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　　「信用」という保護膜

　₅月₈日㈰に開催される四国地区協議会の段取りをしながら、いよいよ次年度が始
まることを実感せずにはいられない今日この頃となりました。クラブの要であります
幹事職を全うすべく、とにかく₇月からの₁年間は、火曜日の12時半には全日空ホテ
ルにいられるように、自己管理に努めてまいりたいと思います。みなさまどうぞよろ
しくお願いいたします。
　さて先日ある先輩から、数年前の2680地区の職業奉仕委員会資料を頂戴しました。
その中の深川パストガバナーのお言葉をご紹介させていただきます。
　「世のため人のために奉仕する心、すなわち愛情の世界に生きる心をもって職業を
営むべし。職業奉仕とは、愛情の世界の考え方を持って、打算の世界をコントロール
していこうという考え方である。これが職業奉仕の根本原理である。ロータリーでは、
愛情の世界に生きる心、すなわち世のため人のための心をもって職業を営んでいると、
その結果として、「信用」という保護膜に包まれて、長期的に安定した利潤を着々と
獲得することができる強靭な体質の企業を作り上げることになる。この原理の総体を
ロータリーの職業奉仕と呼ぶのだ。」
　私も駆け出しの経営者として大変感銘を受けました。目先にとらわれて打算に走る
ことが多くて自分でも嫌になるときがあります。しかしそういう施策は、振り返って
みれば確かに長続きしていません。自己反省を重ねながら、ロータリアンとして成長
していきたいと思います。
　その先輩は重要な箇所に二重丸で印をつけてくださったり、「古いと思わず一読し
てください。」と但し書きしてくださっています。本当にありがたいです。

副幹事　結　城　　　旬
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例会記録

　第3061回例会　2011年４月５日（火）

出席会員　66（56）名中48名　出席率76.19％
前回訂正出席率82.26％

欠席会員　18名　秋山、土居、加藤、河田、北
村（一）、北村（忍）、御木、森本（惇）、小川、
白石、高須賀、浦岡、渡部（浩）、吉田（麻
生、藤山、松岡、宮田）

ビジター　₃名　鍛冶　一秋（松戸東RC）
　　　　　　　　則内　健司（京都モーニングRC）
　　　　　　　　中川　　誠（徳島プリンスRC）
ニコニコ箱
三好　哲生	（会員誕生祝）本日卓話を致しま

す。
林　純之介	 ようやく桜咲く春となりました。

悪戦苦闘中の原子力発電も街の復
興も必ずや果たされることを信じ

て。
玉置　　泰	 財団法人ITM伊丹記念財団がお

蔭様で公益財団法人に移行できま
した。

五味　久枝	 浦岡先生、姉がお世話になりまし
た。

田嶋　德之	 震災お見舞い
川瀬　文隆	 バッジ忘れです。すみません。
浜田　修一	 会員誕生祝
濱本　道夫	 結婚記念祝
柏原　康弘	 会員誕生祝
森本　三義	 会員誕生祝
山本　克司	（結婚記念祝）（早退）

（なんとなくニコニコ）清田、佐々木、米山

　第3062回例会　2011年４月12日（火）

出席会員　70（60）名中55名　出席率83.33％
前回訂正出席率86.36％

欠席会員　15名　秋山、原田、泉川、市川、北
村（一）、清田、河内、眞鍋、御木、森本（惇）、
高須賀（麻生、藤山、松岡、宮田）

ニコニコ箱
永木　昭彦	 今回より入会させていただきま

す。よろしくお願いいたします。
長尾　芳光	 入会祝い
佐野　秀司	 本日より入会させて頂きます。宜

しくお願い申し上げます。
津田　和彦	 今日は卓話をさせていただきま

す。よろしくお願いします。
平原　立志	 津田さん、卓話楽しみにしていま

す。
玉置　　泰	 あと₄日になりました。土曜日の

地区大会よろしくお願いします。
五味　久枝	 新入会員の皆様今後共宜しくお願

いいたします。地区大会まであと
₄日となりました。力をあわせて
良い大会にしましょう。

山本　博敏	 急用で自宅に戻らなければならな
くなり、地区大会に参加できなく
なりました。申し訳ありません。
ご盛会祈念しております。

米山　徹太	 先日野球をしていて、スライディ
ングしたつもりが地面にジャンピ
ングニードロップをしてしまいま
した。年をとったのでしょうか？

林　純之介	 プロ野球今日開幕。阪神の優勝だ。
（なんとなくニコニコ）河田
早　退　　土居、川瀬、名本

卓　話　「ご紹介『ひろしま美術館』」
津田　和彦　会員

　昨今、震災や原発事故に関わる暗いニュース
が多いことから、本日は、皆様に少しでも安ら
ぎを感じて頂ける一時となればと考え、私ども
広島銀行が古き良き時代に集めていた絵画を中
心に展示しております『ひろしま美術館』を紹
介することに致しました。
　この美術館は、当行100周年事業として建て
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例会記録

たものであり、本日ご覧頂くビデオは、美術館
開館30周年記念として作成したものです。総展
示300点ほどの小さな美術館ですが、一番有名
なものはゴッホの“ドービニーの庭”で学芸員
に聞くところでは、70億円の評価額が出たとの
ことです。広島においでの際には是非一度ご覧
ください。

ひろしま美術館開館30周年記念
「愛とやすらぎのために〜印象派への誘い〜」
₁．ひろしま美術館のご紹介
　ひろしま美術館は昭和53年（1978年）広島市
の中心部中央公園内に、原爆犠牲者への鎮魂の
祈りと平和への願いをこめ、“愛とやすらぎの
ために”をテーマに開館しました。別名「印象

派美術館」と呼ばれるほど印象派のコレクショ
ンが充実しており、フランス印象派を中心に世
界に名だたる画家の作品を展示しております。
₂．主な所蔵作品のご紹介
　ミレー『刈り入れ』／マネ『灰色の羽帽子の
夫人／モネ『セーヌ河の朝』／ピサロ『ポン・
ヌフ』／ルノワール『パリスの審判』／セザン
ヌ『曲がった木』／ゴーギャン『ブルターニュ
の少年の水浴』他、ロートレック・ピカソ・モ
ディリアーニ・浅井忠・黒田清輝・岸田劉生
……etc。
₃．30周年記念特別番組
　「黒猫はいた!?」〜ゴッホ“ドービニーの庭”
の謎〜（ダイジェスト版）

　第3063回例会　2011年４月19日（火）

松山西RC

出席会員　70（60）名中43名　出席率64.18％
前回訂正出席率92.54％

欠席会員　27名　土居、遠藤、原田、市川、柏原、
勝見、北村（忍）、御木、三原、三好、森本

（惇）、名本、小川、佐々木、白石、関（啓）、
高岡、高須賀、田嶋、津田、浦岡、渡辺（基）、
山本（博）、吉田（麻生、松岡、宮田）

ゲスト　　₂名　澤　　和樹
（東京藝術大学音楽学部　副学部長）

　　　　　　　　大久保一彦
（㈱BMS愛媛　代表取締役）

ビジター　₂名　幾世　英夫（宮津RC）
　　　　　　　　杉　あゆみ（松山西RC）
ニコニコ箱
秋山　　修	 大変お世話になり、ありがとうご

ざいました。
杉　あゆみ	 本日はメークアップに参りまし

た。よろしくお願いします。
濱本　道夫	 大久保さん、澤さん、いらっしゃ

いませ！
西村　真也	 澤様、卓話よろしくお願いいたし

ます。秋山さんチェロの音色がよ
い想い出になりました。

石橋　和典	 地区大会お疲れ様でした。大久保
さん先日はお世話になりました。
澤さんの卓話を楽しみにしており
ます。秋山さんご栄転おめでとう
ございます。淋しくなりますが今
後共宜しくお願いいたします。

亀井　義弘	 地区大会御礼
林　純之介	 地区大会皆様大変ご苦労さまでし

た。ありがとうございました。
五味　久枝	 地区大会皆様お疲れさまでした。

良い大会だったと思います。
江田　和彦	 先日はお疲れ様でした。
二神　良昌	 地区大会お疲れ様でした。
河田　正道	 大会事務局の皆さんご苦労さまで

した。
大森　克介	 地区大会無事終わりました。皆様

のお手伝いありがとうございまし
た。

高橋　伸定	 地区大会、交通委員会の皆様体力
の限界に挑んで頂きありがとうご
ざいました。

米山　徹太	 亀井ガバナー、大森先生、玉置社
長、地区大会大変お世話になりま
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理事会報告

₄月₅日㈫
①　退会者　住友生命(相)　木村　敏久会員　
（転勤のため）　承認。

②　退会者　野村證券㈱　工藤　文裕会員　
（転勤のため）　承認。

③　退会者　住友信託銀行　下別府　俊也会員
　（転勤のため）　承認。

④　新入会員申し込み　㈱松山三越　代表取締
役社長兼店長　永木　昭彦氏（坂本康真氏後

平成23年₄月度理事会決議事項

任）　承認。
⑤　新入会員申し込み　野村證券㈱　松山支店

支店長　児玉　聡氏（工藤文裕氏後任）　承
認。

⑥　新入会員申し込み　住友信託銀行松山支店
支店長　佐野　秀司氏（下別府俊也氏後任）
承認。

⑦　事務局移転費用の件　（松山RC負担分
680,253円）　※H₄年の移転の際の費用は予

した。
眞鍋　次男	 仙台のガス復旧応援隊32名無事

帰って来ました。
佐藤　昭美	 昭和36年₄月16日、夜行の関西汽

船で高松港に上陸し、初めて松山
入りしていつの間にか50年になり
ました。

清田　明弘	（早退）地区大会お疲れ様でした。
川瀬　文隆	（早退）地区大会お疲れ様でした。
玉置　　泰	（早退）地区大会終わりました。

松山ロータリークラブ会員全ての
方に感謝します。有難うございま
した。

卓　話　「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
　本日は室内楽の楽しみと題して少しお話しさ
せていただきます。室内楽とは、一般的に比較
的少人数によるアンサンブルをさす言葉として
使われていますが、これはドイツ語のKammer	
Musik	の訳語として考えられたものと思われ
ます。確かにKammer	に部屋や室内という概
念があるのは事実ですが、ここで言うKammer	
Musik	とは宮廷で生まれ育まれた音楽の事を
指します。すなわち室内楽とは、本来は宮廷に
仕えるその時代最高の作曲家によって産み出さ

れ、最高の演奏者によって宮廷を訪れる人々へ
のもてなしとされた音楽です。王室御用達と
言うのが、最高級の代名詞であるがごとく、い
わゆる室内楽こそクラシック音楽の源流という
べきもので、現代の100人近い大編成のオーケ
ストラは、宮廷のサロンで行われていた数人か
ら10数人によるアンサンブルが、18世紀末の市
民革命により、一部の特権階級のものだった室
内楽を一般市民も楽しめるようになり、千人を
超えるコンサートホールで演奏されるように変
遷していった結果です。私が演奏活動の中心に
している弦楽四重奏は、18世紀半ばに、交響楽
の父と言われるハイドンによって考案されたと
され、ヴァイオリン₂本、ヴィオラ、チェロと
いう同属楽器による編成で、非常にシンプルな
編成ながらモーツァルトやベートーヴェンをは
じめとする古今の大作曲家が、交響曲やオペラ
に匹敵する情熱を注ぎ込んだ名作を残していま
す。弦楽四重奏の醍醐味のひとつは、いわゆる
ハモりの美しさです。私達は、超名作の持つハ
モりの素晴らしさを聴衆にお届けするために、
大変多くの時間をかけ、入念なリハーサルを行
います。₅月22日には松山の皆様に弦楽四重奏
の素晴らしさを味わっていただけるよう、トー
クも交えながらの楽しい演奏会にしたいと思っ
ておりますので、どうぞ皆様お誘いあわせての
ご来場をお待ち申し上げます。
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理事会報告

クラブニュース

退会のお知らせ

日本銀行　松山支店　支店長　
秋山　修会員は転勤の為、₄月19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。

備費より拠出しておりました。　承認。（明
細を確認の上、次回理事会へ）

⑧　₅/15今治北RC30周年記念式典お祝い金の
件（林会長・三原幹事が出席）　※松山RC
の60周年時は20,000円頂いておりました。　
20,000円　承認。

⑨　新入会員申し込み　㈱竹中工務店　松山営
業所長　長尾　芳光氏（伊賀上久幸氏後任）
承認。

⑩　東日本大震災義捐金の件　最低一人₁万円
以上の協力を推進する。

勤　務　先：㈱松山三越
代表取締役社長兼
店長
一番町₃－₁－₁
TEL	945－3111

生 年 月 日：昭和32年₇月26日
入会年月日：平成23年₄月12日
趣　　　味：ジョギング（マラ

ソン）、音楽鑑賞
氏名：永木　昭彦

新入会員紹介

勤　務　先：野村證券㈱　松山
支店　支店長
千舟町₅－₇－₃
TEL	941－0131

生 年 月 日：昭和36年₈月29日
入会年月日：平成23年₄月12日
趣　　　味：お酒、カラオケ

氏名：児玉　　聡

勤　務　先：㈱竹中工務店　松
山営業所　所長
三番町₇－₄－₃
TEL	921－4811

生 年 月 日：昭和35年₆月30日
入会年月日：平成23年₄月12日
趣　　　味：ゴルフ、音楽・野

球（甲子園球場に
て）鑑賞、散歩

氏名：長尾　芳光

勤　務　先：住友信託銀行　松
山支店　支店長
三番町₄－11－₁
TEL	932－2211

生 年 月 日：昭和39年10月17日
入会年月日：平成23年₄月12日
趣　　　味：映画鑑賞、合気道

氏名：佐野　秀司
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クラブニュース

４月のお祝い

誕生祝　以下₈名　市川（₃日）、柏原（₈日）、河内
（10日）、森本（三）（11日）、浜田（13日）、
宮田（14日）、三好（14日）、津田（26日）

結婚祝　以下₉名　林（₄日）、濱本（₉日）、山本（泰）
（11日）、山本（克）（18日）、飯尾（20日）、泉川（20
日）、浅井（人）（23日）、秋山（24日）、松岡

創業祝　以下₇名　松岡（₁日）、藤山（₁日）、高須
賀（₁日）、五味（₁日）、北村（一）（₁日）、
加藤（₁日）、小川（16日）

配　付　物

₁．ガバナー月信
₁．ライト＆ライフ
₁．会報₂月号

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 66（56） 48 18 76.19％ 3 82.26％ 3
12日 70（60） 55 15 83.33％ 2 86.36％ 0
19日 70（60） 43 27 64.18％ 19 92.54％ 2
平均 68.6（58.6） 48.7 20 74.57％ 8 87.05％ 1.7

例会日 区分

４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/
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