマでも時々出てくる、法医学の先生
などとも親密になり、情報の確認や裏取りが、
面白いようにできるようになりました。
　大阪和泉市にある紡績工場で、₂人の女子工
員が、₁年程の間に、相次いで行方不明になっ
たのです。私は、周辺取材から、₂人と関係の
あった、男を特定し、普段の様子を隠し撮りし
た上で、男の家を訪ね、インタビューを試みま
した。女子工員と知人関係にあるとは認めまし
たが、事件への関与は否定しました。この時の
受け答えと態度で、男の犯罪を確信しました。
　それから数日して、捜査本部が、その男を「重
要参考人」として、事情聴取を始めました。事
情聴取が、始まって₂日目の夜です。容疑者の
取調官である人物が、警察署内のトイレで、私
に「やっと雨あがったで。本社から車呼んどる。」
と囁いてくれました。この符号で、私は、本社
の報道に連絡を入れ、深夜ニュースのトップに、
「女子工員連続殺人事件、容疑者自供。間もな
く遺体捜索始まる」とのニュースを、容疑者の

インタビュー込みで、叩き込みました。特ダネ
です。まだ、何も発表されてない中での報道で
した。テレビは、他のどの放送局も、翌日まで
報道できず、新聞は、朝刊ギリギリに間に合う
タイミングでした。しかし、夜が明けても遺体
が発見されず、容疑者は、身柄を拘束されるこ
となく、帰されてしまいました。
　我々のニュースがきっかけで、各新聞社は、
容疑者の名前も顔写真も出してしまっているの
です。私は、辞表を書いてポケットに入れたま
ま取材を続けました。このままだと、大変な事
になるところです。しかし、幸いなことに、そ
の₂日後に遺体が発見され、再び自供も取れ、
辞表は出さなくて済みました。
　「天国」と「地獄」という本当に貴重な体験
を同時にした事案でありました。
　その後、私は、ワイドショーやドキュメンタ
リーの番組を担当したあと、香港へ特派員とし
て、₃年間勤務することになります。
　非常に綱渡り的な事の多かった、報道経験ば
かりでした。

理事会報告

平成30年₂月度理事会決議事項

₂月₆日㈫
①新入会員申し込み　㈱木下商店　代表取締役

木下　英雄氏（推薦者：二神会員）　承認。
②八幡浜RC創立50周年記念式典のお祝い金に
ついて　承認。
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２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
₆日 74（66） 58 16 81.69% 7 87.84% 0

13日 74（66） 48 26 65.75% 12 81.08% 0

20日 74（66） 52 22 71.23% 6 78.38% 2

27日 74（66） 53 21 72.60% 9 84.93% 0

平均 74（66） 52.8 21.3 72.82% 8.5 83.06% 0.5

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/

クラブニュース

結婚祝　	以下₆名　伊東（毅）（₃日）、中住（₄日）
福田（10日）、市川（13日）、村山（14日）、
河内（22日）

創業祝　	以下₄名　高橋（₁日）、高梨（₁日）、飯
尾（10日）、清田（20日）

２月のお祝い

₁．ガバナー月信
₁．会報12月号
₁．近隣RC例会予定表

配　付　物
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