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　　 職業奉仕委員会担当理事を拝命して

巻頭メッセージ

11月₆日㈫…「僕とボーイスカウト」
ゲスト…新田高等学校₃年生

鳥越　丈範さん
11月13日㈫…「男（プログラム委員長）はつらいよ!!」

三好　哲生会員
11月20日㈫…「再生可能エネルギーの現状と課題」

宮崎　誠司会員
11月27日㈫…�「趣味は、作曲」

清水　一郎会員

例会予定

職業奉仕委員会　担当理事　髙　石　義　浩

　今年度職業奉仕委員会担当理事を拝命いたしました髙石です。しっかりと務めて参
りたいと思っております。よろしくご指導のほどお願い申し上げます。
　今年度RIバリー・ラシン会長の掲げるテーマは、「インスピレーションになろう」
です。浜田会長がおっしゃられますように、勇気と希望と創造性をもって変化を生み
出し、楽しんでロータリー、楽しんで奉仕活動を行えますよう頑張っていきたいと思
います。
　毎年初春に職業訪問例会を開催いたしますが、今年度田中委員長をはじめ委員の皆
様のおかげ様をもちまして、早々と薬卸の新工場を訪問することに決定しておりま
す。今年は愛媛県におきましても大規模災害にみまわれ、多数の犠牲者が発生し甚大
なる被害を受けました。心よりお見舞い申し上げます。新工場は新しいコンセプトの
もと、全自動化が図られながらも、災害時に関しても対応できるような工夫がされて
いるとお聞きしております。他業種の前向きな取り組みを学ぶことにより私達のイン
スピレーションを研ぎ澄ましていく材料になるのではないかと考えております。皆様
におかれましては、なるべくご出席賜りますようお願い申し上げます。



例会記録

出席会員　75（66）名中47名　出席率69.12%
前回訂正出席率84.72%

欠席会員　28名　浅田、堂野、濵本、五十嵐、
市川、岩間、勝見、菊野、倉田、河野、三
原、甕、森、守谷、名本、西原、大塚、髙
石、高岡、高梨、鶴田（浦岡、深見、飯尾、
亀井、佐藤、関（宏）、田代）

ニコニコ箱
浜田　修一� 本庶さんのノーベル賞、大変嬉し

く勇気が湧いてきました。
小野里俊哉� 本日、卓話させて頂きます。宜し

くお願い致します。
三好　哲生� 小野里様、卓話宜しくお願いしま

す。
野村　靖記� 小野里さん、卓話楽しみにしてい

ます。
吉村　紀行� 小野里さん、卓話がんばって下さ

い。
玉置　　泰� 新築中でしたアウディ松山イン

ターが昨日グランドオープンしま
した。アウディユーザーの会員の
皆様、ぜひお越し下さい。

田中　和彦� 昨日、私ども南海放送開局65年（ラ
ジオ65年、テレビ60年）を迎えま
した。今後ともお付き合いをお願
いします。

二神　良昌� 田中社長、南海放送65周年おめで
とうございます。

林　　章二� 趣味でやっているアマチュア無線
局が開局50周年を迎えました。

河内　広志� 今日10/2はガンジーの誕生日であ
り、国際非暴力デーです。国際ロー
タリークラブも深く関わっていま
す。

加藤　修司� 長〜〜く待たされましたが、カー
プ優勝させていただきました。

宮崎　誠司� 広島カープ、₃連覇おめでとうご
ざいます。

柳谷　葉一� もう一週間前になりましたが、無

事セ・リーグ₃連覇達成いたしま
した。

羽牟　正一�（会員誕生祝）
米山　徹太�（会員誕生祝）先日のゴルフ、台

風で中止になりました。残念でし
た。

児玉　義史�（結婚記念祝）10月₉日に結婚42
周年を迎えます。

早　退� 左納（創業記念祝）、清田、三浦（申
し訳ありません。）、西村（玉置様
Audi新社屋、完成おめでとうござ
います）、塩崎（会員誕生祝）→あ
りがとうございます。遅刻早退ご
めんなさい。、関（啓）

卓　話　「えひめとあさひ」
小野里俊哉　会員

　アサヒビールには北は北海道、南は九州まで
全国に₈つのビール工場があります。そしてそ
のうちのひとつアサヒビール四国工場は愛媛県
西条市に立地しておりますことから、本県では
多くの皆様にビールづくりを直接ご覧いただき
工場出来立てのビールをお楽しみいただくこと
が出来る環境にあり、お蔭様で愛媛県は全国有
数のアサヒビールファンが多いエリアとなって
おります。
　また、愛媛県は別の意味でもアサヒビールに
とって特別なエリアです。アサヒビールはその
前身の大阪麦酒、大日本麦酒の時代を含めて16
名の社長が率いておりますが、そのうちの₂名
が愛媛県内子町出身であり、しかも親子です。
まず、父の高橋龍太郎は吹田工場の工場長を務
めた醸造技術者であるとともに、アサヒビール
の前身、大日本麦酒の社長でもあります。高橋
が面白いのは、ビール会社の経営者であると
同時に1954年〜1956年の₃年間、プロ野球パシ
フィックリーグに存在した私設プロ野球チーム
『高橋ユニオンズ』のオーナーでもあることで
す。

　第3415回例会　2018年10月２日（火）
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出席会員　75（66）名中47名　出席率68.12%
前回訂正出席率83.56%

欠席会員　28名　土居、堂野、二神、羽牟、石
橋、泉川、市川、伊藤、勝見、窪、児玉、森、
守谷、名本、西原、大塚、大橋、左納、髙
石、高橋、筒井、吉村（浦岡、深見、亀井、
佐藤、関（宏）、田代）

ニコニコ箱
河内　広志� 今日10/₉は語呂合わせでトラッ

クの日です。トラック輸送を営ん
でいる桑原ガバナーの今年度の方
針は「共に考え、共に行動しよう」
です。

田中　和彦� 阪神タイガースの最下位決定。来
春まで精神的にもヒマになりまし
た。

舘　　誠一� 阪神、来年頑張ります !!
飯尾　寛治�（会員誕生祝）
五十嵐　修�（会員誕生祝）プレゼントありが

とうございました。
玉置　　泰�（結婚記念祝）
（なんとなくニコニコ）　河野、米山
早　退� 倉田、三好（鮒田会員、本日卓話

宜しくお願いします。柳谷会員、
お子様と「お祭り」お疲れ様でし

た。）、村井、関（啓）

卓　話　「現在過去未来の道後」
鮒田　好久　会員

　江戸時代の後期、1817年、温泉番付がはじめ
て発行されました。道後は、有馬、城崎に次ぐ、
小結、第三位を獲得し、その当時も大変、人気
があったようです。
　ふなやは、ちょうど温泉のすぐ側で営業して
いました。井上馨やその宿泊した年に暗殺され
た伊藤博文、渋沢栄一なども泊まりました。子
規が、中学生の頃、民権運動の政治家を訪ねた
のも鮒屋です。政治家を志し、上京後、文学に
転向しました。夏目漱石が泊まり、西洋料理を
奨励するため何度か来たのもここです。
　1890（明治23）年先祖の鮒田市蔵は、初代町
会議員となり、温泉経営に携わりました。道後
湯之町の町会議員、富田喜平と鮒田市蔵は伊佐
庭如矢に初代町長就任を要請しました。当時、
三津港に関西方面から汽船が乗り入れ、道後温
泉への入浴客が急増し、老朽化した温泉の建物
の改築を計画しました。道後温泉は浴槽から洗
い場まで御影石づくりになっています。市蔵は、
大島の余所国へ大島石を探しに行きました。如
矢が湯釜を庵治石に決定しました。その後、鮒

例会記録

　第3416回例会　2018年10月９日（火）

　通常、日本のプロ球団は“ヤクルト”スワロー
ズや“阪神”タイガースといった企業が出資す
る企業球団であるところ、この“高橋”ユニオ
ンズは私設球団ですから個人名です。ユニオン
ズにはプロ野球選手、解説者として有名な佐々
木信也さんや巨人で活躍した300勝投手のスタル
ヒンも在籍していたそうですが成績は芳しくな
く、初年度は₈チーム中₆位。₂、₃年目は最
下位。その後、ユニオンズは他チームと合併と
なりましたが、内子町からプロ野球に飛び込ん

でいった胆気には恐れ入ります。
　高橋龍太郎の長男、吉隆もアサヒビールが苦
難の時代に社長を務め、これを建て直した功労
者であり、130年近いアサヒビールの長い歴史の
中でも親子で社長を務めたのはこの高橋親子だ
けです。現在、高橋龍太郎の生家は長男吉隆の
遺族によって内子町に寄贈され、『ヴィラ高橋邸』
として一般公開され、宿泊することも出来ます。
内子観光に行かれる際は是非覗いてみて下さい。
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例会記録

田市蔵は、帰った後、すぐ病死しました。1892
（明治25）年₂月₂日養生湯の落成入り初め式が
行われました。如矢はその式辞の中で建設途上
たおれた鮒田市蔵の功績にふれ、その死を悼ん
で落涙しました。本館にも同じように採用され、
漱石の『坊っちゃん』にも、その立派な御影石
の記述が残っております。
　大正の末期に区画整理のため、現在の場所に
移りました。ここは、江戸時代、大高阪天山、

南海という松山藩の儒学者で南画も描く藩士が
川のなか優雅に暮らし、その後、明治になって
地元の有志によって紅葉の名所でもあり整備さ
れた後、ふなやとなりました。昭和天皇が昭和
25年、戦後すぐふなやの洋館に御宿泊になられ、
植物がお好きで詳しい陛下は、この庭園も散策
されました。記録によりますと、祖父がご案内
したようです。

出席会員　75（66）名中43名　出席率62.32%
前回訂正出席率75.34%

欠席会員　32名　浅田、土居、堂野、福田、二
神、五十嵐、市川、伊藤、菊野、河内、河
野、村井、守谷、名本、西原、太田、大塚、
大橋、大森、桜田、関（啓）、髙石、高橋、舘、
鶴田、吉村（浦岡、深見、亀井、佐藤、関
（宏）、田代）

ゲ ス ト　₁名　西村　　壮
　　　　　　　　（西村会員ご子息）
ビジター　₁名　小野寺広樹（松山西RC）
ニコニコ箱
西村　真也� 本日卓話です。宜しくお願いしま

す。
羽牟　正一� 西村会員、本日楽しみにしていま

す。
三好　哲生� 西村様、本日の卓話、ありがとう

ございます。
佐々木　淳� 西村さん卓話楽しみにしていま

す。
菅井　久勝� 西村先生卓話楽しみにしておりま

す。
米山　徹太� 松山西ロータリー小野寺さん、よ

うこそ。
濵本　道夫� 西日本豪雨の件につき、大変あり

がとうございました。

浜田　修一� 先日、奈良興福寺の中金堂が再建
されました。私も瓦₂枚寄進させ
ていただき感無量です。

田中　和彦� ハロウィーンよりも、阪神の矢野
新監督がうれしい今日このごろ…

勝見　安美� 第41回の運動会が終わりました。
立松　良之�（ご夫人誕生祝）10/15
石橋　和典�（結婚記念祝）西村先生、壮くん、

卓話を楽しみにしています。
筒井　政行�（結婚記念祝）
（なんとなくニコニコ）　森
早　退� 鮒田

卓　話　「子供のために」
西村　真也　会員

　ドヴォルザークのヴァイオリンとピアノのた
めのソナチネという曲を弾きます。1893年アメ
リカで作曲され、自筆譜の冒頭に「こどもたち
のために」meinen�Kindernと書かれています。
　私は、音楽を広義の文学と考えています。つ
まり「私はあなたにこれが言いたい。」人が他
者に言いたいことを伝える。その手段が文字、
絵であったり音であったりするわけです。それ
を共有する努力を毎日しているのです。
　よく人から「親子で演奏できるなんて良いで
すね。素敵ですね。」とか言われますが、我々

　第3417回例会　2018年10月16日（火）
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例会記録

がどんな泥沼の中で鍛錬してきたか、皆さんご
存知ない。綺麗事ではないのです。遊び半分で
はできない、ここまで来るのに私と子供がどれ
ほど苦しみ、嘆き、失望し、怒り、怒鳴りそし
て少しだけ喜んだことか。
　29年前に二人の息子と父子家庭という状況に
なったとき、私はゴルフをやめ、平日は夜出な
いことを決め、自分なりの目標として、長男に
ピアノ、次男にヴァイオリンを学ばせました。
ピアノは私自身が教えることができましたが、
ヴァイオリンは弾けないのでレッスンに通いま
した。しかし、「音を作ること」これには苦労
しました。「音程、音量、そして音質」、それは
一生涯続く永遠のテーマです。この長く時間の
かかる絶え間ない訓練の為に、かつて世の熱心
なお母さんたちは定規を持って横に立っていた

ものでした。
　長男は何とか受験校に滑り込むことができま
したが、次男はもうヴァイオリン一本でいかね
ばと思い、1993年から一年に一挺ずつヴァイオ
リンを作り始め、20年間で20挺のヴァイオリン、
ヴィオラそして₇本の弓を作りました。今日の
演奏で使います₂番目のヴァイオリンで中学高
校の時、四国のコンクールは連戦連勝でした。
出来上がった1994年当時はまだ次男は大人用の
楽器を持つ体格でなかったため、その時が来る
のを首を長くして待っていたものです。
　アルピニストにとって登りたい山があるよう
に弾きたい難曲があります。今次男は、私より
常に上にいて、私の腕をとって引き上げてくれ
ます。

出席会員　75（66）名中49名　出席率69.01%
前回訂正出席率78.08%

欠席会員　26名　浅田、堂野、林、泉川、市川、
勝見、窪、森、守谷、名本、西原、大塚、
大橋、桜田、高橋、舘、筒井、鶴田、柳谷、
結城、吉村（浦岡、佐藤、関（宏）、田代、
玉置）

ビジター　₆名　小倉　薫雄
　　　　　　　　　　（東京白金RC会長）

清水　貴暁
　　（東京白金RC次期幹事）
海老根真由美（東京白金RC）
矢野　公俊（西条RC）
横井　康真（　〃　）
塩出　景輔（　〃　）

ニコニコ箱
小
（東京白金RC）

倉　薫雄・清
（東京白金RC）

水　貴暁・海
（東京白金RC）

老根真由美
� この度の豪雨災害につきまして、

心よりお見舞い申し上げます。

矢
（西条RC）

野　公俊� 本日初めてメークアップに新入会
員と来ました。よろしくお願いい
たします。

横
（西条RC）

井　康真� 西条ロータリークラブからメーク
アップで初めて参加させて頂きま
した。久米窪田にも店舗がありま
すので、今後共どうぞよろしくお
願いいたします。

塩
（西条RC）

出　景輔� 西条ロータリークラブよりやって
来ました。よろしくお願いします。

浜田　修一� 東京白金ロータリークラブの皆さ
ん、西条ロータリークラブの皆さ
ん、よくおいで下さいました。ご
ゆっくりお過ごしください。

米山　徹太� 東京白金ロータリークラブ、西条
ロータリークラブの皆様、ようこ
そ !!

二神　良昌� 本日卓話をさせて頂きます。手伝
いの者の食事代も含めて。

　第3418回例会　2018年10月23日（火）
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石橋　和典� 二神さん、本日の卓話を楽しみに
しています。

菊野　先一� 二神さん卓話楽しみにしています。
三好　哲生� 二神会員、卓話ありがとうござい

ます。
村井　重美� 卓話、二神さん頑張ってください。
菅井　久勝� 二神さん、卓話を楽しみにしてお

ります。
深見　邦芳� 大森先生、浦岡先生、お世話にな

りました。
田中　和彦� 来年1月22日の職場訪問は「くすり

屋さん」に決まりました。よろし
くご参加下さい。

河内　広志� 伊藤会員おめでとうございます。
今日は電信電話記念日で、来年の
今日、150周年に成りますね。

加藤　修司� おかげ様で今年はカープ日本シ
リーズに出場できました !!

早　退� 三原（（結婚記念祝）（創業記念祝）
父と母の誕生月。今月28日に弊社創
立100周年を迎えます。地域、お客様、
取引先、金融機関様、先輩社員に感
謝します。）、土居、清田、倉田、河野（申
し訳ありません）、佐々木（二神さん頑
張って下さい）、左納、塩崎、関（啓）

卓　話　「新しい食品加工技術について」
二神　良昌　会員

　私も松山ロータリークラブに入会させていた
だき10年が過ぎようとしています。
　その間卓話をさせていただいた機会が４回あ
りましたが、仕事と神主の両立の話や三輪田米
山と神社のかかわりやホテルのソムリエに色々
な食事に合うワインの話をさせたりしましたの
で私の仕事を国際ホテルの役員をしている神主
さんと誤解している方が多いです。そこで今回
は本来私が給料をいただいている四国医療サー
ビス㈱シンセイフード事業部の行っている新し
い食品加工技術をお知らせさせていただきます。
　１つはチルド（冷蔵）で₃か月賞味期限の食
品でこれは病院給食やホテル関係の朝食バイキ

ングとして全国に出荷させていただいています。
　₂つめは電磁波冷凍食品で、食品の細胞内の
水分を電磁波によって細かくし、さらに振動に
よって整列させることによって解凍後のドリッ
プを防ぐという食品です。これはANA・JAL・
ディズニーアンバサダーホテル等にアレルギー
対応弁当として送っていますし、全国の料亭や
生協に冷凍おせちとして8,000個送っています。
　₃つめは食べておいしいレトルト食品です。
通常レトルト食品の製造は135度30分で高温高圧
釜に入れて調理と同時に消毒することで缶詰と
同じように常温で保管できるようにします。弊
社ではその温度をたとえば120度50分に設定して
食品のダメージを防ぎながら消毒するという方
法を取っており、道の駅やデパートに置くOEM
食品や高級スーパーのPB食品を作っています。
　平成13年４月からお弁当のサラヤと合併して
本格稼働した工場ですが時代の変遷とともに弁
当事業の撤退、コンビニのおでんを皮切りに始
めた食品加工、人手不足の時代が必ず来ると信
じて15年前に始めた病院給食の院外調理等失敗
や成功を繰り返しながら、₅年前より年₅回東
京ビッグサイトの食品展示会に出るようになっ
て四国では既製品の使用は嫌だとあまり受け入
れて貰えなかった病院給食・施設給食の省力化
システムが関東で受け入れていただき昨年四国
の食品企業で初めて食品産業技術功労賞を頂戴
しました。
　日本の食品加工技術は世界一ですのでこうい
う食品は他社からもどんどん出てくると思いま
す。皆様もご家庭で上手に使って奥様方の負担
を減らしてあげて下さい。

例会記録
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例会記録

出席会員　75（66）名中43名　出席率60.29％
前回訂正出席率73.61％

欠席会員　32名　浅田、土居、二神、原田、石
橋、市川、加藤、菊野、窪、倉田、河野、甕、
森、名本、西原、野村、太田、大塚、大橋、
小野里、塩崎、清水、髙石、田中、吉村（浦
岡、深見、飯尾、亀井、佐藤、関（宏）、田代）

ゲ ス ト　₅名　山下　　愛（松山RAC会長）
原　　優也（　�〃 �　会計）
渡邉　興祐（松山RAC）
兵頭諒太朗（松山大学RAC会長）
秋山　浩輝（松山大学RAC）

ニコニコ箱
浜田　修一� 先日の地区大会、登録および出席

ありがとうございました。
米山　徹太� 先日の地区大会に参加頂いた皆

様、ありがとうございました。
児玉　義史� 地区大会に御出席の皆様、お疲れ

様でした。
五十嵐　修� 本日、卓話という貴重なお時間を

頂きありがとうございました。
三好　哲生� 五十嵐会員、卓話お願い致します。
林　　章二� サイクリングしまなみ完走できま

した。
玉置　　泰� 先日のアウディに続きレクサス松

山インターも明後日新装オープン
します。是非一度お越し下さい。

河内　広志� 今日は初恋の日です。ロータリア
ンの初恋の話を聞くことにより、
更に友情を深めることができま
す。

福田　正史� たくさんの若いゲストに囲まれて
とまどいながら… !!

鶴田　直丈�（結婚記念祝）明日結婚18年にな
ります。

（なんとなくニコニコ）　勝見
早　退� 西村、佐々木（玉置さん、レクサス

ショールームリニューアルおめでとう
ございます）

卓　話　「ANAグループの取組について」
五十嵐　修　会員

　2019年春、ANAはエアバスA380という₂階
建ての飛行機をハワイに就航させます。
　ウミガメがモチーフとなった機体の愛称は
「FLYING�HONU（フライング�ホヌ）＝空飛
ぶウミガメ」です。
　座席数は520席、₂階部分にファーストクラ
ス、ビジネスクラス、プレミアムエコノミーク
ラスを配置して１階部分はすべてエコノミーク
ラスとなります。
　2019年₅月に１機目、₆月に₂機目、2020年
に₃機目が導入される予定で、現在（₁日740席）
の約₂倍、１日1,500席をご用意する事になり
ますので溜まったマイルを活用した特典航空券
でもご利用頂き易くなると思います。₂月17日
からは羽田空港より音楽、芸術の街「ウィーン
線」を新規開設いたします。中、東欧地区への
乗り継ぎも便利になりますのでヨーロッパへの
ご旅行には是非、ANAをご利用ください。地元、
愛媛県での取組としては、昨年度に達成した「松
山空港利用者300万人の継続突破」への貢献で
す。ANAグループの松山空港利用旅客数シェ
アは60%であり重責を担っていると認識をして
おります。愛媛県の皆様に少しでも多くご利用
頂く為に地元旅行会社様との連携、企業の皆様
のご出張サポートは勿論「いよてつ髙島屋」で
開催される北海道物産展での松山⇔札幌線の告
知活動、逆に愛媛県へお越し頂くための活動と
して東京、大阪、札幌等での観光、物産展に参
加し愛媛県をアピールする活動も実施しており
ます。また「サイクリングしまなみ2018」「石
鎚山ヒルクライ
ム」「四万十・
南予横断₂リ
バービューラ
イド」「ツール
ド玉川」「松野
四万十バイク

　第3419回例会　2018年10月30日（火）
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理事会報告

平成30年10月度理事会決議事項

10月₂日㈫
①RAC助言委員会より　2018〜19年度ロー

ターアクトクラブへの助成金のお願い　　　
承認。
②【報告事項】国際交流基金会計について　　
承認。

誕生祝　�以下₈名　羽牟（₂日）、上甲（₇日）、高
橋（10日）、飯尾（16日）、五十嵐（16日）、
米山（18日）、左納（19日）、塩崎（31日）

結婚祝　�以下13名　浦岡（₃日）、河野（₃日）、玉
置（₇日）、児玉（₉日）、髙石（10日）、舘（16
日）、筒井（18日）、高岡（23日）、三原（24
日）、勝見（25日）、石橋（26日）、鶴田（30
日）、田代

10月のお祝い

₁．ガバナー月信
₁．会報₉月号
₁．近隣RC例会予定表

配　付　物

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
₂日 75（66） 47 28 69.12% 14 84.72% 0
₉日 75（66） 47 28 68.12% 14 83.56% 0
16日 75（66） 43 32 62.32% 12 75.34% 1
23日 75（66） 49 26 69.01% 8 78.08% 6
30日 75（66） 43 32 60.29% 12 73.61% 0
平均 75（66） 45.8 29.2 65.77% 12 79.06% 1.4

例会日 区分

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/

クラブニュース

レース」等サイクリングイベントに協賛するこ
とでの愛媛県のサイクルツーリズムにも力を入
れております。今年は₇月の豪雨災害もあり毎
年、ANAグループ有志メンバー約100名で参加
する「宇和島�牛鬼まつり」が開催直前で中止
となり、代わりに有志メンバーで宇和島へボラ

ンティア活動に参画して参りました。また、伊
予鉄グループ、JTB、愛媛県と連携し南予地区
へ臨時の観光バスを運行するなど復興支援活動
も実施しております。今後もANAグループは
愛媛県の早期復興、更なる発展に貢献できるよ
う微力ですが活動して参ります。

例会記録

創業祝　�以下₉名　河内（₁日）、田中（₁日）、左
納（₁日）、浅田（₆日）、三好（₈日）、
堂野（10日）、深見（15日）、三原（28日）、
清水（28日）
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