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巻頭メッセージ

　　国際奉仕委員会
国際奉仕委員会　担当理事　上　甲　　　泰

　国際奉仕委員会の担当理事をさせていただいております上甲です。三原会長より
４つの委員会の担当理事の任を仰せつかり大変恐縮緊張しております。
　ロータリー財団委員会、国際青少年交換委員会、世界社会奉仕委員会、米山奨学
委員会と４つの委員会ですが、それぞれ順調に進んでいることと思います。
　私自身、クラブ入会以来、国際青少年交換委員会の一つ短期交換留学プログラム
は愛媛地区受入式など通訳のお手伝いをしながら他国の高校生の日本滞在のお手伝
いができることなど毎年の楽しみの一つになっています。また、昨年度は地区の短
期交換留学プログラムにリーダーとして参加させていただいたことはこのプログラ
ムをさらに身近に感じることができるようになりました。先に六、七月に四国で会っ
ている米国の留学生やこの数年間に交流した７４７５（旧７４７０）地区のロータ
リアンとニュージャージー州で再会して、日本での経験を嬉しそうに話すのを聴く
ことができ、このプログラムの重要性を再認識する機会となりました。皆が日本人
の日本文化のファンになっているように感じます。
　入会してからサマースクールなど青少年（少年少女）奉仕活動委員会の役をいた
だくことが続いていたので短期交換留学プログラムのお手伝いも高校生が相手です
からその一つと思っていました。恥ずかしいはなしではありますが、どうも違うと
いうことに２、３年経って気が付きました。青少年奉仕と国際奉仕で分かれている
んですね。来年にはクラブ細則が変更されて一つの委員会に組み込まれますので国
際奉仕委員会理事も最後の役となります。残り半年、来年への準備頑張りたいと思
います。それぞれの委員会の応援どうか引き続きよろしくお願いします。

例会予定
１2月 3 日㈫…

ゲスト…
「日米ロータリークラブ交流」
第5100地区オレゴンセーラム
サンライズRC  伊藤　克己氏

１2月１0日㈫…年次総会：次年度役員選出

１2月１7日㈫…クリスマス忘年家族例会
於：松山三越

１2月24日㈫…定款適用により、休会

１2月3１日㈫…大晦日のため、休会
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第3467回例会　2019年11月５日（火）

出席会員　70（65）名中46名　出席率67.65％
　　前回訂正出席率72.46％
欠席会員　24名　五十嵐、市川、加藤、清田、

児玉、松田、三好、西原、大塚、大橋、大美、
尾谷、左納、清水、関、髙石、高岡、高梨、
田中、鶴田、浦岡、吉村（亀井、田代）

ゲスト　５名　山本　逸平（松山RAC会長）
渡邉　興祐（松山RAC）
藤田理奈代（松山大学RAC幹事）
白石　祐哉（松山大学RAC）
守田　伊吹（松山大学RAC）

ニコニコ箱

木下　裕介　 本日初参加いたします。よろしく
お願いいたします。

二神　良昌　 木下さん入会おめでとうございま
す。

石橋　和典　 木下さん、ご入会おめでとうござ
います。三浦さん、卓話を楽しみ
にしています。

米山　徹太　 木下さんご入会おめでとうござい
ます。

三浦　　明　 本日の卓話よろしくお願いいたし
ます。

佐々木　淳　 三浦さん卓話楽しみにしておりま
す。名画も…

前田　克哉　 日本生命の倉田支社長、社会人野
球準優勝おめでとうございます！

柳谷　葉一　 BOXに入れさせて頂きましたが、
来週13日㈬愛媛県下33社、61名の
新入社員さんにコミセンに集まっ
ていただいて「新社会人会議」を
開催いたします。ロータリーの企

業さんからは伊予銀行さん、伊予
鉄グループさん、三浦工業さん、
セキさん、四国ガスさん、南海放
送さんの新入社員さんがご参加下
さいます。当日、見学自由にして
おりますので、ご覧ください！（地
域盛り上げ企画です）

宮﨑　修一　 某テレビ局On/Offに出演させて
頂きました。

河内　広志　 今日は語呂合わせから「イイご縁
の日」です→縁結びの日でもあり
ます。

　　　　　　 11月5日（115）の数字からNTT
西日本の「電報の日」でもありま
す。又、松山クラブから大塚さん、
清水さんが正副会頭に就任されま
した。おめでとうございます。

土居　英雄　 （会員誕生祝）11月20日誕生日で
す。欠席が続いてしまいました。

　　　　　　申し訳ありません。
河野　次郎　 （会員誕生祝）ありがとうござい

ます。
塩梅　和彦　 （結婚記念祝）30周年記念となり

ます。
林　　章二　 （創業記念祝）
早　退　　 鮒田、 勝見（42回運動会をしまし

た）、菊野、筒井
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卓話　�「NTTドコモの災害対策と脈絡もなく鉛

筆画のお話」

� 三浦　　明　会員

　昨今、地球温暖化の影響もあり「風雨災害」
も多発しております。東日本大震災以降、弊社
として災害対策に取り組んでまいりましたので
少しご紹介させていただきます。
　2019年９月に発生した台風の影響により、千
葉県においては広域停電が発生しましたが、弊
社としては全国から「移動無線基地局車」「電
源車」を全国各地から千葉エリアに派遣し、早
期復旧に取り組みました。
　また西日本豪雨においては、最大375局のサー
ビス中断（全国で約20万、愛媛県内約2千基地局）
が発生し、復旧まで約２週間を要しました。
　携帯電話がつながらない要因としては、①規
制（通話輻輳）、②設備故障（主に光ケーブル
の断線等）、③長時間停電（バッテリー枯渇）
があげられます。その中でも最も多い要因が「長
時間停電におけるバッテリー枯渇」が約85％を
占めます。携帯電話がつながるためには、「電
力（電力線）」「光ファイバーケーブル」は重要

なインフラとなっています。
　また弊社では「大ゾーン基地局」の配備も進
めており、半径７㎞を広くカバー出来るよう全
国展開しております。県内には松山市と新居浜
市に配置しており、南予は「中ゾーン基地局」
を配置し、カバーしております。
　お配りさせていただいたガイドブックをご覧
になり事前に災害対策をしていただければ幸い
です。
　次に鉛筆画の話ですが、10Ｂ～ 10Ｈの鉛筆
とノック式消しゴム、ねり消しゴムを準備しま
す。
　そしてスケッチブックには１㎝のグリッド線
を事前に引き、書きたい題材が見つかればそれ
を見て書き進めていきます。髪の毛などはノッ
ク式消しゴムで光沢をつけ、鼻筋などはねり消
しゴムで消して光沢を表現します。
　今回、新作を描き上げてきました。我が松山
RCの三原会長を鉛筆画にしてまいりましたの
で、会長にプレゼントしたいと思います。
　ご清聴ありがとうございました。

出席会員　70（65）名中40名　出席率59.70％
　　前回訂正出席率79.71％
欠席会員　30名　原田、五十嵐、泉川、市川、

伊東、菊野、倉田（剛）、倉田（満）、河内、
河野、三好、守谷、西原、太田、大塚、大
橋、大美、佐々木、左納、塩梅、志鷹、清
水、菅井、髙石、高梨、浦岡、柳谷（深見、
亀井、玉置）

ニコニコ箱

浜田　修一　・ 両陛下のパレードに、心打たれ
るものがありました。日本人の
誇り、日本に生まれて良かった
とつくづく感じました。

　　　　　　・ 吉村さん、職場訪問のお世話あ
りがとうございます。私は都合
により今日は早退します。申し
訳ありません。

第3468回例会　2019年11月12日（火）
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米山　徹太　 吉村さん、本日のご準備、調整あ
りがとうございました。

三原　英人　 11月10日横浜マラソンを完走して
きました。みなとみらい、ベイブ
リッジ、富士山、素晴らしい秋晴
れと景色でした。

田中　和彦　 昨日、愛媛大学の70周年式典に参

列いたしました。ロータリアンの
知り合いのご活躍がわかり、素晴
らしかったです。

木下　裕介　 本日２回目の出席です。よろしく
お願いいたします。

（なんとなくニコニコ）松田、村井、尾谷
早　退　　玉置

出席会員　70（65）名中35名　出席率53.03％
　　前回訂正出席率67.65％
欠席会員　35名　土居、堂野、鮒田、浜田、濵

本、原田、市川、伊東、勝見、清田、河内、
松田、宮﨑、三好、名本、西原、西村、大
塚、大橋、大美、佐々木、左納、清水、関、
髙石、田中、筒井、鶴田、浦岡、山添、吉
村（深見、亀井、田代、玉置）

ビジター　１名　清水　貴暁（東京白金ＲＣ）

ニコニコ箱

清水　貴暁　 本日の夜間例会楽しみにしており
ます。

（東京白金RC）

二神　良昌　 今日国際ホテルご利用ありがとう
ございます。

浅田　　徹　 高梨さん、ありがとうございます。
三浦　　明　 高梨さん、素敵な企画をありがと

うございます。昨日は「ひょんな
場所」で失礼しました。

倉田　　剛　 初めてワイン会に参加させて頂き
ます。楽しみです。高梨さんあり
がとうございます。

（なんとなくニコニコ）倉田（満）、米山

第3469回例会　2019年11月19日（火）
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出席会員　70（65）名中43名　出席率63.24％
　　前回訂正出席率73.53％
欠席会員　27名　土居、浜田、林、原田、市川、

伊東、菊野、窪、河野、三好、村井、守谷、
名本、西原、大塚、大橋、左納、清水、関、
髙石、田中、筒井、鶴田、浦岡、吉村（田
代、玉置）

ニコニコ箱

三原　英人　 土・日の地区大会に登録・出席頂
いた方々、ありがとうございまし
た。当クラブからは少人数ながら
中身の濃い２日間でした。

米山　徹太　・ 先日の地区大会にて、私の父が
ロータリー在籍50年（皆勤）で
表彰して頂きました。ありがと
うございました。

　　　　　　・ 11月22日に徳島にて開催され
たロータリー地区大会ゴルフ、
176人参加のコンペでしたが、
優勝させて頂きました。松山Ｒ
Ｃの方々をはじめ、多くの方々
から祝福のお言葉を頂き、大変
うれしかったです。

二神　良昌　 徳島の地区大会お疲れさまでし
た。米山さんゴルフコンペ優勝お
めでとうございます。

高橋　伸定　 先日の地区大会参加の皆様お疲れ
様でした。三原会長、二神副会長、
結城幹事、深夜まで短期交換プロ
グラムのご相談にのって頂きあり
がとうございました。

石橋　和典　 高梨さん、ありがとうございます。

鮒田　好久　 今年もはやくも後ひと月余りとな
りました。クリスマスと忘新年会
のご案内を入れました。よろしく
お願いいたします。

河内　広志　 今日は「いい風呂の日」です。忘
年会チラシをお配りさせて頂きま
したので是非道後へどうご

4 4 4

。又、
ワンチームの日でもあります。松
山クラブは心をひとつに。

五十嵐　修　 11/26は「いいふろの日」、河内社
長、道後の皆様、いつもありがと
うございます。

早　退　　 宮﨑、塩梅（今日、初孫が生まれま
した）、高梨、柳谷

卓話　�「相続と戸籍」

� 泉川　孝三　会員

　昨年より、全国の法務局にて、相続人不明土
地の相続人調査を行っています。
　松山地方法務局管轄においても、平成30年度
分として愛媛県内約1000筆について我々司法書
士が相続人調査をお手伝いしました。
　私の事務所は、35筆を調査いたしました。約
５ヶ月間戸籍調査、相続関係説明図作成をいた
しました。その中に、150通以上戸籍を集めた
土地が３筆、内１筆は200通を超えました。
　なぜ、そのような相続不明土地が増えるので
しょうか。
　先日、私が相続登記手続きを行った案件です
が、愛媛県山間部の土地70筆で、評価額が10万
円を超えているのは、宅地２筆、とても広い畑
１筆の３筆のみです。中には数百円の評価の土
地もあります。相続人は宅地と広い畑の場所

第3470回例会　2019年11月26日（火）
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理事会報告

11月５日㈫

①当クラブ細則について　承認。
②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。

令和元年11月度理事会決議事項 ③RAC助言委員会より　2019－20年度ローター
アクトクラブへの助成金のお願い　承認。

④当クラブ指名委員会の立ち上げについて
　承認。
⑤今年度年次総会は12月10日㈫に行う。
　承認。

新入会員紹介

勤　務　先︰ 三德電機㈱
　　　　　　代表取締役社長
　　　　　　余戸中１丁目1－23
　　　　　　TEL 971－1007
生 年 月 日︰昭和52年8月20日
入会年月日︰令和元年11月5日
趣　　　味︰ ゴルフ、テニス

氏名︰木下　裕介

は把握していましたが、ほとんどの土地につい
ては場所が解らないといわれていました。今回
は全筆相続登記を行いましたが、もし、相続人
が他府県に住まわれて、愛媛県山間部の土地に
ついて場所が解らない場合、相続登記を行うで
しょうか？現在の法律では不動産相続登記は強
制されていません。
　よって、相続登記をどうしようかと考えてる
間に、次の相続が発生し手続きが困難になりそ
のままになるのではないかと私は思っています。
　現在、相続人不明土地が九州の広さ程度ある
と言われています。相続人不明土地の解消が土
地有効利用の課題だと思います。
　さて、相続人調査で必用な戸籍にはどのよう
な種類があるのでしょうか。

明治５年式戸籍（壬申戸籍）
　戸主を主体として、身分、職業、宗旨寺社名
等が記載されています。
　現在は、公開に適しない記載があるため取得
は困難です。
明治19年式戸籍
　戸主を主体としています。身分、職業、宗旨
寺社名等が記載されていません。
　現在、取得することは可能です。
明治31年式戸籍
大正４年式戸籍
昭和22年（現行戸籍）
　戸主制度が廃止され、１つの夫婦とこれと氏
を同じくする子という夫婦親子関係で編成され
ています。

クラブニュース
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誕生祝　 以下７名　村井（２日）、吉村（２日）、松田
（２日）、清水（７日）、河野（15日）、土居
（20日）、鶴田（28日）

結婚祝　 以下３名　土居（３日）、塩梅（３日）、二神
（25日）

創業祝　 以下３名　大橋（11日）、林（15日）、宮﨑
（18日）

１．ガバナー月信
１．会報10月号
１．細則変更案
１．近隣RC例会予定表

11月のお祝い 配 付 物

９・10月２ヶ月皆勤

以下32名　二神、鮒田、浜田、濵本、林、石橋、
泉川、上甲、菊野、木下、清田、倉田（剛）、倉田

（満）、河内、児玉、前田、松田、三原、三好、西

村、太田、大森、菅井、関、高梨、高橋、柳谷、結
城、米山、深見、亀井、中住

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/

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

 5 日 70（65） 46 24 67.65％ 4 72.46％ 0
（職場訪問例会）

12日 70（65） 40 30 59.70％ 15 79.71％ 0
（夜間例会）

19日 70（65） 35 35 53.03％ 11 67.65％ 1

26日 70（65） 43 27 63.24％ 7 73.53％ 0

平均 70（65） 41 29 60.91％ 9.25 73.34％ 0.25

11月中の出席報告


