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　　 終戦月に思う

　私の住む余戸の重信川沿いの墓地の一角に人知れず建立されている墓碑がある。碑
銘には「日本赤十字従軍看護婦　玉井花子、享年二十」と記されている。苔生す墓碑
を一生懸命たどると、激戦の昭和19年に南洋諸島で戦死となっている。享年20歳とは、
満年齢の現在では18歳、私が大学あるいは、日赤看護専門学校で担当している₁年生
と同じ歳である。墓碑に向かって感謝と哀悼の気持ちを込めて合掌すると、同い年の
自分の学生と重なり、涙が止まらない。遠く離れた異郷で、どのような思いで若い命
を終えたのだろう。生きていればどれほど楽しい思いがあったのだろう。
　ところで、今年は、終戦から67年である。先日、私が担当している講義のなかで学
生に、「ガダルカナル作戦」と「ミッドウェー作戦」を聞いたら、ほとんどの学生が
知らなかった。勿論、インパール作戦で多くの愛媛出身の方が散華されたことなど関
心すらなかった。私は、本当に悲しい思いがした。今、私たちが平和と自由を享受で
きるのは、戦争で犠牲になられた方々のお蔭である。また、戦後の混乱の中から今の
社会を築いてくださった先人のお蔭である。私たちは、感謝の気持ちを忘れてはなら
ない。この気持ちを失えば、この大切な平和までも失ってしまうのではなかろうか。
　少しでも、学生たちに平和の尊さと感謝の気持ちを分かってもらいたくて、昭和44
年の東宝の映画『海軍特別年少兵』を鑑賞させて、感想文を書かせた。この作品は、
海軍史上最年少14歳で入隊し、激戦の硫黄島等で散華された方々を描いたものである。
偉そうなことを書いているが、私自身は、もはや戦後ではないといわれた第一次高度
経済成長期に生まれた53歳。勿論、戦争体験はない。しかし、祖父母や父母の戦争体
験を聞いて涙し、育った年代である。年々戦争の貴重な語り部が世を去っている。私
は、戦争を体験された方々の声を少しでも後世に伝えてゆきたいと思っている。

幹事　山　本　克　司

巻頭メッセージ

₉月₄日㈫…「映画『X年後』制作を通じ伝えたい事」
河田　正道会員

₉月11日㈫…「この50年をふり返って」
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₉月25日㈫…「暴力追放活動に携わって」
高岡　隆雄会員

2006〜2007年度
国際ロータリー会長
ウィリアム B・ボイド

2006‐2007年度国際ロータリーのテーマ

2012〜2013年度
国際ロータリー会長
田中　作次

2012〜2013年度国際ロータリーのテーマ

奉仕を通じて
平和を

例会予定



例会記録

　第3123回例会　2012年８月７日（火）

出席会員　71（64）名中51名　出席率72.86%
前回訂正出席率78.57%

欠席会員　20名　淺井、安保、石橋、市川、加
藤、菊池、御木、三好、長尾、大塚、佐野、
清水、白石（恒）、菅井、関（啓）、高岡、矢
野、結城、吉川（宮田）

ニコニコ箱
永木　昭彦	 本日卓話をさせて頂きます。よろ

しくお願いします。
宮内　義憲	 永木さん、卓話楽しみにしていま

す。
石橋　和典	 第14回サマースクール無事終わり

ました。玉置会長をはじめ清田副
会長、山本幹事さん、そして毎年
で恐縮ですが深見さん、米山さん、
濱本さんには準備も含めて大変お
世話になりました。今年は子供の
集まりが厳しかったので林さん、
勝見先生、河田さん、児玉先生の
絶大なお力により33人の子供達の
笑顔を見ることが出来ました。当
日お手伝いして下さった会員の皆
様、雑誌への掲載、取材をして下
さった皆様にも心より御礼申し上
げます。本当にありがとうござい
ました。

玉置　　泰	 サマースクールお疲れ様でした。
有難う御座います。

五味　久枝	 今年はサマースクールに参加出来
ず申し訳ありませんでした。参加
された皆様お疲れさまでした。

水口　義継	 サマースクールご苦労様でした。
米山　徹太	 サマースクールお疲れ様でした。
佐藤　昭美	 ₁）日本選手の健闘をたたえて。
	 ₂）₈月₇日鼻の日です。
山内　　建	 ニコニコではありませんが、先日

ロンドンオリンピックの女子マラ
ソン、マーラ・ヤマウチが打撲に
て途中棄権、残念でした。

北村　一明	「なでしこ」良く守った！！
林　純之介	 オリンピックの日本選手に乾杯。

但し柔道選手を除く。
岡崎　裕一	 先月誕生日でした。記念品をあり

がとうございました。
平原　立志	（会員誕生祝）
河田　正道	（会員誕生祝）（結婚記念祝）68歳

になってしまいました。
児玉　　聡	（会員誕生祝）
児玉　義史　（会員誕生祝）バッジ忘れ
渡部　浩三	（会員誕生祝）
山本　泰正	（会員誕生祝）
中住　義晴	（会員誕生祝）
河内　広志	 五味さん、白塚さん、ありがとう

ございました。
諸橋　直人	 出張続きで欠席が多くてすみませ

んでした。
（なんとなくニコニコ）森本、大森

卓　話　「COOL BIZ考」
永木　昭彦　会員

　本日は今まさに真っ盛りのスタイル「クール
ビズ」について卓話をさせていただきます。自
分にとってクールビズのスタートは、長い紳士
部門担当の中でも印象的な出来事でした。最
初は温室効果ガス削減を目的として2005年にス
タートしました。当時の小泉首相の支持を受け
小池環境大臣がネーミングを公募して始めまし
た。COOLは涼しいだけでなく、かっこいい
という意味も強く、それにビジネスを短縮し
てBIZ、あわせてCOOL	BIZ。このクールビズ、
元祖は1979年にオイルショックの対策として提
案された省エネルックでした。当時の大平首相
が提唱し羽田孜大臣親子が愛用していました。
息子さんは現在国交大臣ですが、いまだにこの
省エネルックの半袖スーツを愛用しています。
但しこのスタイルは見た目の問題から定着しま
せんでした。それから26年経った2005年に新し
い形でスタートし、国内での普及が広がると共
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例会記録

　第3124回例会　2012年８月21日（火）

出席会員　73（66）名中60名　出席率83.33%
前回訂正出席率90.28%

欠席会員　13名　淺井、土居、市川、伊藤、清田、
児玉（聡）、御木、三原、棟方、岡崎、大塚、
浦岡（宮田）

ゲスト　　₁名　金　　勝男
　　　　　　　　（当クラブ米山奨学生）
ビジター　₁名　米山　徹朗（松山西RC）
ニコニコ箱
中住　義晴	 卓話をさせて頂きます。
泉川　孝三	 中住さん、楽しみにしています。
菅井　久勝	 先月は欠席が多く、大変申し訳ご

ざいませんでした。₇月₈日に第
一子の男の子が誕生いたしまし
た。名前は弘

ひろ

久
ひさ

と申します。親子
共々、今後共宜しくお願い申し上
げます。

濱本　道夫	 今年の後半に入りました。会員の
皆様よろしくお願いします。

玉置　　泰	 明日スーパーセブンスターの11号
店、垣生店が開店します。ご近所
の方はよろしくお願いします。

清水　哲司	（会員誕生祝）
（なんとなくニコニコ）五味、宮内、小川、吉川、
早　退　　河内（中住さんの卓話が聞けず、申

し訳ありません）、佐々木（申し訳

ありません）、関（啓）

卓　話　「昭和っ子の繰り言」
中住　義晴　会員

　私は昭和₄年₈月11日生まれの83歳です。＂今
年六十のおじいさん＂という歌詞がありますが、
既に23年も年を重ねました。昭和64年（平成元
年）昭和天皇崩御の年が丁度60歳の還暦の年。
つまり昭和という時代をタップリ生きたので昭
和っ子です。もう年ですので、遺訓という程で
はなく、遺言ともいえない繰り言をお話ししま
す。
　昭和₄年は大恐慌の年、12年は日支事変勃発、
15年は紀元2600年。この頃の世界地図は日本を
中心に北は千島列島、樺太の南半分、朝鮮半島
（満州国も入っていたかも）、台湾、南方諸島は
委任統治領ということで、殆どが赤く色付けさ
れた大変な大国でした。16年12月日米開戦、17
年中学₁年、18年東京、19年長崎と父の転任に
ついて廻り、20年₄月に海軍兵学校予科に入校、
同₈月敗戦で長崎に復員しました。本日21日が
当日でした。
　16歳の最も重い体験である原子爆弾につい
て。広島21万、長崎14万といわれる大惨禍、私
の親族の多くが被爆者となりましたが存命中の
もの₄名、他界者₃名、うち父親だけが原爆症

に年々各国にも広がりました。そして2011年に
震災があり、それまでの温暖化対策から節電対
策に重点が変わってきました。そしてこの年か
らはクールビズを更に進化させたスーパークー
ルビズのスタイルが環境省から推奨されまし
た。ポロシャツやジーンズ、アロハシャツなど
さらなる軽装の推進です。また実施期間も₅月
から10月の₆ヵ月に拡大されました。但し実際
にこのスタイルが許される職種がどれくらいあ
るのか、又、最高気温が23度程度の松山で10月

まで実施する必要があるのか一考すべきだと思
います。クールビズは大きな経済効果をもたら
したといわれていますが、一方で影の部分もあ
ります。顕著な例はネクタイ販売量の減少です。
2005年比で50%程度に落ち込んでおり、紳士ア
イテムの絶滅危惧種となっています。さてここ
まで定着したクールビズですが、いくら軽装で
もあくまでもビジネススタイル、それなりのマ
ナーやエチケットは必要です。TPOも意識し
て快適なクールビズスタイルをしましょう。
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例会記録

の骨ずい肉腫（ガン）で25年、52歳の早い他界
でした。4,000度という爆発時の熱線にやられ、
殆どの人々が水を求めて死んでいきました。放
射能での死亡は数少ないと思われます。
　₈月14日付愛媛新聞＂季のうた＂欄＂炎

ほ

の体
験みな饒舌となる八月＂とあり15日付には＂敗
戦忌消えてしまった青年ら＂とありました。合
掌
　話を戻しますが、本当に昭和の御代にはお世
話になりました。学ばせていただいた各学校、
特に海軍兵学校、旧制佐賀高等学校の先生方、
教官、先輩達、友人達のおかげで一人前の日本
人に育ててもらい感謝の気持ちで一ぱいです。
又住まわせていただいた東京、ほか₇都市の
方々や美しい景色、文化、そしてスポーツ（特

に野球、ゴルフ）の友人知人達、本当にありが
とう。社会生活では教科書をはじめ各種の本を
作って下さった出版社、新聞社、ラジオ、テレ
ビなど媒体各社の皆様、広告業界㈱電通に30年、
コンベンションビューローに10年の間に公私共
にお世話になりました。又ロータリークラブに
も感謝しています。
　しかし昭和の御代を働いて働いて生き抜きは
しましたが、次代を背負う後輩達を本当の日本
人へと教え導いてきたかと問われれば、われわ
れ世代としては一言の反論も出来ないのが残念
です。
　日本よ、そしてロータリーよ、永遠に幸あれ
と願います。

　第3125回例会　2012年８月28日（火）

出席会員　73（66）名中47名　出席率66.20%
前回訂正出席率83.33%

欠席会員　26名　淺井、安保、原田、泉川、市川、
兼平、河田、菊池、河内、児玉（義）、御木、
三原、棟方、諸橋、長尾、名本、西野、大
塚、佐野、白塚、高岡、渡部、矢野、山本
（泰）（宮田、関（宏））

ニコニコ箱
羽牟　正一	 先週入会させて頂きました。遅く

なりましたがどうぞよろしくお願
いします。

和田　敏希	 先週から参加させていただきまし
た。どうぞよろしくお願い致しま
す。

浜田　修一	 今日は卓話をさせていただきま
す。拙い話ですが、お許し下さい。

石橋　和典	 先週の中住さんの卓話は大変勉強
になりました。浜田さん、卓話楽
しみにしております。

山内　　建	 短期交換留学の孫娘がニュー
ジャージーより無事帰って来まし

た。感謝です。
玉置　　泰	 林さん、この度は有難うございま

した。
米山　徹太	 佐々木さん、先日はお世話になり

ました。
濱本　道夫	 良い事がありました。感謝の気持

ちです。
加藤　　崇	 今晩の火曜会、都合悪く欠席しま

す。盛会を祈念しております。
白石　恒二	 バッジを忘れました。すみません。
吉川　幸司	 バッジを忘れました。すみません。
林　純之介	 30年ぶりでしょうか、ニキビが出

来ました。嬉しい限りです。
早　退　　土居、二神、勝見、三好

卓　話　「五稜郭・適塾」
浜田　修一　会員

　五稜郭とは、₅つの稜
りょう

堡
ほ

（外に突き出す鋭角
の出っ張り）を意味しますが、実際には半

はん

月
げつ

堡
ほ

があり、稜堡は₆つあります。
　1869年、この箱館の五稜郭にて、新政府軍と
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理事会報告

₈月₇日㈫
①　【事後報告】2011〜12年度決算書および
2012〜13年度予算書について　承認。
②　新入会員申し込み　テレビ愛媛　専務取締
役　羽牟　正一氏　承認。
③　新入会員申し込み　農林中央金庫　和田　
敏希氏（渡辺氏後任）　承認。
④　ガバナー事務所より、世界平和フォーラム
協力金のお願いの件　承認。
⑤　第16回チャリティ講演会名義後援の件　承
認。
⑥　和田重次郎顕彰会役員就任についてのお願
い　会費の確認の必要あり　会長に一任。
⑦　大洲RC創立40周年記念式典お祝いの件

20,000円　承認。
⑧　今治南RC創立50周年記念式典お祝いの件
20,000円　承認。
⑨　2012〜2013年度ローターアクト助成金のお
願い　松山クラブの負担金：220,000円　承
認。
⑩　₉/30　会員増強・ロータリー財団セミナー
参加費の件：会長・幹事・会員増強委員長・
Ｒ財団委員長義務出席（₁クラブ15,000円）
各種会合派遣費より拠出　承認。
⑪　短期交換ホストファミリーへの謝礼につい
て（50,000円×₂家族分：中矢宗男様・乃間
剛士様へ）　ニコニコから拠出　承認。将来
的に拠出について検討の余地あり。
⑫　国際交流基金・愛媛信用金庫口座が満期で
す。（継続でよいかどうか）　保留。

平成24年₈月度理事会決議事項

旧幕府軍が戦い、旧幕府軍は敗れ、榎本武
たけ

揚
あき

、
大
おお

鳥
とり

圭
けい

介
すけ

らは降服。
　本来は死刑のところ、新政府側の黒田清隆、
福沢諭吉などの助命運動により助命され新政府
に加わり、内閣の要職につき、日本のために貢
献をしました。（土方歳三は戦死）
　日本の城で江戸時代以降、戦場となったのは
₄城（大坂、会津若松、五稜郭、熊本）です。
ちなみに国宝も₄城です（姫路、彦根、松本、
犬山）。そして、この五稜郭を設計したのは、
伊予大洲藩出身で適塾の俊才といわれた武

たけ

田
だ

斐
あや

三
さぶ

郎
ろう

です。
　適塾とは、緒方洪庵が大阪で開いたオランダ
医学を学ぶ塾で、門下生は、大村益次郎、福沢
諭吉、長

なが

与
よ

専
せん

斎
さい

などで、その精神は「扶
ふ

氏
し

医
い

戒
かい

」を掲げ、素晴らしい人材を輩出しました。
　当時、関東にも、千葉県佐倉に佐藤泰

たい

然
ぜん

が開
いた佐倉順天堂という立派な医学塾が出来てお
ります。
　愛媛県宇和島の話をしますと、大村益次郎（村

田蔵六）という長州の医者が彼のオランダ語の
能力を買われ、船を造るために宇和島にスカウ
トされ滞在します。
　その当時、長崎にシーボルト（ドイツ人）と
いう医師が来ており、日本人女性との間にイネ
という女の子が生まれますが、その後、シーボ
ルトはスパイ容疑で国外追放となり、イネの養
育、教育を受けもったのが、八幡浜出身の二宮
敬
けい

作
さく

で、宇和島で学問をさせて医者にするため
に連れて帰り、最終的に女医となります。
　なお二宮敬作は、ドイツの人名辞典で日本人
で最初に掲載された人物です。
　当時、宇和島は日本でオランダ語を学ぶのな
ら宇和島に行けといわれる程、有名であったと
のこと。それ以降、パッとしない土地になりま
したが、何か新しい文化を興し、愛媛の松山と
宇和島は一度は行ってみたい素晴らしいと言わ
れるように、松山と宇和島にエールを送りたい
と思います。
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クラブニュース

８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
₇日 71（64） 51 20 72.86％ 4 78.57％ 0
21日 73（66） 60 13 83.33％ 5 90.28％ 1
28日 73（66） 47 26 66.20％ 13 83.33％ 0
平均 72（65） 52.7 19.7 74.13％ 7.3 84.06％ 0.3

例会日 区分

新入会員紹介

勤　務　先：㈱テレビ愛媛
専務取締役
真砂町119
TEL	934－1111

生 年 月 日：昭和27年10月₂日
入会年月日：平成24年₈月21日

氏名：羽牟　正一

勤　務　先：農林中央金庫
松山推進室　室長
三番町6－8－1
TEL	921－3190

生 年 月 日：昭和44年₅月₉日
入会年月日：平成24年₈月21日

氏名：和田　敏希

誕生祝　	以下12名　山本（泰）（₂日）、児玉（義）（₃
日）、河田（₄日）、結城（10日）、中住（11
日）、渡部（12日）、西村（15日）、平原（17
日）、吉川（17日）、清水（20日）、石橋（23
日）、児玉（聡）（29日）

結婚祝　	以下₃名　宮内（₃日）、河田（₄日）、
御木（28日）

創業祝　	以下₂名　西村（₁日）、諸橋（₁日）

８月のお祝い

₁．ガバナー月信
₁．ライト＆ライフ
₁．会報₆月号
₁．近隣ロータリークラブ例会予定表

配　付　物

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/

⑬　事務局パソコン買い替えについて　米山会
員に一任。
⑭　新入会員申し込み　聖カタリナ大学人間社
会学科　学科長　横田　知玄氏、及び、医療
法人社団樹人会　北条病院　院長理事　髙石

義浩氏　推薦者：山本（克）会員。　承認。（会
員増強委員会へ）
⑮　2013年R₁理事選出について　当クラブ選
出なし。

理事会報告
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