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₅月₇日㈫…「そばのお噺」
岩間

正之会員

₅月14日㈫…「アジアへお引越し」
結城
旬会員
₅月21日㈫…
「キャッシュとキャッシュ
レスのお話」
堂野 敦司会員
₅月28日㈫…「オタクのオタク訪問」
大森 克介会員
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次年度₈年ぶり₂度目の幹事をさせていただきます。宜しくお願い致します。確か
高松だったと記憶していますが、何かの大会の後、お酒の席で「三原さんが会長をさ
れる時は私が幹事をします。
」と何気ない約束をしてしまいました。まさかこんなに
早く巡ってくるとはという思いでしたが、お受けした以上は精一杯務めさせていただ
きます。三原次年度会長とは20年来親しくさせていただいていますが、みなさんご承
知の通り、やると決めたら徹底的にされる方です。今まさに次年度の方向性を決めて
いる最中ですが、
そこまでやるという事の連続です。私もはや在籍14年目になります。
ロータリーは、良い意味でゆる～い大人の会というのが印象ですが、ルールに則った
うえで、そこにピリっとしたスパイスを加えたいという次年度の意向に沿うようにク
ラブ運営を心掛けたいと考えています。私自身、例会になるべく穴をあけないよう、
まずはできる限りの出席から始めたいと思います。

例会記録
第3439回例会

2019年４月２日（火）

−お花見家族例会−
於：ふなや
出席会員 68（62）名中44名 出席率68.75%
前回訂正出席率75.76%
欠席会員 24名 堂野、原田、五十嵐、市川、
伊藤、岩橋、勝見、窪、河野、児玉、森、
名本、西原、大塚、大橋、左納、清水、菅井、
筒井、浦岡、吉村（亀井、中住、玉置）
ゲスト ₄名
山本 逸平（松山RAC幹事）
原
優也（松山RAC）
渡邉 興祐（
〃
）
野口 直輝（
〃
）
ご家族 10名
ニコニコ箱
鮒田 好久
甕

哲也

浜田 修一

米山

徹太

加藤

修司

本日は、ご利用頂きありがとうご
ざいます。
₂年₂か月大変お世話になりまし
た。松山ロータリーの発展を大阪
より祈念いたします！
甕さん、いつまでもお元気で頑
張って下さい。ありがとうござい
ました。
甕さん、お世話になりました。転
勤先でのご活躍、お祈り申し上げ
ます。
甕さん、大変お世話になりまして
ありがとうございました。大阪で
のご活躍をお祈りしています。

林

章二 令和に決まりましたね。ふなやさ
んお世話になります。
石橋 和典 新元号、令和おめでとうございま
す。西村先生、壮くんの演奏楽し
みにしています。
宮崎 誠司 新元号、令和おめでとうございま
す。CARPノマ、
先制ホームラン！
おめでとうございます。
守谷みどり 令和のお祝い
大森 克介 お花見、楽しみましょう。
高橋 伸定 先日の地区協参加の皆様お疲れ様
でした。行きも帰りも二神さんの
横にちゃっかり座っていました。
二神さんお世話になりました。
佐々木 淳 鮒田さん今日はお世話になりま
す。春の少年少女余島キャンプ大
森さんのお孫さん、米山さん大変
お世話になりました。
田中 和彦 本日は昼・夜お花見です。やはり
桜は日本人の心。美しいです。あ、
ついでに映画「ソローキンのみた
桜」もよろしくお願いします。
髙石 義浩 今日はお世話になります。
三原 英人 （ご夫人誕生祝）先日の地区研修・
協議会に参加頂いた方、お疲れ様
でした。ありがとうございました。
野村 靖記 （結婚記念祝）
（なんとなくニコニコ） 土居、太田、鶴田
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第3440回例会

2019年４月９日（火）

出席会員 67（61）名中47名 出席率74.60%
前回訂正出席率78.13%
欠席会員 20名 浅田、堂野、二神、羽牟、原田、
市川、勝見、加藤、村井、森、西原、大塚、
大橋、左納、髙石、鶴田（亀井、田代、玉置、
浦岡）
ニコニコ箱
岩橋
進 ３年間ありがとうございました。
東京に戻りますが、松山のために
微力ながら頑張ります。
米山 徹太 岩橋さん、大変お世話になりまし
た。転勤先でのご活躍をお祈り致
します。
菅井 久勝 岩橋さん、３年間大変お世話にな
りました。益々のご活躍をお祈り
致します。
佐々木 淳 岩橋さん、お世話になりました。
赤羽で飲みましょう。田中さん昨
日はありがとうございました。高
梨さん、卓話楽しみにしています。
神泡サーバーもありがとう。
河野 次郎 高梨さん卓話宜しくお願いいたし
ます。
鮒田 好久 先週は花見会ご利用ありがとうご
ざいました。
田中 和彦 日曜日に、はじめて南予の「野福
峠」の桜を見てきました。今年の
桜はどこも天気に恵まれてすばら
しいですね。
伊藤 謙一 週末にサイクルトレインを使って
しまなみ海道をサイクリングしま
した。とても気持ち良かったです。
浜田 修一 （会員誕生祝）岩橋さん、お元気
で今迄通り頑張って下さい。
三好 哲生 （会員誕生祝）高梨会員、本日卓
話宜しくお願いします。私、今月
誕生月です。皆様ありがとうござ
います。
濵本 道夫 （結婚記念祝）

菊野 先一 （結婚記念祝）愛すべき妻に感謝
高梨 明治 （会員誕生祝）卓話がんばります。
早 退
守谷
卓

話 「野球場あれこれ」

高梨 明治 会員
皆様、日本、世界の野球場についてどれくら
い御存知でしょうか？ 当たり前ですが作られ
た年、大きさ、フィールドの形状など千差万別
です。
日本のプロ野球の球場で一番両翼が大きい球
場は宮城楽天生命パークです。ただ内外野の
フェアゾーンの大きさではやはり野球の聖地甲
子園が最大です。
甲子園は1924年に日本で最初に作られた本格
的野球場です。サントリー山崎蒸留所の₁つ後
輩になります。また甲子園はその大きさと独特の
浜風によってセリーグの球場の中で最もホームラ
ンが出にくい球場です。また観客収容人数も日本
の球場で最大です。やはりこのような観点からも
野球の聖地と呼ばれる所以だと思います。
世界には面白い形状の野球場が多く存在しま
す。その典型的な球場がボストンレッドソック
スのフェンウェイパークです。レフトは94.5M
と狭い球場ですが何とそこには11.3Mの高い壁
（グリーンモンスター）が存在します。またこ
のフェンウェイパークは世界で最古の球場とい
われています。
日本の球場に話を戻します。広島のMAZDA
Zoom-Zoomスタジアム広島は日本の野球場の
中で最もアメリカ式ボールパークの要素が強い
素晴らしい球場です。総天然芝でできた非常に
美しいボールパークです。
日本のプロ野球の本拠地または順本拠地野
球場で総天然芝の球場は先ほど述べたMAZDA
Zoom-Zoomスタジアム広島と楽天生命パークと
ほっともっとフィールド神戸の₃つだけです。
またまた甲子園に話を戻しますと…
平成最後の春の選抜大会が愛知東邦高校の優
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勝で幕を下ろしましたが実は平成最初の甲子園
大会の覇者も愛知東邦高校でした。
何か野球の神様…魔物…単なる偶然…
もう一つの甲子園として夏の選手権のプラ
カードを持つことを夢見る女子高校生の存在を
御存知でしょうか？ このプラカードを持てる

第3441回例会

のは西宮市立西宮高校の生徒だけです。オー
ディションがあり選ばれるとあの聖地をプラ
カードを持って行進できます。
聖地甲子園も今年で95歳！ あと₅年で100
歳になります。今からどのような催しがあるの
か私自身非常に楽しみです。

2019年４月16日（火）

出席会員 66（60）名中40名 出席率63.49%
前回訂正出席率71.88%
欠席会員 26名 土居、堂野、原田、市川、岩間、
加藤、菊野、児玉、宮崎、森、守谷、西原、
野村、大塚、大橋、左納、関、髙石、高岡、
筒井、鶴田、結城、吉村（亀井、玉置、浦岡）
ビジター １名 佐々木善康（西条RC）
ニコニコ箱
上甲
泰 卓話楽しくやらせていただきま
す。
石橋 和典 上甲さん、卓話を楽しみにしてい
ます。
河野 次郎 上甲さん卓話楽しみにしておりま
す。
大森 克介 上甲さんの卓話楽しみです。
三好 哲生 本日の卓話、上甲会員どうぞ宜し
くお願いいたします。直前に、私
は３分間スピーチでお耳汚しを致
します。
米山 徹太 前の日曜日、平成最後の松山RC
ゴルフコンペを開催しました。参
加頂いた皆様、ありがとうござい
ました。
勝見 安美 第42回入園式を行いました。にぎ
やかになりました。
河内 広志 本日はクラーク博士の「少年よ大
志を抱け」の日です。しかし札幌
農学校ではロータリアンのように
「紳士たれ」と言ったという説も
あります。

伊藤

謙一 情報通信業なのに、今朝アマゾン
のアカウントに不正アクセスされ
ました。
三原 英人 西村先生、昨日・今日ありがとう
ございました。本日の首位スワ
ローズの健闘を願って。
田中 和彦 今夜は、さあ、阪神の公式戦です!!
トラキチ、頑張ります。
（なんとなくニコニコ） 三浦
早 退
二神、羽牟、太田、佐々木
卓

話 「青少年短期交換プログラム派遣報告」
上甲
泰 会員

§2670 地区編成メンバー
四国地区2670地区から北部NJ地区への派遣チー
ム は、 総 勢30名 で し た。 リ ー ダ ー 上 甲 泰（ 松 山
RC）
、サブリーダー菅紀子さん（愛媛県）
、福井遥
さん（愛媛県）の₃名と27名の高校生です。高校
生の男女比は男4名、女23名という比率
§派遣日程
₇月26日㈭から８月16日㈭までの三週間
§入国からウェルカムパーティ
₇月26日㈭に日本を離れニューアーク空港（NJ）
に午後₅時に到着。アリソンさん夫妻の歓迎を受
け、最初の食事へ向かう。バスでは運転手さんの
ジョン・マクドナルドさんを夫妻から紹介される。
食事はチャーリー・ブラウン・フレッシュ・グリ
ルのハンバーガー。山盛りのポテトとケチャップ
でアメリカを一気に感じる。最初の夜はエンバシ
イ・スイート・バイ・ヒルトン・パーシパニー。
船の形をしているであろうと思える変わった形の
建築物。
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₇月27日㈮はホテルを離れて湖畔にてパットゴ
ルフ、お昼はチーズたっぷりのピザ、湖を一周する
クルージングとバイラム湾での湖上休憩。森に囲ま
れた大きな湖、ホッパトコン湖を満喫する。夕刻よ
りホリディ・イン・バド・レイクに移動してウェル
カムパーティ。パーティでは最後に皆で「Teni-te」
を声高らかに歌い、各ホスト先に分かれた。
§第 一ホストファミリー期間 ₇月28日㈯～₈月
₂日㈭
₇月28日㈯及び29日㈰はホスト・ファミリー（以
下HF）
デイ。₂名から₄名に分かれて各ホストファ
ミリーの皆さんと過ごす。30名の集団行動から離
れてNJの皆さんと大きくコミュニケーションが取
れたことと思われる。
₇月30日㈪ ドーニーパークDorney Park。ここ
は水をテーマとしたプールと遊園地を併せたよう
なアミューズメントパーク。リーダーの私以外全
員が楽しめたと思われる…。
₇月31日㈫ フィラデルフィア訪問、イギリス
からの独立記念館、いかにしてアメリカ国民が自
由を手にしてきたのか、奴隷解放、男女同権につ
いて考えさせられる。
「自由の鐘」の見学。さらに
フランクリン・インスティテュートの見学。昼食
ではフィラデルフィアの老舗チーズバーガー。映
画ロッキーの坂を駆け上がり、ロッキー像と写真
撮影
₈月₁日㈬ ペンシルベニアにバスを向け
て、 ア メ リ カ 車 輪 博 物 館、America on Wheels
museumを見学。アメリカの歴史に二輪、四輪は非
常に深い関係があることを感じさせる博物館。昼
にはPhillipsburg RC訪問、午後はボーリング。二
日前のドーニーパークに続き親睦を深めることに
配慮していただいていることを実感しました。
₈月₂日㈭ イタリア料理店Roccoでピザ作り体
験。一人一人が自分でピザをコネコネして自作のピ
ザをいただく。モリスタウン歴史博物館、市庁舎見
学、バッチと呼ばれるイタリア式ボーリング体験、
モリスタウンロータリークラブにて歓迎パーティ、
迎えにきていただいた二番目のHFに分かれる。
§第二ホストファミリー ₈月₃日㈮～₈月₈日
㈬
₈月₃日㈮ 有名なトーマス・エジソン博物館
の見学、楽しみにしていた生徒は多いだろう。お
昼はWest Orange RCを訪問。大雨洪水警報が発令
されていたために予定では湖でドラゴンボート競
走だったが中止してショッピングセンター見学に
切り替える。夕刻からは中世騎士ショウ観劇。観

劇とディナーがセットとなっていて馬の曲芸、鷹
匠の技や騎士ナイトのショウを楽しむ。
₈月₄日㈯及び₅日㈰はHFデイ。
₈月₆日㈪ ニューヨークへ。ブルックリン橋
を歩いて渡る、映画でも有名な米国自然史博物館
（American Museum of Natural History）を楽しむ。
今にも動き出しそうな生物の模型に圧倒される。
₈月₇日㈫ 全米屈指の大聖堂である、NJニュー
ワーク大聖堂の訪問、音楽監督によるパイプオル
ガン演奏の体験、また希望者には鍵盤を弾くこと
も許していただく。昼食にはNewark RC訪問、そ
の後、NJ演劇芸術センター（NJPAC）の見学。こ
の時は生徒も疲労感があったのか疲れている者が
多いように感じられた。
₈月₈日㈬ キャンプ・メリー・ハート（Camp
Merry Heart）訪問。池でのボート、ペダリング、
ロープ、バスケットボールなどを使った遊びなど
を行う。ダウン症などの障がいを持つ皆さんを社
会全体でサポートすることについて考えました。
生徒の中には普段からこういった活動を意識して
いる者もおりこういった活動を深く理解している
ように感じた。2670地区で預かった貴重な寄付金
の贈呈を桜の木の下で行いました。最後となる₃
番目のHFへ移動
§第三ホストファミリー ₈月₉日㈭～₈月13日㈪
₈ 月 ₉ 日 ㈭ 北 部NJか ら 少 し 南 下 し てPoint
Pleasant Beachで海水浴。天候にも恵まれ午後から
全米屈指の名門大学プリンストン大学を訪問。お
そらくノーベル賞の受賞者数も世界でもトップク
ラスであることは間違いない。大学内の校舎、
教会、
大学図書館などを見学。高校生にとっての大学見
学という意味でこの大学訪問は大変意味のあるも
のと思われる。
₈月10日㈮ ニューヨーク。国連訪問、ハード
ロックカフェで昼食、ストロベリーフィールズで
の記念撮影、ベセダBethesda像を眺めた後は、ボー
ト遊び班と不思議の国のアリス像などセントラル
パークを歩いて周遊する班に分かれる。ヤンキー
スタジアムで（ヤンキース対テキサスレンジャー
ズ）試合観戦、なんと田中将大投手の登板を見る
ことができる。試合は残念ながらヤンキースは負
けとなるが大いに盛り上がった。
₈月11日㈯及び12日㈰はHFデイ
₈月13日㈪ 雨のニューヨーク。ニューヨーク
911メモリアルミュージアム訪問は断念して、フ
リーダムタワー（Freedom Tower）に登る。天候
が良ければマンハッタン及びその周辺の景色が一
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望できるところが雲でほぼ見えなかった。その後
バッテリーパークより自由の女神リバティ島上陸。
スタチューの戻りはバッテリーパークに戻らずNJ
リバティ州立公園へ
§フェアウェルパーティから出国まで
₈ 月14日 ㈫ 午 前 中 は シ ョ ッ ピ ン グ モ ー ル
（Livingston Mall）で買物、昼食をとり、イーグル
ロックからマンハッタン島を望む。911で犠牲に
なった方々の全員の名簿をこの丘でみることがで
きる。ハノーバーマナー（Hanover Manor）でフェ
アウェルパーティ。各自用意してきたパフォーマ
ンスの発表、女子は全員が浴衣での参加となり華
やかなものとなった。お世話になった、家族同然
のように三週間過ごしていただいたHFの皆さんと
最後のお別れ。終了後には到着時のホテル泊。
₈月15日㈬ ニューアーク国際空港より成田空
港に向けて11：15日本に向けて出発

第3442回例会

₈月16日㈭ 帰国日：夕方、羽田にて解散。
§さいごに
この短期交換プログラムの要はなんといっても
ホストの皆さまの役割です。ホストがすべてと言っ
ても決して過言ではありません。同様に要となる
のは受入側の委員会の皆さまです。この3週間では
Jim Allisonさんご夫妻、Barry Krollさん、滞在中
のバス移動を安全なものにしてくださった運転手
のJohn Mcdonaldさん、ホストの皆さまと同様に感
謝 い た し ま す。
そして関係して
いただいた多く
のクラブの皆さ
まの配慮に感謝
いたします。あ
りがとうござい
ました。

2019年４月23日（火）

出席会員 68（62）名中42名 出席率64.62%
前回訂正出席率72.73%
欠席会員 26名 土居、鮒田、原田、市川、勝
見、菊野、窪、倉田
（満）
、河野、三浦、三
原、宮崎、森、大塚、大橋、左納、関、髙
石、田中、筒井、柳谷、結城、吉村（亀井、
玉置、浦岡）
ニコニコ箱
濵本 道夫 名本さん愛媛を掘って下さい。
二神 良昌 宮崎さん、日曜日お世話になりま
した。
河内 広志 今日は「地ビールの日」です。又、
ビールとは何か、が世界で初めて
定義された日でもあります。元松
山クラブ会員であった水口さんも
道後ビール造りに励んでいます。
児玉 義史 （ご夫人誕生祝）
（なんとなくニコニコ） 村井、米山
早 退
加藤、三好（名本会員、復帰後いき
なりですが本日の卓話お世話になり
ます。大変失礼ながら私は早退致し

ます…残念です）
、佐々木、高岡
卓

話 「日本の文化財保護体制」
名本二六雄 会員
４月21日、パリのノートルダム大聖堂が火災
で大事な木造部分は全焼した。テレビでその消
火活動も見ることができたが、重要な建造物で
あるにもかかわらず、消火活動も防火設備もず
いぶんとおそく、のんびりした様に感じられた
のは私だけではなかったようだ。
後日、聞いたところでは、国宝級の建物であ
るにもかかわらず、防火体制も設備も遅れたも
ので、それにふさわしいものではなく、充分な
消火に及ぶことができなかったようである。
大聖堂の重要な「塔」の部分は木造であって、
建物の素材が煉瓦や大理石であることが多い
ヨーロッパにあっては、燃え易い木造に対する
防火・消火のそなえがなかったのであろうか。
日本の文化財・古建築は殆どが木造であって、
その数は世界で最多であろうし、現在では防火・
防災体制もゆき届いていると云って良いだろう
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例会記録
が、ここに至るまでには、かつて大きな犠牲を
払ってきている。
1949年（昭24）には、法隆寺の金堂が全焼し
ており1950年
（昭25）
には金閣寺が全焼している。
これを受けて、当時の進駐軍の進言によって、
当時の参議院議員と文部省が中心になって文化
財保護法が成立し、国中の国宝・重要文化財に
対する防犯・防火態勢がかなり整備された。国
会では、
「路傍の石」の作者、山本有三議員が
緑風会の会長としてこの法制に深くかかわり、
文部省も有為な人材が力を尽くした結果ではあ
るが、何よりも当時の国政に深く干与した欧米

の文化財に対する識見によるところが大きい
し、その姿勢が現在までも継続していることを
忘れてはならない。
法隆寺は飛鳥時代に完成ということになって
いるが、天平時代にすべて焼失して、今に残る
ものは天平時代のもので、それでも1,400年前
のもので、大聖堂が1,000年前のものであるこ
とより400年も古い。日本の木造文化財は世界
的にみても稀有なものであって、こうしたもの
及び防護体制・設備も世界に冠たるものである
ことを、日本人として自覚すべきである。

理事会報告
平成31年４月度理事会決議事項
４月９日㈫
①会計人事について
②退会届
③退会届
④退会届
⑤退会届
⑥退会届

⑦退会届

甕

哲也会員

承認。

⑧新入会員申し込み 三井住友信託銀行㈱
志鷹 寛明氏（甕氏後任） 承認。
⑨新入会員申し込み 日本生命保険(相)
倉田 剛氏（舘氏後任） 承認。
⑩新入会員申し込み アサヒビール㈱

承認。

岩橋 進会員 承認。
舘 誠一会員 承認。
塩崎千枝子会員 承認。
小野里俊哉会員 承認。
桜田 武司会員 承認。

山添 勝吉氏（小野里氏後任） 承認。
⑪植樹・枯れ松の処理費用について 承認。
⑫伊予RC創立40周年記念式典について 承認。

クラブニュース
退会のお知らせ
三井住友信託銀行㈱松山支店
支店長 甕 哲也会員は、転勤
により、₄月₂日付で退会され
ました。
ロータリー歴は₂年１ヶ月でし
た。
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みずほ銀行松山支店 支店長
岩橋 進会員は、転勤により、
₄月₉日付で退会されました。
ロータリー歴は₃年でした。

クラブニュース
新入会員紹介
勤

先：日本生命保険(相)
松山支社 支社長
一番町₃−₃−₃
菅井ニッセイビル内
TEL 941−9585
生 年 月 日：昭和42年₄月11日
入会年月日：平成31年₄月23日
味：お酒
剛 趣

氏名：倉田

務

勤

し たか

氏名：志鷹

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42年10月30日
入会年月日：平成31年₄月23日
趣
味：スポーツ（バスケットボール・ジョ
ギングなど）、食べ歩き、音楽鑑賞
寛明

４月のお祝い

務

配 付 物

誕生祝 以
 下₈名 市川
（₃日）
、大塚
（₇日）
、高梨
（₈
日）
、堂野
（₈日）
、大橋
（₉日）
、河内
（10日）
、
浜田
（13日）
、三好
（14日）
結婚祝 以下₇名 窪
（₄日）
、濵本
（₉日）
、菊野
（12
日）
、野村
（16日）
、泉川
（20日）
、菅井
（29日）
、
左納
（30日）
創業祝 以
 下₅名 村井（₁日）
、
福田（₁日）
、
岩橋（₁
日）
、森（19日）
、木下（20日）

₁．ガバナー月信
₁．会報₃月号
₁．近隣RC例会予定表

４月中の出席報告
例会日

区分

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

（お花見家族例会）

₂日

68（62）

44

24

68.75%

₆

75.76%

0

₉日

67（61）

47

20

74.60%

₃

78.13%

0
１

16日

66（60）

40

26

63.49%

₆

71.88%

23日

68（62）

42

26

64.62%

₆

72.73%

0

平均

67.3（61.3）

43.3

24

67.87%

5.25

74.63%

0.25

ゴルフ会より 第372回 松山ロータリークラブゴルフコンペのご報告【平成最後の松山ロータリークラブゴルフコンペ】
平成31年₄月14日㈰に奥道後ゴルフクラブにて
開催されました。参加者は浜田会長・中住会員・
関会員・村井会員・菅井会員・佐々木会員・米山
の₇名でした。
心配された雨も最後のほうに降られましたが何
とかプレーできました。優勝は村井会員でした。
順

位

氏

優

勝

村井

₂

位

関

₃

位

米山

名

中住会員はエージシュート達成出来ませんでした
が89歳とは思えないプレーで若者？をコテンパン
にしていました（笑）。これからゴルフの季節にな
ります。新入会員さんもたくさんいらっしゃいま
す。令和元年です。多くの皆様のご参加をお待ち
しております。
（記 米山 徹太）
ダブルペリア

OUT

IN

計

HDCP Net

重美

42

50

92

21.6 70.4

啓三

49

44

93

20.4 72.6

徹太

51

56

107

敬称略

32.4 74.6

同NETは年長者

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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