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巻頭メッセージ

例会予定
11月 3 日㈫…祝日のため、休会

11月10日㈫…「義農作兵衛のこと」
土居　英雄会員

11月17日㈫…「道後温泉のまちづくり」
河内　広志会員

11月24日㈫…「放送局とイベント」
大美　慶昌会員

　公共イメージ委員会
担当理事　上　甲　　　泰

　公共イメージ委員会ができて 4か月が経過しました。主な責務は、クラブのプロジェクトや活動について地域社
会の人びとに伝えることで、クラブの公共イメージを形づくること、とあります。細かく書きますと、
広報活動
　・クラブまたは会員が支援している取り組み
　・ロータリープログラムの参加者や学友、またはその体験にスポットを当てた活動
メディア対応
　・クラブの活動とかかわる分野やトピックを担当している地元記者と関係を築きます。
　・協力団体と共同でメディアへの働きかけを行います。
マーケティング
　・ 卓話をしてくれた人、クラブが支援した奨学生や交換留学生、寄付者との連絡を保ち、活動やイベントに参加
してもらうための情報を伝えます。

　・入会見込者向けのパンフレットを作成します。
ソーシャルメディア
　・クラブ活動を生き生きと表すようなコンテンツを投稿します。
　・ 国際ロータリーのソーシャルメディアページ、または信頼できる協力団体のコンテンツを共有して、ソーシャ
ルメディアページに活気を与えます。

イベント／行事
　・地域社会での認識を高めるために、特色のある毎年恒例のイベントを開催することをクラブに促します。
　・ロータリーを通じたネットワーク（人脈）づくりやその他の活動を企画し、広報します。
ウェブサイトの利用
　・ 会員が一丸となって取り組み、楽しみ、地域社会に好ましい変化をもたらしている活動を捉えた写真や動画を
使用します。

　・ 寄付方法、ボランティア方法、入会方法など、行動を明確に呼びかけることによって市民からの参加やサポー
トを促します。

クラブ公共イメージの好ましい情報発信により会員増に結び付ける事例も多くあるようです。クラブのイメージを
地元にさらに定着させて、みんなで活動、プログラムに取り組み、情報を広めてまいりましょう。ロータリーの使
命と中核的価値観を、友人、取引先、仕事上の知り合いなどに広めてもらいます。入会候補者がクラブでの活動を
体験できるよう、行事や奉仕活動に候補者を招くよう、会員に呼びかけましょう。
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例会記録

出席会員　70（65）名中44名　出席率65.67％
　　前回訂正出席率70.59％
欠席会員　26名　土居、二神、鮒田、浜田、

伊東（秀）、勝見、菊野、小山、松田、宮﨑、
三好、名本、西原、大塚、大橋、大美、尾
谷、志鷹、清水、菅井、髙石、高岡、浦岡
（深見、亀井、児玉）

ニコニコ箱

伊藤　茂喜　卓話させて頂きます。つたない話
で申し訳ございません。

倉田　　剛　伊藤さんの卓話楽しみです。勉強
させて下さい。

村井　重美　卓話伊藤さん頑張ってください。
佐々木　淳　伊藤さん卓話楽しみです。米山さ

んゴルフ復帰おめでとう。数か月
ぶりで100切りはすごいですね。

武田　一宏　 東京海上日動火災  伊藤さん卓話
楽しみにしています。頑張ってく
ださい。

木下　英雄　先週金曜日に胆石手術から無事退
院しました。手術後は大変でした。
お騒がせしました。

高橋　伸定　例会3500回お祝い、秋祭り、誕生
日。

太田　茂樹　前回例会を欠席させて頂きました。
米山　徹太　６ヶ月ぶりにゴルフを再開しました。
河内　広志　今日は「国際協力の日」です。ロー

タリーは地域社会や世界を変える
ために国際機関との長期的なパー
トナーシップを探しています。

井関　正志　徽章を忘れました。
上甲　　泰　（会員誕生祝）明日７日、52にな

ります。佳い一年にしたいと思い
ます。

三原　英人　 （結婚記念祝）（創業記念祝）10月
28日で102周年になります。

玉置　　泰　（結婚記念祝）
（なんとなくニコニコ）倉田（満）、小野川
早　退　　清田

卓　話　「災害に備える～東日本大震災から10年～」

� 伊藤　茂喜　会員

　来年の３月11日は、東日本大震災から1０年と
なります。1０年前の当時、私は故郷である仙台
におりました。本日は、私が震災で感じたこと、
地震から大切な未来を守る地震保険のお話をさ
せて頂きます。
　まず感じたのは、自衛隊の凄さです。震災で
は、１万５千人以上の方が亡くなりました。自
衛隊の皆さんは、発災当日から、全国から被災
地に入り、述べ1，０００万人以上の隊員を派遣し、
人名救助・捜索、道路啓開等にあたられました。
救助した人命は、約２万人、収容したご遺体は
約１万体に上ります。厳しい環境下での自衛隊
の皆様の献身的な働きに、心底感銘を受けまし
た。
　震災を受けて、様々な気づきを得ました。特
に家族、社員の安否確認は重要です。これが終
わらないと次に進めません。業務遂行において
は、自社ビルの大切さ、ガソリン以外の車両の
確保、衛星電話の確保、ＢＣＰの重要性を痛感し
ました。
　損保協会では、「地震1０秒診断」というサイ
トを設けており、ＧＰＳを使い、現在地の地震発
生確率、インフラ復旧期間などを表示します。

第3500回例会　2020年10月６日（火）
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ちなみに、当地で今後3０年以内に震度６強以上
の地震が発生する確率は1５％です。決して低い
数字ではありません。是非、サイトをご覧にな
り、備えを構築して下さい。
　地震保険は、民間と政府が共同で運営する仕
組みです。生活再建を目的とする保険であり、
スピーディーな損害認定が特徴で、先の震災で
は、発生からほぼ２か月でほぼ保険金を支払い
終えました（義援金が被災者に届くのに約１年
かかりました）。一方で、先の震災では、人海

戦術で保険金を支払いましたが、コロナ禍など
をふまえるとデジタルの活用が不可欠です。
　愛媛県における地震保険の火災保険への付
帯率は、72.4％であり、世帯ごとの加入率は
27.3％に留まっています。
　地震から大切な未来をお守りする術があるこ
とをより多くの方にお伝えし、「いざ」という
時に素早く保険金をお届けするという、我々
の責任をしっかりと果たしていきたいと思いま
す。

例会記録

出席会員　70（65）名中52名　出席率77.61％
　　前回訂正出席率80.88％
欠席会員　18名　浜田、原田、五十嵐、勝見、

菊野、清田、窪、松田、三好、名本、西原、
大橋、清水、髙石、浦岡（深見、亀井、児玉）

ニコニコ箱

鶴田　直丈　本日卓話させて頂きます。よろし
くお願い致します。

二神　良昌　鶴田さん、卓話よろしくお願いし
ます。

村井　重美　卓話鶴田さん頑張って。
佐々木　淳　鶴田さん卓話楽しみにしています。
吉村　紀行　鶴田さん、卓話よろしくお願いし

ます。講演がんばって下さい。
中住　義晴　10月10日、松山クラブのゴルフ定

例会出席しました。９名の参加あ
りがとうございました。スコアは
100でしたが無事ラウンド出来た

ことに大感謝！
伊藤　茂喜　ゴルフ会、楽しく参加させて頂き

ました。米山さん、皆様ありがと
うございました。

米山　徹太　先日のゴルフ会、天気に恵まれ楽
しかったですね。

河内　正志　今日は「麻酔の日」です。国際ロー
タリー 2750地区の東京山の手西
グループはジャパンハートの医療
活動の核である外科手術で大切な
麻酔器を東南アジアに送っていま
す。私はドクターＸが好きです。

志鷹　寛明　（会員誕生祝）
鮒田　好久　 （ご夫人誕生祝）鶴田さん、卓話

たのしみにしております。
（なんとなくニコニコ）守谷
早　退　　前田、中河、梅津

第3501回例会　2020年10月13日（火）
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第3502回例会　2020年10月20日（火）

出席会員　72（67）名中45名　出席率65.22％
　　前回訂正出席率68.57％
欠席会員　27名　鮒田、浜田、原田、五十嵐、

泉川、伊東（秀）、勝見、窪、小山、松田、
中河、名本、西原、大塚、大橋、大西、志
鷹、清水、髙石、高岡、鶴田、浦岡、結城、
吉村（深見、亀井、児玉）

ビジター　２名　立部　祐道（宗像RＣ）
　　　　　　　　佐山　義幸（京都南RＣ）

ニコニコ箱

佐山　義幸　京都南RＣの佐山です。本日はよ
ろしくお願いいたします。

津野　和美　本日より入会させて頂きます。宜
しくお願い致します。

松本　祐治　新入会
二神　良昌　松本さん、津野さん入会おめでと

うございます。小野川さん卓話よ
ろしくお願いします。

木下　裕介　松本社長、入会おめでとうござい
ます。

（京都南RＣ）

卓　話　「「PLAZA」について」

� 鶴田　直丈　会員

　弊社は、下駄屋として明治3５年に創業以来、
靴屋を軸にやってまいりました。近年では「1００
円ＳHOＰダイソー」のフランチャイズとしてダ
イソーの展開に力を入れてきました。会社とし
て第３の柱をということで３年前から取り組ん
でいるのが「ＰLAZA」というショップです。
本日は「ＰLAZA」についてお話しさせていた
だけたらと思います。
　「ＰLAZA」は1９６６年、銀座のソニービルに
て「ＳONY ＰLAZA」通称「ソニプラ」として
産声をあげ、輸入雑貨のお店として広く認知さ
れ、特に女性から圧倒的支持を得てきました。
ＳONYの経営危機により1９９６年に売却され、現
在はTＢＳ、Jフロントが株主となっております。
そして店名からＳONYが外され「ＰLAZA」と
して運営されるようになりました。都会を中

心に駅ビル、空港にて直営ショップで展開し
てきましたが、３、４年前よりフランチャイ
ズを推進して地方やショッピングセンターへ
の出店を図っています。その折から、弊社も
「ＰLAZA」のフランチャイズ展開に参画させて
いただき、現在４店舗を運営しています。今後
も拡大していく予定です。「ＰLAZA」全体では
全国で131店舗まで店舗数が広がってきました。
「ＰLAZA」を運営してみて凄いなと感じること
は「お店のブランド力」です。人手不足が叫ば
れていたこの数年間も「ＰLAZA」で従業員の
募集をかけますと数十名の応募があります。ま
たショッピングセンターとの出店交渉でも一等
地で安い賃料で出店することができます。ただ
運営するだけではなく、どのように「ストアブ
ランド」を磨いてきたのか、築きあげてきたの
か、体感しながら学び、今後の経営に生かして
いきたいと考えています。

例会記録
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例会記録

菅井　久勝　松本さんようこそ。
小野川雅士　本日卓話させていただきます。よ

ろしくお願いします。
村井　重美　卓話小野川さん宜しく。
米山　徹太　倉田剛会員、先日はお世話になり

ました。
河内　広志　今日10/20は「新聞広告の日」です。

愛媛新聞を見ますと平日のためか
広告が少ないように感じました。

三好　哲生　長期欠席をしておりました。
石橋　和典　（結婚記念祝）
早　退　　前田、宮﨑、尾谷

卓　話　「携帯電話の歴史と今後の展望」

� 小野川　雅士　会員

　2020年は５Ｇサービスが開始され記念すべき
年となった。今回は携帯電話の歴史を振り返り、
今後の展望についてお話しする。
　携帯電話普及前にもっとも使われていたコ
ミュニケーションツールはポケットベル。1968
年にサービスが開始され、弊社では最大1,061
万人のお客様にお使いいただいていた。若者が
ポケベルでメッセージを送りあう「ベル友」が
生まれた。
　日本で初めて一般の方が携帯電話を体験した
のが1970年大阪万博。1日3,000人、延べ60万人
が日本初の携帯電話を体験された。
　1979年には自動車電話がサービスを開始し、
1985年にはショルダーフォン、1987年には片手

で持てる携帯電話が販売された。当時は保証金
と月額費用が高く、一般の方はあまり利用され
ていなかったが、1993年に発売されたデジタル
ムーバの登場で大幅なコスト削減と端末の小型
化が実現し、一気に携帯電話が普及した。
　1999年にはインターネットにつながる携帯電
話「iモード」のサービスが開始された。iモー
ドは今日に続くモバイルインターネットの扉を
開き、爆発的にヒットした。
　2001年には３Ｇサービス、2010年には４Ｇサー
ビスが開始され、高い通話品質と高速データ通
信を実現した。
　そして2020年待望の５Ｇサービスが開始。５
Ｇは高速大容量、低遅延、多数端末接続の特徴
をもち、人口減少、高齢化社会、地域格差等あ
らゆる社会課題解決への活用が期待されてい
る。四国では遠隔医療や農業の遠隔指導等の複
数の実証実験が行われ、５Ｇの有効性を証明し
ている。
　今後携帯電話はどのように発展するのであろ
うか。世界では既に６Ｇの検討が進められてい
る。100Ｇbpsを超える超高速・大容量、空・海・
宇宙をエリア化する超カバレッジ拡張、超低省
電力・低コスト化、超低遅延等を実現し、新た
な価値を提供することが期待されている。
　四国は課題先進地域と言われている。５Ｇや
６Ｇの活用により、社会課題を解決し、課題解
決先進地域となれるよう取り組んでいきたい。
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例会記録

－夜間例会（お月見例会）－

於︰ふなや

出席会員　72（67）名中35名　出席率52.24％
　　前回訂正出席率65.22％
欠席会員　37名　会田、浅田、浜田、原田、
五十嵐、石橋、伊東（秀）、勝見、木下（裕）、
倉田（満）、小山、前田、松田、宮﨑、守谷、
名本、西原、西村、大塚、大橋、大美、大
森、大西、尾谷、左納、塩梅、清水、髙石、
鶴田、浦岡、結城、吉村（深見、亀井、児
玉、中住、玉置）

ニコニコ箱

二神　良昌　河内委員長、鮒田さん今日はあり
がとうございます。

鮒田　好久　本日は桜の会に引き続いてご利用
ありがとうございます。

村井　重美　今日は宜しくお願いします。

第3503回例会　2020年10月27日（火）

米山　徹太　ふなやさん、お世話になります。
津野　和美　まだ２回目なのでキンチョーして

ます。
松本　祐治　先週入会の松本です。よろしくご

指導下さいませ。
河内　広志　 本日は「テディベアズDAY」熊

のぬいぐるみの日です。大切な人
に、あなたの事を考えている私
が、ここに居ますよ…という気持
ちをテディベアを介して伝える日
です。由来はロータリアンでも
あったルーズベルト大統領（愛称
テディ）が熊狩りで瀕死の熊に出
くわした時、殺すのではなく助け
た事が美談と成り、それから来て
います。

（なんとなくニコニコ）佐々木
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10月13日㈫

① 周年記念準備会計︰三井住友信託銀行の定期
が満期になります。　承認。

理事会報告

誕生祝　 以下10名　小野川（１日）、上甲（７日）、高
橋（10日）、小山（11日）、尾谷（14日）、五十
嵐（16日）、米山（18日）、左納（19日）、伊藤
（茂）（24日）、志鷹（30日）

結婚祝　 以下10名　浦岡（３日）、玉置（７日）、児
玉（９日）、髙石（10日）、梅津（21日）、高
岡（23日）、三原（24日）、勝見（25日）、石橋
（26日）、鶴田（30日）

創業祝　 以下９名　河内（１日）、左納（１日）、大西
　　　　（１日）、浅田（６日）、三好（８日）、小山
　　　　（10日）、深見（15日）、三原（28日）、清水
　　　　（28日）

１．ガバナー月信
１．会報９月号
１．近隣RＣ例会予定表

10月のお祝い 配 付 物

新入会員紹介

勤　務　先︰㈱ジャスト・ワン
　　　　　　執行役員
　　　　　　歩行町1－4－6
　　　　　　ジャスト・ワンビル3F
　　　　　　TEL 998－3001
生 年 月 日︰昭和32年３月28日
入会年月日︰令和２年10月20日
趣　　　味︰ 琴、読書

氏名︰津野　和美

勤　務　先︰ ㈱ほうきょう
　　　　　　代表取締役社長
　　　　　　姫原2丁目3－22
　　　　　　TEL 924－1650
生 年 月 日︰昭和38年９月11日
入会年月日︰令和２年10月20日
趣　　　味︰ ゴルフ、IＣT、旅

行

氏名︰松本　祐治

令和２年10月度理事会決議事項

クラブニュース
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クラブニュース

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/

ゴルフ会より　第379回松山ロータリークラブゴルフコンペのご報告

　令和２年1０月1０日㈯道後ゴルフ倶楽部にて開催さ
れました。参加者は中住会員、関会員、村井会員、
二神会員、秋山会員、前田会員、会田会員、伊藤（茂）
会員、米山の９名でした。秋山会員・前田会員は初
参加です。有難うございます。
　優勝は会田会員でした。おめでとうございます！

　当日は台風14号の影響が心配されましたが、好天
に恵まれ楽しくプレー出来ました。
　又、新入会員さんの参加も多くなり懇親を深める
ことが出来ました。これからも多くの皆様の参加を
お待ちしております。
  （記　米山　徹太）

順位 参加者氏名 OUT IN GROSS HDCP NET

優　勝 会田　雅之 48 45 93 22.8 70.2

準優勝 米山　徹太 52 48 100 28.8 71.2

３　位 村井　重美 48 49 97 24 73

区分例会日 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（65） 44 26 65.67％ 4 70.59％ 0

13日 70（65） 52 18 77.61％ 3 80.88％ 0

20日 72（67） 45 27 65.22％ 3 68.57％ 2
（夜間例会）

27日 72（67） 35 37 52.24％ 10 65.22％ 0

平均 71（66） 44 27 65.19％ 5 71.32％ 0.5

10月中の出席報告

（※先月号も第379回と記載しましたが第377回が不成立でしたので今月号も第379号と記載します）


