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　　 職場訪問月間について

　前年度は、クラブ職業・社会奉仕担当が企画されていましたが、今年度から職業奉
仕が受け継ぎました。また、毎年10月は「職業奉仕月間」と定められていましたが、
₁月に変更となり、職場訪問例会も併せて開催致します。
　ロータリー親睦活動への参加を推進するため、当クラブでは「職場訪問」を実施し
ていますが、今回は、平成27年４月より施行されました「子ども・子育て支援新制
度」の舞台となっております認定こども園で開催致します。この制度は、社会保障の
充実・安定化、そして少子化に歯止めを掛けるための国の施策でもありますが、子育
てをしている人、認定こども園、地域は、現在もなお多くの課題を抱えております。
ロータリーの職業奉仕の理想を実践するためにも、子ども・子育て支援新制度の実態
と待機児童解消に向けた取り組み等に触れていただきたいと思います。

職業奉仕担当理事　勝　見　安　美

巻頭メッセージ

11月₃日㈫…祝日のため、休会
11月10日㈫…「しまなみ・やまなみ越えて 出雲へ」

村山　邦孝会員
11月17日㈫…「四国の中のNHK 次世代のミッション」

泉谷　八千代会員
11月24日㈫…「スタインウェイの歴史とその秘密」
　ゲスト…スタインウェイ・ジャパン㈱
　　　　代表取締役社長　後藤　一宏氏

例会予定



例会記録

　第3272回例会　2015年10月６日（火）

出席会員　73（64）名中57名　出席率79.17%
前回訂正出席率80.56%

欠席会員　16名　土居、二神、五味、原田、市川、
三ッ矢、村井、村上、村山、中地、西野、
大塚、高岡、浦岡、安永、（片井）

ニコニコ箱
大森　克介 本日卓話です。よろしくお願いし

ます。
石橋　和典 大森先生、卓話を楽しみにしてお

ります。
伊東　毅嗣 大森さん卓話楽しみにしておりま

す。
貴船　正憲 大森先生、卓話を楽しみにしてお

ります。
菅井　久勝 大森先生、卓話楽しみにしており

ます。
河内　広志 明日₅：30〜道後駅前のババでけ

んかみこしの鉢合わせが開催され
ます。

田中　和彦 ラグビーワールドカップの盛り上
がりに、お祝いの意味を込めて。

渡部　浩三 大村さんノーベル賞おめでとうご
ざいます。ついでにヤクルト優勝
おめでとうございます。

飯尾　寛治 （会員誕生祝）
白石　省三 （会員誕生祝）
山本　克司 （会員誕生祝）
米山　徹太 （会員誕生祝）
髙石　義浩 （ご夫人誕生祝）（結婚記念祝）大

森先生卓話楽しみにしておりま
す。

三原　英人 （結婚記念祝）10/24（創業記念祝）
10/28東京ヤクルトスワローズの
14年ぶりのセ・リーグ優勝を祝し
て

三好　哲生 （創業記念祝）すし丸は67年目を
迎えます。10/₈㈭の創業日に特
上にぎりを500円（税別）で販売
します。昭和40年代の価格で限定
300食です。

永木　昭彦 （創業記念祝）10/₆　69年目。

早　退　　玉置（（結婚記念祝）10/₇（41回目））、
星野、清田、佐々木

卓　話　「急性期病院から慢性期病院へ」
大森　克介　会員

　私は岡山大学を1966年に卒業し、1969年より
松山市民病院外科に勤務して、急性期医療に
携わってきました。1993年には副院長に就任、
1994年₃月に松山RCに入会させていただいて
おります。
　2007年₇月〜2008年₆月まで松山RC会長を
させていただき、2009年には松山市民病院を
退職し、2009〜2011年の間、国際ロータリー第
2670地区の代表幹事を亀井パストガバナーの下
で務めさせていただきました。
　2012年₄月より、慢性期病院である福角病院
の院長に就任し現在に至っています。
　福角病院は、様々な介護事業所を北条・堀江
地区に展開している医療法人「慈孝会」の中核
病院、いわゆる「老人病院」で、114ベッドを持っ
ています。
　2015年₇月には、「福角病院」と老人保健施
設「福角の里」の立替工事が竣工しました。
　慢性期病院であるため、寝たきりのお年寄り
が多いので、まずは褥瘡予防のため、最新式の
体圧分散マットレスを80％以上の患者さんに使
用し、褥瘡の発生零を目標としています。
　延命治療と尊厳死の問題は、現在の日本では
中々両立することは困難なのですが、家族と十
分に相談し、安らかに看取って上げることが出
来るように努力しています。
　福角病院は、北条バイパス堀江小学校の交差
点から東へ約₂㎞の小高い山の上にあります。
敷地の周囲には桜の木がたくさん植えてありま
すので、₄月の初めにはとても綺麗で、お花見
会を行うことが出来ます。また、夏の終わりに
は、納涼会も行い、患者さん、ご家族、職員が
一緒に、楽しく過ごすようにしています。
　これから何年この仕事が出来るか分かりませ
んが、元気な間は、職員と一緒にお年寄りに優
しい医療を行うつもりです。
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例会記録

出席会員　73（64）名中52名　出席率73.24%
前回訂正出席率76.06%

欠席会員　21名　土居、五味、原田、星野、
泉川、市川、菊池、兒玉、真鍋、村井、村上、
村山、中地、大塚、酒井、佐々木、左納、
田中（昌）、浦岡、（片井、玉置）

ニコニコ箱
清水　一郎 本日卓話です。よろしくお願いし

ます。
河内　広志 観光戦略の卓話、業界人として大

変興味があり楽しみです。
浜田　修一 清水さん、卓話楽しみにしていま

す。
羽牟　正一 清水さん、卓話楽しみにしていま

す。
林　　直樹 清水社長、卓話よろしくお願いし

ます。
伊東　毅嗣 清水さん、卓話楽しみにしており

ます。
棟方　信彦 卓話楽しみです。
柳田　　剛 清水会員卓話楽しみにしていま

す。
髙石　義浩 10/₆　長男が生まれました。か

わいいです。
佐藤　昭美 10月10日のNHKスペシャルで報

道された日本に帰化されたアメリ
カ人ドナルド・キーン氏について
の番組に感銘を受けました。

西野　佳和 愛媛マンダリンパイレーツ独立
リーグ優勝！日本一おめでとうご
ざいます。

田中　和彦 昨日のワールドカップラグビー
日本VSアメリカをパブリック
ビューイングしました。みんなで
応援するのは楽しかったです。

米山　徹太 二神さん、先日は大変お世話にな
りました。

早　退　　中川（すみません）、長尾（10回目の
石鎚山登山してきました）、関（啓）、
鶴田

卓　話　「公共交通と観光戦略」
清水　一郎　会員

　初めての卓話ですので、自己紹介を兼ねてさ
せて頂きます。昨年₄月、国土交通省を退官し
ました。入省して25年目でした。松山南高校を
卒業して以来、大学・就職と、東京生活は29年
目でしたが、昨年₆月から伊予鉄道ということ
で久々に松山に戻って参りました。
　国土交通省での最後のポストは、観光庁の
初代観光戦略課長。2013年、ちょうど外国人
観光客1,000万人を達成できた年でした。Visit 
Japanという言葉を最初に使ったのは小泉首
相。その当時の外国人観光客は500万人。₂倍
の1,000万人にするのに10年かかりました。そ
の後順調に伸び、今年2015年は、2,000万人を
窺う勢いとなってきています。これだけ外国人
観光客が増えてきているのは、タイ、マレーシ
アなど東南アジアから日本へのビザを緩和した
ことが要因の一つです。じつは、観光庁という
組織は、国交省の中にできてまだ₆年ほどです。
当時私が国交省の組織再編を担当する官房総務
課法規班長をしている際、国交省にあった海難
審判庁という組織を、観光庁に再編するという
仕事にも携わりました。
　観光の仕事の前には、イギリスに赴任する機
会がありました。ロンドンの在英日本大使館参
事官として₃年間。以前、英国ケンブリッジに
留学したこともあったので、英国生活は₂回目
でした。在英大使館時代の仕事で一番思い出深
いのは、日本の高速鉄道をイギリスに輸出する
プロジェクト。イギリスは鉄道発祥の地であ
り、日本に鉄道技術を教えてくれた国でもあり
ます。仏独などのライバルに勝って、日本が₁
兆円規模の交渉権を得た際には本当に達成感が
ありました。また、英国は、ビッグベンやバッ
キンガム宮殿など古い街並みが美しく、まちづ
くりの点でも見習うべき点が多いと思います。
　愛媛松山において、特に、お客様の立場で何
ができるかを考えながらやっていきたいと思っ
ております。皆様どうぞご指導のほどお願い申
し上げます。

　第3273回例会　2015年10月13日（火）
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例会記録

出席会員　73（64）名中49名　出席率68.06%
前回訂正出席率75.00%

欠席会員　24名　五味、星野、石橋、泉谷、
市川、伊東、菊池、貴船、清田、真鍋、三ッ
矢、三原、棟方、村井、村上、永木、西野、
大塚、酒井、白石、髙石、田中（昌）、鶴田、

（片井）
ビジター　₂名　Gunter Seefeldt
　　　　　　　　（Menlopark Celifornia RC）
　　　　　　　　相原　正樹（今治南RC）
ニコニコ箱
安永　眞澄 本日は卓話をさせて頂きます。
米山　徹太 安永さん卓話楽しみにしていま

す。
亀井　義弘 長男に二女が誕生、心愛（ココ）

と命名しました。
河内　広志 今日は新聞広告の日。弊社も広告

に挑戦しました。
佐々木　淳 10/17より今治ロケ映画「ボクは坊

さん。」が公開になりました。私
の大学の後輩が監督した作品でも
あり、皆様応援お願いいたします。

田中　和彦 第₅福竜丸がビキニで被爆した事
件を追った弊社制作の映画「X年
後」（パートⅡ）が完成いたしま
した。11月から大街道シネマサン
シャインで上映です。宜しくお願
い申し上げます。

兒玉　義史 （結婚記念祝）10月₉日に結婚39
周年を迎えました。

なんとなくニコニコ　左納
早　退　　二神

卓　話　「NEXT STAGE　～未来への扉～」
安永　眞澄　会員

　まず、『₁．天然ガスと四国ガス』というこ
とで、四国ガスの会社概要ですが、今治に本店、
四国₇か所に事業所をおき、₉市₄町の約27万
件のお客様に都市ガスを供給しております。四

国ガスが供給している天然ガスは、環境負荷の
低いクリーンエネルギーです。弊社では、「天
然ガス・LNG」を内航船により基地（高松・
松山）で受入、LNGローリーを活用して各拠
点に輸送しております。ここで、現在話題となっ
ている電力・ガスの自由化について簡単にご紹
介いたします。平成28年₄月より電気、翌年₄
月以降より都市ガスの小売り全面自由化が開始
されます。ガス事業者の新規事業への挑戦や、
異業種の参入も予想される中、お客様のニーズ
にお答えし、選ばれる企業となることが重要と
考えております。
　そして次のテーマ『₂．私たちを取り巻く環
境』…この数十年で本当に便利で快適な生活を
送れるようになったと感じています。そのよう
な中で、昔には無かった何か「おかしい」と感
じることがあります。ゲリラ豪雨や特別警報な
ど昔は聞いたことの無かった言葉、各種災害で
目を疑う様な光景。これもCO₂排出量増加によ
る地球温暖化の影響かもしれません。このまま
いけば私たちは『₃．未来への扉』を開く事が
出来るのでしょうか？
　私たちは気づいています“このままではいけ
ない”と節電への意識やエコバックやハイブ
リッドカーの普及など様々な努力をしていま
す。しかしCO₂削減はまだまだ必要です。だか
ら国も再生可能エネルギーの普及促進やエネル
ギー基本計画の設定など本気で取組みを進めて
おり、私たちはしっかりと未来への扉を開こう
としています。四国ガスが考える未来は、子ど
もたちが笑顔でいられる社会の一助を担うこと
だと考えており、エネルギーのスマートな使い
方、国が進める「エネファーム」の普及に賛同
しています。環境性に優れた「エネファーム」
を通じて皆様とともに環境問題へ取り組みたい
と考えております。

　第3274回例会　2015年10月20日（火）
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例会記録

出席会員　73（64）名中52名　出席率73.24%
前回訂正出席率80.56%

欠席会員　21名　五味、濱本、羽牟、泉川、
市川、伊東、三ッ矢、三原、三好、村井、
村上、長尾、永木、大塚、酒井、髙石、高岡、
浦岡、安永、（片井、亀井）

ゲスト　₂名　山本　逸平
（松山大学RAC会　長）

　　　　　　　合田　起祥
（　　 〃  　　副会長）

ニコニコ箱
渡部　浩三 卓話をさせていただきます。
飯尾　寛治 渡部さんの卓話よろしく
石橋　和典 渡部さん、卓話楽しみにしており

ます。
貴船　正憲 渡部さん、卓話楽しみにしており

ます。
兒玉　義史 渡部さん卓話楽しみにしていま

す。
大森　克介 渡部さん、卓話楽しみにしており

ます。卓話楽しみです。
菅井　久勝 渡部さん、卓話楽しみにしており

ます。
田中　和彦 阪神タイガース、金本一軍監督、

及び掛布二軍監督就任をトラキチ
としてお祝いしたいと思います。

なんとなくニコニコ　菊池、清田
早　退　　土居、二神、勝見、西野、野村、左納、

関（啓）、米山（先日の日曜日、第二
回ライラ学友会総会が徳島県で行
われました。兵庫からも₅人来て
頂き、有意義な時間でした。）

卓　話　「防災の話」
渡部　浩三　会員

　私は現在、持田町₁丁目の町内会長を仰せつ
かっています。各町内に一人くらいは防災士が
いた方がよかろうということで今年の₁月に防
災士になるための研修と試験を受けました。今

日はそのとき使ったテキスト「防災士教本」の
中からこれはと思った部分を紹介したいと思い
ます。
　昭和56年（1981年）に国によって新耐震基準
というのが定められました。その後、平成₇年

（1995年）に例の阪神淡路大地震が発生しまし
た。この地震で6,400人以上の方々が亡くなっ
ていますが、死因の₈割は家屋の倒壊による圧
死、窒息死でした。このとき新耐震基準以降に
建てられた木造住宅は比較的地震に強いことが
確認され（つまり圧死者数が少なかった）新耐
震基準の有効性が実証されました。以上のこと
から昭和56年以前に建てられた建物、言い換え
れば築34年以上の建物は一回耐震性をチェック
した方がいいと思います。次に日頃から気をつ
けておいた方がいいこととして、車のガソリン
は常に満タンに近い状態にしておくことがあり
ます。なぜならいざというとき車は部屋の代わ
りになります。冷暖房が効くしナビがあればラ
ジオ・テレビも見られます。次にタンスなど家
具の固定（金具で壁に固定）をおこなう。また
干しシイタケなど乾物を常備しておくのもよい
でしょう。さらにいざ巨大地震にあったときの
心構えとして、まずはあわてて動かない、動く
とかえって危険である。少し落ち着いたらまず
は火の元確認です。コンセントを抜く、電源を
切る（ブレーカーを落とす）です。また復旧す
るのが一番早いのは通常電気です。このときも
注意が必要で、例えば電気ストーブのスイッチ
がONのままだとここから火災になることがあ
ります（通電火災という）。阪神淡路のときも
通電火災が結構ありました。
　後半は愛媛県が企画・制作した「南海トラフ
巨大地震〜地震から命を守る〜」のDVDを見
ました。

　第3275回例会　2015年10月27日（火）
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誕生祝　 以下₉名　羽牟（₂日）、上甲（₇日）、高橋
（10日）、山本（11日）、飯尾（16日）、西野（17
日）、米山（18日）、白石（19日）、左納（19日）

結婚祝　 以下14名　浦岡（₃日）、玉置（₇日）、兒玉
（₉日）、髙石（10日）、泉谷（13日）、林（14日）、
中地（22日）、高岡（23日）、三原（24日）、勝
見（25日）、石橋（26日）、酒井（27日）、鶴田

（30日）、田代

10月のお祝い

₁．ガバナー月信
₁．2014-15年度地区概況
₁．近隣RC例会予定表

配　付　物

平成27年10月度理事会決議事項

10月₆日㈫
①　第17回サマースクール会計報告　今年度の

少年少女活動委員会からの拠出額は301,317

円です。　承認。
②　新入会員申し込み　ナイスホーム四国㈱

代表取締役　森　隆士氏（推薦者：清田　明
弘会員）　承認。

クラブニュース

理事会報告

創業祝　 以下10名　河内（₁日）、左納（₁日）、田中
（和)（₁日）、渡部（₄日）、永木（₆日）、三
好（₈日）、真鍋（10日）、深見（15日）、三原

（28日）、清水（28日）

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/

10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
₆日 73（64） 57 16 79.17％ 1 80.56％ 0
13日 73（64） 52 21 73.24％ 2 76.06％ 0
20日 73（64） 49 24 68.06％ 5 75.00％ 2
27日 73（64） 52 21 73.24％ 6 80.56％ 0
平均 73（64） 52.5 20.5 73.43％ 3.5 78.05％ 0.5

例会日 区分
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