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巻頭メッセージ

₄月₄日㈫…お花見家族例会
	 於：常信寺
₄月11日㈫…「	失敗しないワイン選び」
ゲスト…国際ホテル松山	TOH-KA-LIN

ソムリエ　糸永　孝泰氏
₄月18日㈫…「SONYとソニー生命と私」

上甲　泰会員
₄月25日㈫…「外国人技能実習制度について」
ゲスト…公益社団法人サンフィールド

国際人材育成協会理事
日野　勝仁氏

例会予定

　ロータリーには、クラブだけではなく、ロータリアン一人ひとりが、ロータリーの活動に参加
するよう強調するためにRI理事会が指定した特別月間があります。₃月は「水と衛生月間」で、
地域社会における安全な水の公平な提供、衛生設備や衛生状況の改善などを地域住民が行ってい
くための能力向上、安全な水と衛生の重要性について、地域住民の認識を高めるための支援など
を強調する月となっています。
　日本は長い間、水と安全はただで手に入るもの、と言われて来ておりますが、これに安住し誰
も何もしないのであれば、両方ともただで手に入らなくなります。常日頃からこれらの問題に注
意をしていきましょう。世界のことももちろん大事ですが、一方で、身の回りの環境を守ること
も大切です。どのように守っていくには地道な活動しか無いと思っております。会員皆様方の事
務所、ご自宅の周辺の環境維持に是非ご協力をお願いいたします。特別なことは必要ありません。
周囲の環境美化に気をつけていただけたら良いのです。
　ところで、当クラブの社会奉仕委員会には、環境保全委員会と植樹委員会があります。
　植樹委員会は、環境保全の一環として北条海岸で植樹を行っております。これは防災と景観保
全のために毎年行っておりますが、過去に植樹した樹が大きく育っているのを見るにつけ、長い
地道な活動の必要性を実感させられます。今年度は北条海岸周辺の美化のために環境保全委員会
の活動も同時に行う予定です。これらは来年度以降も継続して行っていかなければならない行事
です。
　会員皆様方のご理解とご協力を改めてお願い致します。
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　第3339回例会　2017年３月７日（火）

出席会員　74（65）名中50名　出席率69.44%
前回訂正出席率74.32％

欠席会員　24名　土居、二神、原田、市川、伊東、
勝見、菊池、小林、真鍋、野村、大塚、大橋、
佐々木、左納、塩崎、清水、関（啓）、髙石、
田中（昌）、浦岡、山本、吉村（亀井、中住）

ゲスト　　₁名	 タン・チェンター
	 （当クラブ米山記念奨学生）
ニコニコ箱
貴船　正憲	 転勤につき本日退会となります。

ありがとうございました。
石橋　和典	 貴船さん、ご栄転おめでとうござ

います。今後とも宜しくお願いし
ます。タン・チェンターさん頑張っ
て下さい。浜田さん卓話を楽しみ
にしています。

児玉　義史	 一昨日の地区協議会出席の皆様、
お疲れ様でした。浜田さん卓話楽
しみにしております。

浜田　修一	 高知での地区協議会、ありがとう
ございました。楽しいひとときでし
た。本日卓話をさせていただきます。

米山　徹太	 先日の地区協議会、お疲れ様でし
た。ビール美味しかったですね。
羽牟さん、大変お世話になりました。

飯尾　寛治	 浜田さん卓話ガンバッテ
林　　直樹	 浜田会員、卓話楽しみにしています。
三原　英人	 浜田さん卓話楽しみにしています。
村井　重美	 浜田さん卓話頑張ってください。
佐藤　昭美	 浜田会員の卓話を楽しみにしてい

ます。
菅井　久勝	 羽牟さん、米山さん昨日は大変お

世話になり有難うございました。
₃月19日ハワイ目指して頑張りま
す。宜しくお願い致します。

高岡　隆雄	 最新日産自動車お客様総合満足度
調査で日産国内販売会社121社中
全国₁位となりました。

窪　　仁志	 資料を配らせていただきました
（時刻表）。もうすぐ四国DCの開
催です！！

豊田　真二	 今週日曜日より、支店事務所移転
致しました。勝山町・一番町ビル
から味酒町・四国ガス第₂ビルで
す。今後とも引き続き宜しくお願
いします。

林　　章二	 花粉の飛ばない沖縄は快適でした。
河内　広志	 今日₃/₇は消防記念日です。全

国では消防車や消火用ホース救急
訓練人形の寄贈又、職場訪問の実
施などロータリー活動があります。

大森　克介	（会員誕生祝）（結婚記念祝）
早　退　　三ッ矢（息子の誕生日（₃/₆））、

菊野、中川（すみません）、太田

卓　話　「姫路城」
浜田　修一　会員

　14世紀、中頃「姫路城」と称し、赤松氏の城
であったが、その赤松氏が、足利六代将軍義教
（よしのり）を殺害する。これを1441年の嘉

か

吉
きつ

の乱という。
　これが「下剋上」の始まりといわれている。
　それを平定したのが山名宗全で、城主は、赤
松のあと黒田、羽柴、木下と入れ変わります。
　羽柴秀吉のとき、天守、石垣など手を加え「姫
路城」と呼ぶようになった。
　今の「姫路城」になったのは関ヶ原の戦い以
降で、1608年頃とされていて、国宝、世界遺産
で近世建築の白眉とされその城主は池田、本多、
松平、榊原など目まぐるしく変わり1749年、酒
井が前橋から入り以後10代110年余、維新まで
続く。
　池田輝政の孫は、岡山城主となる光政で、家
康の孫千姫の娘、勝姫と結婚し、幸せな一生を
送る。
　また、光政は江戸時代の名君に数えられる。
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　次の本多忠政は「徳川四天王」本多忠勝の子
で桑名から入る。その子忠刻（ただとき）は、
桑名に居るとき、千姫が大阪から江戸に帰る途
中、桑名城に入り、その時、結ばれ、姫路城に
て過ごすが、一男一女をもうけたあと忠刻は没
し、千姫は江戸城に帰る、その一女が前述の勝
姫である。
　最後の藩主となる酒井家も「徳川四天王」酒
井忠
ただ

次
つぐ

の子孫であり、大老職を輩出した名家で
あります。

　大老職になれるのは、土井、堀田、酒井、伊
井の四家だけ。また酒井家の息子、抱一は、絵
の世界「琳派」の一人と数えられる画人であり、
その生い立ちから茶人、俳人、学者らとの交友
が広い人であった。
　この城は秀吉の代までは戦さの拠点として、
江戸時代以降は西国大名の押さえとしての使命
を果たし、今も名城の名を欲しいまま、美しい
姿を保っているのである。

出席会員　73（64）名中50名　出席率70.42％
前回訂正出席率81.94％

欠席会員　23名　土居、鮒田、林（章）、泉谷、
市川、岩橋、勝見、菊池、河内、真鍋、三
原、中川、大塚、大橋、左納、塩崎、関（啓）、
髙石、田中（和）、鶴田、吉村（関（宏）、玉置）

ゲスト　　₂名	 井上　愛華（松山RAC幹事）
	 長野　佑紀（松山RAC直前会長）
ニコニコ箱
田中　昌生	 ₄年半お世話になりました。退会

いたします。
山本　克司	 来週退会致します。淋しいです！！
石橋　和典	 田中会員ご栄転おめでとうござい

ます。今後とも松山クラブを宜し
くお願いします。RACの皆さん、
ようこそ。米山会員、DVD鑑賞
宜しくお願いします。

米山　徹太	 本日の卓話のお時間頂いておりま
すが、ほとんどしゃべりません。
宜しくお願いします。

浜田　修一	 米山さん、卓話楽しみにしています。

児玉　義史	 米山さん、DVD鑑賞会楽しみに
しております。

三好　哲生	 米山さん、RYLAの広報、頑張っ
てください。

村山　邦孝	 米山さん、今日は卓話楽しみにし
ています。本日の火曜会、よろし
くお願い致します。

佐々木　淳	 先日の地区研修・協議会お疲れ様
でした。職業奉仕理事として大変
勉強になりました。近日中皆様に
コピーをお配りします。

永木　昭彦	 本日から三越₇階で伝統工芸展が
始まりました。是非ご覧下さい。

小野里俊哉	（会員誕生祝）スーパードライ発
売30周年を記念して、本日スー
パードライエクストラハードが発
売となります。

西原　正勝	（ご夫人誕生祝）今日は、強い家
内の誕生日です。

（なんとなくニコニコ）　羽牟、村井
早　退　　林（直）、原田、泉川、西村、酒井

　第3340回例会　2017年３月14日（火）
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出席会員　73（64）名中50名　出席率70.42％
前回訂正出席率80.82％

欠席会員　23名　土居、二神、羽牟、林（章）、
林（直）、市川、勝見、真鍋、三原、村山、
西原、大塚、大橋、酒井、左納、塩崎、関（啓）、
田中（和）、豊田、柳谷、吉村（関（宏）、山内）

ゲスト　　₂名	 梶川　和輝（松山中央高等学
校インターアクトクラブ）

	 白石　知津（松山中央高等学
校インターアクトクラブ顧問）

ビジター　₁名	 大亀　文夫（松山東RC）
ニコニコ箱
大
	（		松		山		東		R		C		）

亀　文夫	 メーキャップさせて頂きます。
石橋　和典	 先週の火曜会へご参加頂いた皆

様、本当にありがとうございまし
た。そして山本会員、菊池会員、
中川会員、今まで大変お世話にな
り、ありがとうございました。今
後とも宜しくお願いします。

浜田　修一	 ₁、大亀さん、いらっしゃいませ。
	 ₂、山本さん、菊池さん、中川さ

ん、永い間ありがとうございまし
た。お元気で頑張って下さい。

山本　克司	 今日で退会です。淋しいです。11
年間ありがとうございました（涙）

菊池　三春	 本日が最後の例会となりました。
₅年間本当にお世話になりました。

中川　創太	 転勤による退会です。
米山　徹太	 先日のゴルフ会、ありがとうござ

いました。星野さん、初の80台お
めでとうございます。菅井さん初
参加ありがとうございました。ラ
ウンド後のコーヒーフロートの味
はいかがでしたか？これからもご
参加宜しくお願いします。

中住　義晴	 19日のロータリーゴルフ会₉名参
加で楽しくラウンドし、菅井さん
の初参加もありましたが私めが優

勝させて頂きました。
星野　耕一	 日曜日のロータリーゴルフ、お疲

れ様でした。自己ベストの85を出
すことができました。最高のメン
バー、最高の天気のおかげです。
ありがとうございました。

髙石　義浩	（会員誕生祝）
早　退　　泉川、岩橋（先日のロータリーゴル

フ会、お疲れさまでした。関社長、
星野さんありがとうございまし
た。）、窪、河内（今日は国際人種
差別撤廃デーです。国際ロータリー
も協力支援しています。早退です
みません。）、永木、佐々木、玉置

卓　話　「カンボジアスタディツアー活動報告会」
松山中央高等学校インターアクトクラブ

梶川　和輝　さん
　私は₈月₂日から12日までの10日間、高校生
対象の「第₃回高校生カンボジアスタディツ
アー」に参加しました。
　私は、日本ユネスコ協会連盟が行っている世
界寺子屋運動を見学しました。子供対象の復学
支援クラスを見て、₁番驚いたことは公衆衛生
の授業をしていたことです。事前学習のときに
小学校内容を₂年間学ぶことは知っていました
が、公衆衛生の授業をすることは知らなかっ
たからです。テーマは、「蚊の予防対策」でし
た。子どもたちが一斉に衛生状態を保つ実践的
方法について学校で教われば、それぞれの家庭
で伝染病感染のリスクを低下させることができ
ます。これは、国語や算数の勉強とは違う次元
で、子どもとその家族の生命を守るのにとても
重要なことだと感じました。その後、寺子屋に
通う女の子の家を訪問しました。彼女の家は、
干したヤシの葉を使って壁や屋根を作って生計
を立てていると話してくれました。売り上げは
少なく、₁個の石鹸を買うのですら難しいとき

　第3341回例会　2017年３月21日（火）
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もあるそうです。今の暮らしをどう思うか問う
と、「今の生活で十分幸せです。将来は、学校
の先生になって、この村をもっと活気づけたい
です。」と答えてくれました。彼女は生きてい
くことにとても前向きで、人間としての力強さ
が伝わってきました。心の豊かさは物の豊かさ
では図れないことに気づかされました。帰国後
に、私は「この経験をもっと活かしたい。」と
思い、グローバルフェスタJAPAN2016にボラ
ンティアスタッフとして参加しました。そこで、

寺子屋に通うカンボジアの子供たちのために手
作りノートを送る企画を行いました。₂日間で
200冊以上完成させることが出来ました。
　このような経験を通して、新聞やインター
ネットなどのメディアを通してでは感じられな
いものがありました。自分の目で実際に見て、
肌で感じながらカンボジアの歴史や現状につい
て学ぶことが出来ました。これからも、高校生
が出来る国際支援を実行したいです。

出席会員　70（61）名中45名　出席率66.18％
前回訂正出席率79.71％

欠席会員　25名　福田、濱本、林（直）、泉川、
市川、清田、窪、河内、小林、真鍋、三原、
村井、永木、西原、大塚、大橋、酒井、塩崎、
清水、鶴田、豊田、浦岡、吉村（亀井、玉置）

ビジター　₁名	 西脇　　博（東京西RC）
ニコニコ箱
二神　良昌	 名本さん卓話よろしくお願いします。
石橋　和典	 名本先生、卓話を楽しみにしてい

ます。
泉谷八千代	 名本さん卓話楽しみにしております。
三好　哲生	 名本会員、先週末はお疲れ様でし

た。本日の卓話、楽しみにしてお
ります。

児玉　義史	 三好会長、米山さん、昨日は大変
お世話になりました。名本さん、
卓話楽しみにしております。

野村　靖記	 名本さん、卓話楽しみにしています。
左納　和宜	 名本さん、卓話楽しみにしています。
飯尾　寛治	 名本さん卓話頑張って。
米山　徹太	 三好会長、児玉先生、上甲さん、

お世話になりました。
森　　隆士	 ₄月₁日付で異動となり、横浜と

松山の兼務となりました。ロータ

リークラブは継続しますので、引
き続きよろしくお願いいたします。

田中　和彦	 85歳の母親が昨日、40日間の入院
生活を終えて退院いたしました。家
族に病人がいるのはストレスです
ね。皆さんもご健康であります様に。

甕　　哲也	 これから宜しくお願い致します。
勝見　安美	 卒園式を致しました。
髙石　義浩	 新横綱　稀勢の里、怪我をしなが

ら春場所逆転優勝おめでとうござ
います。

早　退　　関（啓）、岩橋

卓　話　「松山平野の新しい「王墓」の発見」
名本二六雄　会員

　2016年も押し詰まった12月28日の15時過ぎ
に、松山市教育委員会の文化財課から₁本の電
話が入った。
　「お住まいの近くの祝谷の宅造地の発掘現場
から前方後円墳が出てきましたので、至急検分
願えませんでしょうか？」とのことであった。
明日から年末年始の休暇にはいるというのに、
厄介なことになったものだと思いながら、「前
方後円墳のどの部分なの？」と聞いたら、「そ
れが、あのー前方後円墳がマルゴト出てきてい

　第3342回例会　2017年３月28日（火）
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理事会報告

平成29年₃月度理事会決議事項

₃月₇日㈫
①退会届　田中　昌生会員　承認。
②退会届　菊池　三春会員　承認。
③退会届　貴船　正憲会員　承認。
④新入会員申し込み　三井住友信託銀行㈱松山
支店　支店長　甕　哲也氏　承認。

⑤₄/₄㈫　お花見家族例会について　承認。
⑥ガバナー事務所より「ミャンマー少数民族村
学校建設プロジェクト支援」のお願い　承認。
⑦植樹、環境保全の活動を松山市記者クラブに
取材依頼済。　承認。
⑧今年度開催の火曜会について
　₆月開催分のみ、メーキャップ扱いとする　
承認。

るもんで…」「ナニナニまるごととはどういう
こと？」とは言ったものの、自宅から車で行け
ば₅分ほどのところである。現地へ行ってみた
方が早いと思い直して、急行した。現場では調
査担当のY君が待っていてくれて説明を聞いた。
　いや、聞くよりも前に、現場に着いたとたん
に目に入ってきたものは、高縄山から南に下っ
ている尾根の末端の東向きの斜面に、長さ35m
ほどの、周溝をもつ前方後円墳の基壇の部分の
全景であった。
　このような風景は60年以上も古墳を掘ってき
た私も初めてみることであった。本来なら墳丘
は高さ₆～₇mの墳丘があるはずだが、いつご
ろかわからないが、盛り上げて作られた封土は
全く失われており、墳最下部とこれを取り巻く
U字形周溝がきれいに残り、墳丘外周と周溝内
部の壁面には、葺石が完存しており、その残り
方が見事であって、墳丘上部やそこにあったは
ずの埋葬主体部は跡形もなかったが、現状でも
まことに貴重な₅C後半の古墳であるといえる。
　30年ほど前までは、愛媛の前方後円墳は10基
あるかなしかといわれていたが、現在では35基
以上に上ることが確認されている。その内、松
山平野周辺だけで15基以上になるだろうが、葺
石の状況や墳丘細部が見事に残っている例は貴
重で、他府県でも類例に乏しい。市ないし県の

史跡として活用できれば最善だが、発掘後すぐ
に工事にかかるとのこと。もっと早く判ってお
れば1500年間安泰であったこの遺跡を買い上げ
て、代替地を探して移転を探すとか保存を前提
にした建屋を検討するとかの試案もできたろう
が、現在では打つ手がない。発掘後は新しいも
ののために原状を破壊することになるだろう。
　聞けば、この地には「老人ホーム」が立つと
いう。それはそれで結構なことだが、公に史蹟
指定してもよいようなところを、市や県はいま
まで多くつぶしてきた。
　年明け早々にはなろうが、審議委員会を開いて、
とりあえず出来ることの検討を行うことになろう。
　松山市は道後温泉と松山城によって支えられ
る観光都市であるがゆえに、一層の史跡や名勝
を大切に考えるべきだと思うのだが…
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クラブニュース

以下36名　鮒田、浜田、濱本、林（章）、林（直）、石橋、
泉川、岩橋、上甲、菊野、清田、河内、児玉、三原、
三好、森、永木、名本、西村、野村、太田、大森、菅井、

関（啓）、高岡、高橋、柳谷、米山、深見、飯尾、亀井、
中住、佐藤、関（宏）、田代、山内

１・２月２ヶ月皆勤

新入会員紹介

氏名：甕
もたい

　　哲也

勤　務　先：三井住友信託銀行㈱
松山支店　支店長

	 三番町₄−11−₁
	 TEL	932−2212
生 年 月 日：昭和43年₇月26日
入会年月日：平成29年₃月14日
趣　　　味：食べ歩き、ゴルフ

聖カタリナ大学　人間健康福祉
学部教授　山本　克司会員は、
一身上の都合の為、₃月21日付
で退会されました。
ロータリー歴は10年10か月でし
た。

㈱電通西日本松山支社　支社長
菊池　三春会員は、転勤の為、
₃月21日付で退会されました。
ロータリー歴は₄年10か月でし
た。

日本生命(相)松山支社　支社長
中川　創太会員は、転勤の為、
₃月21日付で退会されました。
ロータリー歴は₁年11か月でし
た。

退会のお知らせ

住友生命(相)松山支社　支社長
貴船　正憲会員は、転勤の為、
₃月₇日付で退会されました。
ロータリー歴は₃年₉か月でし
た。

サントリー酒類㈱松山支店
支店長　田中　昌生会員は、転
勤の為、₃月14日付で退会され
ました。
ロータリー歴は₄年₅か月でし
た。

—  7 —



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

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
7日 74（65） 50 24 69.44% 5 74.32% 0

14日 73（64） 50 23 70.42% 9 81.94% 0

21日 73（64） 50 23 70.42% 9 80.82% 1

28日 70（61） 45 25 66.18% 10 79.71% 1

平均 72.5（63.5） 48.8	 23.8	 69.12% 8.25 79.20% 0.5

例会日
区分

　平成29年₃月19日㈰に奥道後ゴルフクラブにて
開催されました。参加者は中住会員、関（啓）会員、
村井会員、岩橋会員、佐々木会員、星野会員、菅
井会員、洞出正俊さん米山の₉名でした（洞出正
俊さんは二神会員のお知り合い）。
　今回は菅井会員が初参加で久々の₃組でラウン
ドすることができ賑やかでした。

　又、星野会員が初めて80台（40＊45＝85）でま
わられて喜んでおられました。
　当日は天候にも恵まれ、気持ちの良いゴルフで
した。これからゴルフの季節になります。
　皆様の御参加お待ちしております。

（記・米山　徹太）

ゴルフ会より　第360回 松山ロータリークラブ・ゴルフコンペのご報告

ダブルペリア

敬称略

順　位 氏　　　名 OUT IN 計 HDCP Net
優　勝 中住　義晴 47 44 91 18 73
₂　位 佐々木　淳 43 54 97 24 73
₃　位 岩橋　　進 40 53 93 19.2 73.8

同ＮＥＴは年長者

誕生祝　	以下₅名　鮒田（₃日）、大森（19日）、髙
石（22日）、小野里（23日）、菊野（27日）

結婚祝　	以下₉名　塩崎（₁日）、佐藤（₂日）、山
内（₅日）、亀井（17日）、西村（20日）、
大森（24日）、原田（29日）、村井（31日）、
関（宏）

創業祝　	以下₃名　菅井（₁日）、菊野（₃日）、泉
谷（22日）

３月のお祝い

₁．ガバナー月信
₁．会報₁月号
₁．近隣RC例会予定表

配　付　物
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