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　　 クラブ広報委員会

　クラブ広報委員会の担当理事として₉か月が経ちました。年度当初は、クラブの活
動を対外的に発信できないものかとあれこれ考えていましたが、具体化には至らず、
自分の実行力のなさを反省しています。その代わりという訳ではありませんが、75周
年記念誌の編集委員として編集作業のまとめ役をさせて頂きました。おかげをもちま
して、寄稿いただいた方々、セキ㈱の担当の方、事務局の森さん、編集委員の方々の
協力により、₈月からスタートし約₈か月かかった企画、編集、原稿集め、校正作業
を₃月末に終えて印刷にとりかかることができました。₄月末に完成し、₅月早々に
は皆さんのお手元に届ける事ができそうです。もう暫くお待ちください。記念誌の発
行が、会員の皆さんの当クラブに対する理解の深まりや、他のクラブに対する情報発
信の一助になれば幸いです。
　さて、松山ロータリークラブの単独の活動は、世間ではあまり目立たない地道な財
団への寄付や留学生の支援が多いようです。しかし、14年間続いている₈月の「サマー
スクール」や、₃月の「植樹」などの事業は、対外的に当クラブの活動に対する認知
度を上げるためにも、もっともっと世間に発信しても良いかと思います（サマースクー
ルは過去に何度か地元新聞に掲載されたことがあります。）。当クラブにはマスメディ
ア関係の会員の方が多く在籍していらっしゃいます。次回からの各事業については、
早め早めの取材依頼をするとともに、事業の中味をより充実させ、発信する情報とし
ての内容を高めていくのが良いと思います。
　また、クラブの広報活動は、委員会だけが担当するのではなく、会員一人一人の気
づきを元にした口コミを通じた発信も重要です。皆さんそれぞれが意識をもって広報
活動に取り組んで頂ければたいへんありがたく存じます。

担当理事　三　原　英　人

巻頭メッセージ

₄月₂日㈫…「お花見家族例会　於：常信寺」
₄月₉日㈫…「市川団十郎の代々」

ゲスト…愛媛大学法文学部人文学科
教授　神楽岡幼子氏

₄月16日㈫…「誕生から22年歌で綴ります」
深見　邦芳会員

₄月23日㈫…「医療業界とリーダーシップ」
髙石　義浩会員

₄月30日㈫…定款適用により休会
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例会記録

　第3151回例会　2013年３月５日（火）

出席会員　73（66）名中56名　出席率78.87%
前回訂正出席率82.19%

欠席会員　17名　二神、平原、市川、伊藤、河
田、御木、水口、永木、西野、大塚、小川、
高岡、田中、和田、吉川（中住、関（宏））

ゲスト　　₁名　橋本　典子（香十松山店店長）
ニコニコ箱
玉置　　泰	 橋本さんようこそ。卓話楽しみに

しています。
泉川　孝三	 橋本様、卓話楽しみにしています。
濵本　道夫	 高知でのPETS、DTTS皆様ご苦

労様です。
勝見　安美	 ₃月18日、第36回卒園式を行いま

す。淋しくなります。
浜田　修一	 北村さん、先日は大変ありがとう

ございました。
三好　哲生	 林会員、ワインの集いありがとう

ございました。
米山　徹太	 高橋さん、先日は大変お世話にな

りました。
渡部　浩三	 ₃/₄我が文化財が日経最終面に

ちょこっと出ました。
五味　久枝	 暖かくなって嬉しいです。
菅井　久勝	 バッジ忘れました。
諸橋　直人	（会員誕生祝）ありがとうござい

ました。
大森　克介	（会員誕生祝）
原田　満範	（結婚記念祝）
佐藤　昭美	（結婚記念祝）₃月₃日
山内　　建	（結婚記念祝）本日が53回目です。
（なんとなくニコニコ）髙石（（会員誕生祝）あ

りがとうございます）、北村
早　退　　児玉（聡）、宮内（申し訳ありません）、

棟方、関（啓）

卓　話　「日本の香文化」
香十松山店店長　橋本　典子　氏

　「日本の香文化」と題してお話をさせていた
だきます。

　まずは、実際に奥深く幽玄な「香を聞く」と
いう体験からスタートしたいと思います。
　香炉（灰の中に炭団を埋め銀葉に香木をのせ
あたためた状態）を左手のひらに水平に置き、
右手で香炉を覆います。親指と人差し指の間を
少し開けゆったりとした呼吸で香りを聞きま
す。五感を研ぎ澄まして一心にほのかな香りを
鑑賞、聞いてください。
　武家たちが心惹かれたという香木そのもの、
今日は六国のうち、伽羅･羅国･真那蛮･佐曽羅
の₄種の香木の香りの違いをお楽しみくださ
い。丸薬のような練

ねり

香
こう

は鑑真和上が伝えた種々
の香料を平安貴族たちが雅な遊びと自己表現の
文化として創作した薫物です。どちらも日本の
香文化として香道や茶道をはじめ、暮らしの中
に今もなお受け継がれているものです。
　「香」は仏教伝来と共に祈りの文化として日本
人の暮らしに入ってきました。仏教との結びつ
きで次第に定着した「香」は、平安貴族たちの香
りを調香し鑑賞し楽しむという優雅な習慣が、
日本独自の香文化発展の道へとつながります。
応仁の乱以降、武家たちは香木こそが天の恵み
と心惹かれ、また香木は日本で産出しないこと
もあり「沈香」への指向がさらに深まりました。
そして室町足利義政の時代には三條西實隆公・
志野宗信により香道の基礎が確立され、現在「御
家流」23代三條西堯水宗家・「志野流」20世蜂
谷宗玄家元が香道の主要流派となっています。
　江戸時代、「香」は町人文化にまで広まり香
道の流行、組香の創作、香道具の製作等が盛ん
になりました。明治以降、文明開化により日本
文化の衰退が顕著でしたが、東西の出会いによ
り香水香の調香技術の発展もありました。
　そして今、衣食住どの分野にも香･香料は欠
かせないものとして存在しています。
　最後に、日本人特有の感性と美意識で、時代
を超えて受け継がれている日本の伝統文化を再
認識し、伝承していくことが、今こそ大切では
ないかと感じています。
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例会記録

　第3152回例会　2013年３月12日（火）

出席会員　73（66）名中50名　出席率70.42%
前回訂正出席率82.19%

欠席会員　23名　安保、羽牟、平原、市川、兼平、
河内、児玉（聡）、御木、水口、三好、長尾、
大塚、大森、小川、清水、白石（省）、菅井、
田中、玉置、浦岡、結城（関（宏）、山内）

ニコニコ箱
佐々木　淳	 10日の植樹、皆様ご協力ありがと

うございました。深見さん、田代
先生、石橋さん、高橋さんのお蔭
で大役を終えることができまし
た。

田代　信吾	 ₃/10松山ロータリークラブ恒例
の記念植樹、多くの会員にご参加
頂き、無事終わりました。

米山　徹太	 先日の植樹、お疲れ様でした。
清田　明弘	 本日、玉置会長の代理です。よろ

しくお願いします。
原田　満範	 伊藤さん、卓話楽しみにしており

ます。
泉川　孝三	 伊藤様、卓話楽しみにしています。
河田　正道	 伊藤さんの卓話を期待しておりま

す。
白石　恒二	 伊藤さん、卓話がんばってくださ

い。
佐藤　昭美	 あらためて大震災でお亡くなりに

なった方々のご冥福をお祈り申し
上げます。

高岡　隆雄	 濵本さん、先日はお世話になりま
した。

北村　一明	 バッジ忘れました。
早　退　　土居、五味、西野（WBC₁位通過

祈ります）

卓　話　「日本生命の現状」
伊藤慎一郎　会員

　先日の卓話では、日本生命の現状についてお
話しさせていただきましたが、ご静聴いただき
誠にありがとうございました。
　内容の概略は以下の通りです。
①生命保険会社とは
　	　生命保険とは万が一の時に一人は万人のた
めに、万人は一人のためにという相互扶助の
精神から成り立ったと言われております。現
代では、少子高齢化や公的年金制度の変更に
伴い、自助努力がますます重要となり、生命
保険は不可欠なものであります。そのため、
生命保険会社は公共性を有する非常に重要な
役割を担っております。
　	　生命保険会社は上記の様な「保障機能」と
お客様に運用収益を還元することで、お客さ
まの負担を減らす「資産運用機能」を持って
おります。
②日本生命について
　	　現在日本生命の加入されている個人のお客
さまは約1,000万人、企業・団体のお客さま
は21万企業いらっしゃいます。当社では、営
業職員による「face-to-face」のコンサルティ
ング活動を軸に、ライフプラザ、インターネッ
トなどのマルチチャネルを活かして、お客さ
まサービスの向上に努めております。
　	　また、日本生命の資産運用についてです
が、総資産は51兆94億円あり、お客さまから
いただいた保険料を長期的かつ安全に運用を
行い、安定的に配当を還元しております。
③動画について
　	　日本生命の営業職員の携帯端末は、多機能
を有する端末で、販売促進プレゼンテーショ
ン用の動画閲覧機能を搭載し、お客さまにご
覧いただいております。当日は、「象の背中」
という動画をご覧いただきました。
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例会記録

　第3153回例会　2013年３月19日（火）

出席会員　73（66）名中41名　出席率59.42%
前回訂正出席率73.97%

欠席会員　32名　原田、市川、上甲、兼平、菊
池、河内、児玉（聡）、兒玉（義）、御木、水
口、棟方、諸橋、永木、西野、岡崎、大塚、
小野、清水、白石（省）、白塚、関（啓）、髙石、
高岡、田中、玉置、山本（泰）、横山、吉川
（深見、亀井、関（宏）、山内）

ゲスト　　₁名　久松　定智
（2011−2012年度ロータリー財団

国際親善奨学生）
ニコニコ箱
清田　明弘	 会長代理です。よろしくお願いし

ます。
五味　久枝	 久松さん、お帰りなさい。成果を

お聞きするのを楽しみにしていま
す。

加藤　　崇	 ₃/17地区協議会に参加しました。
参加した皆様お疲れ様でした。良
い勉強になりました。

高橋　伸定	 高知地区協議会お疲れ様でした。
行きは米山さん、帰りは清田先生、
早く来ないかなー高橋オーラが出
ていました。大変失礼いたしまし
た。

米山　徹太	 先日の地区協議会お疲れ様でし
た。

林　純之介	 ストラディバリウスのチケット、
多数お買い上げいただきました。
ありがとうございました。

平原　立志	 西野さん、先日はありがとうござ
いました。

（なんとなくニコニコ）小川
早　退　　二神（日曜日地区協議会お疲れ様で

した）、佐々木（申し訳ありません）

卓　話　「アメリカ・ルイジアナ州での₁年間
～ロータリー国際親善奨学生として～」

2011−2012年度ロータリー財団　国際親善奨学生
久松　定智　氏

　2012年₃月から2013年₃月まで₁年間、アメ
リカLouisiana州Baton	Rouge市に留学いたしま
した。先ず以てご推薦頂いた松山ロータリーク
ラブの皆様に厚くお礼申しあげます。
　さて、派遣先のLouisiana州は、Cajunと呼ば
れるフランス系アメリカ人の文化のほか、New	
Orleansのjazzに代表されるアフリカ系市民の
音楽など、独特の歴史・文化を持った州です。
　受け入れ先のBaton	Rouge	Rotary	Clubは会員
数500人という世界で最も大きいクラブの一つ
です。現地コーディネーターのKevin	Carman	
教授とWarren	Birkettさんには、Baton	Rouge市
内のロータリークラブやその他市内観光などに
連れて行って頂き、大変お世話になりました。
　留学先であるLouisiana	 State	Arthropod	
MuseumはLouisiana	 State	Universityのキャ
ンパス内にある昆虫分類学の研究室です。現
地ではChris	 Carlton教授、curatorのVictoria	
Bayless氏と中南米に生息するCyclocaccus属ケ
シキスイ（コウチュウ目）の共同研究を行い
ました。同博物館が行っているArizonaの砂漠
地帯や、TennesseeのGreat	 Smoky	Mountains	
National	 Parkへの昆虫相調査に同行させて頂
くこともでき、アメリカ各地を旅して見識を深
めることも出来ました。
　現地では何もかもが日本とは異なり、カル
チャーショックの連続でした。しかしその経験
こそが国際理解につながるものと思います。学
術面でも、新たな実験手法を学んだり、私から
技術を教えたり、研究面でも交流を深めること
ができました。
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例会記録

　第3154回例会　2013年３月26日（火）

出席会員　73（66）名中52名　出席率71.23%
前回訂正出席率80.82%

欠席会員　21名　羽牟、市川、伊藤、勝見、菊
池、宮内、長尾、永木、西野、大塚、佐々木、
佐野、清水、白石（省）、和田、矢野、山本
（克）、山本（泰）、結城、横山、吉川

ゲスト　　₂名　佐々木彦兵衛
	 　　（御釜師六代　釜彦）
	 　　金　　勝男
	 　　（当クラブ米山奨学生）
ビジター　₁名　種市　　宏（東京世田谷RC）
ニコニコ箱
種市　　宏	 いつも上甲がお世話になっており

ます。
玉置　　泰	 ₂週続けて欠席となりました。申

し訳ありません。今夜の火曜会、
親睦委員の皆さん、よろしくお願
い致します。

御木　徳久	 ご無沙汰して申し訳ございませ
ん。ホームクラブに出席できない
分メーキャップに励みます。

泉川　孝三	 佐々木様、卓話楽しみにしていま
す。

米山　徹太	 先週₃/21〜₃/25、ライラセミ
ナーに参加してきました。山内会
員のお孫さんの林君、米山奨学生
の金さんも参加して頂き、大変感

激されたそうです。来年は皆様の
お知り合いの方を是非！！

濵本　道夫	 佐藤先生I. M. ではお世話になり
ました。

白塚　重典	 火曜会よろしくお願いします。
林　純之介	 済美、13回裏満塁から一塁強襲の

さよならヒット。まずはおめでと
うございます。

河田　正道	 済美高校の勝利を祝って！
北村　一明	 何はともあれ済美おめでとう。取

材費がかかるけど。
清田　明弘	 済美高校さよなら勝ち、おめでと

う。
上甲　　泰	 林さん、チケットありがとうござ

います。楽しみにしております。
水口　義継	 ₁か月以上日本酒造りに従事して

おり、欠席続きで申し訳ありませ
んでした。本年もおいしいお酒が
できました。

田中　昌生	 ₃月久々の例会参加となり、申し
訳ございません。

渡部　浩三	（ご夫人誕生祝）
（なんとなくニコニコ）五味
早　退　　土居、河内（本日の火曜会は盛り上

がりましょう）、三原（済美高校の
勝利を祝して）、関（啓）

東京世田谷RC

理事会報告

₃月₅日㈫
①　お花見家族例会お礼について　₄月₂日㈫
於：常信寺　御礼は例年50,000円。　承認。

②　第37回少年少女キャンプ費用の件　例年、
交通費を含む参加費52,000円のうち、32,000
円を新世代活動委員会費より負担している。
（募集人数₅〜₆人）　承認。
③　「ロータリーってなんだろう」冊子購入希

平成25年₃月度理事会決議事項
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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/

３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
₅日 73（66） 56 17 78.87％ 4 82.19％ 0
12日 73（66） 50 23 70.42％ 10 82.19％ 0
19日 73（66） 41 32 59.42％ 13 73.97％ 0
26日 73（66） 52 21 71.23％ 7 80.82％ 1
平均 73（66） 49.8 23.3 69.99％ 8.5 79.79％ 0.3

例会日 区分

誕生祝　	以下₅名　大森（19日）、諸橋（20日）、
髙石（22日）、伊藤（23日）、白塚（29日）

結婚祝　	以下₈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）、水口（30日）、関（宏）

創業祝　	以下₂名　菅井（₁日）、吉川（22日）

３月のお祝い

₁．ガバナー月信
₁．会報₁月号
₁．近隣ロータリークラブ例会予定表

配　付　物

クラブニュース

１・２月２ヶ月皆勤

以下33名　五味、浜田、濵本、林、平原、石橋、上
甲、兼平、清田、水口、三原、棟方、名本、西村、
大森、佐藤、関（啓）、高橋、玉置、渡部、矢野、山

本（克）、山本（泰）、結城、横山、米山、深見、飯尾、
亀井、中住、関（宏）、田代、山内

望の件　【大洲RC】30部希望。【宇和島RC】
10部希望。在庫が20部程の為、対応はどうす
るか。200部増刷する（注文は事務局から）。
I. M. 実行委員会へ₁冊＠1,200円で販売する。

承認。
④　地区大会、ロータリー財団親善奨学生　久
松さんの宿泊代はどうするか。　再確認が必
要。米山会員が行う。

理事会報告
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