
表紙のことば

皆さん表紙絵に書いて有る詩をご存知と思いますが、室町中期の兵馬・築城に長じた武将、
太田道灌が、初春山野を散策中にわか雨に遭遇し、鄙びた農家を見つけ、雨具でも借りよう
と立ち寄り、娘さんが出てきたので、「にわか雨で困っている、雨具でも貸してもらえないか」
と話したところ、娘は奥に入り、お盆の上に山吹の花を載せて深々と頭を下げて差し出した。
道灌はこの娘何を勘違いしたのだろうかと不審に思いながらしばらく休ませてもらってその
屋を去ったが、その娘の態度所作が気になって仕方なく、人に尋ねたり、自ら書を読んだりして、
「七重八重　花は咲けども山吹の　実の（蓑）一つだに無きど悲しき」という歌のあることを
発見し、あんな鄙びた農家の娘でさえ持っていた教養を自分は持っていなかったと大いに恥じ、
文学・詩歌にも目を向けるようになり、文学・詩歌にも長ずるようになったという話である。
山吹はバラ科の落葉低木樹で、春、鮮黄色の５弁の花を開く、一重のものは山野に自生し、
八重のものは庭園に植栽されている。山吹の花の鮮黄色は黄金色に似、山吹色と云えば大判
小判を代表するものとなっていた。悪徳代官の出てくるテレビドラマでは山吹色を所望する
と袖の下を開けて見せたり、お菓子の下に山吹色を忍ばせて送ったり、悪徳代官とは切って
も切れない関係になっていた。大判小判だけでなくのちには金銭のことも山吹色というよう
になったようである。
最後は悪徳代官の話が出てしまったが、太田道灌の話は蘊蓄に富むものである。我々も専
門書のみならず多くの種類の書を読み文学・詩歌にも親しみ、幅広い教養を身に付けるべき
ものと考える。

 絵・文　伊藤雅治
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国際ロータリーテーマ

《 ’16 - ’17 》
人類に奉仕するロータリー

クラ ブ 基 本 方 針

《 ’16 - ’17 》
身近なところから
　　全員参加で奉仕を！

3

編 集 後 記

３月と言えば、ひな祭りや、雛人形を連想する事が多いようです。我が家でも飾っています。
雛人形を飾る時、内裏様がどちら側に置くか御存知ですか？どうも京都の雛人形と東京の
雛人形では、並び方が違うようです。古来日本文化では、左の方が右よりも格が高かったよ
うで（例えば左大臣と右大臣では、左大臣の方が格が上）京風の雛人形は、その伝統を引き
継ぎ内裏様が左に（向かって右）立っています。所が関東地方では、（こちらが全国区の様で
すが）内裏様が右（向かって左）に立ちます。こちらの理由は、文明開化以降、西洋文化が
日本に入って来たのが影響しているとか、大正天皇が皇后陛下の右に立たれたとか、昭和天
皇の即位式で、新聞紙上に初めて天皇と皇后の写真が載って、お二人の位置をもって決めた
とか諸説あるようです。
又、雛人形を飾る時期も地方によって新暦と旧暦がある様です。例えば新居浜では新暦で
飾りますが、聞いた話ですが松山では旧暦で飾るそうです。
そして雛人形は、早く片付けないとお嫁に行き遅れるという言い伝えがあるそうです。う
ちの娘が、まだ嫁に行かないのはそのせいなのか？



−2−

・IM報告
　（会長・３年未満会員）
・情報雑誌
　　　　
・家庭集会 
    クラブ奉仕・親睦
    SAA   

14
15 〜 16
23

５

20

18

23

13　
　
　

日

４月（母子の健康月間）

４　
　

日

・ 地区大会記念ゴルフ（坂出CC）
・ 地区大会（サンポート高松）
・ RAC会長幹事会（新居浜）

27　

日

20　
　
　

日

・地区大会報告

９　
　
　

日

３月（水と衛生月間）

２　
　

日

・ 地区協議会
（ザクラウンパレス新阪急高知）
・ 4RCゴルフ（西条RC担当）
・ 世界ローターアクト週間（3/13）

23　

日

16　
　
　

日

・RYLAセミナーについて
（青少年奉仕）

９　
　
　

日

２月（平和と紛争予防/紛争解決月間）

２　
　

日

・ 愛媛第１分区  IM
（リーガロイヤルホテル）
・ ロータリー創立記念日

・ 世界理解と平和週間（2/23-3/1）

23　

日

16　
　
　

日

・内部卓話
新入会員：石川博敏会員

【合同例会】※曜日注意！
・中学生弁論大会（青少年）
・短期交換学生例会出席12　

　
　

日

７月

７　
　

日

・ 中学生弁論大会（青少年）
・ 短期交換学生受入（国際奉仕）
・ IAC年次大会（今治市）
・ 市民一斉清掃（7：00 ～）
（社会奉仕・雨天31）
・ ③RA委員会・提唱クラブ連絡会議
・ 短期交換学生歓迎会（会長・理事）

28　

日

21　
　
　

日

・会計報告（2015 ～ 2016）
・短期交換学生受入報告（国際奉仕）
・情報雑誌

・家庭集会（12：00 ～）
　　　　　　※曜日注意！
　　元会長・元理事・副幹事
　　副会計
・出席表彰
・委員会活動方針（Ⅱ）
　　クラブ奉仕・プログラム・出席
　　増強・分類選考・広報
　　情報雑誌・会報・親睦
　　SAA
・クラブ協議会（18：00 ～）

・会長運営方針
・委員会活動方針
　　職業・社会・人尊
　　国際・財団・米山
　　青少年・RA・IA

８
10 〜14
30.31
24

３

・ 中学生弁論大会（青少年）
・ 短期交換学生受入（国際奉仕）
・ IAC年次大会（今治市）
・ 市民一斉清掃（7：00 ～）
（社会奉仕・雨天31）
・RA委員会・提唱クラブ連絡会議
・ 短期交換学生歓迎会（会長・理事）

　　　　（ロータリー財団月
間）　　　　

・内部卓話
新入会員：山本一心会員

・情報雑誌
・家庭集会（18：00 ～）
（職業・国際・財団・米山）

【夜間例会】（18：00 ～）
・親睦家族会　時間注意！

・RAC活動報告
及び寄付金贈呈
（RACより社会福祉協議会へ）
・情報雑誌

【合同夜間例会】（18：30 ～）
　新居浜南RC担当
　卓話：新居浜RC担当
※曜日注意！

・IM（会長・３年未満会員）
・情報雑誌

・外部卓話（青少年）
　「新居浜市小中学生科学
　　奨励賞発表会報告」

【移動例会】お茶の会
（星越館：旧住友倶楽部）

・外部卓話（人間尊重）・外部卓話（米山）
米山奨学生

休会

・家庭集会（18：30 ～）
社会・人尊・青少年

　　RA・IA

・家庭集会
（クラブ奉仕・親睦・SAA）

・家庭集会
（クラブ奉仕・親睦・SAA）

30
日

（敬称略）（敬称略）

　2017年２・３・４月例会と行事予定　

（カード	 12）

	 12日	 61	 41	 20	 67.21%	 20	 100％

	 9日	 61	 46	 15	 75.41%	 15	 100％

	 16日	 61	 51	 10	 83.61%	 10	 100％

	 23日	 61	 49	 12	 80.33%	 12	 100％
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　平　均	 61	 46.75	 14.25	 76.64%	 14.25	 100％	
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日　時：平成29年２月９日(木)………12:00〜

場　所：……リーガロイヤルホテル新居浜

諮問人員：９名

議題および内容

1）…地区大会選挙人選定について

2）…地区大会登録について

3）…名簿について（東田さん）

4）…ガバナー事務局カラーについて

	 定 例 理 事 会 報 告 	 幹事　増 田 　 忍

（敬称略）

■	２月23日　米山奨学生来訪	■ ■	３月９日　親睦家族会	■
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●  ●  ●    28年度新居浜市小中学生科学奨励賞発表会報告    ●  ●  ●  

「ブーメラン大けんきゅう」について
新居浜市立若宮小学校　四年　　山 本 健 太

ぼくは、今回ブー

メランについて研究

しました。そのきっ

かけは、夏休みにお

母さんと町内の配り

物をしている時に、

お母さんが「同じ町

内にブーメランの世界一の人が住んでいるんよ。」

と教えてくれました。ぼくは、世界一と言う言葉

にびっくりして、ブーメランについてきょうみを

持ちました。昨年、糸電話について糸の長さや種

類、紙の素材を変えて実験してみたら、聞こえ方

が全くちがっていておもしろい結果になったの

で、ブーメランも紙の素材や角度を変えたら、飛

び方がちがうかもしれない！どんな条件が一番

ブーメランに適しているのだろう！とぎもんに

思ったので、今回は、ブーメランについて研究し

てみようと思いました。ぼくの予想は、ブーメラ

ンの幅が広くて長さが長いと安定して飛ぶと予想

しましたが、ブーメランにはちょうどいい長さや

幅があることがわかりました。予想とちがった結

果になったのは少し残念でしたが、予想とちがっ

たのはどうしてなのかと考えることができて、実

験のかていから学んだこともたくさんあってとて

も楽しかったです。予想することや実験をするこ

とはとても大切なことだなあと思いました。

ぼくは、将来、科学者になって人に役立つロボッ

トを作ろうと思っているので、これからも勉強や

研究を続けていこうと思います。

このような発表の場を作ってくれてぼくはすご

くうれしかったです。ありがとうございました。

また来年もここで発表できるように、勉強や遊び

をたくさんして、ぼくの中身を大きくしていこう

と思います。

『きれいな水』の研究
新居浜市立宮西小学校　六年　　石 川 愛 梨

　四年　　石 川 愛 兜

私達が『きれいな

水』を研究テーマに

選んだきっかけは、

本とテレビでした。

本にはサバイバル術

として、汚れた水を

きれいにして飲む方

法が書かれていました。テレビでは実際に汚れた

水をろ過していました。これらの方法を自分達も

試そうと実験を行いました。

実験を進める中で研究のポイントにしたのは、

ろ過にかかる時間と、ろ過により汚れた水がどれ

だけきれいになるか、という点です。

実験は、１から４の４種類、行いました。

実験１では、小石や砂で作ったろ過器で、どろ

水を透明なきれいな水に出来るか調べました。ろ

過器の中は上段に大きな小石、中段に小さな小石、

下段に細かい砂で作られており、ろ過器の上から

どろ水を注ぎ入れました。

実験１の実験結果は、どろ水100mlのろ過時間

は１時間10分かかり、少し黄色い透明な水が

40ml出来ました。この結果から、ろ過とは長時

間かかるうえに、出来上がったきれいな水の量が

最初に注ぎ入れたどろ水の量の半分以下になる事

を知り、とてもおどろきました。

実験２では、薬品（焼ミョウバンと重曹の水溶液）

を使って、ABCDの汚れた水を透明なきれいな水

に出来るのか調べました。

実験２の実験結果は、水と沈でん物（汚れ）に分

かれた水溶液もあったり、混ざったままの水溶液

もありました。そのため、この薬品での分離の状

態は、汚れの種類（内容）によって違うのではない

かと推測しました。

実験３では、活性炭を入れる事で汚れた水を透
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明なきれいな水に出来るのか調べました。

実験３の実験結果は、しょうゆの水溶液300ml

が、１時間程で無色透明で無臭の水に変わりまし

た。汚れと臭いを吸着する炭の力のすごさを、目

で見て肌で感じ、おどろきました。

実験４では、しじみ15個を使った『生物ろ過』

により、米のとぎ汁100mlを、透明なきれいな水

に出来るのか調べました。

実験４の実験結果は、実験時間に６時間以上か

かりましたが、しじみの周囲の水が、向こう側が

透けて見える程になりました。このことから、全

体をきれいな水にするには、たくさんのしじみが

必要なのだとわかりました。

今回、実験を進める中で感じた事は、きれいな

水を作る為には、とても時間がかかり、そのわり

に少量しか出来ないという事でした。

また、自然界にある身近な物で、汚れた水をき

れいな水に出来る事にもおどろきました。

研究の最初からおどろく事ばかりでしたが、実

験をして考えた事は、災害時などの水不足におち

いった時や、きれいな水が少ない国でも、汚れた

水をきれいな水に変える事により、必要な水を確

保できたり、命をつなぐ事が出来るという事です。

今回の研究をもとに、そんな場面に活かせると良

いなと思いました。

ダイコンのビタミンCをうまく摂れ！
新居浜市立北中学校　一年　　矢 野 元 稀

僕の家では、辛み

の少ない大根の葉の

方を大根おろしに、

根の方を煮物などに

使っています。しか

し、なぜ葉の方は辛

みが少ないのかなと

思っていたら、１学期の国語の授業で、大根は虫

に食べられないように辛み成分を蓄えていて、そ

の量が下の方に多いと習いました。大根は奥が深

いと思い、色々調べてみると「大根おろしに医者

いらず」ということわざがあり、大根おろしには、

胃の働きを助けたり、口内炎や咳、喉の痛みにも

効き、また、ビタミンCも豊富に含まれているこ

とが分かりました。この、ビタミンCは、うがい

薬で簡単に定量できることも分かり、大根からビ

タミンCを効率よく摂取する方法を調べてみるこ

とにしました。

調べたことは、①ビタミンCは大根のどの部分

に多いのか？②ビタミンCを多く残せる加熱方法

は？③時間が経ったり日光にさらされたりすると

ビタミンCはどうなる？の３点です。

実験①の結果です。大根の上部、中央、下部で

比較した結果、下の方ほどビタミンC量が多いこ

とが分かりました。また、下部のビタミンC量は、

上部の２倍以上ありました。

次に実験②の結果です。大根をお湯で煮た場合

と電子レンジで加熱した場合のビタミンC量を比

較しました。お湯で煮た場合は、たった３分で

27％もビタミンC量が減少しました。一方、電子

レンジで加熱すると、ビタミンC量は34％も増加

しました。この理由として、お湯で煮た場合、水

溶性のビタミンCはすぐに大根の表面から溶け出

してしまったと考えられました。一方、電子レン

ジで加熱した場合、水だけが大根から蒸発するの

で、大根の一定質量当たりのビタミンC量が濃縮

されたためだと考えられました。

次に実験③の結果です。屋内（台所）、ベラン

ダの日陰、ベランダの直射日光の当たる場所で２

日間大根の絞り汁を放置しました。台所と屋外の

日陰では、真夏なので温度差があるにもかかわら

ず、どちらもビタミンC量は減少しませんでした。

一方、日向では、２日間でビタミンC量は半分以

下になりました。この結果からビタミンCは、紫

外線に弱いことが分かりました。

最後に、今回の研究で分かった大根中のビタミ

ンCの上手な摂り方をまとめます。まず、根っこ

側を食べよう！スーパーで大根を半分売りしてい

たら根っこ側を買いましょう。下の方の大根おろ

しは辛いけれどガマンしましょう。加熱する場合

は、電子レンジが有効です。ゆでるならば、ゆで

汁も食べられるようお味噌汁やお雑煮がおすすめ

です。ビタミンCは劣化しにくいので冷蔵庫での

保存中のビタミンCの減少はそれほど心配する必

要はなさそうです。これから、大根を食べるとき

の参考にしてみて下さい。
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新居浜RAC活動報告
会長補佐　　杉 野 稜 央

いつも私たちの活

動にご支援いただき

ましてありがとうご

ざいます。会員一同

RACの活動を通して、

社会に役に立つ人間

になりたいとがん

ばっています。今年度も、４名の新入部員を迎え

て、男子10名、女子12名の合計22名の新体制で

活動が始まりました。定例行事となりましたが、

７月に行われた瀬戸児童館での夕涼み会のお手伝

いをしました。我々

はベテランなので一

つのブースを丸ごと

任されました。特に

フランクフルトの

コーナーは炭の火を

起こすことから、最後の現金販売までわれわれが

行いました。天気が良くて暑かったのですが、児

童館にはたくさんの子供が訪れ、我々も楽しみな

がら活動を行うことができました。女の子は屋内

でのイベントを担当し、みんなフル回転の活躍を

しました。

10月には福祉大会におきまして、新居浜イン

ターアクトクラブの西高生の皆さんと花の種配布

のお手伝いをしまし

た。また、新居浜市

社会福祉協議会主催

のやんちゃキッズと

いうこちらも恒例の

イベントに参加させ

ていただきました。今年は「子ども免許証を作ろ

う」のコーナーを担当しました。新居浜警察署の

方と協力して、着替えの手伝いをしました。また、

「エアートランポリン」も担当しました。楽しく、

安全に遊んでもらいました！さらに、「手こぎ自

転車」の受付と誘導・整理をしました。線路と自

転車は高専のものを持ち込みました！小さな子供

のパワーに圧倒されながら、汗だくでがんばりま

した。楽しい一日でした。

11月には学校行事

の国領祭が開催され、

我がクラブは恒例の

「焼き鳥屋」を出店し

ました。今年も2日間

でおよそ2500本焼き

ました。ライバル店も現れたのですが、おかげさ

まで、完売することができました。たくさんのロー

タリアンの方々もわざわざ買いに来てくださいま

した。ありがとうございました。地区代表の吉野

さんも、自ら呼び込みをしていただきました。売

り上げのほうは、新

居浜市社会福祉協議

会の方に寄付させて

いただきました。焼

き鳥の原価が値上が

りしたので、来年度

は、より多くの利益を得るために、さらに販売本

数を増すなどして、１円でも多くの寄付ができる

ようにしたいと思います。良い仕入れ先があれば

ぜひご紹介ください。12月には四国地区高等専門

学校総合文化祭が開催されました。活動報告の他

に、他高専のクラブとの懇談も行いました。

来期は新４年生の植松が会長を務める予定で

す。新居浜RACの活動がより活発になるよう頑張

りますので、今後ともご指導よろしくお願いいた

します。
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インターシティ・ミーティ

ングは決議や決定はありませ

んが、その目的は、会員相互

の親睦と知識を広めることで

あり、更に会員にロータリー

の情報を伝え、奉仕の理想を

勉強するために開催されます。

今回のインターシティ・ミーティングは、２月

18日（土）に開催しました。寒くもなく良い天気

に恵まれ、207名もの方のご登録を頂きました。

お忙しい中、この日の為に新居浜ロータリークラ

ブ会員の皆様全員で準備頂き、本当にありがとう

ございました。

高橋正明会長、Ｉ.Ｍ実行委員長…矢田義久会員、

副委員長…野村大介会員、副委員長…近藤利彦会員

のもと、10の委員会組織を作って頂いて、それぞ

れの皆様が役割、責任を果たされ、一糸乱れず進

めて頂きました。

テーマは、『奉仕の理想へ、継続を力に！』です。

14時より開会し、14時40分からは、高山良二

インターシティ・ミーティングのご協力のお礼
2016‐2017年度　国際ロータリー第2670地区　愛媛第Ⅰ分区ガバナー補佐　　永 田 光 春

インド文化について
　　米山奨学生　　BHOR  SACHIN  ASHOK

日本の人に「インドについて何を知っています

か」と質問をすると、答えは「チキンカレー」「ター

ジマハール」「ガンジー」「ガンジス川」位です。

そこで今日はインドの文化を紹介します。インド

は面積328万㎢の広大な国土に29の州があり

7516㎞の海岸線があります。パキスタン・中国・

ミャンマー・ネパール・ブータン・バングラディ

シュと国境を接し西にアラビア海、東にベンガル

湾、南にインド洋が広がります。パキスタンとイ

ンド北部は紀元前3500年から同1300年ごろイン

ダス文明が栄え、南アジア最初の大文明でした。

連邦公用語はヒンディー語ですが各州で言葉が違

い（憲法で公認された州の言語が21）同じ州でも

地域により方言があります。私は高校時代ヒン

ディー語と英語、地域の言葉を使っていました。

古代インドで使われたサンスクリット語は「洗練

された」「完成された」という意味でヘブライ語・

ラテン語よりも古く科学的でシステマチィックな

言語でした、ネパール語・バリ語・ラテン語・ド

イツ語・フランス語・シンハラ語など多くの言語

の元になっています。宗教は人々にとって大切な

事でヒンドゥー教80％・イスラム教13％・キリ

スト教2.3％・シーク教1.7％・仏教0.8％などで

国内のあちこちにそれぞれの宗教施設がありま

す。食べ物はクミン・カルダモン・黒こしょう・

クローブなどたくさんのスパイス（世界１のスパ

イス生産国）を使い、材料・調理方法が東部・西部・

北部・南部で違います。私の生まれた西部は野菜

や豆を好みカレーはチキンやグリーンカレーでし

た。食事の時は右手を使う習慣があり時々スプー

ンも使います。私は日本に来て最初に箸の使い方

を覚えました。女性の衣装ではよく知られたサ

リーにも違ったタイプがあり着方も異なります。

男性は普段はシャツにズボンですが特別な時は

ターバン・クルター・シャウルを身に付けます。

音楽の分野では国内に60種以上の楽器があり、

15種類を超える歌い方があります。踊りはフォー

クダンスが45以上あり７つの有名なクラシックダ

ンスがあります。また、インドは映画大国でもあ

り製作数・観客数世界１です、年間600本以上作

られ安い劇場だと30円位で観ることが出来ます。

皆様のインドへの理解が少しでも深まれば幸い

です。この様な機会を頂いた新居浜ロータリーク

ラブの皆様に感謝します。ありがとうございました。

ボホール サチン アショーク

【外部卓話】
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先生の講演で「カンボジア地雷原の村での挑戦」

です。600万個あると言われる地雷除去と学校建

設について拝聴しました。学校を１つ建てるのに

300万円かかりますが、グローバル資金と会員の

協力を経て600万円集める計画です。

16：00 ～ 17：00まではシンポジウムで、９

クラブ継続実業を発表して頂きました。『人類に

奉仕するロータリークラブ』ＲＩテーマにふさわ

しい素晴らしいシンポジウムとなりました。

17：35より懇親会、矢代成男会員（親睦委員会）

の名司会で盛り上がりました。「浜っ鼓★弾★

DAN」のよさこいで最高潮となり、若い踊り手

30名の皆さんから元気を頂きました。

「友愛の時間」は、私一人盛り上がりご迷惑を

おかけしましたが、何とかカンボジアの子供たち

の為に２つの学校建設資金として600万円を集

め、国際奉仕をしたいものです。

19：10、すべての行事が終わりました。皆さ

んと２次会の友愛の広場へと繰り出し、久しぶり

にお酒に酔いました。

さぁ！今から目標達成のため、コツコツと歩き

始めましょう！

皆様ご協力ありがとうございました。

２月18日、永田光春ガバ

ナー補佐が主催する愛媛第Ⅰ

分区のインターシティー・

ミーティング（I・M）が、我

がクラブがホストクラブと

なって、リーガロイヤルホテ

ルで、佐々木善教パストガバ

ナー、白石比渡史第Ⅱ分区ガバナー補佐、途中か

ら前田直俊ガバナー、前田直宏地区副代表幹事を

お迎えして開催されました。

当日は、愛媛第Ⅰ分区の９つのロータリークラ

ブから会員約200名が集まり、一堂に会して、ま

ず、高山良二先生から「カンボジア地雷原の村で

の挑戦」と題する講演をして頂きました。

高山先生からは、市民参加のボランティアで、

カンボジアの大地から地雷を除去し、カンボジア

の人達が安全に生活できるように活動しているこ

と、地雷原を除去した土地に、サトウキビなどを

植え、カンボジアの人達の収入源を確保し、井戸

を掘ってきれいな水をカンボジアの人達に届け、

学校を建ててカンボジアの子供達の識字率の向上

に努めるなどの活動報告がありました。

高山先生がカンボジアで展開されている活動

は、まさに「人類に奉仕するロータリー」の活動

と同じで、感銘を受けたロータリアンの皆さんか

ら、高山先生を応援する寄付金が急遽集められ、

高山先生に贈呈しました。

その後、シンポジウムへ移り、「奉仕の理想へ、

継続を力に！」というテーマのもと、参加９クラ

ブから、各クラブ持ち時間７分で、各クラブがこ

れまで継続的に展開してきた奉仕活動について報

告をしてもらいました。

クラブが異なれば、同じロータリークラブでも

いろいろな奉仕プログラムがあることがよくわか

り、他クラブに親しみを感じるとともに、ロータ

リーの奉仕の理想を勉強することができたように

思いました。

シンポジウムが終わってから、２階に場所を移

し、矢代親睦副委員長の軽快な司会で大懇親会が

始まりました。

懇親会では前田ガバナーから挨拶があり、若い

女性（？）からなる、浜っ鼓★弾★DANの威勢のよ

いダンスがあり、懇親会は大変盛り上がり、９ク

ラブのロータリアンと親睦と面識を広めることが

できました。

懇親会を開くかどうか議論もありましたが、懇

親会を開いて会員相互の親睦を図ることができ大

変よかったと思います。

矢田実行委員長、野村・近藤副実行委員長ご苦

労様でした。おかげで、200名以上のロータリア

ンの方が参加していただき、皆さんから、「いい

I・Mだったよ」とか、「さすが伝統ある新居浜ロー

タリーが主催したI・Mだった」とかお褒めをいた

だきました。

新居浜ロータリークラブは、素晴らしいクラブ

だと実感できたI・Mでした。

I・M 報 告
ホストクラブ会長　　高 橋 正 明
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本日は内部卓話にて「不動

産賃貸業における民事信託」

をテーマにお話をさせていた

だきたいと思います。

民事信託という言葉は銀行

の主業務である融資、預金等

からするとなじみが無いと思

いますが、金融機関もこういう業務をしているこ

とを知っていただきたくテーマに取り上げました。

不動産賃貸業における民事信託を紙面上で詳細

に説明するのは難しいのですが、一例として不動

産賃貸業を営む方で将来物件の新築や修繕、売却

の予定があり、時が経ちいざ実行に移すという時

に事業主本人の意思判断能力が十分で無くなり融

資契約等が出来ず計画が頓挫してしまうことを回

避するため、前もって事業者本人（委託者）が受託

者（一般的には子供等親族が多い）と非営利な信託

契約を結び管理、運営を受託者に任せることで受

託者が今後の融資契約、売却手続き等をスムーズ

に行うことが出来る様にするものです。

昨今、相続税対策のためアパートを建設し不動

産賃貸業を営む方が増えてきていますが、一方で

親世代、子世代とも少なからず将来に向け何らか

の不安を抱えておられる現状があり、この民事信

託の活用も将来の不安を取り除く１つの考え方と

して注目されつつあります。

私ども金融機関は、この様なニーズのあるお客

様のお手伝いとして、弁護士、税理士の方々と共

にチームを組み信託契約の組成に携わります。金

融機関の関わりが無くても信託契約は出来ます

が、注意いただきたい点として契約が不完全な場

合、管理用口座が作成出来ない、融資が受けられ

ない、売却出来ないという事態も想定されますの

で、信託契約の組成段階から金融機関を介在させ

話を進めていただきたいこと、また、今現在この

制度を活用した民事信託の取扱いは一部の金融機

関に限られておりますのでこの点にもご注意くだ

さい。民事信託を活用する、しない、また取引金

融機関に信託の取扱いが有る、無いに関わらず前

述の様なニーズがある場合、まずは取引金融機関

にご相談いただければと思います。

今回は銀行業務の中の一例として「不動産賃貸

業における民事信託」の紹介をさせていただきま

した。普段セミナーでは１時間程度お時間をいた

だき説明させていただくのですが、今回は短時間

の説明で十分お伝え出来ていない点もあったかと

思います。ご不明な点等ございましたらいつでも

声かけいただければと思います。

金融機関はこの他にも様々なコンサルタント業

務がありますので新居浜ロータリークラブ会員皆

様の事業所、また個人的なことで相談ごとがござ

いましたら、まずは取引金融機関に声かけいただ

ければと思います。

本日は貴重なお時間をいただきありがとうござ

いました。

不動産賃貸業における民事信託
　　石 川 博 敏

【内部卓話】

まず最初にお断りしておき

たいのは、この文章は、専門

的な内容や正確性・統計学的

な妥当性などを検証・追求し

たものではなく、大雑把なお

茶の間での四方山話としてお

読みください。

今日の日本人の３大死因は、がん・心疾患・脳

血管疾患で、全体の2/3を占めます。このうち最

大が「がん」で、年々上昇傾向が見られ、今日で

は全体の３割に上ります。この原因は、近年加速

度的に上昇する、人口の高齢化によるものと考え

られます。すなわち、結核をはじめとした感染症

や糖尿病などによる死亡率が減少したためと考え

られます。癌による死亡の第１位は肺がんで約

25%、２位は胃がんで15%、次は肝がん９%、

大腸がん８%と続きます。女性の場合は、５位に

乳がん９%が入ってきます。

癌で早死にしないために
　　井 石 安 比 古
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したがって、早死にしないためにはとりあえず、

若年期でのがん死亡を阻止する必要があると考え

られます。そのためには、予防と早期発見早期治

療が必要となってきますが、今回はその検査法に

ついて述べたいと思います。まず、がんの早期発

見のためには、大雑把に言うと、とりあえず人間

ドックや、がん検診を最低年１回は受ける必要が

あると考えます。

一口に「がん」と言っても、一つ検査をすれば

全てがわかるというわけではありません。それぞ

れの「がん」一つ一つについてつぶさに検査をし

ていく必要があります。しかし一つ一つの「がん」

について始めから精密検査を全てやってゆくと大

変なことになりますので、とりあえず個々の「が

ん」についてのスクリーニングが必要となります。

以下個々の「がん」について個別にお話ししてゆ

きたいと思います。

まずは死因第１位の肺がんです。肺がんのスク

リーニングには、人間ドックなどでは、胸部単純

撮影が用いられています。しかし、これだけでは

心臓や肝臓の背後の腫瘍は見逃されることが多

く、１cm以下のものも撮像されないことがしばし

ばあります。しかも肺がんの場合、１cm以下のも

のを見つけることが完治への一つの条件となりま

す。したがって、肺がんの場合は年１回のヘリカ

ルCTによるスクリーニングをおすすめします（こ

れだと約5mm程度の腫瘍から発見できます。）

CEA・SCC抗原などいくつかの腫瘍マーカーが上

昇する「がん」もありますが、ひとつの検査で全

てを網羅するわけではないので、スクリーニング

としてはおすすめできません。これらによって「が

ん」が疑われた場合は、MRI・PET-CTや場合によっ

ては気管支鏡などによる精査が必要となってきます。

ここでPETについてお話ししておきます。PET

とは、positron… … emission… … tomography（陽電

子放出断層撮影）の略で、ブドウ糖代謝の指標と

なる18F-FDGというくすりを用いた検査で、

18F-FDGを注射することにより、ブドウ糖代謝

が激しい「がん」組織を撮像しようとする検査で

す。したがって、糖代謝の激しい、脳の検査には

不向きです。

次は胃がんです。近年まで早期胃がんの発見に

は、胃バリウム透視撮影が人間ドックなどで活躍

してきましたが、現在は胃内視鏡検査に取って代

わられようとしています。しかし、「胃バリウム

透視撮影」の名誉のために此処で一つ申し添えて

おきますと、1950年代から1990年代までは日本

人の「がん」死亡の第１位は胃がんでした。この

早期発見と、早期治療に貢献したのが、「胃バリ

ウム透視撮影」だったのです。1990年代前半に

胃がんによる死亡は減少し、肺がんに１位の座を

譲ることとなったのです。したがって現在では、

胃内視鏡による年１回のスクリーニング検査がお

すすめです。現在では、人間ドックに際しての胃

の検査でも、内視鏡検査を選択できるようになっ

ています。さらにこの際、食道も一緒にスクリー

ニングできますのでお勧めです。さらにNBI内視

鏡検査（Narrow……Band……Imaging狭帯域光法）を

行えば超早期胃がんや食道がんなども発見可能

です。

３位の肝臓がんは、以前は物言わぬ臓器と言わ

れ、早期発見が難しいと言われてきたのですが、

最近では人間ドックで腹部超音波検査が広く行わ

れるようになり、また、多くの肝臓がんが、ウイ

ルス肝炎を素地にして発生することから、ハイリ

スクグループには定期的なCTやMRI検査が行わ

れることから、最近ではかなり早期に発見される

ことが多くなっています。また肝臓がんには、α

フェトプロテインや、PIVKA-Ⅱなどの腫瘍マー

カーも早期発見に有用です。PET-CTも微細肝が

んの発見には威力を発揮します。

次に大腸がんですが、このスクリーニングには、

人間ドックや大腸「がん」検診などで広く用いら

れている便中ヒトヘモグロビン検査が有用です。

この検査は経口摂取された他の動物の血液や鉄分

との交差反応もありませんので、純粋に消化管か

らの出血を検出できますので非常に有用です。こ

の検査が陽性になれば、後は大腸内視鏡、CT、

PET-CT、MRIなどによる精査が必要となります。

あと、男性にとっては前立腺がん（６位）が重要

な位置を占めますが、これは前立腺特異抗原

（prostatic… …specific… …antigen:PSA）のスクリー

ニングにより容易に早期発見可能となっています。

あと５位に位置する膵・胆管系の「がん」ですが、

暗黒の臓器と呼ばれ、未だ、黄疸、腹痛等の何ら

かの臨床症状が出て初めて診断可能となる「がん」

なのです。早期発見されることは非常にまれで、

今もっとも治療が遅れている「がん」といえます。

今後何らかの早期スクリーニング法が見出される

ことに期待したいと思います。

最後に女性特有の、乳がんと子宮がんがありま

すが、マンモグラフィーや頸管細胞診などの「が

ん」検診が広く行われていますが、私は全くの門

外漢ですのでこの程度の記載でお許しください。
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最後にもう一度申し上げますが、「がん」によ

る初老期での死亡を防止するのは、まずは予防、

そして早期発見早期治療です。ただし発見に関し

ては、多少遅れても最近はかなり治癒に期待が持

てるようになってきました。治療に関しては次稿

に譲り此処ではあまり多くはお話ししませんが、

外科的治療技術のめざましい発展にも相まって、

分子標的剤の出現、「がん」免疫療法における免

疫チェックポイント阻害剤の出現といった化学療

法のめざましい発展があります。また重粒子線に

よる治療でも、今まで治癒不可能と言われていた

「がん」の治療も可能となる可能性が出てきてい

ます。詳しい説明は次稿に譲るとして、今後肺が

んや肝臓がんなどでも、ステージⅣといわれた難

治症例でも２年３年といった延命だけでなく、完

治する症例が出てくると言われています。今後の

医学の発展にご期待ください。

さて最後に、やはり病気は予防です。「がん」

予防にも様々の学説や、療養法が諸説披露されて

いますが、なかなか決定的なものはございません。

しかし此処に唯一間違いなく決定的なものがあり

ます。それは、『禁煙』です。これは肺、食道、

膵臓、口腔、中咽頭、下咽頭、喉頭、腎盂、尿管、

膀胱の「がん」を明らかに1/2以下に減少させます。

他にも血液がん、腎がんなどでも何らかの統計的

有意性があると言われています。まずは禁煙から
始めてみましょう。善は急げです！！！（敬称略）

開　会… 高橋（正）会長

来客紹介… 宮崎親睦委員

　ゲスト　

… 新居浜市立　若宮小学校　４年生　山本健太さん

… 保護者　山本麻里　様

… 〃　　　宮西小学校　６年生　石川愛梨さん

… 保護者　石川あかね様

… 〃　　　　北中学校　１年生　矢野元稀さん

… 保護者　矢野寛美　様

新居浜市教育委員会

… 学校教育課　指導主幹　髙橋美鈴　様

　来訪ロータリアン　なし

誕生祝（２月）
　垂水　辰仁君…… 5日　　萩尾　孝一君…… 9日

　鈴木　誠祐君……19日　　曽我部謙一君……26日

外部卓話（新居浜市 小中学生 科学奨励賞 発表会報告）…
　　紹　　介（青少年奉仕委員会）… 野村青少年奉仕委員長
　　挨　　拶… 髙橋美鈴様

　　発　　表「ブーメラン大けんきゅう」…

… 山本健太さん

　　発　　表「きれいな水」の研究【共同研究】…

… 石川愛梨さん

　　発　　表「大根のビタミンCをうまく摂れ！」…

… 矢野元稀さん

　　謝　　辞… 高橋（正）会長

出席報告… 山内出席委員長

幹事報告（ホームページに掲載）… 増田幹事

各委員会の連絡事項
ニコニコ報告… 副SAA

閉　会… 高橋（正）会長

Ｈ29.２. ２（第3136回）

Ｈ29.２. ９（第3137回）　
開　会… 高橋（正）会長

来客紹介… 平尾親睦委員

　ゲスト

… 新居浜市社会福祉協議会　会長　鈴木暉三弘様

… 総務企画課　係長　石井正人　様

新居浜RA（新居浜工業高等専門学校）

… 会長補佐　杉野稜央　様

… 顧問　皆本佳計　様
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Ｈ29.２.16（第3138回）　
開　会… 高橋（正）会長

来客紹介… 大谷親睦副委員長

　ゲスト　なし

　来訪ロータリアン　なし……

出席報告… 山内出席委員長

幹事報告（ホームページに掲載）… 増田幹事

各委員会の連絡事項
ニコニコ報告 副SAA

予算中間報告 河野会計

内部卓話「不動産賃貸業における民事信託」 
 石川博敏会員

閉　会… 高橋（正）会長

　来訪ロータリアン　なし……

結婚記念祝（２月）
　神野　直正君…… 4日　　妻鳥　孝行君……10日

　井石安比古君……11日　　松浦　正樹君……15日

　新谷　隆則君……22日　　東田　桂典君……25日

出席報告… 山内出席委員長

定例理事会報告… 高橋（正）会長

幹事報告（ホームページに掲載）… 増田幹事

各委員会の連絡事項
御礼（下期トランクルーム借用：青野正会員） 高橋（正）会長

御礼（下期会報表紙絵：伊藤雅治会員）高橋（正）会長
ニコニコ報告 副SAA

ローターアクトクラブ活動報告…
　　紹　　介… 中山ローターアクト委員長

　　寄付金贈呈… 杉野稜央　様

　　（RACより新居浜市社会福祉協議会へ）… 鈴木暉三弘様

　　活動報告… 杉野稜央　様

　　謝　　辞… 高橋（正）会長

情報雑誌 萩尾情報雑誌委員長

閉　会 高橋（正）会長

開　会… 高橋（正）会長

来客紹介… 矢代親睦委員

　ゲスト　

… 米山奨学生　ボホール,……サチン……アショーク様

… 米山記念奨学委員会　委員　石村浩様（川之江RC）

… カウンセラー　大河内雅徳様（今治RC）

… 元米山奨学生　アハマド,……ナズリ……ダガング様

　来訪ロータリアン　なし

出席報告… 山内出席委員長

幹事報告（ホームページに掲載）… 増田幹事

各委員会の連絡事項

ニコニコ報告… 副SAA

元米山奨学生…
　　紹　　介… 西本会員

　　挨　　拶… アハマド,……ナズリ……ダガング様

外部卓話（米山奨学委員会）…
　　紹　　介… 神野（勝）米山奨学委員長

　　挨　　拶… 石村浩様、大河内雅徳様

　　卓　　話「インド文化と日本での研究」
　　… ボホール,……サチン……アショーク様

　　謝　　辞… 高橋（正）会長

閉　会… 高橋（正）会長

Ｈ29.２.23（第3139回）

高橋　正明　…山本健太さん、石川愛梨さん、矢野

元稀さん、研究発表ご苦労さん。３

人とも大変すばらしい研究発表でし

た。

野村　大介　…科学奨励賞の皆さん、発表ありがと

うございました。

米谷　方利　…お蔭様で創業90周年を迎えることが

出来ました。これからも社会の変化

■ ２月２日 	 ……………………………………………………………………………………… ●

（敬称略）
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に合わせた経営を心掛けていきま

す。よろしくお願いします。

鈴木　誠祐　…還暦前最後の誕生月となりました。

お祝ありがとうございます。

垂水　辰仁　…65才に成ります。今からが勝負と

思っております。

一宮　捷宏　…お陰様で１月に会社設立75周年を迎

えました。これも皆様方のお陰と感

謝しております。今後共よろしくお

願い致します。

神野　直正　…40回目の誕生日です。

井石安比古　…たぶん39回目の結婚記念日です。記

念日には今年は、５番目の孫の宮詣

りをします。

新谷　隆則　…結婚30年になりました。よく続いた

ものです。

高橋　正明　…新居浜RAクラブの皆様、社会福祉

協議会へのご寄付ご苦労様です。

中山　恵二　…高専のローターアクトから社会福祉

協議会へ寄付金を贈呈していただき

ありがとうございます。

高橋　正明　…トランクルーム借用させて貰い、青

野会員ありがとうございます。伊藤

先生、会報の表紙絵いつもありがと

うございます。

東田　桂典　…毎回の事ですが、改めて結婚記念日

を認識させていただいております。

ありがとうございました。

松浦　正樹　…夫婦円満に結婚20周年を迎えること

ができました。ありがとうございま

した。

萩尾　孝一　…2/9…今日、とうとう前期高齢者にな

りました。

曽我部謙一　…とうとう65才、もう65、まだ65、

どう言う気持ちで受け止めるか。気

持ちで頑張っていき度いと思いま

す。

村上　正純、垂水　辰仁、近藤　利彦

嶋田　祐二　…（その他）

■ ２月９日 	 ……………………………………………………………………………………… ●

妻鳥　孝行　…先週、きれいなバラが届きまして「あ

あ、今日が結婚記念日だったのだ」

と思い出しました。来年もよろしく

お願いします。

石川　博敏　…本日、貴重なお時間をいただき内部

卓話をさせていただきます。つたな

いお話になりますが、よろしくお願

いします。

垂水　辰仁、村上　正純、中山　恵二

井石安比古、畑田　達志、米谷　方利　…（その他）

■ ２月16日 	……………………………………………………………………………………… ●

桑原　征一　…２月18日のIMの成功をお喜び致し

ます。ガバナー補佐の永田さん、委

員長の矢田さんを始め、実行委員の

皆さん、お疲れ様でした。

高橋　正明　…お礼　2/18… インターシティーミー

ティングでは、矢田実行委員長、野

村副委員長、近藤副委員長、他ロー

タリアンの皆様に感謝申し上げま

す。

矢田　義久　…2/18… 皆様のお陰をもちまして

I.M.を無事に終える事ができまし

た。I.M.各委員会委員長並びに各委

員の皆様には本当にお世話になりま

した。

野村　大介　…IMお疲れ様でした。皆様ぬかりなく

役割を果たしていただきありがとう

ございました。

妹尾　次郎　…2/18のIM、無事終えることができ

ました。メンバー皆さんの結束力、

素晴らしかったです。お疲れ様でし

た。

近藤　利彦　…先日のIMは皆様方の御協力により、

無事終了することができました。

小野　雄史　…IMの受付委員の皆様大変お世話にな

りました。又、当日12時から冊子、

お土産の袋詰め作業をお手伝いして

■ ２月23日 	……………………………………………………………………………………… ●

（ガバナーノミニー）
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ニコニコ寄付金2016 〜 17 年度

２月 合計 41 件  120,000 円       累 計 400 件  1,331,000 円

いただいた皆様大変助かりました。

石村　　浩　…先日のIMお世話になりました。浜っ

鼓弾DAN、素晴らしかったです。イ

ンドからの留学生ボホール,…サチン…

アショークさん、カウンセラー大河

内雅徳様お世話になります。本日の

卓話楽しみにしています。また新居

浜RCの皆様、本年４月から２年間

米山記念奨学生の受け入れをしてい

ただき本当にありがとうございまし

た。ガバナー輩出と重なりますが、

よろしくお願いいたします。感謝。

大河内雅徳　…米山奨学生卓話をさせて頂きます。

よろしくお願いします。

高橋　正明　…サチンさん、ナズリさん、よく新居

浜ロータリーにおいで下さいまし

た。

神野　勝太　…米山奨学生…サチンさん。卓話をお世

話になります。

西本　　健　…ナズリ君、良くおいで下さいました。

安藤　賢一、桑原　征一、曽我部謙一　（その他）

川之江RC
米山記念奨学委員会

地区委員

今治RC

戦前・戦中・戦後の激動の

履歴をまとめるには時間がか

かると思うが、会報委員長は

原稿用紙何枚になっても良い

ですと言われたが、そういう

事は出来ないでしょう。とに

かく書いてみます。途中端折

られてもまた２〜３回に分けても結構です。

私の生まれたのは大阪市西淀川区であるが、私

はその場所は全く知らない。生まれてすぐ新築の

此花区四貫島大通り３丁目１番地の家に引っ越し

そこに18年住んでいた。家の南側には市電が走っ

ており、自動車のほとんどない頃であったが、交

通の便利なところであった。東隣はうちの貸家で

洋服屋さんが入っていた。その隣は内科の医院で、

そこの先生に可愛がられよく遊びに行ったもので

ある。当時開業医は今のように忙しくはなかった

ような気がする。先生が往診に行かれるときには

人力車に乗って行かれるのを見て子供心にかっこ

いいと思ったものである。その隣には質屋があっ

た。我が家の北隣は砂糖屋さんで、道路を隔てて

西側には自転車屋があり、そこの人に自転車の乗

り方を教えてもらった。その西隣は眼鏡屋、続い

て公衆浴場、その隣は味噌の醸造販売をする店で、

小学校の同級生がいた。自転車屋の北隣には女の

子がいたが、何をする家かその両親についてはあ

まり印象がない。続いて算盤塾の先生、次は芸者

さんらしく、いつも三味線の音が聞こえていた。

その隣はうどん屋で、そこの犬には子供はみな困

らされていた。近づくと鼻にしわを寄せて吠える

わ吠えるわ今にも噛みつかんばかりのすごい吠え

方で、子供は家の前を出来るだけ離れて逃げるよ

うにして通っていた。私は可成り悪戯小僧であっ

たのか、野球の練習の帰りに首紐いっぱいのとこ

ろまでわざと近づいて体を低くして吠えている鼻

先をバットを振り子の様にして軽くぶつけてやっ

た。弱い力であったが、かなり痛かったと見えて

キャンと云って家に逃げ込みそれ以来私の顔を見

ると吠えなくなったし、他の子供にも遠慮がちに

なったようである。

当時は自動車は通らないし、道路は結構な子供

の遊び場で、コマを回したり、鬼ごっこ・かくれ

んぼ・蝋石（滑石）で道路に落書きをしたり、キャッ

チボールをしたり外で遊ぶことが多かった。１ブ

ロック程北東に行くと此花公園というのがあり、

その池の周囲にはトンボの種類が多く、ギンヤン

マやオニヤンマの採集をして得意になったり、子

供野球が出来るくらいの広場もあり、子供の環境

としては恵まれていた。うどん屋の道路を隔てた

北側はお米屋で住環境としても便利なところで

私 の 履 歴 書
伊 藤 雅 治
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あった。

私の祖先は山口県の出身で、防府市（当時三田

尻と云っていたが）古祖原に家屋敷があったよう

であるが、私は行ったことがないので全く知らな

い。曽祖父は可成りの風流人で、屋敷内に立派な

木を植え、茶室があり、茶道を嗜んでいたそうで、

毛利の殿様も度々お越しになられたということで

ある。祖父は慶応２年生まれであるので明治維新

の戦いとは直接関係がないが、男３人女２人の次

男で、長男の熊之進は廃嫡され次男の千代松が跡

を継いだが、若い頃家屋敷を人に託し大阪に出て

しまった。昭和の初めの大風水害で荒廃に期し、

売り払ってしまった。祖父は人の世話をするのが

好きだったらしく、山口から出てくる人の身元保

証人になったり、種々面倒を見てあげたりしてい

たようである。その人たちが一番小さい私を、雅

治ちゃん雅治ちゃんと可愛がってくれ、始終「早

く雅治ちゃんが人力車に乗って往診する姿を見た

い」というものだから、私も子供心に医者になる

のだと思っていたようである。

祖父は早くから隠居し、私の物心ついたころに

は趣味の菊づくりに熱中していたので、どんな仕

事をしていた人か全く知らない。父は現在の山口

市秋穂町の小型船を持って運送業をしていた原田

家の三男で、伊藤家に婿養子に入った人で住友に

勤めるサラリーマンであった。母は伊藤家の２人

姉妹の長女で、関西鍼灸学院出身の鍼灸師で、同

校の卒業生３人を雇い（１人は住み込み）忙しく

働いていた。父の休日は日曜日と祭日。母は１日・

11日・21日の１の付く日なので、子供たちは毎

月両方の休みが重なる日を探し、この日はどこか

に連れて行ってもらえると楽しみにしていたもの

である。

話は大きく変わるが、６・７年前だったと思う、

三笠宮寛仁殿下が女系天皇を否定する意見を述べ

られたことがある。それに対し声欄にある女性読

者から女性蔑視だという強い意見が述べられた。

私は女性蔑視ではない、生物学的意見を述べられ

たに過ぎない。と男性のYX染色体、女性のXX染

色体の話を書き、X染色体は母系から入り複雑に

入り混じっているのでどの家系から来たものか特

定できない。万世一系を標榜するためには神武天

皇由来のY染色体が続いていなければならない。

卑近な例を挙げてみると、私の家を例にとると祖

父母には母と叔母の２人姉妹しか生まれなかった

ので、伊藤家のY染色体は絶え、母は原田家から

婿養子を迎えたので私と兄には原田家のY染色体

を引継いだことになる。しかし私には子供は娘が

３人なので原田家のY染色体はなくなってしまっ

たし、兄には男の子が２人いるが、今だに子供が

いないので此処のY染色体もなくなってしまうこ

とになる。X染色体は３種類あり、すべては母方

からきているので色んな母方が入り混じり、どの

家系から来たものか特定できない。万世一系を標

榜するにはその家系の男子が続く限りY染色体は

一定している。

幼稚園児であった昭和６年には満州事変が起こ

り、小学校４年生の昭和12年に日支事変が勃発し、

日の丸の旗を振りながら多くの出征兵士を送り出

し、戦争の足音がだんだんと強くなってき、我々

は軍国少年に育てられていったのは事実であっ

た。昭和14年大阪府立市岡中学校に入学した。こ

の学校は自宅から歩いて通えるし、６年前兄が

300人中１番で合格した因縁付きの学校で、私は

当然のごとく市岡を選んだ。この学校は公立であ

りながら野球がめっぽう強く、甲子園の常連で

あった。大阪市内には府立の中学校が４校あり、

古い順に制帽に白線１本づつ増え、北野が１本、

天王寺が２本、市岡が３本、今宮が４本で、その

うち私立の商業や工業が台頭し甲子園に出る回数

はだんだん少なくなり、特に高校野球になってか

らは１度出たきりで１回戦で敗退し、野球の市岡

は無くなってしまった。

又、戦時中は体を鍛えるため、学校の前には市

電が通っているにも関わらず４つ位手前の停留場

で降ろされ、そこから歩いて通うことを強制され

た。したがって私が自宅から歩いて通う距離くら

いは全員が歩いたことになった。当時は武道は正

課に加えられており、柔道・剣道・弓道のいずれ

かを選ぶことになっていた。私は剣道を選び、剣

道部にも入部した。当時私は小柄ながら疲れを知

らない元気者であった。同級生の中には小学校の

時から剣道をしていた子もいて、最初は太刀打ち

が出来なかったが、出籠手・返し籠手・抜き胴で

勝つことが多くなった。夏休みにも学校に行き練

習したが、京都武道専門学校に在籍している先輩

も教えに来て呉れていて、その中に突きの名手が

いて実に正確に面の喉垂れ真ん中を突かれる。下

手な人が付くと首筋の方に流れてくることがあ

る。真ん中を突かれると頭が前にかくんと折れ、

軽量の私などは後ろにひっくりかえることがあ

る。そのうち突きが恐ろしくなくなり前に出られ

る様になった。３年生で初段、４年生で２段をとっ

た。３年生の昭和16年12月８日太平洋戦争に突
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入し、大本営発表で連日戦艦・航空母艦・巡洋艦

等の撃沈のニュースが報ぜられ、血沸き肉躍る思

いであった。翌17年秋、突如として空襲警報が発

令され、艦載機による機銃掃射があり、わずかな

時間で引き揚げていった。連日の勝利の報道で制

海権・制空権を握っている筈なのにどうして艦載

機による機銃掃射があったのだろうかと不審に

思ったが、ごく短時間で有ったのであまり気に留

めなかった。そのころから学徒動員令が発令され、

大学生も戦地に送られるようになった。戦時中、

中学校以上の各学校には軍事訓練を行うため配属

将校が派遣され、その助手として特務曹長が何人

か配属されていた。それらの人々は今は戦時中で

普通の大学に行っても、学徒動員とか工場派遣で

勉強はできないし、食料も不自由しなければなら

ない、戦争が終わっても勉強していないので頭は

パーになっている。軍関係の学校に行きなさい、

十分勉強もさせてもらえるし、食料にもそれほど

困ることはない、とかで軍関係進学が大いに宣伝

された。私もかなり単純になっていたのであろう、

初心をまげて高等商船学校に進学することに決め

た。その年から高等商船学校は、東京・神戸とも

に清水に集められ、校長は現役の海軍中将で、生

徒は海軍予備生徒と呼ばれ、１等兵曹の上、兵曹

長の下という階級が与えられた。勉強も数学・物

理・化学の基礎科目をはじめとし、多くの専門知

識も詰め込まれた。私は英語は好きな科目ではな

かったが、英語の教授が面白い先生で、シャーロッ

ク・ホームズのアドベンチャー　オブ　ダ　ダン

シングメンを読むとき、身振り手振り、時には机

の後ろに隠れ、ジェスチャを加えての熱演で、一

遍に英語が好きになってしまい、物語の中に入っ

て読むものだと悟らされた。

皆さんは軍関係の学校には鉄拳制裁がつきもの

だと思っている方があるかもしれない。が、士官

を養成する学校ではそれほど無茶はしない。私は

戦争が終わるまでの２年間学校にいたが、殴られ

たのは２回だけ、１回目は９ｍカッターによる分

隊対抗の競争の時である。私はペースメーカーに

あたる右舷の最後尾、艇指揮のすぐ前で漕いでい

た。艇指揮が杖でトントンと拍子を取り、私が其

れに合わせて漕ぐ、皆が私にそろえて漕ぐので私

の責任は極めて重い、僅少差で敗れたのはもう１

漕ぎ２漕ぎペースを速めていたら勝てた試合で

あったかもしれない。代表して責任を取るのは当

然であると覚悟していたが、分隊に帰ってからの

伍長の訓示ではクルーはそれなりに頑張ったがも

う１息つめが足りなかった。他の応援者も声が小

さく熱意不足で有ったので今回は連帯責任とす

る。分隊員１列に並び制裁を受けることになった。

私は右手で１発だけであったが、両手でダブルパ

ンチを受けた者もいた。もう１度は夜駆逐艦３隻

が駿河湾に侵入し、対岸の軽金属工場を曳光弾で

砲撃して来た時であった。私は疲れてぐっすり眠

り込み、放送に気づかなかった。ふと目が覚めて

みると様子が変である。寝室には誰もいない、窓

から外を見ると曳光弾のようなものが飛んでいる

のが見える。これだと飛び起きて作業衣に着替え

所定の防空壕のある所まで急いだ。途中生徒館と

生徒館の間を通り抜けるのに木造の校舎など簡単

に破壊されるのはわかっているのに校舎の陰に隠

れ曳光弾の途切れる合間を見て通り抜けた。後か

ら考えてみると変な心理であったなと思う。やっ

との思いで所定の場所に到着して、分隊長に「９

番伊藤生徒只今到着いたしました」と申告した。

教官たちは伊藤がいないので心配して探しておら

れたらしい。「どうしたんだ」と尋ねられ「眠っ

ておりました」と答えたところ「馬鹿者」とただ

一言鉄拳を顎に受けた。私が受けた鉄拳制裁はこ

の２回だけであった。

昭和20年に入ってからは毎日のように空襲警報

が発令されるようになった。しかもB29による空

襲警報である。大編隊は富士山に向かって真直ぐ

に侵入し、我々の頭を過ぎたころに方向を変え、

右に折れては東京、左に折れては大阪・名古屋に

向かったらしい。我々の学校は三保の松原の根元

あたりにあり、他に重要な軍需施設はなかったが、

学校も無視されていた。１度だけ昼間艦載機によ

る機銃掃射を受けたことがあった。防空壕にむ

かって逃げ走る。生徒のすぐ横に点々と砂煙が上

がっている。何度も引き返し繰り返し襲ってくる。

私は防空壕に逃げ込む寸前、ちらと後ろを振り向

いた。低空飛行で艦載機は通り過ぎたが、操縦士

の笑顔が見えた。ゲーム感覚で脅していたのであ

ろう。この空襲で生徒の死傷は皆無であった。

連日連夜の空襲警報も学校周辺はB29の通り道

のみで空襲の被害は全くなく、対岸の清水市の空

が真っ赤に燃えているのを見たのみで空襲の真の

恐怖は経験しなかった。

私が入校してからの家族の状況であるが、祖父

が交渉上手であったのか顔が利いたのかは知らな

いが、食料配給制度が始まる前に郡部の農家から

お米を買い込み、倉庫にかなり貯蔵していたらし

く食料にはあまり困らなかったようである。その



− 17−

PHD箱寄付金報告（インターアクト委員会）
　… ２月合計額… 4,861円　
… 2016〜17年度累計額… 32,375円　

… 昭和57年５月13日スタート以降の累計額… 1,577,914円

おのおのの物そして心の両面の10％をささげ、
世界に平和と健康をつくりだす人を−−。

PEACE･HEALTH		&		HUMAN		DEVELOPMENT

… ６月末… 56名

　８月末… 56名

　９月末… 56名

… 10月末… 59名

… 11月末… 59名

… 12月末… 60名

　１月末… 61名

… ２月末 61名

正 会 員 数

2016〜17年度の入退会者
入　　会 退　　会 紹 介 者事 業 所 名月／日

9/1… 平尾秀一郎　　　 … ㈱愛媛銀行　新居浜支店… 桑原　征一

9/29… 　　　中村　正明… ㈱百十四銀行　新居浜支店… 神野　勝太

10/27… 貝掛　　敦　　　 … 住友金属鉱山(株)　別子事業所… 西本　　健

10/27… 丹　　一志　　　 … 住友化学㈱　愛媛工場… 一宮　捷宏

10/27… 山本　一心　　　 … 住友共同電力㈱… 秋月　伸治

12/8… 松浦　正樹　　　 … ㈱百十四銀行　新居浜支店… 神野　勝太

1/12… 鈴木　誠祐　　　 … 医療法人　住友別子病院… 西本　　健

… 計… ６名… 1名

うち東京あたりの空襲が激しくなり、大阪も防火

用の貯め池や延焼防止の広場を確保するためにと

ころどころに一定の区画を選んで家屋疎開をさせ

るという案が持ち上がり、その第一陣に決定され、

祖先の地山口に疎開する事となった。父は昭和19

年５月に他界しており、一番上の姉は他家に嫁し、

兄は中支に出兵中、私は高等商船学校に在校中で、

祖父母と母とすぐ上の姉の４人で物を纏め疎開し

たわけである。その後大阪の空襲は熾烈になり全

市殆どは灰燼に帰してしまった。したがって大阪

に少し残っていた数件の貸家は焼失し、大阪の知

人友人の消息も分からず大阪に拠点を失ってし

まった。



表紙のことば

皆さん表紙絵に書いて有る詩をご存知と思いますが、室町中期の兵馬・築城に長じた武将、
太田道灌が、初春山野を散策中にわか雨に遭遇し、鄙びた農家を見つけ、雨具でも借りよう
と立ち寄り、娘さんが出てきたので、「にわか雨で困っている、雨具でも貸してもらえないか」
と話したところ、娘は奥に入り、お盆の上に山吹の花を載せて深々と頭を下げて差し出した。
道灌はこの娘何を勘違いしたのだろうかと不審に思いながらしばらく休ませてもらってその
屋を去ったが、その娘の態度所作が気になって仕方なく、人に尋ねたり、自ら書を読んだりして、
「七重八重　花は咲けども山吹の　実の（蓑）一つだに無きど悲しき」という歌のあることを
発見し、あんな鄙びた農家の娘でさえ持っていた教養を自分は持っていなかったと大いに恥じ、
文学・詩歌にも目を向けるようになり、文学・詩歌にも長ずるようになったという話である。
山吹はバラ科の落葉低木樹で、春、鮮黄色の５弁の花を開く、一重のものは山野に自生し、
八重のものは庭園に植栽されている。山吹の花の鮮黄色は黄金色に似、山吹色と云えば大判
小判を代表するものとなっていた。悪徳代官の出てくるテレビドラマでは山吹色を所望する
と袖の下を開けて見せたり、お菓子の下に山吹色を忍ばせて送ったり、悪徳代官とは切って
も切れない関係になっていた。大判小判だけでなくのちには金銭のことも山吹色というよう
になったようである。
最後は悪徳代官の話が出てしまったが、太田道灌の話は蘊蓄に富むものである。我々も専
門書のみならず多くの種類の書を読み文学・詩歌にも親しみ、幅広い教養を身に付けるべき
ものと考える。

 絵・文　伊藤雅治

この会報誌は環境保全・森林保護のため再生紙を利用して発刊しております。
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新居浜ロータリークラブ　会報委員長　井 石 正 哉
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《 ’16 - ’17 》
人類に奉仕するロータリー

クラ ブ 基 本 方 針

《 ’16 - ’17 》
身近なところから
　　全員参加で奉仕を！

3

編 集 後 記

３月と言えば、ひな祭りや、雛人形を連想する事が多いようです。我が家でも飾っています。
雛人形を飾る時、内裏様がどちら側に置くか御存知ですか？どうも京都の雛人形と東京の
雛人形では、並び方が違うようです。古来日本文化では、左の方が右よりも格が高かったよ
うで（例えば左大臣と右大臣では、左大臣の方が格が上）京風の雛人形は、その伝統を引き
継ぎ内裏様が左に（向かって右）立っています。所が関東地方では、（こちらが全国区の様で
すが）内裏様が右（向かって左）に立ちます。こちらの理由は、文明開化以降、西洋文化が
日本に入って来たのが影響しているとか、大正天皇が皇后陛下の右に立たれたとか、昭和天
皇の即位式で、新聞紙上に初めて天皇と皇后の写真が載って、お二人の位置をもって決めた
とか諸説あるようです。
又、雛人形を飾る時期も地方によって新暦と旧暦がある様です。例えば新居浜では新暦で
飾りますが、聞いた話ですが松山では旧暦で飾るそうです。
そして雛人形は、早く片付けないとお嫁に行き遅れるという言い伝えがあるそうです。う
ちの娘が、まだ嫁に行かないのはそのせいなのか？


	表紙
	ロータリー会報1703

