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　　 広 報 の 役 割

　3月11日に発生した東日本大震災で犠牲になられた方のご冥福をお祈りいたします。
また被災されたロータリアンの皆さまはじめ多くの方々に心からお見舞い申し上げま
す。
　私が欠席した15日の例会において東日本大震災支援の義捐金の募集が決まりました
が、ホームページへの掲載が遅れてしまいましたことはクラブ広報委員会担当理事と
して深く反省しているところです。
　さて、クラブ広報委員会担当理事を仰せつかって9ヶ月、所属委員会の広報・記録
委員会は二神良昌委員長以下₄名で構成されています。広報・記録委員会メンバーの
おかげでホームページのリニューアルが完了し、会員専用ページを設けたほか、クラ
ブ行事も写真を多くアップするよう努めています。ホームページはクラブ会員向けと
外部向けを兼ねた情報発信ツールですが、外部からのアクセス増を期待しています。
　『ロータリー入門書2010〜2011年度版』の「広報」の項目には、「広報は非ロータリ
アンすなわち外部の人や、地域社会に、ロータリーを理解してもらうためのものです。
もちろん、大クラブでは内部広報も考えられますが、一応は外部広報という線」でと
らえるのが広報だと示されています。また「クラブの活動状態を報じて地域の共感を
得るよう努力すべきでしょう。会員増強のためにも一層積極的」であるべきと述べ、「新
聞、放送等のマスコミの力」を借りることを勧めています。会員増強と結びつくとな
るとまさに身の引き締まる思いです。
　松山ロータリークラブについて外部の理解を深める方策を考えること、また例会に
ふさわしいテーマがあれば、記者を卓話講師として呼ぶなど地道なコミュニケーショ
ンづくりが今後の課題であると考えています。

クラブ広報担当理事　土　居　英　雄

巻頭メッセージ

₄月₅日㈫…「重巡インディアナポリスの悲劇」
三好　哲生会員

₄月12日㈫…「ご紹介『ひろしま美術館』」
津田　和彦会員

₄月19日㈫…「室内楽の楽しみ」
ゲスト…東京藝術大学　

音楽学部副学部長
澤　　和樹氏

₄月26日㈫…定款適用により休会
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例会記録

　第3056回例会　2011年３月１日（火）

出席会員　70（60）名中51名　出席率77.27％
前回訂正出席率86.36％

欠席会員　19名　秋山、遠藤、柏原、勝見、加藤、
工藤、御木、森本（惇）、森本（三）、名本、
下別府、関（啓）、高須賀、山本（泰）、吉田（麻
生、藤山、松岡、宮田）

ゲスト　　₃名　土居　貴美
　　　　　　　　（NPO法人和田重次郎顕彰会会長）
　　　　　　　　上岡　幹夫
　　　　　　　　（松山市社会福祉協議会

福祉サービス課課長）
　　　　　　　　朱　　 娜
　　　　　　　　（�当クラブ米山奨学生）
ビジター　₁名　松原　久男（松山南）
ニコニコ箱
林　純之介� 土居さま、上岡さま、卓話よろし

くお願いします。
河内　広志� 先日の火曜会はご利用を大変あり

がとうございました。
江田　和彦� ロータリーの友₃月号、今日配布

です。是非ご一読ください。（雑
誌委員）

大森　克介�（会員誕生祝）（結婚記念祝）
坂本　康真�（ご夫人誕生祝）
山本　博敏�（ご夫人誕生祝）
原田　満範�（結婚記念祝）
亀井　義弘	（結婚記念祝）₃/17
佐藤　昭美�（結婚記念祝）₃/₂
（なんとなくニコニコ）河田、北村（一）、清田、

眞鍋、米山
早　退　　川瀬、玉置

　第3057回例会　2011年３月８日（火）

出席会員　70（60）名中45名　出席率68.18％
前回訂正出席率75.76％

欠席会員　25名　秋山、江田、遠藤、泉川、市
川、柏原、勝見、川瀬、木村、工藤、児玉、
眞鍋、御木、森本（惇）、森本（三）、下別府、
田嶋、津田、浦岡、渡辺（基）、山本（泰）（麻
生、藤山、松岡、宮田）

ニコニコ箱
坂本　康真� 東京に戻ることになりました。皆

様のご厚情に感謝申し上げます。
淺井　清司� 本日より入会させて頂きます。宜

しくお願い致します。
林　純之介� 坂本さんご苦労様でした。ますま

すのご活躍をお祈り申し上げま
す。淺井さん、今後よろしくお願
い申し上げます。

玉置　　泰� 淺井さん、入会おめでとう御座居
ます。

米山　徹太� 植樹お疲れ様でした。石橋さん、
ユンボのご提供ありがとうござい
ました。

石橋　和典� 短期交換学生の申し込みが今月ま
でとなっております。お忘れのな
いように。名本さん、卓話楽しみ
にしております。

（なんとなくニコニコ）五味、河田、清田

卓　話　「六世紀前後の新居浜／
正光寺山古墳発掘」 　　

名本二六雄　会員
　新居浜市は、この数年、「市」の新しい町創
りを行うべく区画整備事業に力を注いできた
が、その「目玉」が、市の玄関口としての新居
浜駅前の整備であり、ここに東予地域の中心都
市にふさわしい高次な都市機能を備えた町創り
を行うことであった。この構想の中には、駅前
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例会記録

に市民の集える「芸術文化施設」を構築するこ
とと、市民の利用できる公園を₄箇所造成して
「憩いの場」とすることも含まれていた。
　新居浜駅南方200mの地点に長さ100m、幅
50m、高さ₆mほどの低丘陵があって、この小
山の上にはお椀を伏せたような瘤が三つ並んで
見える。この丘陵が大正時代から知られていた
「史蹟・正光寺山古墳」である。新居浜市は地
元市民の要望を受けて、この史蹟を「花見ので
きる古墳公園」として活用することを決定し、
それを発掘して内容を明らかにすると共に、復
元して公園化を図りたいとのことで2008年末に
発掘と整備の委員長を引き受けるよう私に要請
があった。県・市教育委員会・愛媛大学・地元
の文化財担当者と市民代表者で整備委員会を発
足させ2009年₁月13日から発掘を開始。完掘す
るのに₁年半を要した。
　その結果、丘陵上に径12〜15m、高さ₃〜

₄mの円墳三基を確認し、各々の内部主体が横
穴式石室であることが判明した。他にも、墳丘
は後世に削平されていたが、二基の石室も検出
した。石室はいずれも天井が崩落していたが
遺物は埋納時のまま残り、その数3,900点以上。
近来稀な成果であった。遺構・遺物から₆世紀
半ばから₇世紀にかけてのこの地方の豪族の墳
墓と推定される。中でも₁号墳は石室内が朱彩
され、遺物に金銅製の「冠」や翡翠・琥珀・瑪
瑙などの佩玉が豊富で、この地の首長墓である
と思われ、遺品の性格から当時のヤマト政権（継
体・欽明期に相当）との関連も想像されること
は、この地域の歴史構成にとって貴重な成果を
得たことになる。今回の調査は地元の小・中学
生も参加して歴史を学ぶ実践をしたことに喜び
を覚えたと共に、₅月に開園する古墳公園は新
居浜の人たちの花見のできる心の故郷であって
欲しいものである。

　第3058回例会　2011年３月15日（火）

出席会員　69（59）名中46名　出席率70.77％
前回訂正出席率78.46％

欠席会員　23名　淺井（清）、土居、遠藤、石橋、
加藤、河内、御木、三原、森本（惇）、森本
（三）、小川、佐々木、下別府、白石、玉置、
浦岡、渡辺（基）、山本（克）、山本（博）（麻
生、藤山、松岡、宮田）

ゲスト　　１名　�田中　雅仁
　　　　　　　　（今治焼豚玉子飯世界普及

委員会会長）
ビジター　₁名　竹林　春夫（那覇南RC）
ニコニコ箱
工藤　文裕� 松山ロータリークラブの皆様、三

年間どうもお世話になり、ありが
とうございました。

木村　敏久� 一年半色々とお世話になりありが
とうございました。

田中　雅仁� 卓話させていただきます。
柏原　康弘� 田中さん今日の卓話宜しくお願い

します。
五味　久枝� 田中様、本日の卓話楽しみにして

おります。以前は地区新世代活動
委員長でお世話になりました。大
地震、心を痛めています。

林　純之介� ・ガンバレ東日本
� ・北村忍さん、伊方に万一の時は

よろしく頼みますよ。
秋山　　修� 震災復興を祈って。
北村　　忍� 皆様ご心配をおかけして申し訳ご

ざいません。福島第一₄号機の火
災は一応鎮火したようです。

江田　和彦� 被災者の皆様に心からお見舞い申
し上げます。

二神　良昌	 東北地震お見舞い申し上げます。
河田　正道� 東日本震災をお見舞い申し上げま

す。
佐藤　昭美� 大地震お見舞い申し上げます。
山本　泰正� 地震被害、お見舞い申し上げます。

今治焼豚玉子飯世界普及委員会会長
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例会記録

　第3059回例会　2011年３月22日（火）

出席会員　67（57）名中45名　出席率71.43％
前回訂正出席率80.00％

欠席会員　22名　遠藤、市川、勝見、加藤、児
玉、御木、三好、森本（惇）、名本、佐々木、
下別府、関（啓）、高須賀、田嶋、玉置、山
本（克）、山本（博）、山本（泰）（麻生、松岡、
宮田、関（宏））

ニコニコ箱
浜田　修一� 被災地の方々、頑張って下さい。

強い国ニッポンを世界に示して下

さい。
林　純之介� 原発に取り組んでいる東京消防庁

を中心とした皆様に合掌。
北村　一明� 原発被災現場で作業中の皆さんに

感謝。
小川　純生� 震災被災地の一日も早い復旧と早

期復興をお祈り致します。
吉田　直也� 東北関東大地震被災者の皆さんの

ために。
河内　広志� バッジ忘れてすみません。

米山　徹太� 日本の復興を祈って。
（なんとなくニコニコ）高須賀
早　退　　北村（一）（被災者の皆様にお見舞い

申し上げます。）、川瀬、関（啓）

卓　話　「四国Ｂ級ご当地グルメについて」
四国B級ご当地グルメ連携協議会愛媛支部長

今治焼豚玉子飯世界普及委員会会長
田中　雅仁氏

　「地域を元気に」。私たちの目標はこの一点で
す。
　地方は疲弊している、明るい未来図を描く事
が出来ないと言われます。
　こうした現状を打開しようと、各地で日常的
に食べられている「B級ご当地グルメ」を手段
としたまちおこしが着実に成果を上げていま
す。
　2006年₂月から始まった「B級ご当地グルメ
の祭典！　B−₁グランプリ」の開催を通じて
実感されて来ました。第１回八戸大会の来場者
は二日間で17,000人でしたが、2010年の第₅回
厚木大会では435,000人を数え「国民的イベン
ト」とさえ呼ばれるようになりました。マスメ
ディアにも大きく取り上げられています。そし
て、そこで注目を集めた料理を食べようという
人々が、実際に各地を訪れ、物心両面で活気を

もたらしています。今や新しい観光と集客の入
り口の役割を果たしています。
　そのポイントは「B級」ではなく「ご当地」
にあります。地域それぞれが持つ魅力を「ご当
地グルメ」という旗の下にPRする事が実を結
んでいるのです。「B級」は「下品な」とか「安
物」という意味ではありません。高級料理や高
額の食材ではなく「誰でも手が出る気楽な食べ
物」を表す記号です。
　我が故郷、四国、愛媛にもたくさんの「B級
ご当地グルメ」があります。
　「四国B級ご当地グルメ連携協議会」では、
もとから存在する各地の「ご当地グルメ」に注
目し、又、その地の食材や文化に合う新たな
「ご当地グルメ」を提案する事などの活動を通
し、そして、それぞれを連携によって、「愛媛を、
四国を元気にしよう！」と頑張っています。勿
論ボランティアです。皆様、ご協力ご支援の程、
お願い申し上げます。
　本日の「焼豚玉子飯」はお気にいって頂いた
でしょうか、我々委員会は「今治焼豚玉子飯」
を日本中に、そして世界に、と日々努力してお
ります。
　是非、今治まで足を伸ばして頂き本場の「今
治焼豚玉子飯」をご賞味下さい。
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　第3060回例会　2011年３月29日（火）

出席会員　67（57）名中47名　出席率75.81％
前回訂正出席率82.54％

欠席会員　20名　石橋、市川、勝見、加藤、河
田、北村（忍）、清田、御木、森本（三）、小
川、津田、浦岡、渡辺（基）、山本（泰）、結
城（麻生、深見、藤山、松岡、宮田）

ゲスト　　₁名　中井　　哲（㈲タグプロダクト）
ニコニコ箱
玉置　　泰� 本日の例会、ヨロシクお願いしま

す。
林　純之介� 原発の現場で苦渋するすべての作

業員にエールを送ります。

濱本　道夫� 日本ガンバレ東北ガンバレ。
米山　徹太� ライラセミナーに行って来まし

た。充実した₃泊₄日でした。ハ
マリました。

北村　一明� ₄月13日午後₆時半より、コミセ
ンで米朝一門チャリティ落語会を
開催します。ご協力をお願いしま
す。

佐々木　淳� 大事な時に₂週間も続けて欠席し
てしまいました。メーキャップ頑
張ります。

江田　和彦� 原田先生、ご指導ありがとうござ

石橋　和典� ソングリーダー委員会からニコニ
コです。

（なんとなくニコニコ）秋山、五味、河田、森
本（三）、白石、米山、

早　退　　土居、泉川、川瀬、清田、中住

卓　話　「さとなおが今やろうとしている事」
吉田　直也　会員

　電通に『佐藤尚之、さとなお』という社員が
います。
　1985年電通に入社、CMプランナーとして関
西支社にて松下電器さん等を担当。16年前から
インターネットでブログを書き続けています。
携帯電話も普及し始めたばかりの当時、非常に
珍しい存在でした。彼は当時から『電話以来の
コミュニケーション発明』だと言っていました
し、実際にそうでした。
　彼のツイッターをずっとフォローしていま
す。今回は特に注目していました。
　₃/11にはすでに節電を唱え、海外を含めた
義捐金サイトの構築を急ぎ、更には『民と官の
連携を試みますと』というブログコメントを
₃/16に記し、ボランティアとして福島へ。
　彼は阪神大震災の経験者です。ブログの中で

『非常時においては政府や自治体の対応とかマ
スコミの動きとかを批判しているヒマがあるな
ら、自分にできることを考えて自ら動くべきで
ある』と言い、更には『サイト経験やソーシャ
ルメディア経験、その上被災者経験まであるボ
クなんかが手を上げるべきなんだろうなぁ…。』
と言っています。
　言葉の通り₃/11の地震当日から翌土曜日曜
にかけて彼は激しく動き回り、内閣府と連携し、
『適切な情報を、適切な人と場所に、適切なタ
イミングで届けることが大切。』であると説き、
『内閣府のサイトを作るのではなく、ボクたち
がボランティアで運営するソーシャルサービス
サイトに内閣府が「現地から届いた避難所の最
新情報を提供する」ということ。民と官の連携
である。』ことを目指して今も走っています。
　最後にこのさとなおがツイッターの中で『共
感する』と言っている小文をご紹介したい。タ
イトルは『被災者の役に立ちたいと考えている
優しい若者たちへ〜僕の浅はかな経験談』とい
う阪神大震災にボランティアで向き合った当時
高校生だった方のブログです。
　心に留めて頂ければ幸いです。
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理事会報告

₃月₁日㈫
①　₄月₅日㈫お花見家族例会　常信寺への御
礼の件　50,000円（例年）　承認。
②　退会者　㈱竹中工務店　伊賀上久幸会員
（転勤のため）　承認。

平成23年₃月度理事会決議事項

③　退会者　㈱松山三越　代表取締役社長　坂
本　康真会員（転勤のため）退会　承認。
④　余島開設60周年プロジェクト　メモリアル
ブリック申し込みの件　詳細を確認後、再検
討。

₃月22日㈫
①　余島開設60周年プロジェクト　メモリアル
ブリック申し込み　深見ライラ委員長説明
後、新世代活動費から20,000円支出　承認。

平成23年₃月度臨時理事会決議事項

②　新川の松の木植樹伐採の件（土地所有者で
ある伊予鉄道より、新川海岸松の木を伐採し
てよいか確認あり）　承認。

例会記録

いました。
三好　哲生� この度は、大変お騒がせを致しま

した。

（なんとなくニコニコ）秋山、五味、平原、森
本（惇）、高須賀

早　退　　川瀬、関（啓）
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クラブニュース

勤　務　先：サントリービア＆スピ
リッツ㈱　松山支店　
支店長
二番町₃−₅−₅
松山二番町第一生命ビ
ル₂階
TEL�933−5611

生 年 月 日：昭和34年10月₃日
入会年月日：平成23年₃月₈日
趣　　　味：読書、テニス、ゴルフ

氏名：淺井　清司

新入会員紹介

退会のお知らせ

㈱竹中工務店　松山営業所所長
伊賀上久幸会員は転勤の為、₃
月₁日付で退会されました。
ロータリー歴は10 ヶ月でした。

㈱松山三越　代表取締役社長
坂本康真会員は転勤の為、₃月
₈日付で退会されました。ロー
タリー歴は₁年10 ヶ月でした。

住友生命（相）　松山支社長
木村敏久会員は転勤の為、₃月
15日付で退会されました。ロー
タリー歴は₁年₃ヶ月でした。

住友信託銀行松山支店　支店長
下別府俊也会員は転勤の為、₃
月31日付で退会されました。
ロータリー歴は₁年₉ヶ月でし
た。

野村證券㈱松山支店　支店長
工藤文裕会員は転勤の為、₃月
15日付で退会されました。ロー
タリー歴は₂年11 ヶ月でした。
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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/

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
₁日 70（60） 51 19 77.27% 6 86.36% 1
₈日 70（60） 45 25 68.18% 5 75.76% 0
15日 69（59） 46 23 70.77% 5 78.46% 1
22日 67（57） 45 22 71.43% 7 80.00% 0
29日 67（57） 47 20 75.81% 5 82.54% 0
平均 68.6（58.6） 46.8 21.8 72.69% 5.6 80.62% 0.4

例会日 区分

３月中の出席報告

クラブニュース

松山ロータリー・ゴルフ会　３月例会

平成23年₃月13日（日）
於： 北条カントリー倶楽部
参加者　 二神、石橋、関（啓）、渡部（浩）、米山、中住、

中住富美子（中住会員ご夫人）、松山西
RC会員14名　合計21名

※今回は松山西RCと合同で行いました。

順　位 氏　　　名 OUT IN Total Hdcp Net

優　勝 藪下　　博 44 46 90 24.0 66.0 （松山西）

準優勝 真田　　洋 46 46 92 23.0 69.0 （松山西）

₃　位 石橋　和典 56 49 105 32.0 73.0

以下32名　五味、浜田、濱本、林、平原、石橋、勝見、
亀井、川瀬、清田、眞鍋、三原、三好、名本、西村、
大森、坂本、佐藤、白石、関（啓）、高須賀、高橋、

渡部（浩）、山本（泰）、結城、米山、深見、飯尾、中
住、関（宏）、田代、山内

１・２月２ヶ月皆勤

３月のお祝い

誕生祝　以下₃名　大森（19日）、秋山（19日）、北
村（忍）（17日）

結婚祝　以下₇名　佐藤（₂日）、山内（₅日）、亀井
（17日）、西村（20日）、大森（24日）、原田（29
日）、関（宏）

配　付　物

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