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　　 お盆月に想う

　お盆月は、私たち葬祭業に従事する人間にとって特別な月です。さまざまな宗教的
行事で忙しくなると同時に、目をつむり、手を合わせることで、自然に自分の心がク
リーニングされていく感覚になります。
　しかし昨年は思い返せば、大手スーパーのお布施の全国統一発信、無縁仏の増加や
お墓清掃代行サービスなど、近年の「葬送ごと」を時代の写し鏡的に、連日のように
報道されていました。ところが今年はそうしたニュースが、めっきり減った印象があ
ります。なぜかと考えましたが、私はこれも東日本大震災の影響ではないかと考えま
す。1000年に一度の国難に出くわし、目を覆いたくなるような映像を、我々戦争を知
らない世代は特に、初めての衝撃として一生忘れることはありません。世間が真剣さ
を求めて、ご遺体の尊厳や、生きることの意味を、改めて考えさせられた今だからこ
そ、「ちゃかす雰囲気」だとか「誤解を生みかねない報道」は減少しているのかもし
れません。
　この震災を、親として子どもたちと、会社の代表として社員のみんなと、真剣に向
き合ういい機会だととらえています。自分の力量が問われています。

幹事　結　城　　　旬

巻頭メッセージ

₉月６日㈫…｢「内子座」がまちをつくる｣
ゲスト…内子座座長　廣野　敏生氏

₉月13日㈫…｢庚申庵−静かな時間を楽しむ｣
ゲスト…NPO法人　GCM庚申庵倶楽部理事長

松井　　忍氏
₉月20日㈫…｢松山ロータリークラブ創立に就いて｣

深見　邦芳会員
₉月27日㈫…｢道後温泉郷の課題と展望｣

河内　広志会員
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例会記録

　第3076回例会　2011年８月２日（火）

出席会員　66（58）名中46名　出席率71.88％
前回訂正出席率82.81％

欠席会員　20名　淺井（清）、土居、浜田、石橋、
市川、加藤、川瀬、河田、御木、三原、三好、
永木、小川、関（啓）、高岡、高須賀、渡辺
（基）、山本（克）（藤山、宮田）

ビジター　₃名　大岡　　哲（東京RC）
　　　　　　　　米山　徹朗（松山西RC）
　　　　　　　　瀬川　隆久（道後RC）
ニコニコ箱
瀬川　隆久	 暑い日が続きますね。今日はよろ

しくお願いいたします。
清水　哲司	 新入会員です。今後共よろしくお

願いいたします。
上甲　　泰	 新しく入会させていただきまし

た。よろしくお願いいたします。
玉置　　泰	 本日は皆さんの貴重な時間を頂戴

します。

佐藤　昭美	 先週の例会で演台の時計を落とし
てしまい、申し訳ありません。

米山　徹太	 明日からサマースクールです。宜
しくお願いいたします。

高橋　伸定	 二神さん、昨日は大変お世話にな
りました。貴重な体験が出来まし
た。

大森　克介	 皆さん、暑さに負けずがんばりま
しょう。

平原　立志	（会員誕生祝）なでしこジャパン、
国民栄誉賞おめでとう。

児玉　　聡	（会員誕生祝）（ご夫人誕生祝）
山本　泰正	（会員誕生祝）
渡部　浩三	（会員誕生祝）
柏原　康弘	（ご夫人誕生祝）早退（妻に大感

謝！）
（なんとなくニコニコ）五味、清田、森本

道後RC

　第3077回例会　2011年８月９日（火）

出席会員　68（60）名中46名　出席率69.70％
前回訂正出席率82.10％

欠席会員　22名　浅井（人）、安保、泉川、上甲、
勝見、加藤、河内、児玉（聡）、児玉（義）、
眞鍋、御木、三好、宮内、名本、佐野、高
須賀、津田、浦岡、山本（克）、吉田（宮田、
関（宏））

ビジター　₁名　鮎川　恭三（松山東RC）
ニコニコ箱
鮎川　恭三	 松山東ロータリークラブ50周年の

案内に時間をいただき、ありがと
うございました。

諸橋　直人	 新会員です。本日よりよろしくお
願いいたします。

菅井　久勝	 入会させていただきました。本日
より宜しくお願い申し上げます。

濱本　道夫	 先週のサマースクール、皆様に大
変ご迷惑をおかけしました。おか
げで無事終了しました。

石橋　和典	（会員誕生祝）皆様のおかげでサ
マースクールを無事、有意義に終
える事が出来ました。心より感謝
申し上げます。

林　純之介	 サマースクール、皆様大変ご苦労
様です。転勤族の方の参加が少な
いのが少し気になりました。最終
日は土曜日ですので来年はぜひ。

川瀬　文隆	 過日のサマースクールお疲れさま
でした。

玉置　　泰	 ₃日から₆日までのサマースクー
ルお疲れ様でした。

米山　徹太	 サマースクールお疲れ様でした。

松山東RC
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例会記録

　第3078回例会　2011年８月23日（火）

出席会員　68（60）名中55名　出席率84.62％
前回訂正出席率89.39％

欠席会員　13名　土居、原田、川瀬、河内、御
木、三好、佐野、白石、関（啓）、高須賀（藤
山、宮田、関（宏））

ビジター　₁名　須之内　淳二（松山西RC）
ニコニコ箱
須之内淳二	 ₈クラブ合同例会で名本さん、名

講演ありがとうございました。
メーキャップさせていただきま
す。

児玉　　聡	 本日卓話をします。よろしくお願
いします。

北村　一明	 今夜の火曜会、同友会納涼会と重
なってしまいました。申し訳あり
ません。出席予定の方よろしくお

北村　一明	 卓話をさせて頂きます。
五味　久枝	 北村さん久々の卓話ですね。楽し

みにしています。
佐々木　淳	 皆様サマースクールお疲れ様でし

た。北村さん卓話楽しみにしてお
ります。二神さんゴルフのベスト
スコアおめでとうございます。

二神　良昌	 土曜日チンタオで初めて海外でゴ
ルフをしてきました。楽しかった
です。

平原　立志	 松山港まつり、三津浜花火大会を
久し振りに童心に返り楽しみまし
た。

中住　義晴	（会員誕生祝）
清水　哲司	（会員誕生祝）
（なんとなくニコニコ）土居、河田、清田、小

川
早　退　　柏原、三原

卓　話　「東日本大震災のテレビ報道eatの対応」
北村　一明会員

　平成23年₃月11日、午後₂時46分、震度₇の
巨大地震が東北地方を襲いました。震源域は岩
手県沖から茨城県沖にかけて南北500km、東西
200kmもの広範囲で、₅ｍから10ｍの津波が海
岸部に押し寄せ、40ｍを超す最大遡上津波が住
民の生活を一挙に奪い去りました。
　死者、行方不明者は₂万人を超え、建物の全・

半壊は24万戸以上、一時避難者は40万人以上を
数えました。
　eatでは発災₇分後の₂時53分から、報道特
別番組をスタートさせ₃日後の₃月14日午後₂
時54分まで、ノーカット、ノーCMで特別番組
を放送させました。計74時間、CMの欠落時間
は₉時間46分30秒、15秒換算で2,346本でした。
　民放連加盟（ラジオ単営局を含む）201社が
同様の対応をしました。CM復帰後もスポン
サーの意向や職種、内容等で、多くの非難を受
けた日本広告機構のスポットを流さざるをえな
い状況を受けました。
　eatでは₂日後の13日から記者、カメラマン
の₂名体制で宮城県に派遣、18日から交替の別
班を派遣しました。初期派遣の₂クルーは惨状
を目のあたりにし、加えて余震のストレスで１
週間の派遣が限度でした。
　また、₅月29日から₆月₆日の₈日間、原発
立地県の局として一班₃名を福島県に派遣しま
した。この班は「線量計」を携帯し、福島原発
から約25kmのイエローゾーンの地域にも取材
し、原発事故の惨状を体感しました。派遣した
クルー全員が未体験の惨状等を体験し、心身に
大きな傷を受けました。これから彼らのケアー
をしっかりとやらねばと思っています。
　被災県の放送局も社員も被災者です。改めて
日ごろの備えを痛感しています。

松山西RC
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例会記録

願いします。
白塚　重典	 今晩の火曜会欠席です。すみませ

ん。
平原　立志	 大森さん、写真ありがとうござい

ました。
眞鍋　次男	 チョッといいことがありました。
林　純之介	 千円札の一枚だに無きぞ哀しき。

有り金全部ニコニコします。
石橋　和典	（会員誕生祝）誕生日と例会が重

なってしまいました。
河田　正道	（会員誕生祝）誕生日（₈/₄）の

お祝いありがとうございました。
（なんとなくニコニコ）五味、永木、大森、小川、

菅井、浦岡、米山
早　退　　安保、加藤、玉置

卓　話　「創業者の夢の跡」
児玉　　聡会員

　早いもので私が松山ロータリークラブに入会
して₅ヶ月が経ちました。日頃は大変お世話に
なり、誠にありがとうございます。本日は、私
ども野村證券の創業者である野村徳七が、京都
東山に造った別邸「碧雲荘」をご紹介したいと
思います。
　創業者　野村徳七は明治11年大阪の小さな両
替商の家に生まれます。明治11年と言いますと、
ちょうど日本に初めて証券取引所ができた年に
なります。徳七が一介の両替商から身を起こし
たのは日露戦争、第一次世界大戦の二度の戦争
の時です。
　まず日露戦争直後、戦勝気分と戦時の高イン
フレが相まって株式市場は高騰を続けていまし
た。当初、徳七は強気で買い向かいましたが、
やがて熱狂の大反動を予想し、敢然として売り

向かいます。売っても、売っても高騰する相場
に「相場は狂せり」との意見広告まで出します。
資金繰りに窮した徳七は、当時の鴻池銀行から
100万円の融資を得て一息をつきます。当時の
鴻池銀行の資本金が300万円ですので、徳七が
いかに膨大な勝負を張ったかが分かります。そ
の後、相場は₁年で10分の₁まで急落します。
　二度目の大勝負は第一次世界大戦時です。戦
場となった欧州に変わって日本が復興すること
を信じた徳七は、断固買い向かいます。大正₄
年、金融緩和と対外貿易振興が伝えられると株
式は暴騰し、大勝負に勝つことができました。
　その後、大正₇年、大阪野村銀行（現りそな
銀行）を設立し、その大阪野村銀行の証券部が
大正14年12月25日に分離独立し、私ども野村證
券が誕生します。
　今日、ご紹介する「碧雲荘」は、第一次世界
大戦後の相場に勝ち、油が乗りきった徳七39歳
の大正₆年に着工し、50歳の昭和₃年まで11年
の歳月をかけて完成させた別邸です。赤松を主
体に水と石を配した池泉回遊式庭園で、広大な
京都東山を借景に、開放的に造られています。
徳七が細部にまでこだわった庭園は見るものを
圧倒します。また、茶の湯と能という日本の伝
統美にこだわった徳七は、美術品にも金を惜し
まず集めていきます。ちょうど大正期はかつて
の大名家が没落し、その秘蔵品が世に出回った
時期でもあります。
　日々繰り返される相場の勝負の中で、心を休
める場として徳七の思いとこだわりが込められ
た「碧雲荘」をお楽しみください。
　今後とも松山ロータリークラブの一員とし
て、宜しくお願いします。
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例会記録

　第3079回例会　2011年８月30日（火）

出席会員　68（60）名中47名　出席率71.12％
前回訂正出席率72.73％

欠席会員　21名　淺井（清）、二神、原田、泉川、
市川、柏原、河田、河内、御木、宮内、三
好、森本、諸橋、長尾、永木、小川、佐野、
清水、高須賀（藤山、宮田）

ニコニコ箱
濱本　道夫	 名札を忘れました。火曜会　北村

委員長、皆様出席ありがとうござ
います。

山本　泰正	 卓話をしなければなりません。よ
ろしく。

林　純之介	 山本さん、卓話楽しみにしていま
す。

平原　立志	 山本さん、本日の卓話楽しみにし

ています。
勝見　安美	 山本さん卓話よろしくお願いいた

します。
関　　啓三	 ₈/28のゴルフ会、渡部さん準備

などお世話になりました。佐々木
さん、川瀬さん、楽しくゴルフ出
来ました。ありがとうございまし
た。

田代　信吾	 先週持ち帰った名札をまた家に忘
れて来ました。年齢のせいではあ
りません。

児玉　義史	（会員誕生祝）
（なんとなくニコニコ）土居、五味、菅井、高橋、

玉置、渡辺（基）

₈月₂日㈫
①　新入会員申込み　東京海上日動火災保険㈱
愛媛支店長　諸橋　直人氏（江田氏後任）承
認。
②　新入会員申込み　㈱伊予銀行　専務取締役
　大塚　岩男氏（麻生氏後任）　承認。
③　₉/₃㈯米山協議会・懇親会登録料　
20,000円（₁クラブ₂万円、出欠に関係なく

平成23年₈月度理事会決議事項 必要です。各種会合派遣費より拠出）　承認。
④　松山大学東北支援隊より協賛のお願い　否
認。
⑤　愛媛信用金庫国際交流基金口座の件　満期
→継続　承認。
⑥　第15回「チャリティ講演会」健康に生きる
方法　名義後援の件　承認。
⑦　創立75周年記念大会実行委員会の立ち上げ
承認。（メンバーは玉置副会長に一任）

理事会報告
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クラブニュース

勤　務　先：㈱NTT西日本-四国
代表取締役社長　
一番町₄−₃
TEL	936−2000

生 年 月 日：昭和35年₈月20日
入会年月日：平成23年₈月₂日
趣　　　味：剣道・居合道、読

書氏名：清水　哲司

勤　務　先：東京海上日動火災
保険㈱　愛媛支店長
本町₂−₁−₇	松山
東京海上日動ビル内
TEL	915−0123

生 年 月 日：昭和39年₃月20日
入会年月日：平成23年₈月₉日
趣　　　味：野球、読書氏名：諸橋　直人

新入会員紹介

勤　務　先：ソニー生命保険㈱
ライフプランナー
一番町₃−₃−₃　
菅井ニッセイビル₂階
TEL	948−0861

生 年 月 日：昭和43年10月₇日
入会年月日：平成23年₈月₂日
趣　　　味：音楽鑑賞、囲碁氏名：上甲　　泰

勤　務　先：医療法人菅井内科
常務理事

　　　　　　㈲久産業　取締役
一番町₃−₃−₃
TEL	931−3161

生 年 月 日：昭和44年₁月29日
入会年月日：平成23年₈月₉日
趣　　　味：ドライブ､音楽鑑賞､釣り氏名：菅井　久勝

８月のお祝い

誕生祝　以下11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（浩）（12日）、西村（15日）、平原（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₁名　西村（₁日）

配　付　物

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

退会のお知らせ

アサヒビール㈱
松山支社　支社長
柏原康弘会員は転勤のため₈月30
日付で退会されました。ロータリー
歴は₃年₉ヶ月でした。
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平成23年₈月28日（日）
於：�サンセットヒルズカントリークラブ

参加者　�二神、川瀬、佐々木、関（啓）、渡部（浩）、
道田寿彦（非会員）　計₆名

松山ロータリー・ゴルフ会　８月例会

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 66（58） 46 20 71.88％ 7 82.81％ 3
₉日 68（60） 46 22 69.70％ 9 82.10％ 1
23日 68（60） 55 13 84.62％ 4 89.39％ 1
30日 68（60） 47 21 71.12％ 1 72.73％ ₀
平均 67.5（59.5） 48.5 19 74.33％ 5.3 81.76％ 1.3

例会日 区分

８月中の出席報告

順　位 氏　　　名 OUT IN Total Hdcp Net

優　勝 関　　啓三 44 42 86 12.0 74.0

準優勝 渡部　浩三 50 50 100 22.0 78.0

₃　位 佐々木　淳 50 45 95 17.0 78.0

クラブニュース

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/
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