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　　 クラブ強化へのご協力を

　「実力の涵養と人格の形成、これがロータリーの真の目的である」
　先ず職業上、自己の実力を高め信用を獲得するため地道な努力を続ける。その結果、
事業に成功することにより世間の人達から信頼と敬愛を得るようになる。
　松山ロータリークラブ75周年の記念事業として、2012年₇月に改定発刊された冊子
「ロータリーってなんだろう」の一つの結論である。
　クラブ強化の大きな柱は二つあり、一つは会員増強委員会（土居英雄委員長）が担
当する会員の増強である。もう一つは、ロータリー情報委員会(佐藤昭美委員長)の担
当で、会員のロータリアンとしての意識を高め、組織を強化することである。
　このうち会員数については、玉置泰会長が創立75周年に当たる今期の目標として75
人に増やすことを掲げられた。年度初めの転勤等による入れ替わりなどもあったが、
玉置会長、山本克司幹事はじめ会員のご努力もあり、ほぼ目標をクリアしてスタート
することができた。新たに与えられた80人という高い目標の達成は非常に難しいが、
会員増強委員会の一層のご努力に期待をしたい。
　また、先の冊子「ロータリーってなんだろう」は佐藤委員長が責任者としてまとめ
られたもので、新入会員用の入門書である。全ての会員に対しても、ロータリークラ
ブの設立趣旨や、ロータリーの思想、ロータリアンとしての意識などを改めて徹底す
ることが組織の強化につながると確信している。
　会員の皆さまのご協力をいただきながら、ロータリークラブの趣旨に賛同してくれ
る新しい会員をさらに増やし、創立75周年という大きな節目を越えた松山ロータリー
クラブの一層の強化に取り組んでいきたい。

クラブ強化担当理事　河　田　正　道
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例会記録

　第3126回例会　2012年９月４日（火）

出席会員　74（67）名中57名　出席率78.08%
前回訂正出席率87.67%

欠席会員　17名　安保、石橋、市川、伊藤、加
藤、亀井、御木、棟方、永木、名本、大塚、
小川、清水、菅井、浦岡、吉川（宮田）

ビジター　₄名　尾山　　勇（松山南RC会長）
　　　　　　　　一色　隆士（松山南RC）
　　　　　　　　入江　成男（　　〃　　）
　　　　　　　　烏谷　紀興（　　〃　　）
ニコニコ箱
横山　知玄	 新入会員
淺井　清司	 大変お世話になりました。本日に

て退会させて頂きます。ありがと
うございました。

尾山　　勇	 玉置会長、本日はお世話になりま
す。

一色　隆士	 宜しくお願いします。
入江　成男	 本日は宜しくお願い致します。
烏谷　紀興	 メーキャップよろしくお願いしま

す。
河田　正道	 卓話をします。ドキュメンタリー

映画「X年後」見てください。
羽牟　正一	 河田さんの卓話楽しみにしており

ます。
泉川　孝三	 河田様、卓話楽しみにしています。
菊池　三春	 河田さん！卓話楽しみにしており

ます！
北村　一明	 河田さん、卓話勉強させて頂きま

す。
佐々木　淳	 河田会員、卓話楽しみにしていま

す。
三好　哲生	 先日の火曜会、ご参加ありがとう

ございました。
玉置　　泰	 先週の火曜会、親睦委員の皆様有

難うございました。
白塚　重典	 先週は例会、火曜会ともに欠席で

すみませんでした。
浜田　修一	 先週、高校の同窓会があり63名が

集まり大変楽しいトキを過ごすこ

とができました。感謝。
勝見　安美	 ₂学期が始まりました。
森本　三義	 バッジを忘れて来ました。
深見　邦芳	（結婚記念祝）50回は超えたと思

いますが、忘れました。
佐野　秀司	（創業記念祝）合併前の記念日で

すが…
（なんとなくニコニコ）五味
早　退　　西野（すみません）、米山

卓　話　「ドキュメンタリー映画「X年後」の制作」
河田　正道　会員

　今から₈年前の2004年、南海放送ディレク
ターの伊東英朗がインターネットで番組リサー
チをしている時に、高知県の元高校教師	山下
正寿さんの活動を伝える記事に出会いました。
　そこには、1954年（昭和29年）のビキニ水爆
実験で、「第五福竜丸以外にも多くのマグロ船
が被ばく」とありました。伊東ディレクターは、
この第五福竜丸以外の被爆実態を自分の目や耳
で確かめるため、₄時間をかけ高知県の山下さ
んを訪ね、第五福竜丸以外の多くの船が被ばく
し、汚染された魚が水揚げされ食卓に運ばれて
いたという事実を知りました。
　その日から取材が始まりましたが、費用を節
約するため、山下さんの自宅が、宿舎兼取材拠
点となりました。その年には日本テレビ系列の
「NNNドキュメント」という番組で、「わしも
死の海におった」（30分番組）を放送し、全国
の人に伝えることができました。
　以来、新事実が見つかるたびにローカル放送
を繰り返しました。
　2009年には、米エネルギー省の機密文書を発
見。放射性降下物が太平洋の漁場を中心に広が
り、日本全土を覆っていたことも分かりました。
　2012年₁月、同じ日本テレビ系列「NNNド
キュメント」で、₁時間番組「放射能を浴びた
X年後」を放送しました。これも全国から大き
な反響を得、多くの若い世代が見てくれたこと

松山南RC

松山南RC

松山南RC

松山南RC
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例会記録

　第3127回例会　2012年９月11日（火）

出席会員　73（66）名中51名　出席率71.83%
前回訂正出席率81.94%

欠席会員　22名　安保、原田、石橋、市川、伊藤、
河田、児玉（聡）、御木、三原、三好、西野、
大塚、小川、佐々木、白石（省）、白塚、関
（啓）、和田、矢野、山本（克）（宮田、中住）

ニコニコ箱
佐藤　昭美	 本日卓話をさせていただきます。
飯尾　寛治	 佐藤先生卓話期待しています。
泉川　孝三	 佐藤先生卓話楽しみにしていま

す。
濱本　道夫	 佐藤先生本日卓話楽しみにしてお

ります。
河内　広志	 佐藤先生、50年のロータリーの歴

史卓話楽しみにしております。
大森　克介	 佐藤先生卓話楽しみです。
玉置　　泰	 羽牟さん有難う御座います。
山内　　建	 大森先生にお世話になりました。
二神　良昌	 米山さん、先日はゴルフお世話に

なりました。
米山　徹太	 二神さん、渡部浩三さん、山内さ

ん先日はありがとうございまし
た。

棟方　信彦	 久し振りの例会です。メークアッ
プツアーもどりです。

宮内　義憲	 節電にご協力いただき有難うござ
いました。

浜田　修一	 ドナルド・キーンさんが日本に帰
化されました。これからは日本名

キーン・ドナルドとなり、日本人
となり嬉しく思います。

北村　一明	 ザックジャパンの快勝を祈願し
て。

土居　英雄	（創業記念祝）本日、愛媛新聞の
創刊記念日です。おかげさまで
136周年になりました。

（なんとなくニコニコ）清田、渡部
早　退　　清水、浦岡、吉川

卓　話　「この50年をふり返って」
佐藤　昭美　会員

　関西出身の人間が昭和36年に初めて松山に来
て県病院に₅年勤めた後、市内で開業するに
至ったいきさつを述べたが、何時の間にか51年
が経過した。県病の院長の「県病院は県民の皆
様のための病院である」との言葉が強く印象に
残り、勤務医時代の県耳鼻科会の幹事を皮切り
に色んな役職をこなしている中に次々と関係が
生まれここまで来ることが出来た。
　この間、昭和39年に西欧へ₃週間、43年にソ
連から欧米と₁ヵ月で世界一周した時の強い印
象は未だに忘れることが出来ない。43年の外遊
はロータリー入会後で各地で₄回メーキャップ
できたが、クラブ訪問で歓待をうけ前回と異な
り大変な親近感を覚えた。
　昭和44年より平成22年まで40年間、愛大教育
学部で「言語障害児教育教員養成課程」で教壇
に立ったが、人生80年の半分の歳月を愛大とと

が分かりました。
　この番組を中心に、これまで南海放送が放送
した₅本のテレビ番組の膨大な映像と資料をド
キュメンタリー映画として再編集し制作しまし
た。この映画「放射能を浴びたX年後」（伊東
英朗監督）は₉月15日から東京と松山の映画館
で上映し、その後、全国の映画館での上映や小

さな自主上映を続けていくことにしています。
　大西康司プロデューサー（南海放送執行役員
テレビ局長）、伊東監督（南海放送制作部マネー
ジャー）は、今回の映画化をきっかけに市民の
手による詳しい実態の調査につながって欲しい
と願っています。
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例会記録

もに歩んできたことは大変勉強になったが、教
え子の中から₃人の大学教授が誕生したことを

誇りに思っている（その₁名の荒川哲郎君は松
山RCがスポンサーのR財団奨学生であった）。

　第3128回例会　2012年９月18日（火）

出席会員　73（66）名中50名　出席率69.44%
前回訂正出席率79.17%

欠席会員　23名　安保、二神、石橋、市川、加
藤、兼平、児玉（聡）、児玉（義）、御木、宮
内、三好、西野、大塚、小野、佐々木、清
水、白石（恒）、白石（省）、浦岡、和田、山
本（克）、米山（宮田）

ゲスト　　₁名　金　　勝男
　　　　　　　　（当クラブ米山奨学生）
ニコニコ箱
飯尾　寛治	 卓話させていただきます。
浜田　修一	 飯尾先生、今日の卓話、楽しみに

しています。
泉川　孝三	 飯尾先生、卓話楽しみにしていま

す。
佐藤　昭美	 飯尾先生卓話をたのしみにしてい

ます。
菅井　久勝	 佐藤先生、先週は卓話ありがとう

ございました。飯尾先生、本日の
卓話楽しみにしております。

米山　徹太	 飯尾先生卓話楽しみにしていま
す。

原田　満範	 ゴルフ会で優勝しました。
渡部　浩三	 昨日は台風の影響の雨の中、ゴル

フ参加お疲れ様でした。₂組₈名
で無事終了出来ました。（ゴルフ
幹事）

河田　正道	 ドキュメンタリー映画「X年後」
は₉/28までシネマルナティック
で上映しています。

玉置　　泰	 三連休も終わって
白石　恒二	（創業記念祝）伊予鉄道はおかげ

さまで₉月14日、創業125周年を

迎えました。地域の方々に厚く御
礼申し上げます。

（なんとなくニコニコ）濱本（亀井様よろしく）、
清田、小川

早　退　　土居、河内（飯尾先生、今日の卓
話を聞けず早退で申し訳ありませ
ん）

卓　話　「小児科医60年」
飯尾　寛治　会員

　2005年11月、私は「小児科医50年、子育てへ
のアドバイス」という本を文芸社から出版した
が、その後に書きためたものを「小児科医60年」
という題で自費出版したので、それに基づいて
話した。
　近頃自閉症が増えたといわれるが、これはい
わゆる発達障害の子ども達が増えたためと思わ
れる。そうして、重度のものから軽度のもの
までをまとめて“自閉症スペクトラムAutism	
spectrum	disorder（ASD）”と呼ぶのが一般的
になった。
　今の学校におけるいじめは、サイコパス（正
式には反社会性人格障害）がASDの子どもを
いじめているという仮説を提示した。そうして、
学校にソシアルワーカーを置く必要について述
べた、現在アメリカで行われているように。
　また、私の考案した「ぱちくりテスト」を
行うことによって、ASDは特別な存在ではな
く、普通児の中の神経過敏な子ども達をいうの
であって、連続的なものではなかろうかと考え
ている。そうして、子育てするのにこのテスト
によって子どもの性格を知ることは有益であろ
うと思われる。「ぱちくりテスト」については、
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例会記録

Blink	 test	及び	Kanji	 Iio	でネット検索すると
英文で読むことができる。
　また日本住血吸虫について述べ、寄生虫の減
少と自己免疫病の増加は何らかの関係があるの

ではなかろうかと述べた。
　その他、疫痢と自家中毒、トゥレット障害、
予防接種の話など、拙著を進呈したので読んで
いただければ幸いである。

　第3129回例会　2012年９月25日（火）

出席会員　74（67）名中53名　出席率72.60%
前回訂正出席率82.19%

欠席会員　21名　安保、土居、濱本、羽牟、市川、
河田、河内、児玉（義）、御木、棟方、森本、
永木、佐々木、佐野、白塚、高岡、浦岡、
結城、横山、吉川（宮田）

ニコニコ箱
髙石　義浩	 本日新入会です。よろしくお願い

いたします。
石橋　和典	 髙石先生、ご入会おめでとうござ

います。
泉川　孝三	 名本様、卓話のピンチヒッターよ

ろしくお願いします。
林　純之介	 名本さん、卓話楽しみにしていま

す。
菅井　久勝	 飯尾先生、頂戴いたしました“小

児科医50年子育てへのアドバイ
ス”妻と一緒に読んでおります。
有難うございます。大切に致しま
す。

岡崎　裕一	 本日オリエンテーションに参加さ
せていただきます。よろしくお願
いします。

玉置　　泰	 無事に₃か月が終わりそうです。
米山　徹太	 バッジを忘れました。
（なんとなくニコニコ）大森、大塚
早　退　　大塚（すみませんが早退させていた

だきます）、二神、五味、加藤（申
し訳ありません）、三原、清水

卓　話　「考古学60年」
名本二六雄　会員

　愛媛大学の附属小学校₅年生の時の担任の先
生は、大変社会科のお得意な方で、特に日本の
古代史に明るかった。敗戦からまだ日も浅く、
まとまった教科書などは準備がされておらず、
戦時中に禿げ山になったり畑になったりして、
地山がむき出しになったところへ学童を連れて
行って、土器や石器を拾い、大昔の人の生活を
教えてくれた。私は特に採集に夢中で、石鏃や
石斧を求めて松山中を歩き回って弥生時代の村
の復元を試みた。
　灯台下暗しで今の愛大のグランドがもっとも
遺物が豊富であった。発掘した。これが現在の
國指定遺跡「文京遺跡」で現在もなお発掘が続
いている。発見日時は昭和27年₄月のことであ
る。高校生になって、この成果を旺文社の学芸
コンクールに出したら全国で準優勝した。考古
学では食えないので阪大の法学部にすすみ、こ
こでは隣の文学部へ行って河内の古墳ばかりを
掘って、とにかく法学部を卒業してトヨタ自動
車に就職。高度成長期の会社と書き換えるべき
古代史に二足のわらじをいまだに履いている。
社長と先生の₂つ名は、もう看板を下ろしたが、
トヨタ方式の講演依頼もまだ皆無ではない。現
役時代から睡眠時間が短いのは、この₂つとも
いい加減ではすまされないからだ。日進月歩を
克服し、一人前のことを言うには読む・聞く・
考える。しかも現

・

場
・

で。それで新しい発見にめ
ぐまれる。これは₂つの社会でも同じことなん
だと悟ったのは最近のことである。
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理事会報告

₉月₄日㈫
①　75周年誌編集について　記念誌編集委員会
編集委員を関（啓）、五味、三原、高橋、泉川、
清田、玉置会員とする。　承認。
②　退会届　サントリービア&スピリッツ㈱　
淺井　清司会員（転勤のため）　承認。
③　当クラブ周年記念準備会計について報告　
野村證券を解約し、伊予銀行へ移行済　承認。
④　【事後報告】₉/29　米山協議会・懇親会登
録料（出欠に関わらず、₁クラブ：20,000円

必要です。締切日まで日にちが無かったため、
会長に確認の上各種会合派遣費より拠出済）
承認。
⑤　第14回サマースクール　クラブ負担額の
件 今回新世代活動委員会費からの負担額は
252,244円となります。　承認。
⑥　10/16　職場訪問例会の件　於：愛媛縣護
國神社　承認。
⑦　10/20　川之江RC創立50周年お祝いの件
（当クラブ75周年時には20,000円頂きました）
今回は会長のみの出席のため、10,000円でい
いかどうか。￥20,000にて　承認。

平成24年₉月度理事会決議事項

氏名：横山　知玄

クラブニュース

退会のお知らせ

サントリービア&スピリッツ㈱　
松山支店　支店長
淺井清司会員は、転勤のため₉
月₄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。

勤　務　先：聖カタリナ大学　
人間健康福祉学部　教授
人間社会学科　学科長
北条660
TEL	993－0702

生 年 月 日：昭和18年₇月13日
入会年月日：平成24年₉月₄日
趣　　　味：クラシック・カー（356c）、

テナーサックス、料理

新入会員紹介

勤　務　先：医療法人社団　樹人会
北条病院　理事　院長
河野中須賀288－5
TEL	993－1200

生 年 月 日：昭和36年₃月22日
入会年月日：平成24年₉月25日
趣　　　味：ドライブ氏名：髙石　義浩
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クラブニュース

以下46名　土居、五味、浜田、濱本、林、平原、石橋、
泉川、伊藤、上甲、兼平、亀井、河田、北村、清田、
児玉（義）、水口、三原、宮内、三好、棟方、森本、
永木、名本、西野、西村、大森、小川、佐々木、佐藤、
清水、白石（省）、白塚、関（啓）、高橋、玉置、渡部、

山本（克）、山本（泰）、米山、深見、飯尾、中住、関
（宏）、田代、山内

７・８月２ヶ月皆勤

誕生祝　	以下₂名　高岡（18日）、小川（26日）
結婚祝　	以下₁名　深見（14日）
創業祝　	以下₅名　石橋（₁日）、大塚（₁日）、

西野（₁日）、佐野（₂日）、土居（11日）

９月のお祝い

₁．ガバナー月信
₁．会報₇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

配　付　物

松山ロータリー・ゴルフ会　９月例会

平成24年 9月17日（月・敬老の日）
於：松山ゴルフ倶楽部川内コース

　天気は台風の影響でほとんど雨でした。成績は
以下の通りです。

（記・渡部　浩三）

以下　	名本二六雄、山本知行（非会員）、渡部浩三、関啓三、
道田寿彦（非会員）、田中義晃（松山南RC）

ニアピン賞　₅番　渡部、₈番　原田、13番　名本、
　　　　　　17番　原田
ドラコン賞　₉番　関（啓）、18番　関（啓）

順　位 氏　　　名 OUT IN Total Hdcp Net

優　勝 原田　満範 43 42 85 14.0 71.0

準優勝 浜田　修一 50 47 97 26.0 71.0
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９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
₄日 74（67） 57 17 78.08％ 7 87.67％ 4
11日 73（66） 51 22 71.83％ 8 81.94％ 0
18日 73（66） 50 23 69.44％ 7 79.17％ 0
25日 74（67） 53 21 72.60％ 7 82.19％ 0
平均 73.5（66.5） 52.8 20.8 72.99％ 7.3 82.74％ 1

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
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