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　　 国際奉仕委員会

　国際奉仕はロータリー活動の中でも大きな意味を持つ委員会です。ロータリーが国際の久遠の平和を希
求する以上、あらゆる困難を克服して地道に継続的に活動する必要があると思います。
　当委員会はロータリー財団・国際青少年交換・米山奨学の三委員会で構成されております。ロータリー
は集金団体ではないとのご指摘もありましょうが国際奉仕にはすべて応分のお金が必要です。更にいえば
ポリオプラス撲滅運動の₂億ドル拠金も全世界のロータリアンの寄付と実践活動なくしては成功はおぼつ
かないでしょう。
①�　ロータリー財団委員会は協議の末、数年来低迷して来た年次寄付（₁人1,000ドル）の達成者の量産を
計画しています。年度終了までに少なくとも10数人のポールハリスフェローを作りますので会員のご協
力を願いたい。方法は慣例に従い講を組んで実施します。浅く、広く、少額でも毎月の募金を続けるこ
とを基本活動とします。
②�　国際青少年交換委員会のうち短期交換に関してはすでに本年初期より短期交換学生の選考・オリエン
テーションの後₈月に₃週間のニュージャージー派遣を無事終了しました。受け入れについても₆月〜
₇月にかけてニュージャージーからの一行30名を四国四県のロータリアン又は一般家庭での回遊式ホー
ムステイで事故なく終了しています。このプロジェクトは亡き梶浦暲一パストガバナーの提案により30
年間継続しているもので全国で只一つのプロジェクトであります。携わってこられた数千人のロータリ
アン・ホストファミリーの皆様に衷心より感謝申し上げます。
③�　長期交換に関しては今年₇月オーストラリア・アメリカからの帰国学生の報告会、12月には来年度留
学生のオリエンテーションを終了、出発への準備は完了しました。
　�　当プロジェクトでいえば、ここ数年にわたり長期交換学生（₁年間の留学）の応募者が松山RCにはい
ないことが淋しいと思っております。
④�　米山奨学委員会では朱さん（中国）を松山東雲女子大学にお世話願い、カウンセラーも誠心誠意おつ
とめ願っていますし、米山財団への寄付（₁人30万円）も着々と業績をあげています。
⑤�　世界社会奉仕というジャンルもありますが、ここでは徳島南RCの献身的なご奉仕によりバングラデ
シュ・タイでのきれいな水の供給（井戸掘り）作業が軌道に乗りはじめ、地区内各RCへのよびかけと協
力が実現しつつあります。この奉仕は実際に現地に赴いての肉体活動も含めてのものであります以上、
参加者のご労苦に感謝の他ありません。
　最後に私自身2670地区の国際奉仕委員長である関係上余分なことも申し上げましたが、悪しからずご寛
恕下さり上記委員会の活動をご支援下さる様お願いいたします。

国際奉仕担当理事代理ロータリー財団委員長　中　住　義　晴
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例会記録

　第3042回例会　2010年11月２日（火）

出席会員　70（60）名中48名　出席率72.73％
前回訂正出席率82.09％

欠席会員　22名　浅井、遠藤、原田、市川、亀井、
川瀬、河田、北村（忍）、木村、御木、三好、
森本（惇）、小川、田嶋、津田、浦岡、渡辺
（基）、吉田（麻生、藤山、宮田、中住）

ビジター　₁名　亀井　俊明（鳴門RC）
ニコニコ箱
玉置　　泰� 来年の地区大会案内パンフレット

が出来あがり、BOXに入ってい
ますので宜しくお願いします。

五味　久枝� 昨日の松山商工会議所議員総会で
白石さんが新会頭に、関さんが副
会頭に就任されました。おめでと
うございます。麻生会員お世話に
なりました。地区大会の案内パン
フレットが出来あがりました。ご
覧下さい。（地区大会プログラム
委員長）

白石　省三� 松山商工会議所会頭に選任されま
した。よろしくお願いします。

高須賀�征二郎� 白石会長商工会議所会頭就任おめ
でとうございます。ますますご活
躍下さい。

山内　　建� 麻生さん、御苦労様でした。引き
続き白石さん身体に気をつけて下
さい。

江田　和彦� ロータリーの友11月号本日配布で
す。是非ご覧になってください。

大森　克介� 地区雑誌委員長会議も終わり、主
要な会議は終わりました。あとは
地区大会だけです。

米山　徹太� 北方千島は日本固有の領土です。
林　純之介� 久しぶりの秋晴れに。
土居　英雄�（会員誕生祝）（結婚記念祝）
北村　一明�（会員誕生祝）
佐藤　昭美�（会員誕生祝）11/₈
伊賀上久幸�（ご夫人誕生祝）11/₈です。いつ

もお世話になっています。感謝！
森本　三義�（結婚記念祝）

二神　良昌�（創業記念祝）10年を迎えました。
感謝。

眞鍋　次男�（会員誕生祝）（結婚記念祝）（創
業記念祝）本日の卓話よろしくお
願いします。

（なんとなくニコニコ）秋山
早　退　　関（啓）（松山商工会議所副会頭に就

任致しました。白石会頭を少しでも
支えて行ければと思います。今後と
も宜しくお願いいたします。）、清田

卓　話　「環境問題について…今思うこと」
眞鍋　次男　会員

　ここ数年、日本だけでなく、世界的に異常気
象による被害が頻発しています。
　そうした中、鳩山政権は、コペンハーゲン合
意に基づく日本の目標として、CO₂の1990年比
25%を国際公約しました。そして、それを受け
経済産業省は「エネルギー基本計画」を、環境
省は「地球温暖化対策基本法」を閣議決定し、
推進しようとしています。
　ただ、温室効果ガスの削減は、痛み（費用）
も伴います。国民、産業界への負担です。2020
年までに25%の削減。2050年までに80%の削減
目標。この負担に耐えうるのか、もっと国民的
議論が必要では。あまりに、数字が一人歩きし
てしまっている気がします。
　環境省の「温対法」中長期ロードマップと、
経済産業省の「エネルギー基本計画の中身のズ
レも気になるところ。
　日本は、エネルギー輸入国。エネルギーの安
定供給のためには、原子力、化石燃料、新エネ
のバランス（ベストミックス）も重要。
　また、あまり表面化しないのが、エネルギー
の供給側でなく需要側の、国民の温室効果ガス
の削減意識の醸成の強化が大切では。生活のあ
まりの豊かさを求めすぎている気がします。ネ
イティブアメリカンの言葉、『自然は、先祖か
らの贈り物ではなく、子孫からの預かり物であ
る。』を肝に銘じたい。
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例会記録

　第3043回例会　2010年11月９日（火）

出席会員　70（60）名中43名　出席率64.18％
前回訂正出席率77.61％

欠席会員　27名　秋山、浅井、土居、遠藤、五
味、市川、柏原、亀井、川瀬、河田、北村
（一）、工藤、御木、森本（惇）、名本、大森、
小川、坂本、佐藤、下別府、関（啓）、高岡、
玉置、浦岡（麻生、藤山、宮田）

ゲスト　　₁名　朱　　 娜
　　　　　　　　（当クラブ米山奨学生）
ニコニコ箱
林　純之介� ・�朱さん卓話楽しみにしていま

す。
� ・�隣にロータリー財団の募金コー

ナーができ、ニコニコの浄財が
減るのではないかと心配です。
よろしくお願いします。

中住　義晴� ロータリー財団への年次寄付講ご
参加の方々に感謝申し上げます。

渡辺　基樹� 11/₄、今治RCにガバナー随行し
てきました。亀井ガバナーおつか
れ様でした。

山内　　建� 白石さん、大変ご苦労様です。御
身体大切に。

米山　徹太� 石橋さん、先日来お世話になって
おります。

江田　和彦� ゴルフダイアリーを受付において
おきますので、ご希望の方お取り
ください。

平原　立志� 創業記念祝
（なんとなくニコニコ）石橋、清田、眞鍋、高

須賀
早　退　　佐々木（眞鍋さん先週の卓話お疲れ

様でした。朱さん今日は頑張ってく

ださい。）、田嶋、吉田

卓　話　「私の故郷－秦皇島（しんのうとう）」
ゲスト…当クラブ米山奨学生　朱　　 娜氏

　私の出身地は中国河北省の秦皇島です。秦皇
島は海産物に恵まれ、景色のよい観光地です。
秦皇島の人口は約286万人で、松山の人口の₅、
₆倍です。
　秦皇島は長い歴史をもっています。秦の始皇
帝は皆様もご存知だと思いますが、中国を統一
した最初の封建皇帝です。当時、始皇帝は神仙
の術を行う方士と呼ばれる者に不老不死の霊薬
を探すように命じました。方士の一人である徐
福という人が「東海に蓬莱島があり、島上に仙
山があり、食すれば不老不死を得る」と進言し
ました。紀元前215年、秦の始皇帝は永遠の命
を望むために、現在の秦皇島へ海の神仙を拝み
に訪ねたことがあります。そのために、この地
域が秦皇島と呼ばれるようになりました。
　そのほかに、秦皇島は自然な風景と名所もた
くさんあります。秦皇島の北戴河（ほくたいか）
は昔、毛沢東をはじめの中国共産党の指導者達
が必ず休養に行く専用避暑地でした。北戴河は
大陸性気候と海洋性気候の特性を併せて持って
います。そして、区域の70%が森林に覆われて、
夏の平均気温は24.5℃にとどまっています。
　次に、山海関（さんかいかん）と老龍頭につ
いてご紹介します。山海関と老龍頭は秦皇島の
東部にある観光地です。山海関は明時代の洪武
（こうぶ）14年（1381年）に大将軍徐達により
建設され、明代の万里の長城の東の起点の最初
の要塞です。万里の長城の東から最初の関なの
で天下第一関とも呼ばれます。老龍頭は、歴代

　私が小さかったころは、前の小川で、めだか
は勿論、ドジョウ、うなぎ、シジミも獲れてい
ました。自然は豊かで、環境に対する不安など

ありませんでした。たしかに、今の地球はおか
しくなっています。待ったなし、なのかもしれ
ません。
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例会記録

の万里の長城で唯一海に建設された長城であり
ます。
　また、中国の目立った発展にしたがって、秦
皇島も急速に発展して近代都市になりました。

高いビル、あたらしい映画館、レストランなど
が沢山建てられました。ほかに、山、森林公園、
動物園なども有名です。

　第3044回例会　2010年11月16日（火）

出席会員　70（60）名中49名　出席率73.13％
前回訂正出席率82.35％

欠席会員　21名　土居、江田、五味、原田、市
川、亀井、北村（一）、北村（忍）、御木、森
本（惇）、名本、坂本、高須賀、田嶋、津田、
渡部（浩）、渡辺（基）、山本（博）（麻生、宮田、
中住）

ゲスト　　₄名　菊田　　浩
（ヴァイオリン製作家）　　　

　　　　　　　　杉田　直樹
（ヴァイオリンディーラー）　

　　　　　　　　西村　　壮（西村会員ご子息）
　　　　　　　　後藤　俊輔

（愛媛第Ⅱ分区ガバナー補佐）
ビジター　₂名　山本　靖胤（八幡浜RC会長）
　　　　　　　　松下　牧渡（八幡浜RC）
ニコニコ箱
後藤　俊輔� お世話様になります。
山本　靖胤� おじゃまします。今日はIMのご

案内で参りました。
松下　牧渡� おじゃまします。
林　純之介� 後藤ガバナー補佐、今日のクラ

ブ協議会ご指導宜しくお願いしま
す。

西村　真也� 菊田様、杉田様、卓話よろしくお
願いします。

佐藤　昭美� 11月14日「健康を考える会」の
チャリティ講演会を盛会裡に終え
ることが出来ました。浦岡先生に
スピーチをお願いし、好評を得ま
した。また松山クラブそして報道
関係各社のご後援をいただき有難
うございました。

遠藤　景子� 今年も「坂の上の雲」の季節とな
りました。

平原　立志� 本日より全日空ホテルの東入口に
恒例の巨大もみの木のクリスマス
ツリーを設置しました。ご覧下さ
い。

玉置　　泰� 申し訳有りません。クラブ協議会
は欠席です。

河田　正道� バッジを忘れました。
三好　哲生� バッジを忘れて来ました。
藤山　　薫�（会員誕生祝）
（なんとなくニコニコ）秋山、伊賀上、清田、小川、

佐々木
早　退　　河内（素晴らしいお天気に！）

愛媛第Ⅱ分区ガバナー補佐

八幡浜RC

八幡浜RC
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例会記録

　第3045回例会　2010年11月30日（火）

出席会員　70（60）名中46名　出席率68.66％
前回訂正出席率79.10％

欠席会員　24名　秋山、土居、遠藤、五味、伊
賀上、泉川、市川、勝見、亀井、河田、北
村（忍）、河内、児玉、御木、森本（惇）、坂
本、佐々木、下別府、関（啓）、田嶋、玉置
（藤山、松岡、宮田）

ゲスト　　₁名　黒田　映李
　　　　　　　　（2009〜10年度ロータリー

財団国際親善奨学生）
ビジター　₁名　則内　健司（京都モーニングRC）
ニコニコ箱
鈴木　裕司� 本日で退会いたします。皆様大変

お世話になりました。
林　純之介� 鈴木さん短い間でしたが会員とし

てお世話になりました。益々のご
活躍をお祈りします。

米山　徹太� 鈴木さん新任地でのご活躍をお祈
り申し上げます。宝くじの夢をあ
りがとうございました。

石橋　和典� 黒田さん、則内さん、ようこそお
待ちしておりました。今日は楽し
みましょう。

江田　和彦� 本日ロータリーの友₂月号を配布
していますので、是非ご覧下さい。
雑誌委員長より。

柏原　康弘� 浅井さん、今日の卓話楽しみにし
ています。

工藤　文裕� 名本さん、高須賀さんのおかげで
ゴルフコンペ優勝することができ
ました。

北村　一明� 愛大宇宙進化研究センターニュー
スお配りしました。ご一読下さい。

眞鍋　次男� ガスフェスタお世話になりまし
た。

高須賀�征二郎� 寒くなりました。風邪に気をつけ
ましょう。

三原　英人� 林会長先日はお世話になりまし
た。ご馳走様でした。

森本　三義� ロータリー・バッジを忘れてきま

した。
（なんとなくニコニコ）川瀬、清田、大森
早　退　　川瀬

卓　話　「小惑星探査機『はやぶさ』の奇跡」
浅井　人生　会員

【はやぶさ】
・�月より遠い天体の地表サンプルを地球に持ち
帰るという世界初のミッションを担いまし
た。

【小惑星イトカワ】
・�最初アメリカの小惑星研究プロジェクトによ
り発見されましたが、「はやぶさ」の探査対
象となったことから、日本のロケット開発の
父・糸川英夫氏の名前に変わりました。

【はやぶさ₇年間の軌跡】
・�はやぶさは本来₄年間で地球に帰還する予定
でしたが、数々のトラブルに見舞われ結果的
に₇年間に延びてしまいました。総飛行距離
は60億kmという途方もない長旅になってし
まいました。

【イトカワへのタッチダウン】
・�イトカワは電波でも往復30分以上かかるた
め、地球から直接操縦できません。自律航行
にて着陸し、サンプラ・ホーンという装置で
地面を突くようにして地表の粒子を採取しま
した。

【イオンエンジン再開に成功】
・�イオンエンジンが₃基停止してしまいまし
たが、バックアップ回路により生きている
ユニット₁組で機能回復することが出来まし
た。

【はやぶさの帰還】
・�2010年₆月13日に「はやぶさ」は大気圏に再
突入し、カプセルはオーストラリアのウーメ
ラ砂漠に着陸しました。11月中旬にカプセル
内の微粒子はイトカワ由来のものだと正式に
確認されました。

【太陽系大航海時代の幕開け】
・�こうした偉業を成し遂げた『はやぶさ』の

—  � —



DNAを受け継いだミッションが既にスター
トしています。
・�その一つが、金星探査機「あかつき」で、
もう一つは小型ソーラー電力セイル実証機
「IKAROS」です。
・まさに太陽系大航海時代の幕開けです。

例会記録

【最後に】
・�はやぶさによって日本全体が元気をもらった
ような気がします。昨今、学生の理系離れが
叫ばれていますが、はやぶさは未来を支える
子供たちに夢を与え理系離れの阻止に少しで
も貢献したのではないかと思っています。

理事会報告

11月₂日㈫
①　松山ロータリークラブ会計について（周年
記念準備会計の愛媛銀行定期預金分をみずほ
銀行定期預金へ移行する）　承認。
②　〈再提案〉当クラブサイト内、会員専用ペー
ジID及びPWの件（ID・PWともに同一のも

平成22年11月度理事会決議事項

のとする）　承認。
③　皆勤者表彰の件　承認。
（協議事項）松山RC75周年記念式典の件　平成
24年₇月₇日㈯　平成23年₅月の理事会で実行
委員会立上げることとする。

11月30日㈫
①　退会者　みずほ銀行　鈴木　裕司会員（転
勤のため）　承認。
②　新入会員申し込み　みずほ銀行支店長　加
藤　崇氏（鈴木氏後任）　承認。
③　2010〜2011年度当クラブ会計後任の件（下

平成22年11月度臨時理事会決議事項

別府会員にお願いする）　承認。
④　12/₇　クラブ総会にかける来年度人事案
としての理事会の承認を頂きたい　承認。
⑤「クラブ生活を楽しむためのロータリーガイ
ダンス」作成について　承認。

—  � —



11月のお祝い

誕生祝　以下₆名　北村（一）（₃日）、佐藤（₈日）、
吉田（13日）、眞鍋（16日）、土居（20日）、藤
山（28日）

結婚祝　以下₄名　土居（₃日）、森本（三）（₃日）、
眞鍋（₄日）、二神（25日）

創業祝　以下₃名　眞鍋（15日）、平原（18日）、津田
（29日）

配　付　物

₁．ガバナー月信
₁．会報₉月号
₁．ライト＆ライフ
₁．近隣ロータリークラブ例会予定表

クラブニュース

退会のお知らせ

以下37名　土居、江田、五味、浜田、濱本、林、平
原、石橋、柏原、勝見、亀井、川瀬、北村（一）、木村、
清田、眞鍋、三原、三好、名本、西村、大森、佐々

９・10月２ヵ月皆勤

木、佐藤、白石、関（啓）、高須賀、高橋、渡部（浩）、
山本（泰）、結城、米山、深見、飯尾、中住、関（宏）、
田代、山内

みずほ銀行　松山支店長
鈴木裕司会員は転勤の為、11月30日付
で退会されました。ロータリー歴は₁
年₆ヶ月でした。

—  � —



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 70（60） 48 22 72.73％ 7 82.09％ 1
₉日 70（60） 43 27 64.18％ 9 77.61％ 0
16日 70（60） 49 21 73.13％ 7 82.35％ 2
30日 70（60） 46 24 68.66％ 7 79.10％ 1
平均 70（60） 46.5 23.5 69.68％ 7.5 80.29％ 1

例会日 区分

11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/

クラブニュース

松山ロータリー・ゴルフ会　11月例会

平成22年11月28日（日）
於：�道後ゴルフクラブ
参加者　江田、木村、柏原、工藤、名本、白石、

高須賀、渡部（浩）、米山、山内、居村亥
明（非会員）計11名

順　位 氏　　　名 OUT IN Total Hdcp Net

優　勝 工藤　文裕 50 44 94 26.0 68.0

準優勝 居村　亥明 50 47 97 27.0 70.0

₃　位 名本二六雄 47 49 96 21.0 75.0

₄　位 米山　徹太 53 44 97 22.0 75.0

₅　位 木村　敏久 48 53 101 25.0 76.0

₆　位 白石　省三 52 44 96 18.0 78.0
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