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　　 国際奉仕委員会

巻頭メッセージ

12月４日㈫…年次総会：次年度役員選出

12月11日㈫…「40年ぶりの相続法大改正」
吉村　紀行会員

12月18日㈫…クリスマス忘年家族例会
於：伊予鉄髙島屋

12月25日㈫…定款適用により、休会

例会予定

担当理事　高　橋　伸　定

　国際奉仕委員会の担当理事をさせて頂いております高橋です。浜田会長より₄つの
委員会の担当理事の任を仰せつかり大変緊張しております。
　今年も国際奉仕委員会の一つ、国際青少年交換委員会活動の短期交換留学プログラ
ムを無事終了する事が出来ました。浜田会長、米山幹事にはニュージャージー派遣学
生を松山空港までお見送り、お迎えをして頂きありがとうございました。
　今回のニュージャージー派遣リーダーは当クラブ上甲泰会員が引き受けてくださ
り、₃週間仕事をお休み頂き、大変なご苦労をお掛けしてしまいました。感謝に堪え
ません。渡米の最中、ご尊父様を亡くされるという事態にもその事実を伏せリーダー
の責務を遂行されたことに誠に頭が下がります。
　帰国報告会においては、リーダーと派遣学生との親密度を垣間見る事が出来、微笑
ましく拝見させて頂きました。派遣学生達は間違いなく一回り大きくなっていると感
じました。
　今回も短期交換留学プログラム実行にあたり鮒田好久国際青少年交換委員長、菅井
久勝会員（通訳＆留学生体調不良緊急対応）大変お世話になりました。
　今年度、国際奉仕委員会は、13名の委員会メンバーの方々と共に松山クラブの皆様
と一緒に楽しく活動して参りたいと思います。どうか多大なるご理解、御協力の程宜
しくお願い申し上げます。



例会記録

出席会員　75（66）名中44名　出席率63.77%
前回訂正出席率80.56%

欠席会員　31名　浅田、土居、堂野、羽牟、石橋、
市川、勝見、菊野、清田、窪、宮崎、村井、森、
名本、西原、大塚、佐々木、左納、関（啓）、
高岡、高梨、舘、田中、鶴田、吉村（飯尾、
亀井、佐藤、関（宏）、田代、浦岡）

ゲ ス ト　₂名　小島　伸治
　　　　　　　　（ボーイスカウト松山第16団

　　　　　　 団委員長）
　　　　　　　　鳥越　丈範
　　　　　　　　（新田高等学校₃年生）
ニコニコ箱
小

（ボーイスカウト松山第16団団委員長）

島　伸治 今日は、発表のチャンスをいただ
きありがとうございました。

米山　徹太 鳥越さん本日は宜しくお願いしま
す。

三好　哲生 鳥越さん、卓話にきていただいて、
ありがとうございます。後、別件
ですが、本日の火曜会、皆様お待
ちしております。

原田　満範 バッジ忘れました。三原さん100
周年記念パーティーお招きいただ
きありがとうございました。100
年企業のヒントが見つかったよう
に思います。

結城　　旬 弊社テレビコマーシャルがアジア
で評価されました。加藤さんあり
がとうございました。

河野　次郎 結城さんCMの国際賞への入賞お
めでとうございます。

河内　広志 今日は環境被害防止の日です。RI
をしっかり応援しています。又、
お見合いの日でもあり、前回のオ
リエンテーションではロータリア
ンの皆様とクラブ研修委員会でお
見合いをさせて頂き、ありがとう
ございました。

加藤　修司 ニコニコというより泣泣ですが…

日本シリーズ、カープ残念でした。
高橋　伸定 バッジ忘れました。
五十嵐　修 前回はバッジ（ワッペン）を付け

たまま帰り、本日、持ってくるの
を忘れました。今日はワッペン無
し！で申し訳ございません。

清水　一郎 （会員誕生祝）
岩間　正之 （ご夫人誕生祝）ありがとうござ

いました。
甕　　哲也 （結婚記念祝）ANAクラウンプラ

ザホテル松山のリブランドオープ
ンおめでとうございます。

林　　章二 （創業記念祝）11/15です。
野村　靖記 （創業記念祝）11月１日のリブラ

ンドオープンレセプションに多く
の方にご出席頂きありがとうござ
いました。

大橋　裕一 （創業記念祝）11月10日が創立記
念日です。

小野里俊哉 （創業記念祝）ANAクラウンプラ
ザホテル松山のリブランドオープ
ン、おめでとうございます！

（なんとなくニコニコ）　守谷
早　退 三浦、柳谷

卓　話　「僕とボーイスカウト」
日本ボーイスカウト愛媛県連盟松山第16団

ベンチャースカウト隊
鳥越　丈範

　平素より、スカウト活動へのご理解、ご協力
を賜り、有難うございます。皆様方のお蔭で充
実した活動を行い、私自身もスカウト活動にお
ける最高章である、富士スカウト章を取得する
ことができました。又、この度はあのような素
晴らしい発表の場を下さり、有難うございました。
　ボーイスカウト運動は戦前のイギリスより発
祥し、今や世界中で活動をする青少年団体です。
日本では小学生から大学生までの青少年が学年
ごとに「隊」を編成し、それぞれ異なった目

　第3420回例会　2018年11月６日（火）
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出席会員　75（66）名中44名　出席率62.86%
前回訂正出席率80.82%

欠席会員　31名　土居、堂野、二神、原田、
五十嵐、市川、加藤、木下、河野、宮崎、
村井、森、名本、西原、大塚、大橋、小野
里、桜田、佐々木、菅井、関（啓）、舘、筒
井、結城、吉村（飯尾、亀井、佐藤、関（宏）、
田代、浦岡）

ニコニコ箱
浜田　修一 先日の楽しい火曜会、ありがとう

ございました。
三好　哲生 先週の火曜会、大変盛り上がりま

した。ありがとうごさいます。ま
た本日、代打：三好（卓話）宜し
くお願いします。

米山　徹太 三好さん、急な卓話対応ありがと
うございます。

福田　正史 三好さんの卓話楽しみです！
羽牟　正一 三好会員卓話楽しみにしていま

す。
石橋　和典 三好会員、卓話を楽しみにしてい

ます。
児玉　義史 今日は、何か表彰状をいただける

そうなので…。
田中　和彦 かつて松山ロータリーでお世話に

なった弊社、元社長の河田正道が
先週、皇居にて「旭日小授章」を
受章いたしました。皆様のおかげ
です。ありがとうございました。

柳谷　葉一 ソフトバンク株の新規上場につい
て、ご関心のある方は是非どう
ぞ！ NTTを上回る、史上最大の
上場案件です。（野球の話ではあ
りません）

河内　広志 今日は特段ロータリーのネタが無
い日です。強いて言えば今日は何
の日「いいさ」の日。

上甲　　泰 Movemberの活動の為、ヒゲを伸
ばしています。お許し下さい。

塩崎千枝子 ちょっとうれしいことありまし
た。

鮒田　好久 （結婚記念祝）11月13日
（なんとなくニコニコ）　伊藤
早　退　　左納

例会記録

　第3421回例会　2018年11月13日（火）

的や目標に向けて活動をしています。年少隊で
は自然や地域の中で遊びながら興味を持ち、疑
問解決をするなどしながら成長をしていきます。
年を重ねるうちに進級項目や専門分野に関する
活動が多く取り入れられ、活動の質も上がって
きます。
　私がスカウト活動に長年取り組んできた中で、
重要だと感じた点をいくつか紹介します。先輩
や指導者から指導して頂き、それを後輩へ指導
していくこと。班行動を行うことによりリーダー
シップ。共同生活や交流活動を経験して身につ
ける積極性や対応力、協調性。これら全てが応

用力へと成長し、更には適応力となり、「社会を
生き抜く力」となると考えています。これは、
スカウト活動の大きな目標の一つである「社会
のリーダーの育成」にも繫がります。
　私は今後、指導者を目指し、一人でも多くの
子供たちに、学校教育では学ぶことのできない
生き抜く力を身に着けて欲しいと考えています。
目標や志はありますが、まだまだ力不足ですの
で、今後とも精進をし、スカウト活動に全力で
取り組んでまいりたいと存じます。
　今後ともスカウト活動へのご支援、ご協力を
よろしくお願いいたします。
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例会記録

出席会員　75（66）名中43名　出席率63.24%
前回訂正出席率74.65%

欠席会員　32名　堂野、二神、林、原田、市川、
勝見、清田、窪、河野、森、守谷、名本、
西原、太田、大塚、大橋、桜田、左納、清水、
菅井、髙石、高岡、高梨、筒井、鶴田（飯尾、
亀井、佐藤、関（宏）、田代、玉置、浦岡）

ニコニコ箱
宮崎　誠司 卓話を聞いて頂きます。よろしく

お願いいたします。
関　　啓三 11月18日の松山西クラブと合同で

のロータリーゴルフ会では、ハン
ディキャップと同伴者に恵まれて
優勝させていただきました。米山
さんには開催のお世話ご苦労様で
した。ありがとうございます。

米山　徹太 先日の松山西ロータリークラブと
の合同ゴルフ会、皆様ありがとう
ございました。宮崎さん、本日の
卓話宜しくお願いします。

村井　重美 宮崎さん、ゴルフも卓話も頑張っ
てください。

羽牟　正一 宮崎会員、卓話楽しみにしていま
す。

岩橋　　進 宮崎さん、本日の卓話よろしくお
願いします。皆さん、明日から本
年度最後の夢、発表します。年末
ジャンボ、宜しくお願いします。

菊野　先一 宮崎さん卓話楽しみにしておりま
す。

三浦　　明 宮崎さん卓話楽しみにしていま
す!!

三好　哲生 宮崎会員、卓話宜しくお願い致し
ます。

塩崎千枝子 学園祭が楽しくおわりました。
田中　和彦 先日、塩崎さんが学長をしてい

らっしゃる東雲大学の学園祭に30
年振りくらいに参りました。若い
エネルギーに満ちていました。来

場者で自分が最年長だったみたい
でした。

河内　広志 本日は「世界こどもの日」です。
日本では5/5を充てています。ロー
タリークラブ、ライオンズクラブ
に並ぶ世界三大奉仕団体のひとつ
のキワニスクラブは世界の子ども
に奉仕する事をモットーに活動中
です。

土居　英雄 （会員誕生祝）ありがとうござい
ました。

濵本　道夫 （ご夫人誕生祝）
（なんとなくニコニコ）　倉田

卓　話　「再生可能エネルギーの現状と課題」
宮崎　誠司　会員

　エネルギー産業において、最近の注目を集め
ているテーマとして、太陽光発電や風力発電な
ど、いわゆる再生可能エネルギーの現状と課題
について、お話ししたい。
　まず、政府の「エネルギー基本計画」におけ
る再生可能エネルギーの位置付けをご紹介す
る。再生可能エネルギーは「2050年に向けて主
力電源化を目指す」とされているが、一方で次
のような課題があげられている。一つには、固
定価格買取制度（FIT制度）による国民負担の
増大の問題であり、そのほか、天候・季節によ
る発電量の変動や電力系統の接続限界などが列
挙されている。
　日本の再エネコストは、諸外国に比べて、か
なり割高なものとなっている。この要因は、多
段階の流通構造や平地の少ない地理条件と推察
されるが、将来的に現状の半分程度の水準に抑
えることが期待されている。再エネの高コスト
を背景として、FIT制度による国民負担は年々
増加しており、2018年には電気料金の10％を上
回る水準にまで上昇している。
　一方、特に太陽光発電について、出力変動を
どう吸収するかが、課題として浮かび上がって

　第3422回例会　2018年11月20日（火）
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例会記録

いる。太陽光発電の変動は、主に火力発電の出
力調整により吸収することになるが、火力発電
には最低維持出力の限界もあり、太陽光がどん
どんシェアを拡大すると調整力が不足する懸念
がある。現に、九州においては、今秋、初めて
出力抑制を実施することになった。こうした調
整のために蓄電池の活用が期待されているが、

まだまだ、コスト高など解決すべき課題は多い。
　このほかにも、再生可能エネルギーの導入に
伴い、景観、生活環境、自然保護などの問題が
生じる例も散見されている。それぞれの課題に
ついて、一つずつ具体的解決策を検討していく
ことが求められている。

出席会員　75（66）名中50名　出席率73.53%
前回訂正出席率80.56%

欠席会員　25名　土居、堂野、原田、市川、伊
藤、清田、倉田、森、守谷、名本、西原、
大塚、大橋、佐々木、塩崎、高梨、筒井（深
見、飯尾、亀井、佐藤、関（宏）、田代、玉置、
浦岡）

ニコニコ箱
清水　一郎 本日の卓話、ピアノとトークでお

送りします。
石橋　和典 清水さん、本日の卓話楽しみにし

ております。
菊野　先一 清水社長、卓話楽しみにしていま

す。
河野　次郎 清水さん卓話よろしくお願いしま

す。
三浦　　明 清水さん卓話楽しみにしていま

す。
三好　哲生 清水会員、卓話ありがとうござい

ます。趣味系は、大歓迎です!!
甕　　哲也 清水さん、卓話大変楽しみにして

おります。
西村　真也 清水さん、卓話大変楽しみにして

います。
左納　和宜 清水さんピアノと卓話楽しみにし

ています。
吉村　紀行 清水さん、ご講演よろしくお願い

します。

米山　徹太 清水さん、本日の卓話楽しみにし
ております。

勝見　安美 園児と柿取りをしました。
河内　広志 今日は「ノーベル賞記念日」で

す。内子町出身の大江健三郎さん
と同郷で松山東高の先輩にあたり
ます。もう一人伊方町出身の中村
修二教授がいらっしゃいます。

鶴田　直丈 （会員誕生祝）娘が空手のアジア
大会で優勝できました。明日で45
歳になります。

田中　和彦 鶴田会員のお嬢さんゆうちゃん!!
ジャカルタで行われた空手道選手
権での見事な優勝おめでとうござ
います。

児玉　義史 三好さん、昨日はお世話になりま
した。

三原　英人 小野里さん、加藤さん先日は楽し
い昼のひと時をありがとうござい
ました。

早　退 濵本、羽牟、菅井、関（啓）

卓　話　「趣味は、作曲」
清水　一郎　会員

　ピアノ演奏と、トークによる卓話です。
　伊予鉄松山市駅の発車メロディは、自分で作
曲しました。「リズム」という曲です。

（発車メロディと「リズム」を演奏）

　第3423回例会　2018年11月27日（火）
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（伊予鉄グループのCM曲、₇曲ほど演奏。い〜
カードゴールド、石崎汽船、松山空港、伊予鉄
総合企画、伊予鉄不動産など）
　影響を受けた作曲家は、バッハ、ベートーベン、
ドビュッシー、坂本龍一など。（バッハの平均律、
ベートーベンの悲愴、坂本龍一の戦場のメリー
クリスマス、など弾きながら、どのように影響
を受けたか解説）
　クラシックも弾きますが、小学校から中学校
にかけて、YMO、特に坂本龍一に影響を受け、
シンセサイザーを買いました。その頃から作曲
を始めます。
　本日は、こうして楽譜無しで弾いています。
　楽譜を見ながら弾くことも勿論ありますが、
譜面無しで、耳で聞いた曲をそのまま弾くほう
が早いので。大体の曲は、一度聞くと、弾けます。
曲が浮かぶのは、朝起きた時や飛行機の中など。
突然、浮かぶので、忘れないよう譜面に書いて
おきます。最近、時間に余裕が無くなって、あ

まり作曲していないので、やはり、暇であるこ
とは大事だと思います。

（当日の演奏の模様は、以下のサイトで聞くこと
ができます。）
https://youtu.be/TIPUoZhzVNc

例会記録

理事会報告

平成30年11月度理事会決議事項

11月₆日㈫
①職場訪問例会の日程等について　承認。
②三井住友信託銀行・周年記念準備会計につい

て　承認。

③浦岡正義会員より、休会延長のお申し出　
　承認。
④当クラブ指名委員会の立ち上げについて　
　承認。
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クラブニュース

誕生祝　 以下₇名　村井（₂日）、吉村（₂日）、清
水（₇日）、佐藤（₈日）、河野（15日）、
土居（20日）、鶴田（28日）

結婚祝　 以下₄名　土居（₃日）、甕（23日）、岩間
（23日）、二神（25日）

11月のお祝い

₁．ガバナー月信
₁．会報10月号
₁．近隣RC例会予定表

配　付　物

以下33名　福田、鮒田、浜田、濵本、林、石橋、泉川、
伊藤、上甲、木下、清田、河内、児玉、三原、宮崎、
三好、村井、名本、西村、野村、大森、小野里、菅井、

関（啓）、高橋、立松、柳谷、米山、深見、亀井、中住、
関（宏）、田代

９・10月２ヶ月皆勤

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/

11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 75（66） 44 31 63.77% 14 80.56% 0

13日 75（66） 44 31 62.86% 15 80.82% 0

20日 75（66） 43 32 63.24% 10 74.65% 0

27日 75（66） 50 25 73.53% ₈ 80.56% 0

平均 75（66） 45.3 29.8 65.85% 11.75 79.15% 0

例会日 区分

ダブルペリア

敬称略

順　位 氏　　　名 OUT IN 計 HDCP Net
優　勝 関　　啓三 45 44 89 16.8 72.2
₂　位 宮崎　誠司 46 46 92 19.2 72.8
₃　位 三浦　　明 48 49 97 22.8 74.2

同NETは年長者

　平成30年11月18日㈰に奥道後ゴルフ倶楽部にて
開催されました。
　今回は松山西RCとの共同開催でした。松山西RC
からは₇名、松山RCからは中住会員、関（啓）会員、
村井会員、二神会員、宮崎会員、三浦会員、菅井会員、
筒井会員、米山の₉名で合計16名の賑やかなコン
ペとなりました。上位₄名までが松山RCでした！

また、中住会員は88で回り106回目のエージシュー
トでした。おめでとうございます！
　参加者の皆様が笑顔でプレーしロータリアンの
懇親が深まったと思います。時々は他クラブとの
共同開催もやっていこうと思います。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）

ゴルフ会より　第372回 松山ロータリークラブゴルフコンペのご報告

創業祝　 以下₃名　大橋（11日）、林（15日）、野村（18
日）
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