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　　 クラブ強化について

　前任の玉置さんから引継がせていただき担当理事となった清田です。
　クラブ強化委員会は、当クラブが組織を見直し数年前に新しく導入された委員会であり、
会員増強委員会とロータリー情報委員会があります。それぞれの委員長を三好会員と佐藤
会員にお願いいたしております。
　さて、会員増強委員会は文字通り会員を増やすことを検討する委員会ですが、ただ単に
人数を増やせばいいものではなく、当クラブに相応しい人に入って頂くことが必要となり
ます。といっても、相応しいとはどういうことかが難しい問題ですが、現在入会している
皆様方と同様の方々にご入会いただければ条件は満足すると思います。もう一つ大事なこ
とは会員の退会防止です。経営環境が非常に厳しい中、会員として継続していくことは大
変なことでありますが、それ以上にロータリークラブを理解していただく必要もあります。
教育と言っては大げさになりますが、毎年₁回新入会員にロータリーとは何か、をロータ
リー情報委員会でお話しいただくことになっております。
　ところでご承知のように、当クラブは創立75周年が目前です。担当理事の希望ではござ
いますが、可能な限り会員数は75名で周年記念の祝賀会を迎えたいと考えております。大
変難題はございますが、会員増強委員会を中心に増強計画をたてていただき、目標の会員
数にしていただければ幸いです。また、会員退会防止のためにも親睦委員会が企画してい
ただいている火曜会を通じて新入会員の方々とのお付き合いが親密になっていくことを念
じております。
　会員増強と退会防止は会員皆様方のご協力が必要でございます。ご理解とご協力をよろ
しくお願いします。

クラブ強化担当理事　清　田　明　弘
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例会記録

　第3080回例会　2011年９月６日（火）

出席会員　67（59）名中48名　出席率73.85％
前回訂正出席率80.00％

欠席会員　19名　原田、石橋、市川、勝見、川瀬、
河内、児玉（聡）、御木、三原、三好、清水、
高岡、高須賀、玉置、浦岡、渡辺（基）、山
本（克）（藤山、宮田）

ゲスト　　₁名　廣野　敏生（「内子座」座長）
ニコニコ箱
河田　正道	 内子座の廣野さん、よろしくお願

いいたします。
北村　一明	 廣野さん卓話よろしく
林　純之介	 大森先生、いつも写真ありがとう

ございます。
宮内　義憲	 やっと引っ越しが完了しました。
淺井　清司	 先週はドタキャンいたしました。

失礼いたしました。
五味　久枝	 昨日新型カムリの記者発表会を行

いました。今回、カムリがハイブ
リッド専用となって生まれ変わり
ました。是非見にいらして下さい。

平原　立志	 屋上ビアガーデンで₉月より「い
もたき」を始めました。

小川　純生	（会員誕生祝）今度の台風12号で
被災された方々に対し、心よりお
見舞い申し上げます。

深見　邦芳	（結婚記念祝）我が家の台風は、
予告無しに上陸しますので四六時
中警戒が必要です。

土居　英雄	（創業記念祝）₉月11日が創刊記
念日です。今年135周年を迎えま
す。

佐野　秀司	（創業記念祝）創立記念日、忘れ
ておりました…。

（なんとなくニコニコ）上甲（来週欠席します。
すみません）、森本、菅井、諸橋、
米山

早　退　　長尾（申し訳ありません）、名本、　
　　　　　関（啓）

卓　話　「｢内子座｣がまちをつくる」
ゲスト　内子座座長　廣野　敏生氏

　「内子座」は、大正₅年内子町で商いをする
町衆18人が株式会社を設立して建てた木造の芝
居小屋で、その運営もまた町民の手によって行
われてきました。まさにメセナの先駆けともい
うべき快挙であり、町も繁栄を極めていました。
　しかし時代の波は戦争へと突き進み、戦後に
は映画館、商工会事務所と姿を替え、昭和50年
後半には荒廃した内子座を取り壊し駐車場にす
ることに決まりましたが、往事の町衆の心意気
を遺したい!!との町民の強い意志から、昭和60
年に町費を投入して創建当時の姿に復原を果た
しました。
　その運営もまた、館内に掲げられた「藝於
遊」（論語より）の通り、町衆がいくつもの実
行委員会を構成してそれぞれ好みの芸人を呼び
寄せ熱心に興業を続けてきましたが、長引く不
況と急激な世代交代によって、昨年唯一残って
いた実行委員会もまたその幕を閉じてしまいま
した。
　そこで浮上したのが内子座座長の全国公募で
す。「内子座を軸にまちづくりを」の呼びかけに、
応募53人の中から選任され昨年₇月に大阪から
赴任して₁年余り、内子の人々との人脈づくり
に努めてきました。
　この₇月には楽屋も新築され本格稼働を始め
た「内子座」の目指すのは、₅年後の内子座創
建100周年に向けて、内子町の伝統“民の輝き”
の復活。座に呼ぶ芸人と座に集う観客との数多
くの出会いを紡ぎ、内子座をコミュニティ増殖
装置化することで、内子座はもとより町衆の日
頃の悩みまでも自らの手で解決していく自治の
力「まちづくり」への発展・発信を仕掛け続け
ています。
　“昔は新しく未来は懐かしい”内子町のポテ
ンシャル〈町衆の遊び心〉が再構築され、座長
から町民にその運営がバトンタッチされる日が
［最良］と夢見ています。
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例会記録

　第3081回例会　2011年９月13日（火）

出席会員　67（59）名中43名　出席率67.19％
前回訂正出席率81.54％

欠席会員　24名　淺井（清）、五味、濱本、原田、
泉川、市川、上甲、眞鍋、御木、三好、森
本、諸橋、永木、小川、佐々木、清水、関
（啓）、高須賀、玉置、浦岡、渡辺（基）（藤
山、宮田、関（宏））

ゲスト　　₁名　松井　　忍
　　　　　　　　（NPO法人GCM庚申庵倶楽部理事長）
ニコニコ箱
児玉　義史	 松井先生、本日の卓話楽しみにし

ています。
北村　一明	 淺井さん、週末はお世話になりま

した。
河内　広志	 しばらく欠席が続きました。申し

訳ありません。
白塚　重典	 すみませんが来週お休みします。
加藤　　崇	 初めてニコニコの受付をしまし

た。今後共宜しくお願い致します。
林　純之介	 阪神タイガースファンの私です

が、ヤクルトに₃連敗、ゲーム差
₇となった時点で今シーズンの優
勝は諦めました。まだ諦めていな
い阪神ファン、例えば北村さん河
田さん、優勝を信じているならカ
ケましょうか？

（なんとなくニコニコ）平原、清田、大森、菅井、
米山

早　退　　川瀬

卓　話　「庚申庵一静かな時間を楽しむ」
NPO法人GCM庚申庵倶楽部　松井　　忍氏

　寛政12(1800)年栗田樗堂によって建てられた
庚申庵は、松山東雲女子大学の学生たちの政策
論文をきっかけに、2003年松山市によって復元、

史跡庭園として開放された。
　樗堂には、豪商・酒造業の主人として、また
町方大年寄として、「利」と「名」を併せ持っ
た顔と、それとは対極にある「名利を捨て」俳
諧に没頭したいと願う芭蕉の俳風を継ぐ俳人と
しての顔があった。樗堂が遺言代わりに書いた
「三無益」には、「一追善集無益　やがて屛風の
下張となる／一塚しるし無益　終には犬糞の掃
寄場となるなり／一追善会無益　但し湯豆腐の
塩梅は思出し次第のこゝろまかせ」とある。後
世に名を遺すための出版物も句碑も無用であ
る。ただ親しいものが集まって思い出話でもし
てくれればよい、と言う。彼の名利を捨てた生
き方が象徴的に示された言葉である。
　庚申庵は、樗堂の俳人として、文人としての
理想を形にした空間であった。「庚申庵記」には、
「市中の隠」「閑居」に寄せる思いが綴られてお
り、そこが「自己との対話・深い思索」の場で
あったことが分かる。樗堂はそこで俳諧を楽し
み、煎茶を楽しんだ。煎茶は当時、自由な精神
を解放するものとして、文人に愛されたもので
もあった。
　庚申庵が現代に遺された意義は何か。一つは
「元の場所に元のまま」遺されたことにある。
庚申庵だけでなく、味酒の町全体の中で庚申庵
がそこにある必然性を伝えるという、フィール
ドミュージアムとしての意義である。もう一つ
は、「何もないことの価値」を伝えることである。
現代文明が求める効率・利便性という、欲求を
「加える」文化に対して、かつて日本文化が持っ
てきた「捨てる」文化の意味を伝えることであ
る。
　どうぞ、庚申庵に静かな時間を楽しみにいら
してください。また、私たちの活動にご理解、
ご協力いただければ幸いです。
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例会記録

　第3082回例会　2011年９月20日（火）

出席会員　67（59）名中46名　出席率70.77％
前回訂正出席率80.00％

欠席会員　21名　淺井（清）、石橋、泉川、市川、
勝見、河内、児玉（義）、御木、三好、長尾、
佐野、清水、白塚、関（啓）、高須賀、津田、
浦岡、山本（泰）、吉田（藤山、宮田）

ニコニコ箱
濱本　道夫	 林SAA様、先週はありがとうご

ざいました。
玉置　　泰	 林SAA様（SAA林さん）、先週は

有難うございました。
亀井　義弘	 米山奨学会感謝状、ありがとうご

ざいました。
五味　久枝	 深見さん、今日の卓話よろしくお

願い致します。私の卓話はロータ
リー財団月間の11月に変更させて
頂きました。

白石　省三	 昨日のゴルフコンペ優勝させてい
ただきました。

米山　徹太	 中住さん、白石会長、渡部浩三さ
ん、昨日は大変お世話になりまし
た。

林　純之介	 ₂歳になったばかりの孫が｢ママ」
｢パパ｣｢マンマ｣よりも早く、また
「バーバ｣よりも早く｢ジュンジー」
と呼んでくれました。ちゃんと私
を指さしていました。

平原　立志	 浜田さん、先日はひょんな所でお
会いしましたネ。ご自愛ください。

（なんとなくニコニコ）清田、宮内、大森
早　退　　土居、北村、眞鍋、小川

卓　話　「松山ロータリークラブ創立に就いて」
深見　邦芳会員

◦ロータリー旗
　地区の変遷　70（1927）、71（39）、60（49）、
61（52）、63（55）、365（57）、368（59）、368（64）、
367（70）、267（77）、2670（91）

◦新しいクラブを創る
　テリトリー、特別代表、スポンサークラブ、
チャーターメンバー仮クラブ、国際ロータリー
認証状、チャーターナイト

◦今治ロータリークラブ
　四国で今治が初めて
　キリスト教（明治12年）綿織産業（19年）タ
オル製造（27年）都市ガス（45年）開港場（大
正11年）ロータリークラブユネスコ協会13番
目、1933年、ムラタ省三G、三村起一、三藤香吉、
1934-10-17　創立総会、
1935-5-19　チャーターナイト　貸切船で鯛網見
物、大三島、波止浜公園

◦松山ロータリークラブ
　「松山ロータリークラブ40年誌」「50年誌」「60
年誌」「日本ロータリー六十年史」「今治RC50
年誌」「井上　要　伝」「関　定の生涯」「松野
一郎　75年の卓話」「松山商工会議所百年史」「昭
和₉年愛媛県紳士録」
三年掛かった理由　主として官吏、連隊
1937-7-7　発会式（盧溝橋事件）
1938-11-27、28　チャーターナイト
　₁日目　物産陳列所、城山、石手川、道後、
　　　　　商工会議所
　₂日目　面河渓谷　（三共自動車）

◦四国のロータリークラブ
　今治、徳島、松山、高松、高知、宇和島
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例会記録

　第3083回例会　2011年９月27日（火）

出席会員　67（59）名中45名　出席率66.18％
前回訂正出席率77.27％

欠席会員　22名　二神、石橋、泉川、市川、川瀬、
河田、清田、御木、三原、宮内、三好、諸
橋、長尾、永木、佐野、清水、関（啓）、高
須賀、津田、渡辺（基）、吉田（宮田）

ニコニコ箱
河内　広志	 本日「道後温泉郷」について卓話

をさせて頂きます。
濱本　道夫	 地区大会よろしくお願い致しま

す。
玉置　　泰	 今日で今年度₃ヶ月終了です。
結城　　旬	 先週名札を持ち帰り、今週持って

くるのを忘れました。みなさんも
お気をつけ下さい。

平原　立志	 ニコニコ箱への献金が少し弱く苦
戦しています。皆様の一層のご支
援、ご協力をお願い致します。

（なんとなくニコニコ）五味、林、小川
早　退　　土居、名本、佐々木（申し訳ありま
　　　　　せん）、浦岡

卓　話　「道後温泉の課題と展望」
河内　広志会員

・道後温泉の昨今の状況
　東日本大震災の影響や円高不況など観光客の
減少が全国的に進む中、ほぼ横ばいで健闘。昨
年の「龍馬伝」「瀬戸内国際芸術祭」に引き続き、
今年の「龍馬ふるさと博」「坂の上の雲第₃部」
などの好材料に絡めての集客施策が功を奏して
いる。

・地域を挙げてのまちづくり
　道後温泉地区の観光協会的役割を担う誇れる
まちづくり推進協議会会員が中心となり、「道
後百年の景」を策定し、地域住民の方々にも誠
意と熱意をもって説明と説得を繰り返し、ご納
得の上でファサードの整備にご協力を頂いてい
る。現在、道後温泉は、人気温泉地ランキング
で常に上位にあるが、マーケットユーザーか
らの「まちの雰囲気がよい。」というご評価は、
こうした官民協働で築きあげたものだと実感し
ている。
・課題について
　一方で、魅力的な町ほどマンションが建つ。
また、奇抜なネオンが集中しているエリアも少
し残っている。道後温泉郷としては、「浴衣文化」
「レトロな街並み」を形成し、守っていきたい。
景観保護は、みんなで協力し合い継続していく
事が大切だと思っている。
・今後の取り組みについて
　現在、推進している「おもてなし道後　以心
伝心」事業は、道後を訪れるすべてのお客様
に、もっと快適にまち遊びを楽しめるよう始め
たサービスで、まちぐるみで様々な取り組みを
行っている。日本一旅人にあたたかい湯のまち
を目指して、あまたのハードルを越えていきた
い。また、3000年の歴史を誇る温泉地として、
長期にわたる本館の改修工事も控えている。道
後ならではのストーリー性を体感できる「歴史
的温泉施設群」に関する構想も、協力し合いな
がら実現に向けた取り組みをしていきたい。
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クラブニュース

以下30名　五味、浜田、濱本、林、平原、石橋、亀井、
川瀬、清田、眞鍋、三原、名本、西村、大森、佐々木、
佐藤、白石、関（啓）、高橋、玉置、渡部（浩）、山本

（泰）、結城、米山、深見、飯尾、中住、関（宏）、田
代、山内

７・８月２ヶ月皆勤

９月のお祝い

誕生祝　以下₂名　高岡（18日）、小川（26日）
結婚祝　以下₃名　深見（14日）、藤山（22日）、吉

田（25日）
創業祝　以下₃名　土居（₁日）、石橋（₁日）、佐

野（₂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₇月号

₉月₆日㈫
①　退会届　アサヒビール㈱柏原　康弘会員
（転勤のため）　承認。
②　第13回サマースクール　クラブ負担額の件
今回の新世代活動委員会費からの負担額は
264,214円となります。　承認。
③　松山東RC50周年記念式典　お祝いの件　
承認。（10,000円）
④　ローターアクト助言委員会より2011〜12年

平成23年₉月度理事会決議事項 度ローターアクトクラブへの助成金のお願い
（当クラブ負担額：20万円）　承認。（新世代
活動委員会費より拠出）
⑤　松山市市民活動推進基金から寄付のお願い
否認。
⑥　NPO法人　STANDよりハンドサイクリス
ト　永井氏への支援のお願いの件　否認。
⑦　米山梅吉記念館より一人100円募金運動及
び賛助会入会のお願い。　保留。
⑧　10月18日㈫職場訪問例会の件　承認。（渡
部浩三会員宅で実施）

理事会報告
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平成23年₉月19日（月・敬老の日）
於：�北条カントリークラブ

参加者　�白石、渡部（浩）、米山、中住　計₄名

松山ロータリー・ゴルフ会　９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
₆日 67（59） 48 19 73.85％ 4 80.00％ 0
13日 67（59） 43 24 67.19％ 10 81.54％ 0
20日 67（59） 46 21 70.77％ 6 80.00％ 0
27日 67（59） 45 22 66.18％ 6 77.27％ 0
平均 67（59） 45.5 21.5 69.50％ 6.5 79.70％ 0

例会日 区分

９月中の出席報告

順　位 氏　　　名 OUT IN Total Hdcp Net

優　勝 白石　省三 47 46 93 19.0 74.0

準優勝 米山　徹太 47 47 94 18.0 76.0

₃　位 渡部　浩三 49 48 97 19.0 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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