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　　 2011−12年度を振り返って

　亀井ガバナーを輩出し、地区大会を開催した昨年度、そして75周年を目前に控えた
来年度の狭間の年にあたりました今年度は、表面上地味な₁年ではありましたが、水
面下で多忙な年であったのかもしれません。
　例会後にまっすぐ帰ることが珍しいほど、担当のみなさんと話し合いの時間を持ち、
この₂年間は決められた期限の中で、ひとつのものを創りあげることで、クラブとし
ての問題意識を抽出し、結束力を高めることができた貴重な期間であったと感じてい
ます。ただ少し残念なのは、いつもメンバーが固定化してしまうことです。当クラブ
は松山に拠点を置く大企業の優秀なリーダーのみなさんをかかえていますが、互いの
遠慮からか、その出張族のみなさんの俯瞰からとらえた新鮮なお知恵と実行力を、ま
だまだ活用できていないと感じています。松山クラブの利点、ポテンシャルを存分に
活かした運営ができてこそ、松山クラブはもっと輝ける、と自戒の念をこめて感じて
います。
　私自身幹事として、毎週の例会運営を滞りなく果たすことに精一杯でした。おそら
く例会前には、「話しかけるなオーラ」でいっぱいだったのではないかと思います。
お許しください。
　大きな器で、導いていただいた濱本会長には感謝の気持ちでいっぱいです。特に思
わぬ形でまわってきたガバナー補佐の大役を、次年度自らお受けになったことは頭の
下がる思いです。そして₁年間ご協力いただいた役員、会員のみなさま、そして完璧
に支えていただいた森さんはじめ事務局のみなさんに深く感謝申し上げます。ありが
とうございました。

幹事　結　城　　　旬
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例会記録

　第3111回例会　2012年５月８日（火）

出席会員　67名（59）名中47名　出席率73.44%
前回訂正出席率84.62%

欠席会員　20名　二神、市川、河内、児玉（義）、
御木、三原、三好、永木、大塚、清水、白
塚、菅井、高岡、浦岡、渡部（浩）、山本（泰）、
吉川（深見、藤山、宮田）

ニコニコ箱
西野　佳和	 本日初卓話で緊張しています。皆

さんよろしくお願い致します。
濱本　道夫	 西野さん、卓話ありがとうござい

ます。0.00%ドライを飲んでいま
す。

宮内　義憲	 西野さん卓話楽しみにしていま
す。

長尾　芳光	 西野さん卓話楽しみにしていま
す。

原田　満範	 先週のロータリーゴルフで優勝い
たしました。

平原　立志	 松山城の新緑が今一番の見頃で
す。

河田　正道	 南予いやし博がにぎやかです。宇
和島まで一時間になりました。お
出かけください。

渡辺　基樹	 今日は息子の16才の誕生日です。
林　純之介	 平原さんに「スマートになったね」

と言われて。
清田　明弘	（会員誕生祝）
加藤　　崇	（結婚記念祝）
関　　啓三	（結婚記念祝）
結城　　旬	（結婚記念祝）
佐藤　昭美	（創業記念祝）₅月₂日
玉置　　泰	（創業記念祝）
北村　一明	 バッジ忘れました。
（なんとなくニコニコ）土居、五味、森本、米山

卓　話　「愛媛を愛するということ」
西野　佳和会員

　愛媛に着任して早や₈ヶ月が経ちました。約
₉年前、高松で四国₄県の企画部門を預かって

以来₄年ぶりの愛媛です。1998年に西条アサヒ
ビール四国工場創業により、おらが町のビール
として愛媛の皆さんに本当に可愛がっていただ
いているということに感謝しています。
　私の愛媛の印象は当時から全く変わりませ
ん。温暖な気候、穏やかで優しく接してくださ
る人々、艶（つや）のある元気な街であり、東予・
中予・南予ともに独自の祭りや文化もはっきり
していることが印象的です。
　本年は辰年で私の干支ですが、松山ロータ
リー会員で39年生まれの方は₄名、佐野会員に
至っては誕生日まで同じというご縁を頂きまし
た。同年代ということで辰巳会なるものを新た
に発足し、松山ロータリーを皮切りに更に幅広
いおつき合いに繫がっています。
　愛媛の魅力は人のつながりを大切にする風土
があり、県外からの転勤族にも大変住みやすく、
退職後に家を購入されたり、住みつく方も多い
と聞いています。
　一方、会社としてもアサヒビールの前身であ
る大日本麦酒㈱の社長が内子町出身の高橋龍太
郎氏、その長男の吉隆氏はアサヒビールの社長
を務められるなど深いご縁を頂戴しています。
　現在、アサヒビールでは愛媛のご縁とご愛顧
に感謝すべく、水森キャンペーンを通じた植林
活動や環境保全活動基金への寄付、南予いやし
博への積極参加、四国八十八箇所世界遺産登録
に向けての応援、愛媛産かんきつ消費拡大応援
など、愛媛の皆さんと一緒になって元気な町づ
くりに取り組んでいます。
　慌ただしく過ごした₈ヶ月でしたが、今後は
腰をおちつけて、ゆっくり愛媛を見つめ、学び、
目一杯「愛媛通」になりたいと思いますので公
私ともにどうぞよろしくお願い致します。
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例会記録

　第3112回例会　2012年５月15日（火）

出席会員　70（62）名中37名　出席率56.06％
前回訂正出席率70.59％

欠席会員　33名　二神、原田、石橋、泉川、市
川、伊藤、勝見、加藤、亀井、河田、清田、
河内、児玉（聡）、御木、宮内、三好、森本、
長尾、名本、西野、大塚、小川、佐々木、
白塚、関（啓）、玉置、浦岡、渡部（浩）、渡
辺（基）（深見、藤山、宮田、中住）

ゲスト　　₁名　金　　勝男
　　　　　　　　（当クラブ米山奨学生）
ニコニコ箱
濱本　道夫	 高橋さん、短期交換委員会の件

₅/11．12の₂日間大変ご苦労様で
す。

林　純之介	 ₃人の新会員の方、入会おめでと
うございます。よろしくお願いし
ます。

矢野　秀俊	 入会ご挨拶、よろしくお願いいた
します。

小野　　茂	 本日より入会させて頂きます。
岡崎　裕一	 本日より入会させて頂きます。よ

ろしくお願いいたします。
山内　　建	 奨学生の金勝男さんを迎えて
吉川　幸司	 本日卓話をさせて頂きます。よろ

しくお願いします。
浜田　修一	 ①先日京都四条河原町で、御木（片

井祥雲）さんとバッタリお会いし
ました。お元気でした。皆様によ
ろしくお伝え下さいとの事です。

	 ②吉川さん、今日の卓話を楽しみ
にしています。

清水　哲司	 なかなか出席できずにすみませ
ん。

（なんとなくニコニコ）五味、平原、米山
早　退　　土居、三原
卓　話　「NHKドラマ　よもやま話」

吉川　幸司　会員
　わたくしはNHKに入局して、今年で32年に
なりますが、そのうち26年間ドラマ番組の制作
に関わって参りました。その際よく聞かれるい

くつかの質問について本日はお答えする形で卓
話をさせていただきます。
　なんと言っても多いのが、大河ドラマに関し
てです。大河ドラマは近年地元への経済効果が
クローズアップされ、自治体ほか観光関係の
方々から「この人物で大河を」といった要望が
よく寄せられます。大河の企画はドラマ部が企
画を立案し、上層部の承認を得て決定します。
その際には同じ時代の題材が続くことの無いよ
うに配慮しながら、複数年にわたって題材を想
定し、社会情勢などを反映して、その都度変更
してゆきます。来年の大河ドラマ「八重の桜」
がその良い例です。東北大震災を受けてドラマ
番組でも応援したいと考え、急遽題材を福島舞
台の大河ドラマに変更しました。
　また、「史実と違うのではないか？」という
質問もよく受けます。その際お答えするのが史
実は皆様が思うほど細かに残されているわけで
は無いと言うことです。史実だけでドラマを作
れと言われれば、「忠臣蔵」の「畳替え」も「ふ
な侍」もありません。ただ後世の創作であって
も、日本人がこれまで「忠臣蔵」を愛し続けて
きたのは、そこに「真実」があったからに違い
なく、わたくしたちドラマ制作者は、大河ドラ
マという歴史時代劇を通して、「日本人の真実」
に迫りたいと考えています。「『平清盛』は不振
だと聞きますが本当ですか？」も最近多い質問
です。登場人物が多すぎることや、画面が汚い
などのご批判も多く、担当者は大変苦労してい
ます。大河ドラマは撮影してから放送されるま
で、₂ヶ月ほどかかりますので、今手直しして
も効果が出るのは₂ヶ月後の放送になります。
ただ、₅月あたりの放送から、手直しの効果が
画面に現れ始めています。今後さらに面白くな
りますので、どうぞご期待ください。
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　第3113回例会　2012年５月22日（火）

出席会員　71（63）名中40名　出席率60.61％
前回訂正出席率72.46％

欠席会員　31名　土居、原田、石橋、市川、伊藤、
加藤、亀井、清田、河内、児玉（聡）、御木、
宮内、三好、諸橋、永木、大塚、岡崎、小
野、佐々木、佐野、清水、白塚、菅井、高岡、
渡辺（基）、吉川（深見、藤山、飯尾、宮田、
中住）

ニコニコ箱
菊池　三春	 本日より入会させて頂きます。菊

池です。母の郷里で仕事が出来る
事を大変喜んでおります。諸先輩
の皆様、どうぞよろしくお願いい
たします。

玉置　　泰	 菊池さん、入会お待ちしていまし
た。

林　純之介	 菊池さんようこそ。松山生活と
ロータリー生活を楽しんでくださ
い。

河田　正道	 新入会の菊池さん、よろしくお願
い致します。

長尾　芳光	 今日は卓話、みなさんよろしくお
願いします。（とりとめもない話
になってしまいそうで心配です）

濱本　道夫	 長尾様、本日卓話ありがとうござ
います。

西野　佳和	 長尾さん、卓話楽しみにしていま
す。よろしくお願いいたします。

平原　立志	 今年もビアガーデンを始めまし
た。

北村　一明	 バッジまたまた忘れました。
（なんとなくニコニコ）小川、米山
早　退　　三原、関（啓）

卓　話　「松山生活₁年を振り返って」
長尾　芳光会員

　皆さん、私をRCの仲間に入れて頂き有難う
ございます。
　入会早々、卓話をさせて頂き光栄です。
　松山に住民票を移して、あっという間に₁年

₃か月が過ぎました。毎日が充実していて、楽
しく暮らしています。また、暑い季節が来ます
が、昨夏は、自宅（二番町）で一度もクーラー
を付けずに過ごせました。大阪で生まれ育っ
た私には、“じっとり”とし、また“べっとり”
とした蒸し暑さがなく、風が心地よく通る“松
山の夏”でした。しかし今年の冬は、全国的
に寒かったにせよ、「松山で一人、夜を過ごす」
のは非常に辛かったです。
　伊予柑に伊予牛。伊予銀に伊予鉄。伊予美人
に伊予の早曲がり…。青い海と緑なす山なみ、
歴史と伝統の香り高い文化の街。そんな街・松
山が大好きになりました。
　人生一度、人としての生き方もあらためて考
えさせられた₁年でした。人生半分、まだまだ
若輩ですが、50で始まる夢もある！！　終の棲
家を見つけて、女房と一緒に暮らせればいい
なぁと思っています。
　皆さん、引き続きご指導頂き、長いお付き合
いの程よろしくお願いします。
　卓話では、30分間話しするのは長いだろう、
と考えていましたが、これもあっという間に過
ぎてしまいました。会社の紹介が中途半端にな
り反省しています。皆さんには仕事面でもこの
₁年で、すごく応援して頂き、大変感謝してい
ます。さらに、竹中大工道具館の説明とDVD「大
工道具その技と心」をお見せできず、大変失礼
しました。またの機会にご覧頂ければ幸甚です。

例会記録
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　第3114回例会　2012年５月29日（火）

出席会員　71（63）名中50名　出席率72.46％
前回訂正出席率77.14％

欠席会員　21名　安保、原田、市川、伊藤、勝見、
河田、河内、児玉（聡）、御木、三原、三好、
棟方、森本、長尾、永木、岡崎、大塚、高
岡、吉川（深見、宮田）

ゲスト　₂名　イリーナ・メジューエワ
　　　　　　　（ピアニスト）
　　　　　　　明比　幸生
　　　　　　　（メジューエワ氏ご主人）
ニコニコ箱
西村　真也	 イリーナさん明比さんようこそ。

よろしくお願いいたします。
石橋　和典	 明比さん、メジューエワさん、よ

うこそ松山クラブへ。卓話楽しみ
にしています。

大森　克介	 イリーナ・メジューエワさんの卓
話たのしみにしております。

濱本　道夫	 ₇/₆〜₉の期間、短期交換学生
の受入ホストファミリーにご協力
の程よろしくお願いいたします。

北村　一明	 ₆月26日は年度最後の火曜会で
す。場所は二番町のえん家です。
ご多忙の中、多数の出席をお願い
します。

玉置　　泰	 昨日、新工場の竣工式を無事終え
ました。

平原　立志	 家内と一緒に東京まで孫の運動会
を見に行って来ました。

児玉　義史	（創業記念祝）₅月₂日で開業28
周年です。

佐々木　淳	 ₂週続けて欠席しました。申し訳
ありません。菊池さん、ようこそ
松山RCへ！！　よろしくお願いい
たします。

白石　恒二	 しばらく休ませていただきます。
白塚　重典	 出席率悪くて反省してます。今日

はバッジも忘れました。すみませ
ん。

（なんとなくニコニコ）清田、渡部（浩）、米山
早　退　　土居、小川（申し訳ありません）

例会記録

理事会報告

₅月₈日㈫
①　【再】公益財団法人ボーイスカウト日本連
盟より「青少年育成のためのボーイスカウ
ト運動への支援のお願い」の件　否認。
②　退会届　日本電気㈱　浅井　人生会員（転
勤のため）　承認。
③　新入会員申し込み　㈱広島銀行松山支店
支店長　岡崎　裕一氏（津田氏後任）　承認。

平成24年₅月度理事会決議事項 ④　新入会員申し込み　四国ガス㈱松山本社
長　矢野　秀俊氏（眞鍋氏後任）　承認。
⑤　新入会員申し込み　日本電気㈱松山支店
長　小野　茂氏（浅井氏後任）　承認。
⑥　新入会員申し込み　㈱電通西日本　松山
支社長　菊池　三春氏（吉田氏後任）　承認。
⑦　新入会員申し込み　㈱NTTドコモ　兼平
泰之氏（推薦者：林会員）　承認、会員増強
委員会へ。
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以下31名　五味、浜田、濱本、林、平原、石橋、泉川、
上甲、亀井、清田、三原、長尾、名本、西村、大森、
佐藤、清水、白塚、菅井、関（啓）、高橋、渡部（浩）、
山本（泰）、結城、米山、深見、飯尾、中住、関（宏）、
田代、山内

３・４月２ヶ月皆勤

誕生祝　	以下₃名　濱本（₃日）、清田（₇日）、
御木（16日）

結婚祝　	以下₈名　名本（₅日）、伊藤（14日）、
大塚（15日）、諸橋（16日）、三好（17日）、
結城（18日）、加藤（20日）、関（啓）（26日）

創業祝　	以下₈名　玉置（₁日）、泉川（₁日）、
宮内（₁日）、佐藤（₂日）、児玉（義）（₂
日）、浦岡（17日）、安保（19日）、森本（29日）

５月のお祝い

₁．ガバナー月信
₁．ライト＆ライフ
₁．会報₃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

新入会員紹介

勤　務　先：四国ガス㈱
松山本社
松山本社長
TEL	945−1212

生 年 月 日：昭和23年₄月₈日
入会年月日：平成24年₅月15日
趣　　　味：自然散策、スポー

ツ観戦氏名：矢野　秀俊

勤　務　先：日本電気㈱
松山支店　支店長
TEL945−4111

生 年 月 日：昭和35年₆月21日
入会年月日：平成24年₅月15日
趣　　　味：読書、旅行、ゴルフ

氏名：小野　　茂

勤　務　先：㈱広島銀行
松山支店　支店長
TEL	921−9131

生 年 月 日：昭和36年₇月25日
入会年月日：平成24年₅月15日
趣　　　味：ゴルフ、自転車（ロー

ドバイクツーリン
グ）、読書氏名：岡崎　裕一

勤　務　先：㈱電通西日本
松山支社　支社長
TEL	941−2177

生 年 月 日：昭和37年₁月₁日
入会年月日：平成24年₅月22日
趣　　　味：ウォーキング、歴

史探訪、ゴルフ
氏名：菊池　三春

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/

５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
₈日 67（59） 47 20 73.44％ 8 84.62％ 0
15日 70（62） 37 33 56.06％ 11 70.59％ 0
22日 71（63） 40 31 60.61％ 9 72.46％ 0
29日 71（63） 50 21 72.46％ 2 77.14％ 0
平均 69.8（61.8） 43.5 26.3 65.65％ 7.5 76.20％ 0

例会日 区分
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