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　　 新しい生命の誕生（親子で同じ体験！）

　平成26年₈月20日水曜日、午前11時11分、娘（長女）に第₂子、二人目の男の子が
誕生致しました。
　今から25年前の平成元年₈月30日水曜日午後₈時59分、娘が誕生致しました。初産
の為出産予定日をオーバーしているという事で運動でもして陣痛促進をしようかと、
妻と二人で散歩に出かけようと午後₆時頃、家を出た直後急に「お腹が痛い！」と妻
が言い出し慌てて家に戻り病院へ電話を入れました。「痛みの周期は何分くらいです
か？」という事なので時間を計ってみると20分でした。病院にその旨を伝えると、御
来院下さいとの事で、入院の為予め準備をしていた荷物をマイカーに乗せいざ出発！
　椿小学校から本町の消防署の近くの産院まで、運転免許を取得して35年の中で記憶
に残る、手に汗握る、緊張したドライブが待っていました。南海放送本町会館（当時）
の前を通過した時は陣痛の感覚が₅分、痛がる妻に「我慢しろ！」と励まし？（パニッ
クになっていました）。どの様な運転をしたのかは全く覚えていませんが、午後₈時頃、
産院に無事到着。午後₈時59分、無事第₁子長女誕生！
　長女の誕生と、自分の運転技術の腕前（無事故、無違反？全く記憶にございません）
の両方に感動を覚える一日となりました。
　話は長女の出産に戻りますが、たまたま、帰省中の次男と妻が長女の出産準備の為、
午前10時、娘を迎えに行き、我が家へ向かおうと車に乗った瞬間、「あいたた！」予
定日は₈月25日なのでのんびり構えていました。午前10時52分分娩室へ。妻は成り行
きで分娩室を出る事ができず、看護師さんの「どうぞ」の一言で立会い分娩に。妻い
わく、次男は運転しながら、「サイレンが欲しい！　赤色灯が欲しい！」と叫んでい
たとか…。
　まさか親子で同じ体験をするとは…！　それにしても、分娩にまでも立ち会ってし
まう妻は凄い！

幹事　高　橋　伸　定

巻頭メッセージ

₉月₂日㈫…「ラジオドラマと南海放送」
田中　和彦会員

₉月₉日㈫…「ホテルマンと銀行員」
野村　靖記会員

₉月16日㈫…「生命保険業界の動向」
貴船　正憲会員

₉月23日㈫…祝日のため、休会
₉月30日㈫…「広島東洋カープと私の人生」

山本　克司会員

例会予定



例会記録

　第3219回例会　2014年８月５日（火）

出席会員　71（64）名中52名　出席率73.24%
前回訂正出席率81.69%

欠席会員　19名　原田（満）、市川、伊東（毅）、
御木、三好、棟方、村上、村山、中地、長尾、
永木、西野、大塚、齋藤、佐々木、白石（恒）、
鶴田、結城（関（宏））

ニコニコ箱
福田　正史	 今日の卓話の出来を想定して、罰

金のつもりで。
羽牟　正一	 福田さん、卓話楽しみにしていま

す。
小野　　茂	 福田会員の卓話、楽しみにしてお

ります。
佐野　秀司	 福田さん、卓話楽しみにしていま

す。
高橋　伸定	 サマースクール御苦労様でした。

ケガ人も無く、無事終了して良
かったです。

上甲　　泰	 サマースクールではお世話になり
ました。無事に終わりました。

米山　徹太	 サマースクールお疲れ様でした。
飯尾　寛治	 松山と韓国光州市、小児科医の交

流会が無事済みました。土居会員
のお世話で新聞に載せてもらいま
した。

田中　和彦	 三越デパートでのフェルメール
展、本日からの開展を祝って。

三原　英人	 最近欠席が続いておりました。明
日の稲盛和夫公開フォーラム、よ
ろしくお願いします。

濵本　道夫	 佐野様と目が合いました。よろし
く。

原田　雅仁	（会員誕生祝）本日が誕生日です。
先ほど呼ばれて気づきました。

兒玉　義史	（会員誕生祝）＋バッジ忘れ
中住　義晴	（会員誕生祝）85歳になりました。

今後ともよろしく。
渡部　浩三	（会員誕生祝）（ご夫人誕生祝）
（なんとなくニコニコ）五味、清田

早　退　　二神（サマースクール御苦労様でし
た）、伊藤、菊池（福田さん！　卓
話が聞けずとても残念です）、髙石、
田中、玉置、浦岡

卓　話　「放送局・よもやま話」
福田　正史　会員

　私の報道記者時代の忘れられない事件は、大
阪南部で起きた、「女子工員連続殺人事件」で
した。この取材で、天国と地獄を味わうことに
なりました。この事件のキッカケは、1974年の
夏頃、ある紡績工場の女子工員二人が、相次い
で失踪・行方不明になったというものでした。
警察では、家出や自殺の可能性のないことや、
二人の女子工員は、一人の男と親密な交際をし
ていて、妊娠していたことなどが判り、事件の
疑いが強くなってきました。
　私は、深夜にこの男を訪ね、インタビューを
しました。「あんたが殺して、何処かに隠した
んちゃうか？」と、強い口調で聞くと、彼は、
激しく動揺し、ちゃんと答えられませんでした。
この時の反応は、彼の犯罪を示唆するものでし
た。その後、警察が、この男の任意での事情聴
取を始め、我々担当記者は、捜査本部で自供を
待ちました。その日は、朝から雨の降る、鬱陶
しい日となり、調べは、延々続き、深夜₀時の
直前でした。私は、取調官とのトイレでの会話
で、「自供」の特ダネを知り、かねてから用意
してあった、「容疑者自供、山中で遺体捜索！」
という内容のニュースを放送しました。警察署
内は、大騒ぎになりました。各社は、朝刊へむ
けての作業が始まり、翌日、一面トップで、こ
の事件を報じたのです。勿論、このニュースは、
私の大特ダネで、ハッピーエンドになるはずで
した。ところが、明け方になっても、肝心の遺
体が発見されず、殺人そのものが立証できずに、
容疑者は、家に帰されてしまいました。とんで
もないことです。我が社のニュースでは、顔出
しのインタビュー映像と実名報道した訳で、も
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例会記録

出席会員　73（66）名中49名　出席率68.06%
前回訂正出席率75.34%

欠席会員　24名　土居、二神、原田（達）、石橋、
市川、伊藤（慎）、勝見、貴船、兒玉、御木、
三好、村井、村上、村山、中地、野村、大
塚、関（啓）、高岡、鶴田、浦岡、安永、結
城（関（宏））

ニコニコ箱
林　　直樹	 本日より、よろしくお願い致しま

す。
上甲　　泰	 卓話がんばります。バッジを忘れ

ました。
五味　久枝	 上甲さん、卓話よろしくお願いし

ます。サマースクールのお手伝い
が出来ず申し訳ありません。

羽牟　正一	 上甲会員の卓話楽しみにしており
ます。

菅井　久勝	 上甲さん、卓話楽しみにしており
ます。

米山　徹太	 上甲さん、卓話宜しくお願い致し
ます。

佐野　昭美	 濵本さんに先日は大変お世話にな
りました。

大橋　大樹	 松山まつりに参加して
（なんとなくニコニコ）清田、佐野、飯尾
早　退　　菊池、棟方、永木、西野、佐々木、

玉置

卓　話　「『サマースクール』について」
上甲　　泰　会員

■振り返り
　第₁回　平成11（1999）年₈月ロータリー・
サマー・スクール「みんなでエコロジー」（自
然のなかのわたしたち）からスタートする。当
時の会長は森永秀則会員、新世代活動委員長は
三木吉治会員。プログラムは以下の通り。
₈月₉日「昆虫を学ぶ　愛媛大学農学部昆虫展見学」

大林延夫先生、酒井雅博先生
　　10日「水と植物　フローティング・ガーデン製作」

山口　聰先生
　　11日「私たちと水　松山市市之井手浄水場見学」

高瀬恵次先生
　　12日「森林と水源　農学部演習林訪問」

小林　修先生
　参加対象は小学生₄年生から₆年生。
　当時は「サマースクール準備会」というもの
を定期的に開催し準備をしていた。第₃回まで
ほぼ同様の内容。
　第₄回以降　タイトルは度々変更。内容につ
いては、フローティング・ガーデン→水の中の
自然→夏の花あそび（花のアレンジメント）→
花の浮島づくり。
　第₈回以降　タイトル変更。花の浮島づくり
→盆栽教室（椿の盆栽）→建築廃材、丸太で→
丸太で本立て→水と私たちの生活→間伐材の私
の本立て
　第13回　参加者44名を記録する。以降、間伐

　第3220回例会　2014年８月19日（火）

し逮捕・立件されなければ、名誉棄損・誤報と
大変な事になります。各新聞も同じことです。
私は、辞表を書いて懐に入れ、翌日また、捜査
本部で調べの進むのを待ちました。最終的には、
その日あらためて遺体捜索が行われ、遺体が発
見されて、容疑者も逮捕されることとなりまし

た。本当にニュースの特ダネというのは、気を
付けないと、誤報との紙一重のようなところが
あると身に沁みた事件でした。

　〈高校野球に関するクイズなど…。〉
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例会記録

　第3221回例会　2014年８月26日（火）

出席会員　73（66）名中55名　出席率78.57%
前回訂正出席率83.56%

欠席会員　18名　五味、原田（満）、市川、勝見、
清田、河内、御木、三好、棟方、村上、村山、
中地、大橋、田中（昌）、玉置（亀井、中住、
関（宏））

ニコニコ箱
飯尾　寛治	 卓話をさせていただきます。
兒玉　義史	 飯尾先生、本日の卓話楽しみにし

ております。
佐野　秀司	 飯尾先生、本日の卓話楽しみにし

ております。
菅井　久勝	 飯尾先生、卓話楽しみにしており

ます。
高橋　伸定	 ₈/20二人目の孫ができました。

ニコニコです。
永木　昭彦	 今日から三越₇階で鹿児島展が始

まりました。是非お立ち寄り下さ
い。

米山　徹太	 関さん、村井さん、渡部さんお世
話になりました。

田中　和彦	 本日から阪神ファンとしては大切
な首位攻防戦です。打倒巨人、₃
タテを祈念しまして…。

左納　和宜	 入会して₁ヵ月です。

（なんとなくニコニコ）村井、大塚
早　退　　土居、濵本、原田（達）、三原、長尾（申

し訳ありません。飯尾先生、卓話よ
ろしくお願い申し上げます）、西野

卓　話　「企業におけるYGテストの応用」
飯尾　寛治　会員

YGテストとは
　YGテストは、アメリカ南カリフォルニア大
学Guilford教授の考案した性格検査を京都大学
の矢田部達郎氏などが1957年に日本人の文化風
土に合ったものに作り直した、質問紙法の性格
検査である。
　このテストの結果はＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅの₅
のプロフィールに分けられる。
　Ａ型：（Average	type）平均型、中庸の人
　Ｂ型：	右寄り型（Black	 list	 type）独善型、

積極的な人
　Ｃ型：	左寄り型（Calm	 type）平穏型、温順

寡黙の人
　Ｄ型：	右下がり型（Director	type）管理者型、

安定積極的な人
　Ｅ型：	左下がり型（Emotional,eccentric	type）

異色型、寡黙の人

材の木工については「本立て」と「CDラック」
が隔年で入れ替わり、現在に至る。

■受賞歴
　★	平成18年₄月（第₇回を終えたタイミング）
地区大会にて表彰「ガバナー賞」

　★同年₅月RI会長より「意義ある業績賞」

■振り返りから
　・	第₁回から追いかけてみて感じたことは、
形に拘ることはないのかな、ということ。

　・	タイトルも₅年くらい前までは毎年のよう
に微妙に違う。

■委員長をさせていただいて気がついたこと
　・	プログラムについては再考してもいいかも
しれない。

　・	農学部の先生方の出張や会議など避けられ
ない諸事情が発生することがある。

　・	小学生の視点で会話をすることの難しさを
強く感じる。しかし大学の教授陣が苦手と
しているとは限らない。
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例会記録

企業における利用法
　₁）営業職；Ｄ型が向性。
　₂）	現場作業職；Ｃ型、Ａ型。現場監督はD型、

Ｃ型。
　₃）総務や経理；Ａ型、Ｄ型。
　₄）技術職；Ｃ型、Ｅ型。
　₅）研究開発部門；Ｃ型、Ｅ型、Ｄ型。
　₆）芸術家向きの人；Ｅ型。
　₇）接客サービス業；Ｄ型、C型。
　₈）システムエンジニア；Ｃ型、Ａ型、Ｄ型。

社員育成における効果
　₁）	このテストで自己理解、長所短所に気づく。
　₂）	他人とのコミュニケーションが円滑になる。

　性格は生来のものであるがその性向を知れば
少しずつでも変えられる。それが人間としての
成長である。
　₃）	部下指導、社員の成長は会社の成長である。
　₄）	動機づけは相手の性格を知ってするのが

効果的。

その他
　小学生用、中学生用、高校生用があるので教
育面でも応用できる。医療機関では精神身体症
などの問題には神経症などの病名で保健請求で
きる。購入は竹井機器工業で法人のみに発売し
ている。

理事会報告

₈月₅日㈫
①　【再確認】当クラブ会計について　承認。
②　当クラブ	国際交流基金定期預金について
承認。
③　新入会員申込み　農林中央金庫
　星野　耕一氏（和田敏希氏後任）　承認。

④　新入会員申込み　㈱ドコモCS四国（旧NTT
ドコモ）　林　直樹氏（兼平泰之氏後任）　承
認。
⑤　【事後報告】₉/₇㈰ロータリー財団・会員
増強セミナー参加費について　承認。
⑥　当クラブバナーについて　承認。
⑦　₉/27㈯米山協議会・懇親会登録料につい
て　承認。

平成26年₈月度理事会決議事項
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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
₅日 71（64） 52 19 73.24% 6 81.69% 0
19日 73（66） 49 24 68.06％ 6 75.34％ 0
26日 73（66） 55 18 78.57％ 6 83.56％ 0
平均 72.3（65.3） 52 20.3 73.29％ 6 80.20％ 0

例会日 区分

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

新入会員紹介

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45年₈月24日
入会年月日：平成26年₈月19日
趣　　　味：ゴルフ、旅行

氏名：星野　耕一

勤　務　先：㈱ドコモCS四国
	 愛媛支店　支店長
	 宮西₂－₉－33
	 TEL	923－5050
生 年 月 日：昭和46年₄月27日
入会年月日：平成26年₈月19日
趣　　　味：ペット（猫）と遊ぶ

こと、読書
氏名：林　　直樹

誕生祝　	以下₈名　田中（昌）（₁日）、兒玉（₃日）、
原田（雅）（₅日）、結城（10日）、中住（11
日）、渡部（12日）、西村（15日）、石橋（23日）

結婚祝　	以下₁名　御木（28日）
創業祝　	以下₂名　西村（₁日）、伊東（毅）（₁日）

８月のお祝い

₁．ガバナー月信
₁．会員名簿
₁．近隣ロータリークラブ例会予定表

配　付　物
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