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事務局　松山市一番町 4 ‒ 1 ‒ 5 一誠ビル7Ｆ　ＴＥＬ（089）932－4426　会長　玉置　泰　幹事　山本克司

４

　　 副幹事として

　副幹事を拝命して早10ケ月目が過ぎようとしています。
　その間、玉置会長、濵本ガバナー補佐、清田副会長、山本幹事のご指導のもと、75
周年記念行事、インターシティミーティングと重要な行事を経験させて頂きました。
　又、開催に当たりましては、会員の皆様にご協力頂きまして誠に有難うございまし
た。私自身が十分に副幹事としてお役にたてたかどうかは解りかねますが、75周年の
当日、給食協会の理事としての出張が入り出席できなかったことを一番残念に思って
おります。
　平成19年12月に伝統ある松山ロータリークラブに濵本会員のご紹介で入会させて頂
き、親睦委員・広報委員長・職業奉仕委員長等の任を受け、クラブの皆様、地区内外
の会員の方と繫がりを持つこととなり、ロータリークラブの事について、少しずつで
すが解ってきたような気がしておりましたが、先日のIMや地区協議会でまだまだ奥
深いと勉強不足を悔いております。
　新年度は清田会長のもと、幹事役として会長を補佐して、クラブ運営の中枢を担っ
ていく事になります。幹事はクラブ内の調整役でもあると思いますが、もとより浅学
非才の身ですので会員の皆様のご協力ご支援をお願い申し上げます。

副幹事　二　神　良　昌
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例会記録

　第3155回例会　2013年４月２日（火）

−お花見家族例会−
於：常信寺

出席会員　73（66）名中41名　出席率58.57%
前回訂正出席率72.60%

欠席会員　32名　安保、土居、五味、林、原田、
平原、石橋、泉川、市川、伊藤、勝見、加
藤、兼平、河田、御木、水口、永木、大塚、
小川、佐藤、佐野、白石（省）、浦岡、渡部、
和田、山本（克）、山本（泰）、横山、吉川（深
見、中住、関（宏））

ご家族　　16名
ゲスト　　₂名　久保田　岬

（松山RAC地区幹事）
　　　　　　　　藤岡　　忠（松山RAC）
ニコニコ箱
玉置　　泰	 お世話役の親睦委員の皆さん有難

うございます。
浜田　修一	 親睦委員の皆様、今日はご苦労様

です。お世話になります。
米山　徹太	 本日はお世話になります。
二神　良昌	 散らずに頑張ってくれた桜に。
西村　真也	 桜満開。安楽ガンバレ！
菅井　久勝	 河内さん、先週の火曜会にてお世

話になりました。
田中　昌生	 恥ずかしながらバッジ忘れまし

た。

菊池　三春	 集合が遅くなりました。
矢野　秀俊	（会員誕生祝）₄月₈日誕生です。
三原　英人	（ご夫人誕生祝）本日息子が₆回

目の少年少女キャンプから笑顔で
戻ってきました。

長尾　芳光	（結婚記念祝）27周年、₄/₆です。
イメージチェンジが似合わず、正
月から初めて散髪しました。元に
戻りました。

（なんとなくニコニコ）上甲、棟方（なんとな
く寒い春に。参加一周年）、高橋
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例会記録

　第3156回例会　2013年４月９日（火）

出席会員　73（66）名中55名　出席率76.39%
前回訂正出席率81.94%

欠席会員　18名　安保、二神、五味、市川、伊
藤、加藤、河田、菊池、御木、水口、永木、
岡崎、大塚、小川、清水、白石（省）、山本
（泰）（亀井）

ゲスト　　₁名　神楽岡幼子
（愛媛大学法文学部人文学科教授）

ビジター　₂名　蛭子屋朋子（東京城西RC）
　　　　　　　　武内　英治（伊予RC）
ニコニコ箱
玉置　　泰	 神楽岡様ようこそ。卓話楽しみに

しています。
北村　一明	 神楽岡先生、卓話楽しみです。
清田　明弘	 先週のお花見例会お疲れ様でし

た。次週バッジ忘れました。
勝見　安美	 明日はエンゼル幼稚園の第36回の

入園式です。にぎやかになります。
結城　　旬	 愛媛広告賞のテレビCM長尺部門

で最優秀をいただきました。正直
驚いています。が、大変喜んでい
ます。ありがとうございました。

濵本　道夫	 会長、本日は会長幹事会ご苦労様
です。

米山　徹太	 ₄/29（月・祝）、松山ロータリー
ゴルフ会、まだ空いております。

浜田　修一	（会員誕生祝）
三好　哲生	（会員誕生祝）火曜会、お花見例

会と続けてお疲れ様です。
林　純之介	（結婚記念祝）₄月₄日が44回目

の結婚記念日でした。
（なんとなくニコニコ）宮内、浦岡
早　退　　長尾（申し訳ありません。日曜日、

久万高原町にて、雪風景の中で桜
を見て来ました）、西野、関（啓）

卓　話　「市川團十郎の代々」
愛媛大学法文学部人文学科　教授

神楽岡幼子　氏
　平成25年₂月₃日、十二代目市川團十郎丈が
お亡くなりになった。思いがけない事態に歌舞
伎界が悲しみにくれた。一方、₃月には十一代
目市川海老蔵丈にご子息誕生という明るい話
題。ちまたでは歌舞伎界における團十郎家の存
在を再認識したことであろう。
　そもそも團十郎家の歴史は元禄時代（17世紀
後半）に活躍した初代團十郎に始まる。荒事の
創始者として絶大な人気を博した役者であっ
た。初代が不慮のことにより45歳でこの世を
去ったとき、残された後の二代目團十郎はまだ
17歳の若者であったが、二代目は父團十郎が創
始した荒事芸を引き継ぎ、「助六」や「矢の根」
といった、後に家の芸となる演目を次々に演じ
ていく。
　その芸は代々の團十郎へと引き継がれていく
わけだが、それが七代目へと継承されたとき、
七代目は代々の團十郎の当たり芸から18演目を
選び出し、歌舞伎十八番を制定する。天保₃年
（1832）のことであった。このとき合わせて七
代目は八代目にその名跡を譲っているのだが、
七代目は代々の團十郎の事跡を顕彰し、團十郎
家の重要性を世に高らかにうたいあげたので
あった。
　八代目は残念ながら若くしてこの世を去る
が、幕末から明治にかけて活躍した九代目は近
代歌舞伎の展開に大きな足跡を残した功労者で
あった。十代目は没後の追贈となり、九代目没
後から数えると團十郎の名跡が再び舞台に戻る
のはほぼ60年後の昭和37年（1962）まで待たさ
れることになる。
　しかし、脈々と團十郎の家の芸は継承され続
けている。十一代目から息子の十二代目へ、その
息子の海老蔵へ、そしてその次の世代へと現代
歌舞伎における團十郎家も安泰のようである。
團十郎という大名跡の重たさはもちろんあろう
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例会記録

　第3157回例会　2013年４月16日（火）

出席会員　72（65）名中49名　出席率70.00%
前回訂正出席率81.94%

欠席会員　23名　土居、浜田、石橋、市川、河田、
児玉（聡）、御木、宮内、棟方、長尾、西野、
大塚、小川、佐々木、白石（省）、白塚、菅
井、高岡、浦岡、吉川、米山（亀井、関（宏））

ニコニコ箱
深見　邦芳	 吉川NHK局長、大森先生、泉川

各位、今日の卓話の資料を整えて
頂きまして有難うございました。

大森　克介	 深見さん、卓話楽しみにしており
ます。私も少しお手伝いしました。

濵本　道夫	 深見様、卓話御苦労様です。
石橋　和典	 深見さんの卓話を楽しみにしてい

ましたが、出席できなくて残念で
す。また、教えて下さい。

泉川　孝三	 深見様、卓話楽しみにしています。
玉置　　泰	 今週末は高松での地区大会です。

ご参加の皆様有難うございます。
菊池　三春	 ₄月より家族₃名、松山市民とな

りました。今後ともよろしくお願
いします。

羽牟　正一	 佐々木さん、先日お世話になりま
した。

渡部　浩三	 この度、財団法人重要文化財渡部
家住宅を、一般社団法人に無事移
行することが出来ました。移行手
続きは全部自分でやりましたが、
わかったことは、役所の人はマジ
メで親切でよく勉強していること
です（特に若い人）。気軽に役人
をけなすべきではないと思いまし
た。

兒玉　義史	（ご夫人誕生祝）
飯尾　寛治	（結婚記念祝）56年目
（なんとなくニコニコ）五味（創業記念祝）、清

田
早　退　　河内（少し早めの早退で申し訳あり

ません）、関（啓）

卓　話　「昭和８年12月28日誕生から
昭和31年３月大学卒業までを歌で綴る」

深見　邦芳　会員
₁．「鳴った鳴ったサイレン」

北原白秋	作詞　中山晋平	作曲
　　昭和₈年12月23日、皇太子誕生奉祝歌。
　	　皇女₄人の後でサイレンが₂回鳴ると皇
子、₁回なら皇女と決められていた。
₂．「紀元2600年奉祝歌」
　	　昭和15年は神武天皇即位2600年との事で折
からの、皇国観効用の為盛大に行事を行った、
軽快な唄いやすい曲でした。（替え歌　金鵄
上がって15銭　栄えある光20銭　煙草の値上
がり）
₃．「お山の杉の子」
　	　川田正子（音羽ゆりかご会）が歌う。
　	　昭和20年、戦争が終わって、明るく希望が
満ちてきたと思われた。
₄．「尋ね人の時間」
　	　歌ではないが20年代前半の戦争、戦災での
印象深いラジオ番組。
　　バックに聞こえるのは「リンゴの歌」。
₅．「鐘の鳴る丘」　　　　　　　　　川田正子
　	　20年代後半の戦災孤児収容施設のラジオド
ラマ（テーマ曲）。
　	　古橋廣之進、18分19秒、1949年ロス全米選

が、それを身にまとってなお余裕のあるおおど
かな風は團十郎ならではの持ち味であろう。こ

れからもその活躍を楽しみにしたいと思う。
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例会記録

手権での世界新記録。日大水泳部の橋爪四郎、
浜口喜博の活躍に明治神宮屋外プールが湧い
た。
₆．「テネシーワルツ」

パティー・ページ　1950年発売
　	　如水会館、永楽ホールのダンスパーティー
には欠かせない曲。
₇．「ボタンとリボン」ダイナ・ショア　1948年
　	　ボブ・ホープ、ジェーン・ラッセル主演「腰
抜け二挺拳銃」
　　西部劇全盛のころ欠かさず観た。

₈．「藤山一郎」
　	　この方を除しては我々世代の歌は語れな
い、今日はロータリーソングを聴いて頂く、
1959年東京地区が₂つに分かれた時に創られ
た曲。藤山さんは東京西クラブの会員で世界
大会地区大会等のソングリーダーを務められ
た。
₉．「ケ・セラ・セラ」　ドリス・デイ　1956年
　　（為るようになる）（後の事などわからない）
　　小生の生き方を決めた曲。

　第3158回例会　2013年４月23日（火）

出席会員　72（65）名中52名　出席率72.22%
前回訂正出席率80.56%

欠席会員　20名　安保、土居、二神、原田、石
橋、市川、兼平、菊池、清田、御木、宮内、
三好、西野、大塚、小野、清水、白石（省）、
関（啓）、高岡、吉川

ニコニコ箱
髙石　義浩	（なんとなくドキドキ）はじめて

の卓話でドキドキです。よろしく
お願いいたします。

平原　立志	 髙石さん卓話楽しみにしていま
す。

泉川　孝三	 髙石先生卓話楽しみにしていま
す。

上甲　　泰	 髙石さん卓話楽しみにしていま
す。

河田　正道	 髙石さんの卓話に期待しておりま
す。

玉置　　泰	 高松での地区大会、参加の皆様お
疲れ様でした。

高橋　伸定	 二神さん米山さん地区大会お世話
になりました。

米山　徹太	 先日の地区大会、お疲れ様でした。
二神さん、高橋さんお世話になり

ました。
佐藤　昭美	 孫が小学₁年生になりました。
北村　一明	 バッジ忘れました。歌舞伎座・フェ

スティバルホールの柿落しに行っ
てきました。

水口　義継	（ご夫人誕生祝）来週29日から₂
週間、「国分太一のおさんぽジャ
パン」（テレビ愛媛）で松山・道
後が放送されます。弊社にも取材
が入りましたのでお時間がありま
したら見てください。

早　退　　岡崎（申し訳ありませんが、早退致
します）、小川

卓　話　「医療業界とリーダーシップ」
髙石　義浩　会員

　医療の問題はステイクホルダーが多数関与し
解決困難なものが多い。解決にはリーダーシッ
プが必要であり、トップマネジメントはリー
ダーシップと大きな関係がある。
　今回は₁．病院とトップマネジメント	₂．
病院経営の最近の動向	₃．私の理想のリーダー
像について述べる。
₁	．病院とトップマネジメント　ビジネスの世
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理事会報告

₄月₉日㈫
①　退会届　加藤　崇会員（転勤の為）　承認。
②　米山梅吉記念館　全国ひとり100円募金運
動の件。　否認。

③　会計後任人事について　岡崎会員に会長か
ら依頼する。
④　新会員推薦について　㈱近畿日本ツーリス
ト中国四国松山支店長　洲㟢　浩氏（推薦者：
三原英人会員）　承認。会員増強委員会へ

平成25年₄月度理事会決議事項

界ではマネジメントトレーニングは常識で、
MBAではハードスキルのみならずリーダー
シップ・人材マネジメントなどソフトスキル
も求められる。しかし日本の医学教育におい
てマネジメントを学ぶ機会は極めて少ない。
病院においてマネジメントが重要でその理由
は、・病院の最重要資源は人・病院は非営利
組織であること・スタッフはライセンスを
もった職能人が多いこと・全体最適化が難し
い構造、にある。病院におけるマネジメント
の重要性をマッキンゼーが研究しているが、
①マネジメントに優れている病院は、アウト
カム・患者満足度・病院の収益性いずれの面
でも優れている。②質の高いマネジメントと
相関する要素は厳しい競争環境、臨床経験を
持ったリーダー、サイズ、独立性、という結
論であった。

₂	．病院経営の最近の動向　・国立病院機構の
BSC・大規模医療グループの台頭・病院ファ
ンド（リートなど）・介護ロボットが挙げら
れる。
₃	．私の理想のリーダー像　野中・竹内先生
が提唱したThe	Wise	 Leaderである。The	
Wise	 Leaderは①「善い」目的をつくる能力
②場をタイムリーにつくる能力　③ありのま
まの現実を直感する能力　④直感の本質を概
念化する能力　⑤概念を実現化する能力　⑥
実践知を組織化する能力が必要とされる。４
つのテストに代表されるロータリーの理念
はThe	Wise	Leaderの概念と通ずるものがあ
り、ロータリアンとして修練していくことは
The	Wise	Leaderへとつづくと私は考えてい
る。

例会記録
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退会のお知らせ

みずほ銀行　
松山支店　支店長
加藤　崇会員は、転勤のため、
₄月₉日付で退会されました。
ロータリー歴は₂年₄ヶ月でし
た。

クラブニュース

誕生祝　	以下₆名　市川（₃日）、大塚（₇日）、
矢野（₈日）、河内（10日）、浜田（13日）、
三好（14日）

結婚祝　	以下10名　横山（₃日）、林（₄日）、長尾
（₆日）、濵本（₉日）、山本（泰）（11日）、
西野（14日）、山本（克）（18日）、飯尾（20日）、
泉川（20日）、菅井（29日）

創業祝　	以下₄名　五味（₁日）、北村（₁日）、
小川（₁日）、加藤（₁日）

４月のお祝い

₁．ガバナー月信
₁．会報₂月号・₃月号
₁．近隣ロータリークラブ例会予定表

配　付　物

順　位 氏　　　名 OUT IN Total Hdcp Net

優　勝 中住　義晴 43 44 　87 16.0 74.0

準優勝 米山　徹太 42 48 　90 17.0 73.0

₃　位 原田　満範 44 41 　85 11.0 74.0

₄　位 矢野　秀俊 50 48 　98 23.0 75.0

₅　位 渡部　浩三 57 42 　99 21.0 78.0

₆　位 諸橋　直人 47 56 103 25.0 78.0

松山ロータリー・ゴルフ会　４月例会

平成25年 4月29日（月・昭和の日）快晴
於：松山ゴルフ倶楽部川内コース

　非常に良い天気であったが、参加人数が₆名で
賑やかさに欠けた。次回からは₃組の参加を達成
させたい。　　　　　　　　　　（記・米山　徹太）
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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/

４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

₂日 73（66） 41 32 58.57％ 12 72.60％ 0
₉日 73（66） 55 18 76.39％ 4 81.94％ 2
16日 72（65） 49 23 70.00％ 10 81.94％ 0
23日 72（65） 52 20 72.22％ 6 80.56％ 0
平均 72.5（65.5） 49.3 23.3 69.30％ 8 79.26％ 0.5

例会日 区分

クラブニュース

（お花見家族例会）
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