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　　 会長就任にあたって

　副会長をお引き受けしたときから分かっていたことではありますが、いざ会長に
なってしまうと、その責任の重大さに押しつぶされそうな気がいたします。亀井ガバ
ナーが誕生しても、大変なのはガバナー事務局。「会長には大して負担はかからない
から」と、大勢の会員にささやかれました。しかし、この手の言葉が信用できないこ
とは、これまでの人生経験でとっくに承知していたはずのこと。今回も自分の甘さを
思い知ったところです。
　そんなことをぼやいていても仕方がありません。あまり自分のハードルを上げるこ
となく、自然体でやらせていただこうと腹を括ったところです。
　今年度の国際ロータリーのテーマは「地域を育み、大陸をつなぐ」ですが、亀井ガ
バナーの方針の下、「基本に帰ろう」を我々なりのテーマにしていきたいと考えます。
奉仕と例会重視です。松山ロータリーの仲間に入れていただいて丸₇年。のんびりと
楽しんできましたが、副会長＝会長心得の一年を送っている間に、恥ずかしながら初
めての経験をいくつかさせていただきました。サマースクール、伊予市の新川海岸で
の植樹などです。「いままでロータリーのことをいかに知らなかったか」を思い知っ
たところです。こんな頼りない会長ですが、皆さん是非ご協力ご支援をお願いします。
ガバナーを出した今年は、この一年ならではの仕事が沢山あります。ガバナーの公式
訪問随行や地区大会のホストなどです。皆さんのお力を必要とすることばかりです。
　また五味前会長と私とで提案させていただいた組織改革が、₇月から実施に移りま
す。国際ロータリーの提唱するCLPの狙いはともかく、一人ひとりの会員が、限られ
た狭い分野に入っていくのではなく、もう少し広い目をもって活動ができるような組
織になったと思います。この組織を実のあるものにしていきたいと考えますので、こ
の点でも皆さんのご協力をお願いします。

会長　林　　　純之介

巻頭メッセージ

₈月₃日㈫…「初期ロータリーの歩み」
佐藤　昭美会員

₈月10日㈫…「J SDFについて」
高橋　伸定会員

₈月17日㈫…定款適用により休会
₈月24日㈫…「お葬式は要らない⁉」

結城　　旬会員
₈月31日㈫…「遺言なんて要らない⁉」

下別府俊也会員
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例会記録

　第3026回例会　2010年７月６日（火）

出席会員　70（59）名中50名　出席率74.63％
前回訂正出席率84.06％

欠席会員　20名　原田、泉川、市川、川瀬、河
田、北村（忍）、木村、河内、御木、森本（惇）、
坂本、下別府、白石、鈴木、関（啓）、田嶋、
浦岡（麻生、藤山、宮田）

ゲスト　　₁名　朱　　 娜
　　　　　　　　（当クラブ米山奨学生）
ニコニコ箱
佐々木　淳	 本日から入会させていただきま

す。よろしくお願い致します。
玉置　　泰	 佐々木さん、入会おめでとう御座

居ます。
亀井　義弘	 ₇/₁ガバナー就任しました。
林　純之介	 ・いたりませんが、ご支援よろし

　くお願いします。
	 ・佐々木さんご入会ありがとうご

　ざいます。
三原　英人	 会員誕生祝（本日より幹事として

会の運営に関わります。不慣れで
すが一生懸命頑張ります。どうぞ
よろしくお願い致します。）

平原　立志	 林会長、よろしくお願い申し上げ
ます。

五味　久枝	 林会長、三原幹事これから₁年御
世話になります。

北村　一明	 林さん重責ですが、お体に気をつ
けて。

二神　良昌	 林会長、本日からよろしくお願い
します。₂回連続欠席しました。

高須賀	征二郎	 今年度理事を担当することになり
ました。よろしくお願い致します。

吉田　直也	 親睦委員長をさせて頂きます。皆
様よろしくお願い致します。

工藤　文裕	 プログラム委員長の工藤です。今
年₁年よろしくお願いします。

柏原　康弘	 クラブ会報委員長を務めることに
なりました。₁年間宜しくお願い
します。

濱本　道夫	 本日から新年度₁年間よろしく！
佐藤　昭美	 本年もよろしくお願い申し上げま

す。
秋山　　修	 新任ご挨拶兼バッジ忘れ
伊賀上久幸	 新しい₇月にニコニコして頑張っ

ていきます。
高岡　隆雄	 石橋さん、貴重なCDを有難うご

ざいました。
清田　明弘	 日本銀行さんに1,000円支払いま

した。皆様もよろしく。
浅井　人生	 会員誕生祝、創業記念祝
山本　博敏	 会員誕生祝
田代　信吾	 会員誕生祝
渡部　浩三	 結婚記念祝
米山　徹太	 創業記念祝（ガバナー月信の編集

が、松山ロータリークラブの会員
によるものになっています。皆様、
今まで以上にご熟読を宜しくお願
いします。）

（なんとなくニコニコ）勝見（創業記念祝）、土
居、石橋、名本、森本（三）、小川

　第3027回例会　2010年７月13日（火）

出席会員　70（59）名中53名　出席率79.10％
前回訂正出席率86.96％

欠席会員　17名　秋山、五味、原田、市川、河田、
清田、眞鍋、御木、三好、森本（惇）、小川、

白石、高岡、浦岡（麻生、藤山、宮田）
ゲスト　　₅名　Georgia	Solotoff
　　　　　　　　（短期交換受入リーダー）
　　　　　　　　Julia	Hecht（短期交換受入学生）
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　　　　　　　　Sarah	Sarson（短期交換受入学生）
　　　　　　　　西村　雅子（西村会員奥様）
　　　　　　　　田代亜矢子（田代会員お嬢様）
ニコニコ箱
Georgia	Solotoff	 短期交換受入リーダー（リビング

ストンサンライズRC）より
林　純之介	 ニュージャージー州からの₃人の

お客様よくいらっしゃいました。
西村　真也	 ニュージャージー州、リビングス

トンサンライズRC元会長、ジョー
ジア　ソロトフさん、ようこそ。
いろいろお世話になりました。

米山　徹太	 ホストファミリーの皆様、楽しい
思い出が出来たことと思います。

佐藤　昭美	 ロータリーの友₇月号に亀井ガバ
ナー紹介の記事を掲載していただ
きました。

鈴木　裕司	（会員誕生祝）本日49回目の誕生

日を迎えました。生保レディーだ
けが「今日お誕生日ですね、おめ
でとうございます」と言ってくれ
ました。

玉置　　泰	 会員誕生祝
三原　英人	 三好さん、日曜日のすしづくり教

室では大変お世話になりました。
本日まで短期交換学生受入中で
す。家族にとって楽しい刺激の毎
日です。

佐々木　淳	 愚陀佛庵の復興を願って。
坂本　康真	 早く梅雨が明けますように！
高須賀	征二郎	 バッジを忘れました。
石橋　和典	 豪雨による災害パトロールの為、

早退させていただきます。雨漏り、
土砂崩れ等でお困りの方ご一報下
さい。

早　退　　勝見、田嶋

　第3028回例会　2010年７月20日（火）

出席会員　70（59）名中50名　出席率74.63％
前回訂正出席率82.86％

欠席会員　20名　江田、遠藤、五味、原田、市
川、柏原、児玉、御木、森本（惇）、森本（三）、
高岡、高須賀、田嶋、浦岡、渡辺（基）、結
城、吉田（麻生、亀井、宮田）

ビジター　₂名　平井　延幸（道後RC）
　　　　　　　　清水　弘靖（ 〃 ）
ニコニコ箱
清水　弘靖	 今日は道後RC30周年のご案内に

参上しました。お一人でも多くの
ご参加をお待ちしております。

平井　延幸	 本日、メーキャップでお世話にな
ります。

川瀬　文隆	 本日卓話をさせて頂きます。よろ
しくお願いいたします。

木村　敏久	 川瀬さん卓話頑張ってください。
山本　克司	 ₇月30日から₈月19日迄、2670地

区の短期交換留学のリーダーとし
てアメリカニュージャージー州に

道後RC

道後RC
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例会記録

行きます。その間私たちの無事を
祈ってニコニコ宜しくお願いいた
します。

林　純之介	 先週金曜日、亀井ガバナーの第₁
回公式訪問のカバン持ちとして高
知西RCに行って来ました。これ
はこれで参考になりました。

玉置　　泰	 林会長、三原幹事、₁年間よろし
くお願いします。

佐々木　淳	 ₇/17　玉置さんお誕生日おめで
とうございます。（ご夫人誕生祝）
₇/28　愚妻映子誕生日

伊賀上久幸	 梅雨明けで夏バテしないようニコ
ニコ‼

北村　　忍	 夏本番です。皆さん省エネをよろ
しくお願いします。ただし、四国
電力はたくさん電気があまってお
りますので、ご安心下さい。

坂本　康真	 ロータリーの皆様、この暑さに
負けないようご活躍できますよう
に。

清田　明弘	 すし丸・三好さんにお世話になり
ました。

高橋　伸定	 とうとう忘れ物をしてしまいまし
た。

（なんとなくニコニコ）北村（一）、小川、米山
早　退　　河内（暑中見舞い）、土居、関（啓）

卓　話　「〜昨今の生命保険業界を
取り巻く環境〜」
川瀬　文隆　会員

　始めに、弊社は本年₇月創業以来122回を迎
え、松山にて営業開始し95周年となります。地
域の皆様に永年ご愛顧頂き、誠にありがとうご
ざいます。
　弊社創業より振返りますと、度重なる戦争（日
清〜）での支払保険金増大、大正₇年頃のスペ
イン風邪（39万人の方々死亡）による予定死亡
率超過等を、生保業界全体が経験しました。現
在、国の社会保障関係費約27兆円（H22年度）
に対し、生保業界全体で保険金・年金・給付金
のお支払額約25兆円（H21年度）です。国の社

会保障制度を補完する生保業界の責任は、益々
重くなっています。
　近年のご加入状況をみると、「個人年金保険」
新契約件数が増加、年間約160万件（H21年度
生保協会）を超え、₇年前の₂倍以上のご加入
件数です。これは、少子・高齢化による社会保
障制度の変化へのお客様の反応が主な要因と考
えられます。
　同時に、20代の意識も大きく変化し、月々
の貯蓄額₄万円以上は全体の約45%・貯蓄残高
100万円以上は全体の約53%との調査結果もあ
り、貯蓄目的に「老後のため」との回答が、こ
の世代でもみられます。
　一方、「病気・医療」分野の昨今の状況をみ
ると、一生涯で国民の₂人に₁人が「がん」に
罹患し、死因の₃割が「がん」の時代となりま
した。
　さらに、医学の進歩・高齢化の影響もあり、
国民₁人当りの医療費は、約26万円（H19年度・
H₂年度対比約10万円増）となり、国民医療費
の削減のため、「生活習慣病の予防促進・病院
の専門化統合・入院日数の短縮」政策や、「先
進医療の自己負担・通院の高額療養費₃ヶ月後
還付」等の問題が顕在化しています。
　この為、当社の場合は「総合医療特約」を商
品開発し、「1,000種類の手術に対応・₁泊入院
で療養給付金」支払等にて、入院日数の短縮に
対応。支払査定において「パピルスにQRコー
ド導入」等を行い、より確実かつスピーディー
なお支払体制を確立しています。
　また、先進医療費に対し、入院に関係なく「一
時金支払可能な特約金額を1,000万円設定」等
にて「より確かな安心」をお持ち頂くコンサル
ティングを進めております。
　同時に「優秀な専門医の中から、治療やセカ
ンドオピニオンの取得に適した医師を紹介」す
る提携サービスを今年度よりスタートし、病院
の専門化等に対応しています。
　時代が変化しましても、引続きお客様の立場
に立ち、ニーズにお応えし続ける生命保険事業
であるため、より努力してまいります。
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理事会報告

₇月₆日㈫
①　サマースクール開催の件　※₈月₄日㈬〜
₇日㈯　承認。
②　₇月13日　短期交換USAチーム　フェア
ウェルパーティ登録料の件（林会長、田代会
員、三原会員、西村会員出席）ロータリアン
¥5,000×₁名、ホストファミリー¥10,000×
₃名合計¥35,000　各種会合派遣費より拠出

平成22年₇月度理事会決議事項

承認。
③　松山海洋少年団　会費納入のお願い　₂口
₁万円を少年少女活動委員会費より拠出　承
認。
④　コイノニア乳児院より寄付のお願い　否
認。
⑤　松山RCホームページ残余30万円支払いの
件　承認。

クラブニュース

勤　務　先：佐々木興業㈱　専務取締役
大街道₁－₅－10
TEL	921－4811

生 年 月 日：昭和45年₁月₄日
入会年月日：平成22年₇月₆日
趣　　　味：ゴルフ、映画鑑賞、読書

氏名：佐々木　淳

新入会員紹介

　第3029回例会　2010年７月24日（土）

−近隣₈RC合同例会−
於：松山全日空ホテル

出席会員　70（59）名中24名　出席率36.92％
前回訂正出席率76.81％

欠席会員　46名　秋山、浅井、土居、江田、遠
藤、二神、浜田、原田、伊賀上、泉川、柏
原、勝見、川瀬、河田、北村（一）、北村（忍）、

木村、清田、工藤、河内、児玉、眞鍋、御木、
森本（惇）、西村、小川、下別府、白石、鈴木、
関（啓）、高須賀、高橋、田嶋、津田、浦岡、
渡部（浩）、渡辺（基）、山本（克）、山本（博）、
山本（泰）、吉田、（麻生、藤山、松岡、宮田、
関（宏））

例会記録
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クラブニュース

松山ロータリー・ゴルフ会　７月例会

平成22年₇月25日（日）
於：�サンセットヒルズカントリークラブ
参加者　江田、伊賀上、柏原、木村、眞鍋、鈴木、

関（啓）、渡部（浩）、山本（泰）、米山、山
内　計11名

順　位 プレイヤー名 瀬戸内 高縄 G H N

優　勝 眞鍋　次男 38 44 82 16.0 66.0

準優勝 関　　啓三 44 41 85 14.0 71.0

₃　位 渡部　浩三 42 52 94 22.0 72.0

₄　位 鈴木　裕司 48 47 95 20.0 75.0

₅　位 米山　徹太 52 45 97 22.0 75.0

₆　位 柏原　康弘 49 51 100 24.0 76.0

以下41名　江田、五味、浜田、濱本、林、平原、石橋、
泉川、柏原、勝見、川瀬、河田、清田、河内、御木、
三原、三好、森本（三）、名本、西村、大森、佐藤、

５・６月２ヵ月皆勤

白石、鈴木、関（啓）、高須賀、高橋、渡部（浩）、山
本（克）、山本（泰）、米山、麻生、深見、飯尾、亀井、
松岡、宮田、中住、関（宏）、田代、山内

７月のお祝い

誕生祝　以下₈名　三原（₂日）、浅井（10日）、鈴木
（13日）、名本（14日）、玉置（17日）、田代（18
日）、山本（博）（21日）、川瀬（28日）

結婚祝　以下₁名　渡部（浩）（27日）
創業祝　以下₇名　勝見（₁日）、川瀬（₄日）、浅井（17

日）、米山（25日）、関（宏）、関（啓）、山内

配　付　物

₁．ガバナー月信
₁．ライト＆ライフ
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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 70（59） 50 20 74.63％ 8 84.06％ 0
13日 70（59） 53 17 79.10％ 7 86.96％ ₀
20日 70（59） 50 20 74.63％ 8 82.86％ 2
24日 70（59） 24 46 36.92％ 29 76.81％ ₀
平均 70（59） 44.3 25.8 66.32％ 13 82.67％ 0.5

例会日 区分

７月中の出席報告

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://www1.ocn.ne.jp/ 〜mrc/

クラブニュース
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