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　　 2015－16年度を振り返って

　2015-16年度も残り僅かとなりました。当年度は松山ロータリークラブの定款・細則
の変更により理事１名ならび₆つの委員会が新たに加わり、昨年度は入会１年未満の方
のみでしたが入会₃年未満の会員の方全員が親睦委員となる新体制でのスタートとなり
ました。役職が増え多くの担当の方が変革を体験した貴重な年ではなかったでしょうか。
　私自身は幹事として毎週の例会運営の責務を果たすことで精一杯でしたが、年間を通
したクラブの運営や近隣ロータリークラブとの会長幹事会、地区大会へ参加したことで、
入会₅年目ですがようやくロータリー活動の概要を理解できるようになりました。
　また地区委員会において2016年度-17年度の地区ロータリー財団委員会の副委員長に
名本会員、奨学金・学友・平和フェローの委員長に大森会員、そして私が平和フェロー
の委員の担当を拝命致しました。先般も高松で開催された地区委員会に参加、そこでの
活動を通じ他クラブのロータリアンの方々との交流から様々な事を学ぶことができ、大
変有意義な体験をしました。　
　１年間、温かくご指導くださいました河内会長には感謝の気持ちでいっぱいでござい
ます。ご協力頂いた役員、会員の皆様、森さんならび事務局の皆様に深く感謝申し上げ
ます。有難うございました。

幹　事　菅　井　久　勝

巻頭メッセージ

₆月₇日㈫…「農林中央金庫について」
星野　耕一会員

₆月14日㈫…「RYLAの魅力〜余島での3泊4日間〜」
ゲスト…松山ローターアクトクラブ

奥田　葉月氏

₆月21日㈫…役員・委員長退任挨拶

₆月28日㈫…役員・委員長退任挨拶

例会予定



例会記録

　第3299回例会　2016年５月10日（火）

出席会員　76（66）名中65名　出席率87.84%
前回訂正出席率90.67%

欠席会員　11名　羽牟、市川、菊池、村井、村上、
森、佐々木、白石、鶴田、（片井、亀井）

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
浜田　修一	 本日卓話をさせていただきます。
藤村　健一	 浜田さん卓話楽しみにしていま

す。
飯尾　寛治	 浜田さん卓話期待します。
林　　直樹	 浜田さん卓話よろしくお願いしま

す。
伊東　毅嗣	 浜田さん卓話楽しみにしておりま

す。
野村　靖記	 浜田さん卓話楽しみにしていま

す。
菅井　久勝	 浜田さん卓話楽しみにしていま

す。
米山　徹太	 浜田さん卓話楽しみにしておりま

す。
佐藤　昭美	 これまで48年間、皆勤を続けてま

いりましたが、₂月16日の例会
日、入浴中に倒れ、救急車で県病
院に運ばれ即日入院、翌日から人
工透析を開始、体調は落ち着いて
きたのですが₃月に入って胆石を
併発、痛みが続くため下旬に胆囊
の摘出術を受け、₄月上旬に退院
しましたが足腰が弱くなって歩け
なくなり、長期間例会を欠席する
ことになってしまい、申し訳なく
思っております。入院は秘密にし
ていたのですが、会長幹事その他
の方々にお見舞いに来て頂き恐縮
しております。今後、体調に気を
つけながら出来るだけ例会に出席
したいと思っておりますので宜し
くお願い申し上げます。

山本　克司	 息子がニュージャージーへ留学派
遣となりました。皆様ありがとう
ございました。

西村　真也	 結城様、田中和彦様、先日は次男
の演奏会に際し立派なお花を頂戴
いたしました。有難うございます。

濵本　道夫	 ロータリー財団への寄付大変あり
がとうございます。

河内　広志	 ロータリーにニコニコ
清田　明弘	（会員誕生祝）
大塚　岩男	（会員誕生祝）（結婚記念祝）
石橋　和典	（ご夫人誕生祝）佐藤先生お久し

ぶりです。浜田さん卓話楽しみに
しています。

三好　哲生	（結婚記念祝）
早　退　　原田、村山、酒井、左納、関（啓）、

玉置（あさって12日スーパーセブ
ンスターは創業満40年を迎えます。
有難うございます。）

卓　話　「小田原と城」
浜田　修一　会員

　小田原北条五代百年（早雲：氏綱・氏康・氏
政・氏直）と言われます。また鎌倉時代の執権
北条氏と区別するため、後北条とよばれます。
この北条を語るには、早雲を知る必要がありま
す。早雲は、元の名は伊勢宗瑞で京都において
室町幕府の申次衆（将軍御所に来た者の名前や
用件を将軍や管領に取り次ぐ仕事、今の高級官
僚）をしていたが、姉（妹とも？）が駿河の大
名今川氏の正室になると今川氏に仕え駿河に行
きやがて₅年で伊豆を平定し、小田原の近くの
韮
にら

山
やま

城にて善政を行います。
　では、何故伊勢氏から北条氏になったのか？
それは₂代氏綱の時、鎌倉期の執権北条氏にあ
こがれ、その後裔と名乗り、苗字と家紋（三ツ
鱗）までそのまま使用したのが始まりです。（血
縁関係は無し）
　何故、小田原の役（1589年）が起こったのか？
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例会記録

出席会員　76（66）名中53名　出席率71.62%
前回訂正出席率79.73%

欠席会員　23名　土居、福田、二神、市川、菊池、
窪、真鍋、三原、三好、村上、村山、大塚、
佐々木、左納、清水、白石、関（啓）、髙石、
田中（和）、田中（昌）、結城、（片井、玉置）

ニコニコ箱
菊野　先一	 卓話楽しみにしています。
貴船　正憲	 太田さん卓話がんばって下さい！
村井　重美	 太田さん卓話頑張って。
河内　広志	 今月は青少年奉仕月間です。来月

₆/18日のRAC地区大会へのご出
席をお願い致します。

菅井　久勝	 RAC地区大会よろしくお願いい
たします。

鮒田　好久	 徳島地区大会に参加させて頂きま
した。ありがとうございました。

米山　徹太	 先日の地区大会お疲れ様でした。
児玉　義史	（創業記念祝）₅/₂開業32周年で

した。
佐藤　昭美	（創業記念祝）創業記念日　₅月

20日
なんとなくニコニコ　林、吉村
早　退　　星野、清田、西村

卓　話　「竹中工務店の建築作品とデザインに
ついて（ガンバ新スタジアム紹介）」

太田　茂樹　会員
　現在、無印良品のボーダーをされているプロ
ダクトデザイナー原研哉さんが書かれた「デザ
インのデザイン」という本で紹介されている「リ
デザイン展」での作品を紹介しながら、「デザ
イン」についてお話しさせて頂きます。
　先ずは、建築家坂茂さんが、デザインした「四
角いトイレットペーパー」です。トイレットペー
パーを四角にすることで、紙の長さがコント
ロールしやすくなり、またトイレットペーパー
が積めるようになったという作品です。
　続いて、建築家隈研吾さんのデザインしたゴ
キブリホイホイです。ゴキブリはゴキブリホ
イホイの形にひかれて入ってくるのではなく、
その中の吸引物質にひかれて入るという習性
に着目し、乳白の四角い半透明な筒状の形で、
「KUMAKENGO　PURODUCT」といったロ
ゴも入ったかっこいいゴキブリホイホイをデザ
インされました。
　ファッションデザイナー津村耕佑さんは、内
側に尿の吸着剤を入れて外側はトランクスの形
にし、日常生活で使用できる大人用のおむつを

　第3300回例会　2016年５月17日（火）

それは1585年、秀吉から許可無く戦いをして、
他国を侵略してはならないという惣無事令が出
されたが、北条は真田の城、名

な

胡
ぐる み

桃城を奪いそ
れを真田に返すよう命じられたが、従うか戦か
の会議（小田原評定）をするが、結論が出ない
のでしびれを切らした秀吉は小田原城を攻め落
とす。
　そして1590年降服、氏政は切腹、氏直は高野
山へ流される。当主であった氏直は正室が家康
の次女督姫なので秀吉も気を使って助命したの
であろう。督姫はその後、姫路の池田輝政に嫁

ぐ。小田原はその後、大久保、阿部、稲葉、大久
保と続き廃藩置県を迎え、小田原県になります。
【付　録】
　北条の「忍び」は敵から大変怖がられました。
普通は「忍び」「草」「乱

らっ

波
ぱ

」と呼ばれますが北
条は「風

ふう

魔
ま

」と呼び頭目は“小太郎”を名乗り
ます。
　また、上杉謙信は「軒

のき

猿
ざる

」、信玄は「透
すっ

波
ぱ

」
と呼び、この「すっぱ」は現代でも使われる、
特ダネなどを“スッパ抜く”などの語源になっ
たといわれています。
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例会記録

出席会員　76（66）名中47名　出席率64.38%
前回訂正出席率83.78%

欠席会員　29名　福田、藤村、林、原田、星野、
市川、岩橋、勝見、菊池、貴船、清田、三ッ
矢、村上、永木、太田、大塚、大橋、小野里、
白石、関（啓）、田中（和）、田中（昌）、鶴田、
浦岡、柳谷、結城、（片井、亀井、玉置）

ニコニコ箱
菊野　先一	 卓話宜しくお願いします。
飯尾　寛治	 菊野さんの卓話期待します。
野村　靖記	 菊野さん卓話楽しみにしています。
左納　和宜	 菊野さん卓話楽しみにしています。
菅井　久勝	 菊野さん卓話楽しみにしておりま

す！
吉村　紀行	 菊野さん卓話よろしくお願いしま

す。
米山　徹太	 先週₅月19日〜22日、₃泊₄日でラ

イラセミナーに参加してきました。
受講生48名、皆さん感動したと思い
ます。私ももらい泣きしそうになる
位感動しました。

濵本　道夫	 いつもロータリー財団にご協力下さ
いまして有難うございます。

河内　広志	 エンジョイ　ロータリー！
早　退　　土居、村山、名本、佐々木（久しぶ

りの出席にも関わらず、早退です。
申し訳ありません。）

卓　話　「くらしを支えるコンクリート製品」
菊野　先一　会員

　近年あまり良いイメージの建設業界ではあり
ませんが、今回の卓話にてコンクリートや建設
業界全体が悪いのでは無く、皆様のくらしを支
えているという一面もある事を知って頂ければ
と思います。
　初めに自己紹介ですが、私は松山の高校、関
東の大学を卒業した後、タナベ経営にて企業向
け手帳の営業をし、日本セメント（現：太平洋
セメント）にてセメント、コンクリートの勉強
をした後、松山に戻ってきました。
　次に㈱キクノの概要です。明治₈年八幡浜に
て創業した後、松山に本社を移し、昨年140周

デザインされました。
　つまり、このように「課題の解決策」と「そ
れをどういった形で表現するか」の二つが成り
立っていることが「デザイン」であり、デザイ
ンとは一般に認識されているように単なる形だ
けではないということです。
　建築についても同じことが言えます。
　それではこれまで竹中工務店が「デザイン」
してきた建築作品を紹介させて頂きます。
　先ずは、1958年施工され今も東京を代表する
建築物「東京タワー」です。
　1956年には南極に建てられた「昭和基地」を
設計させて頂きました。1988年には日本初の
ドーム球場「東京ドーム」を施工させて頂き、

その後「福岡ドーム」「名古屋ドーム」「京セ
ラドーム大阪」「札幌ドーム」を施工。2002年
サッカーワールドカップ日韓大会で会場となっ
た「大分銀行ドーム」「長居陸上競技場」「静岡
スタジアムエコパ」「日産スタジアム」「カシマ
サッカースタジアム」も当社が携わらせて頂き
ました。
　そういったこれまでの実績を踏まえ、完成し
たのが、「ガンバ新スタジアム」です。この建
築作品には竹中の設計・施工力そしてデザイン
力がふんだんに盛り込まれています。
　今後この松山で、これからの松山にふさわし
いデザインを皆さんと一緒に考えようではあり
ませんか？

　第3301回例会　2016年５月24日（火）
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例会記録

年を迎えました。グループにてセメント、生コ
ン、コンクリート製品、自動車整備、運輸、補
修・外構工事等の事業をしています。
　次に熊本地震による下水道被害ですが、下水
管はマンホールを開けての点検やTVカメラ等
による詳細調査を実施しております。主だった
所は復旧を済ませ、通常の処理能力に近いとこ
ろまでになっています。
　地震等の災害への下水対策は少し遅れていま
す。近年ではトイレが使用出来なくなる事での
体調悪化。マンホールの浮き上がりや道路の陥
没により緊急車両や自衛隊車輌が通れない等の
問題が注目され始め、被災時の緊急物資の輸送
や緊急輸送路を確保するために各自治体でマン

ホールの浮き上がり防止や道路陥没の未然防止
を目的とした耐震工事が進んでいます。また、
災害時に使用できる全国の災害用トイレはおよ
そ7,000人に₁基、四国では55,786人に₁基とい
う状況になっております。当社もお手伝いをさ
せて頂いておりますが、松山市においても下水
の耐震化や、災害用マンホールトイレの設置が
進んでおります。
　また、愛媛県も力を入れているサイクリング
に関しても、自転車道対応型のコンクリート製
品を開発し、自転車の快適走行や事故低減のお
手伝いをさせて頂いております。
　皆様のくらしを支えるパートナーを今後とも
宜しくお願い致します。

出席会員　76（66）名中53名　出席率71.62%
前回訂正出席率80.00%

欠席会員　23名　土居、濵本、泉谷、泉川、市
川、勝見、菊池、貴船、三ッ矢、村井、村
上、中川、永木、大塚、酒井、清水、髙石、
鶴田、柳谷、横田、吉村、（片井、中住）

ニコニコ箱
林　　直樹　大橋会員、卓話よろしくお願いし

ます。
飯尾　寛治	 大橋先生、卓話楽しみにしていま

す。
伊東　毅嗣	 大橋先生、卓話楽しみにしており

ます。
野村　靖記	 大橋さん卓話楽しみにしていま

す。
菅井　久勝	 大橋先生、卓話楽しみにしており

ます。
米山　徹太	 先日のゴルフ会、雨天にも関わら

ずお疲れ様でした。
河内　広志	 先日の例会欠席で申し訳ありませ

ん。三好さんヨロシクお願いしま

す。
亀井　義弘	 メーキャップでなく、ホームクラ

ブに戻ってホッとしました。
玉置　　泰	 少し前になりますが、一六タルト

が日本ギフト大賞を頂戴しまし
た。

窪　　仁志	（会員誕生祝）誕生日最後の日。
早　退　　羽牟、清田、三原、村山、関（啓）

「老眼とうまくつきあう方法」
大橋　裕一　会員

　どんな人にも老眼は起こります。早い方では
40歳前後、平均で45歳くらいから「近くのもの
を見る際にピントが合わない」、「新聞などの細
かい字は少し遠くに離すと見えやすい」という
ような症状が出てきます。これは，目のピント
合わせの働きをする調節機能の衰えが原因で
す。
　目にはカメラのレンズに相当する水晶体があ
り「調節」という大切な役割を担っています。
近くを見る時には、毛様体筋の働きで水晶体が

　第3302回例会　2016年５月31日（火）
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新入会員紹介

氏名：窪　　仁志

勤　務　先：四国旅客鉄道㈱　
愛媛企画部　部長
南江戸1-14-1

	 TEL	943－5005
生 年 月 日：昭和34年₅月₂日
入会年月日：平成28年₅月10日
趣　　　味：旧車（古い車）、自

転車

厚くなり、フォーカスを合わせていますが、年
齢とともに水晶体の弾力性が低下し、毛様体筋
自体の機能も衰えてくると、目の調節力は低下
し、近くが見えづらくなってしまいます。
　老眼かな？と思ったら、無理に頑張らないこ
とです。まずは目に負担をかけないように老眼
鏡を考えるか、使っている眼鏡やコンタクトレ
ンズ（CL）の度数を緩めるのが第一段階です。
食生活では、抗酸化作用のあるアスタキサンチ
ンを含むエビやサケなどの魚、あるいはサプリ
メントを試してみるのもいいでしょう。また、
ホットタオルで眼部を温めるのも効果があり、
専用の製品が市販されています。老眼鏡の場合
には、読書、パソコン作業、会議用など、使用
する状況に応じて複数を持っておくことが薦

められます。CLを使われている方には遠近両
用CLを一度は試してみてはどうかと思います。
さらに最近では、手術による老眼治療も登場し
ました。これは片方の眼（効き目でない方）の
角膜内に特殊なインレイを挿入して近くを見や
すくするものですが、まだ新しい手技なので少
し慎重に考えたほうがいいでしょう。
　もしも白内障があるときには、多焦点眼内レ
ンズが選択肢のひとつです。先進医療なので自
己負担額は大きくなりますが、性格、ライフス
タイルの合う方には最高の治療となります。こ
のように老眼には様々な対応策がありますが、
加齢によって他に目の病気が起こっていること
もあります。まずは眼科医にご相談ください。

例会記録

平成28年₅月度理事会決議事項

₅月10日㈫
①【確認】今年度クリスマスオークション売上

金107,500円をロータリー財団へ寄付する件
　承認。
②平成28年熊本地震義捐金について　承認。

理事会報告

クラブニュース
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クラブニュース

誕生祝　	以下₅名　窪（₂日）、濵本（₃日）、清田
（₇日）、中川（₈日）、片井（16日）

結婚祝　	以下₈名　名本（₅日）、三ッ矢（₉日）、
田中（和）（14日）、大塚（15日）、三好（17
日）、結城（18日）、小野里（23日）、関（啓）
（26日）

創業祝　	以下₉名　玉置（₁日）、泉川（₁日）、酒
井（₁日）、佐藤（₂日）、児玉（₂日）、太
田（16日）、浦岡（17日）、貴船（19日）、村
上（29日）

５月のお祝い

₁．ガバナー月信
₁．近隣RC例会予定表

配　付　物

以下29名　浜田、濵本、林、石橋、泉川、上甲、菊野、
清田、河内、児玉、三原、三好、名本、西村、野村、

太田、大森、菅井、関（啓）、高橋、渡部、米山、深見、
亀井、中住、佐藤、関（宏）、田代、山内

３・４月２ヶ月皆勤

　平成28年₅月29日㈰に高原ゴルフ倶楽部にて開
催されました。参加者は関（啓）会員、村井会員、
安永会員、岩橋会員、二神会員、松田信彦さん、
藤本健さん（松田さん、藤本さんは二神会員のお
知り合い）、米山の₈名でした。岩橋会員は初参加
でした。
　当日は時折雨の降る荒天でしたがなんとかプ
レーすることが出来ました。そんな中優勝された

松田さんはグロス78という素晴らしい成績でした。
　高原ゴルフ倶楽部からは久万米₅㎏×₂袋協賛
頂き賞品とさせていただきました。
　オリンピックに向けゴルフ熱も益々高くなるこ
とと思います。多くの会員の皆様及びお知り合い
の方々の参加をお待ちしております。

（記・米山　徹太）

第354回　松山ロータリークラブ・ゴルフコンペのご報告

順　位 氏　　　名 OUT IN 計 HDCP Net

優　勝 松田　信彦 39 39 78 7.2 70.8

₂　位 藤本　　健 45 39 84 10.8 73.2

₃　位 村井　重美 51 51 102 27.6 74.4

ダブルペリア

（ゲスト）

（敬称略）

（ゲスト）
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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/

クラブニュース

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

10日 76（66） 65 11 87.84％ ₃ 90.67％ 0

17日 76（66） 53 23 71.62％ 5 79.73％ 0

24日 76（66） 47 29 64.38％ 15 83.78％ 0

31日 76（66） 53 23 71.62％ 7 80.00％ 0

平均 76（66） 54.5	 21.5 73.87％ 7.5 83.55％ 0

例会日 区分

【新しく創ろうとしている同好会】
◦陶芸会「玉泉釜」
　勝見会員が理事長の総合福祉施設エンゼルが、
陶芸釜「玉泉釜」を築かれました、この機会にロー
タリークラブ会員もお誘いを受けました、会員₆
名程が参加して一月で₃作品を創りました。良き
指導者を得て、思ったより良い作品が創れていま
す。興味のおありの方はお気軽に参加して頂きた
いと思います。
　募集要項は以下の通りです。

場　所　伊予郡松前町、エンゼル内
日　時　日曜日午後₂時より₂時間程度
　　　　今のところ、月に₂回程度
参加費　１回の材料代（1,000円）
　　　　茶話会のコーヒー代（300円）
取り敢えずの担当
　　　　泉川会員

【現在在る同好会】
◦ゴルフ同好会
◦考古学研究会
【過去存在した同好会】
◦ヒックマン会
　麻雀会　会員18名、₂ヵ月に₁回開催、梶浦宅
◦俳句会
　俳人　酒井黙然（13代会長）の指導を受ける
　　同車せるガバナー夫妻旅の秋　　　黙然
　　四国路のロータリアンや五月晴れ　松野一郎
　　菊花壇眺めて会を終わりけり　　　関　定
　昭和35年、黙然先生編纂の「松山城と道後」に
は30頁、約300首の会員俳句が収録されている。
◦囲碁同好会
　囲碁も盛んで、₂ヵ月に₁回は今治クラブとの
対抗戦もあり、今治の四国ガス和室で行っていた。
四国ガスでは、碁盤を新調し昼食を用意して歓迎
した、接待役は20歳代の深見秘書課長。
◦ソフトボール同好会
　昭和50年代に在ったもので、ユニフォームも揃
えて、楽しんだ。

会員だより

松山ロータリークラブ趣味同好会について

「山内会員の作品」
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