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坂の上の雲ミュージアム　・・・　２００７年に完成。近代的でありながら自然とも調和するフォルムは建築家
　　　　　　　　　　　　安藤忠雄の手によるもの。小説『坂の上の雲』に描かれた松山出身の秋山
　　　　　　　　　　　　好古、真之兄弟と正岡子規の3人の足跡や明治という時代に関する展示を
　　　　　　　　　　　　している。

秋山兄弟生誕地　・・・　江戸時代に建てられた生家を原型に近い形で平成１７年に復元された。敷地内
　　　　　　　　　　には秋山好古・真之兄弟の銅像のほか、当時の湧水を今に残す井戸など在りし
　　　　　　　　　　日の暮らしを如実に再現している。
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　　　留学生招待花火大会感想文

　平成22年8月8日（日）、三津埠頭にて行われた花火大会において、ＹＥ事業として愛媛大

学の留学生を招待し、花火の観覧を通じて日本の文化を体験してもらったところです。

　この度、愛媛大学国際連携支援部国際連携課及び参加された留学生からお礼状と感想

文が寄せられましたので、紹介します。

POKHREL BIDHYA （ポクレル　ビドゥヤ／ネパール／女性）

　忘れられないイベントに招待してくださった松山北ライオンズクラブの方々に、心から感謝の意を表

します。外国人留学生にとって、日本の文化とお祭りを学ぶことは、本当に楽しい体験です。私は日

本の花火を初めて見ましたが、その美しさに心から魅了されました。あのイベントは、日本の人達が家

族や友人達とどのように余暇を楽しんでいるかを知ることができる、貴重なものでした。ライオンズクラブ

のイベントはとても素晴らしいと思いました。私は小さな息子と共に、花火と美味しいお弁当を楽しみま

した。

　今後も、ライオンズクラブの方々が、留学生が多種多様な日本文化を知り、直接体験できる今回

のような機会を提供してくれることを願っています。そして私ももう一度体験できることを楽しみにしていま

す。

花火大会に参加した留学生

Reynoso Rosas Elizabeth （レイノソ　ローサス　エリザベス／メキシコ／女性）

　今回の素晴らしいイベントに参加できて、とても楽しかったです。招待して下さった松山北ライオンズ

クラブの方に、感謝致します。

　日本での花火は素晴らしい経験ですが、しかしあの日私達は特別の待遇を受け、親切にしてもら

い、更に花火を楽しむことができました。　

　花火と、そして友人達や周りにいた親切な日本の方との交流は、私にとって忘れられない出来事

です。



④

　花火大会に招待して下さった松山北ライオンズクラブの皆様

に、感謝のメッセージをお送りしたいと思います。あんなに素敵な

経験は初めてでした。花火はとても美しく、私達はとても素晴らし

い時間を過ごしました。私達を招待してくれたクラブの方々に心

から感謝致します。本当にありがとうございました。

Maurice and Ponyadira. （マラウイ共和国／夫婦）

Petra Maria D ietrich

（ペトラ　マリア　ディートリヒ／ドイツ／女性）

　松山北ライオンズクラブの皆様、三津浜の花火にご招待し

てくれてありがとうございました。私の国はドイツです。ドイツでは花

火は冬にしますし、時間も短いです。だから夏に花火を見るのは

初めてでした。本当に感心しました。

　ふつう、留学生はどうやって花火を見に行くのか知りません。

ライオンズクラブの方々は、留学生にその機会をあげているの

がとてもすごいと思いました。本当にありがとうございました。

Pham Thanh H ien （ファン　タン　ヒエン／ベトナム／女性）

　今回の花火大会は、8000発もの花火を打ち上げる、私が知る限りでは四国で最も大きな花火

大会のひとつでした。だから、この大会に参加できて本当に幸運だったと思います。私は母国でも何

度も花火を見ましたし、ちょうど数週間前に北条の花火大会にも参加していたのですが、今回の花

火は私が今までに見た花火の中で最も豪華なものでした。色彩豊かな光輪は、松山港の光り輝く

夜景とともに、感動的な印象を私達全員に与えました。

  それから、この花火大会は友達に会い、新しい人を紹介してもらい、話し、交流し、笑い、そして

素敵な時間を共有するとてもよい機会でもありました。私達にとって、このように楽しいイベントへの参

加は恐らく最初で最後になることでしょう。私達が得た全てのものは、日本で生活していたときの美し

い思い出として、心の中に残ることと思います。

　最後に、私達をこのイベントに招待して下さった全ての方々に、心からの感謝を申し上げたいと思

います。私は日本語があまり判らないので、皆さんのお話を聞き取ることができませんでした。しかし、

皆さんのご好意は感じられましたし、そのことに深く感謝しています。

　本当にありがとうございました。

金　梓 （キン　シ／中国／女性）

　松山に来て５年、初めて打ち上げ花火を生で見ることができて、感動しまくっていました！　15万

人以上が参加していた花火大会の雰囲気は大絶賛で、これが日本だと言わんばかりです。浴衣を

着た人々や、海の風景がかなり印象に残っていて、また機会があればぜひ行きたいです。花火の炎

は、暗い夜空に多く流星を渡る、一瞬の光が散らばっている桜のように、人に楽しさと色鮮やかな美

しさを忘れない記憶を残ってあげることは、そういう情緒はどうしても通じないようです。花火大会では

、各国の留学生たちといろいろ話せました。とても幸せな時間を、ありがとうございました！　花火大

会を通して、人と人の繋がりがもっと一層深くなりました。日本の花火大会を体験し、日本の文化を

もっと理解できました。今回の花火大会により、日本の祭り文化を母国の人々に伝えたいと思ってい

ます。留学生に対する、皆様の心尽くしのおもてなしにあずかりまして、誠に感謝致します。
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　始めに、花火大会を通じて日本文化を経験する貴重な機会を与えて下さった松山北ライオンズク

ラブの方々に感謝したいと思います。私はかつて母国で花火を見たことがありますが、日本で見た花

火の大きさと高さは忘れられないものです。また、花火の模様と表現方法も非常にきれいでした。日

本は、マネージメントとプレゼンテーションで非常に有名だと聞いていましたが、今回のイベントに参加

することで、それらがどれだけ素晴らしいかよく判りました。他方、私達がライオンズクラブの方々から

受けた親切なおもてなしは、本当にわすれがたいものでした。私達は美味しい日本食と飲み物、そし

て信じられないくらい素晴らしい花火とともに素敵な夜を過ごせました。これは私の人生におけるとても

良い経験のひとつです。

　最後に、あんなに素晴らしい機会を私達に与えて下さったことに深く感謝し、今回のようなプログラ

ムが今後も続くことを願いたいと思います。

Manita T im ils ina （マニタ　ティミルシナ／ネパール／女性）

　花火は人に似ている。

　本当のことを言うと花火は韓国でも何回か見たことがあったし、人込みが好きではなかったのであまり

期待はしてなかった。タクシーに乗って5時前に海辺に着いた私たちはまだ和らがなかった暑さのため、

頻りに扇ぎながら花火大会の場所へ足を移した。松山の大きい祭りらしく私たちが到着する前からたく

さんの人波が集まっていていた。「いらっしゃいませ～、いらっしゃいませ～」と大声を出す商人たち、ご

ざを敷いて自分たちの領域を確保しておいた家族･友達の集まり、浴衣を着て早々に歩く人々を見な

がら身をもってこれが花火大会だなあ！と感じた。

　予定の時間より早く到着した私たちは自由時間を過ごしてから私たちを招待してくれた松山北ライオ

ンズクラブの方々の温かいあいさつを受けて記念写真を撮った後、花火が打ち上がるのを待った。カウ

ントダウンが始まると共に人々は口をそろえた。開幕を知らせる第一発の花火が空高く打ち上げられ、

次々と自分を威張るように様々な花火が爆音を立てた。色取り取りの花火はきらきら輝く星の光より何

倍も派手だったし、雄大な爆音はまるで夜空で演奏されるオーケストラのようだった。

　ふと派手に輝く花火の中で微かに光る花火のしっぽが見えてその光を眺めた。「私を見てください!」

と叫ぶように小さな光は刹那の花を咲かせるため地上から空まで手に負えない跳躍を始める。目を注

がなければちゃんと見えない光は空高くまで上がるのが大変そうに見えるが、それでも諦めずにもっと

高い所に向けて上がる。自分を噴き出す所まで休まずに上がりつづける。ついに跳躍点に達した小さ

な光はここが自分が爆発する場所であることが分かったのか自分が持つすべてを残らずに噴き出して

夜空に大きな花を咲かせる。突然「花火は人に似ているんだ！」と思った。どんな困難があっても夢に

向かって駆けつづき、ついに夢をつかんで「私にできること」という花を咲かせて社会の公益に還元する

人々の姿に。私もそういう「花火の生」を生きて行くことも生きがいがありそうだ！と思った。

　今回の「三津浜」の花火は期待以上、いや最高の祭り中の祭りであった。最後に願いことが叶うな

ら一瞬にして咲いて落ちる花火ではなくて私たちの胸の中で永遠に咲いて輝きつづいてほしい。

張　成益 （チャン　ソンイク／韓国／男性）
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（ブラジル／女性）

　松山北ライオンズクラブの皆さんにご招待してもらって、本当に感謝しております。

　私には日本人と一緒にいることが大切なことだと思います。日本文化を知ったり、一緒にご飯を食べ

たり、とても楽しかったです。皆さんからの優しい気持ちが、いい思い出になりました。これからもずっと、

三津浜花火大会の日のことは忘れません。

　日本に来てから、もうすぐ5ヶ月になります。私は色々な思い出を作りました。それに、松山北ライオ

ンズクラブの皆さんとも大切な思い出を作ることができました。

　ありがとうございました。

平岡エレン美幸

　　例 会 報 告

◆ 第692回例会 （8月25日開催）

　○　会長挨拶及びゲスト紹介
　○　ゲスト挨拶
　　　・　１リジョン・チェアパーソン　　後藤　新 〔松山西ライオンズクラブ）
　　　・　２ゾーン・チェアパーソン　　高岡英治 （松山湯築ライオンズクラブ）
　○　終身会員証書（タブ・カード）の件　・・・　大院忠樹

挨拶する後藤ＲＣ 挨拶する高岡ＺＣ 終身会員証書を受ける大院会員

戸田隆雄 様 

【モットー】
【趣味･特技】
【好きな食べ物】
【今一番の関心事】

精力善用、自他共栄
釣り
魚
松山北ライオンズクラブのことかな？

　しばらく海へ（釣り）に

　行ってない。

村上行弘 様 

　来年から誕生日はなし。

　年を忘れて生きることにします。

【モットー】
【趣味･特技】
【好きな食べ物】
【今一番の関心事】

一期一会
陶芸、ゴルフ
ビーフステーキ
ゴルフのスコアー
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今月のクイズ

【どんな夫婦ですか？】 非常に仲の良い夫婦です。

＜結婚記念日＞

◆ 8月号の答え
　Ａ：6　Ｂ：2　Ｃ：3　Ｄ：1でした。

【結婚生活の中での
　大切な思い出は？】 家族旅行

　上下、左右をつなげるとそれぞれ２文字の熟語になる漢字１文字

を入れて、中央の空白のマスを埋めてください。空白のマスに入れた3

文字の漢字を使ってある言葉を作ってください。（解答は次月号にて）

　家庭と仕事に頑張っている

　家内に感謝しています。

　”坂の上の雲”にちなんだ話

　この度、松山北ライオンズクラブは大分県の竹田ライオンズクラブと友好提携いたしましたが、その縁と

なったのが、“坂の上の雲”関連ということでした。つまり、昨年末に放映されたＮＨＫのスペシャルドラマ“坂

の上の雲”が注目を集めましたが、そのドラマの主人公の一人である秋山真之（松山市出身）と広瀬武

夫（竹田市出身）とが肝胆相照らす仲であったということです。

　そこで、いったい秋山真之・広瀬武夫とはどんな人物だったのか、また、二人はどんな関係であったの

かといった”真之と広瀬”に関する基礎知識を紹介します。

○ 秋山真之

秋山真之

　1868年3月20日に松山市生まれる。「日本騎兵の父」と呼ばれた秋山好古の実

弟であり、「秋山兄弟」としても有名。さらに正岡子規とも親交があり、その文才も高

く評価されていた。

　知力・体力に優れ、海軍兵学校を首席で卒業（第17期）した。真之の合理的科

学的な思考は、生来の素質に加えアメリカ留学や欧米出張で磨き上げられ、日露

戦争で連合艦隊先任参謀となりすべての作戦を立案した。

　日本海海戦では、ロシア・バルチック艦隊を撃滅して日本海軍を圧倒的な勝利に導いた。連合艦隊

司令長官東郷平八郎は、真之を「智謀湧くが如し」と称え、上官たちも彼の頭脳の優秀さには舌を巻

き、ほとんどの作戦を彼に一任していたという。

　「本日天気晴朗ナレドモ波高シ」は、ロシア・バルチック艦隊発見の電報の末尾に真之が加筆した

電文として有名である。

　海軍大学の教官としてその近代化にも貢献したが、1918年2月、51歳の若さで逝去した。

○ 広瀬武夫

広瀬武夫

　1868年5月27日、大分県竹田市に生まれる。1885年、兄勝比古と海軍兵学校

に入校（15期生）。日清戦争従軍後、必ずやロシアと戦うときがくると考え、早くから

独学でロシア語を学ぶ。それが認められ、1897年にロシアに留学、その後、ロシア駐

在武官としてロシアの内情などを研究した。

　戦艦「朝日」の水雷長として日露戦争に出征、日露開戦で海軍の当座の敵はロ

シア旅順艦隊だったが、これを旅順港に閉塞させる作戦が発動され、第１回の「報

告丸」、ついで第2回の「福井丸」の指揮官として参加した。
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編集メンバー

　田窪良二、芳邦仁美、朝日政廣

　吉井　忠、井上敏弘、井上美子

　末光健二　

第2・第4・水曜日　１２：１５～１３：１５

◇ ◇　編集後記　◇ ◇◇ ◇　編集後記　◇ ◇ 発行日

発行所

発行者

発行人

例会日

　　ドネーション報告
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募集中！募集中！

「会報誌の表紙を飾る写真」「会報誌の表紙を飾る写真」

◆ 平成22年8月のドネーション

　過去113年間で最も暑かった今年の夏。

厳しい残暑はいつまで続くのでしょうか。健康

には十分気をつけましょう。

　今月号には、花火大会に招待した愛媛大

学の留学生の感想文を掲載しています。感

想文が送られてくるまでは、英語で書かれた

原文の和訳作業が予想され気が重かったの

ですが、愛大職員の優しい気配りで翻訳した

感想文を送っていただき、編集作業がとても

楽になりました。今回お世話になった愛大職

員の皆さん、ありがとうございました。　　　　

　　　　　　　　　　　（田窪良二）

○ 広瀬と真之

　広瀬と真之は、同窓ではなかった（広瀬は海軍兵学校の１5期生、真之は17期生）が、兵学校時代の

教官であった八代六郎の紹介でお互いを知るようになったと言われている。その後、二人は互いに心の底

まで打ち明けて親しくつきあう仲になった。真之は、同輩には常に優越を感じていたので、対等の気持ちで

交際することが少なかったが、上級の広瀬とは全く相信頼し相尊敬し合っていた。

　1897年、二人は四谷で一戸を借りて同棲していた事があったが、豪快そのものの二人の合宿であった

から、そのときの生活は乱暴極まるものであったようである。

　二人の家の向かいの屋敷の女中は、広瀬と真之を次のように評している。

　「広瀬さんは顔がいかつくて武張ったひとだったが、知り合ってみるとたいそうやさしかった。逆に秋山さん

は顔はそれほどでもないが、肝から電気が出ているようで、おそろしくて近づきにくい感じがした。」 と云って

いたそうである。

　第2回作戦のとき、「福井丸」自沈用の爆発点火に船倉に降りた杉野孫七上等兵曹が帰らなくなった。そ

のとき、広瀬は他の乗員をカッターに移らせた後、「杉野、杉野」と上等兵槽を三度にわたり船内を捜しに行っ

た。しかし、発見できず、やむなくカッターに移乗して離船した瞬間に敵弾が命中し戦死した。

　その部下を思っての死は「軍神」として伝説化され、国民的英雄となり、戦前には国定教科書にも掲載され

ていた。
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