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国際奉仕委員会の基本方針は、
「国際間の理解と親善と平和を推進すること」
であり、
そしてそれはロータリー財団、米山奨学、国際青少年交換の三委員会で構成されてお
ります。
①ロータリー財団（五味委員長）
ポリオが世界からなくなるまで、その撲滅がロータリー財団の第一の目標とされ
ております。ポリオ撲滅キャンペーンとして、会員一人当たり年間50ドル（3,900円）
の皆様の善意にみちたご寄付がいただければ幸いです。
②米山奨学（山内委員長）
日本で学ぶ外国人留学生に奨学金を支給し、留学生が安心して勉学に励めて、この
平和日本の良き理解者になっていただき、将来日本と世界とを結ぶ「懸け橋」となる
人材を育成する制度です。奨学寄付金は現在、当クラブは年間一人当たり5,500円で
ありますが、当地区の目標額は6,000円ですので、それを達成するため山内委員長が
理事会に申請提案中でありますが、是非達成していただければ幸いです。
③国際青少年交換（三原委員長）
今年は東北大震災のため残念乍ら短期青少年交換プログラムは中止になりました。
三原委員長も大変残念がっておられます。
以上が当委員会の主たる活動と思っておりますが、皆様にお願いすることが多く、心
苦しいことではありますが、
“ご理解”と“ご協力”を切にお願い申し上げます。
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2011年11月１日（火）

出席会員 69（61）名中46名 出席率68.66％
前回訂正出席率76.12％
欠席会員 23名 浅井
（人）
、石橋、泉川、市川、
川瀬、河田、北村、河内、児玉
（聡）
、御木、
宮内、三好、長尾、永木、小川、清水、白
塚、関
（啓）
、高須賀、浦岡、山本
（克）
（藤
山、宮田）
ニコニコ箱
大塚 岩男 入会させていただきありがとうご
ざいます。ご指導よろしくお願い
申し上げます。
平原 立志 大塚さん、ようこそ。ご入会お待
ちしておりました。
玉置
泰 大塚さん、ようこそ!!
五味 久枝 本日卓話をさせて頂きます。宜し
くお願い致します。
眞鍋 次男 （会員誕生祝）
（結婚記念祝）
（創
業記念祝）10月30日雑誌委員長会
議に参加させていただきました。
濱本 道夫 眞鍋会員、雑誌委員会の出席あり
がとうございます。松山東RC50
周年記念式典出席ありがとうござ
いました。
森本 三義 女子駅伝部が今年もシード権を得
ました。応援ありがとうございま
した。
高岡 隆雄 愛媛信金 山本理事長どうもあり
がとうございました。
米山 徹太 菅井さん、頂いた胃薬効きました。
林 純之介 ドラフト菅野を敢然と指名し、し
かも引き当てた日本ハムお見事。
菅野も男の子なら叔父から離れて
野球すべし。
（アンチジャイアン
ツ林）
佐藤 昭美 （会員誕生祝）₈日が誕生日です。
西野 佳和 （創業記念祝）本日アサヒビール
122年創業記念日でニコニコ
（なんとなくニコニコ）菅井、吉田
早 退
佐々木（申し訳ありません）
、白石、
津田（早引きさせていただきます）
、

渡辺（基）
卓

「もっと知りたい！ロータリー財団」
五味 久枝会員
ロータリー財団については、知っているよう
で知らないことが多いのではないでしょうか。
ロータリー財団委員長を仰せつかった今年度、
卓話の時間にお話ししたいと少し勉強しました
のでご披露させて頂きます。
「ロータリー財団の父」と呼ばれる₆代目RI
会長のアーチ・クランフが「世界で良いことを
するための基金をつくろう」と提唱し、1917年
に始まりました。₆年後の2017年に100周年を
迎えます。
ロータリー財団は、すべて寄付によって成り
立っています。これまでに世界のロータリアン
から10億ドル以上の寄付が寄せられました。
寄付は₃種類あります。使途を指定しない「年
次プログラム基金への寄付」がベースで、ロー
タリアンの目標は年間一人100ドル以上。₃年
間運用した後、₃年後のプログラムに使用され
ます。次に「恒久基金寄付」。これは元金に手
をつけず運用益だけを活用する、財団の将来を
見据えた基金となります。そして、「使途指定
寄付」。ポリオ撲滅のための寄付などがこれに
当たります。
「年次プログラム基金への寄付」と「使途指
定寄付」の合計が1,000ドルに達すると「ポール・
ハリス・フェロー」という称号が授与されます。
財団はこれまで「人道的プログラム」「教育
的プログラム」「ポリオ・プラス・プログラム」
に取り組んできましたが、100周年を前にして
「未来の夢計画」と題して活動内容の見直しを
行いました。昨年より世界100地区で試行され
ており、2013年度からはすべての地区で新しい
プログラムがスタートします。
「未来の夢計画」でのプログラムは、「新地区
補助金」「グローバル補助金」「ポリオ・プラス・
プログラム」の₃つとなります。注目すべきは、
今後、地区やクラブの裁量権が大きくなるとい
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うことです。
「世界で良いことをしよう」のス
ローガンのもと、ロータリー財団の意義を共有
してまいりましょう。
継承される「ポリオ・プラス・プログラム」は、
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2011年11月８日（火）

出席会員 69（61）名中46名 出席率67.65％
前回訂正出席率77.94％
欠席会員 23名 淺井
（清）
、土居、五味、勝見、
加藤、北村、清田、河内、児玉
（義）
、御木、
三原、三好、永木、西野、佐々木、清水、
白石、高岡、高須賀、玉置、渡部
（浩）
、渡
辺
（基）
（宮田）
ビジター ₁名 則内 健司（京都モーニングRC）
ニコニコ箱
佐藤 昭美 秋の叙勲で瑞光双光章を受章する
ことになりました。民間の一開業
医としてこの様な勲章を頂くこと
は大変光栄に思います。
飯尾 寛治 佐藤先生の叙勲を心よりお祝い申
し上げます。
佐野 秀司 本日卓話をさせて頂きます。
藤山
薫 （会員誕生祝）
平原 立志 （創業記念祝）
米山 徹太 五味さん、先日はお世話になりま
した。
河田 正道 最近欠席が多く、反省しています。
白塚 重典 先週お休みしてすみませんでし
た。
（なんとなくニコニコ）林、大森、小川、関
（啓）
早 退
川瀬（すみません）
、西村、吉田
卓

話

現在一人50ドルの寄付を目標に「撲滅まであと
一歩」の活動中です。ロータリー財団月間の今
月、是非ともご協力ください。

「別子銅山と住友の歴史」
佐野 秀司会員
住友家は、住友直系の「家祖」と呼ばれる住
友政友と、
「事業の祖」と呼ばれる蘇我理右衛
門の“₂人の創業者”により、銅山事業を主業
として発展を遂げることとなりました。

江戸時代初期には、既に民間最大の銅山事業
者でしたが、その地位を確固たるものとし、後
の広範な事業発展の礎となったのが、1690年の
別子銅山の発見です。別子銅山は、徳川幕府領
内にあった為、当初は、幕府から開発を請け負
う形でしたが、18世紀始めには、永代経営権が
認められ、以後、住友家の事業として発展を遂
げることとなり、1973年に閉山するまで、約₃
世紀に亘る一大事業となりました。
幕末から明治維新に掛けて、住友家は、数々
の経営危機に見舞われました。徳川幕府崩壊に
伴う幕府・諸大名向けの未収・貸倒れの発生や、
明治政府による別子銅山接収の動き等ですが、
住友家の初代総理事となった広瀬宰平の努力に
より、リストラを進めて財政の健全化を図る一
方、明治政府に対して「民業維持が国益にも適
う」との申し入れを重ね、何とか経営権を維持
しました。
更に、物資運搬の遠距離化や地下水対応等、
銅山開発の宿命とも言える事態を、フランス人
技師ラロックの指導の下で機械化を進めること
で、乗り切りました。
一方、近代化の代償として精練所の煙害問題
が深刻化したことを受け、₂代目総理事の伊庭
貞剛は精練所の四阪島への移転を決断し、後を
継いだ₃代目総理事、鈴木馬左也の下、1906年
に全設備の移転を終えました。
鈴木は、伊庭の意志を継いで別子の造林も進
める一方、煙害対応として、今の住友化学を立
ち上げた他、住友電工、住友金属、住友共同電
力などを次々と設立しました。住友家の個人事
業を会社組織の近代経営に変え、今の住友グ
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ループ各社の礎を築いたと言えます。
これら先人の努力と当地の皆様に支えられ
て、私どもグループ各社も今日に至っておりま

第3090回例会

す。別子へ赴かれる機会がございましたら、往
時に想いを馳せて戴ければ幸いです。

2011年11月15日（火）

出席会員 69（61）名中46名 出席率68.66％
前回訂正出席率79.10％
欠席会員 23名 安保、二神、浜田、石橋、泉川、
市川、勝見、亀井、河田、河内、眞鍋、長
尾、永木、小川、佐野、清水、関
（啓）
、高
岡、高須賀、玉置、吉田（藤山、宮田）
ゲスト
₁名 関 啓一郎（四国総合通信局長）
ビジター ₁名 守谷 通（観音寺RC）
ニコニコ箱
濱本 道夫 四国総合通信局長 関啓一郎様、
本日は卓話ありがとうございま
す。
林 純之介 関局長、卓話よろしくお願いいた
します。
北村 一明 火曜会多数のご参加ありがとうご
ざいました。三好さんお世話にな
りました。
佐藤 昭美 11月13日の「健康を考える会」主
催の「第15回チャリティ講演会」
盛会裡に終えることが出来まし
た。後援していただきました松
山クラブに、又熱演していただき
ました児玉先生に感謝申し上げま
す。
児玉 義史 ₁）佐藤先生叙勲おめでとうござ
いました。
（遅れましてすみませ
ん）₂）佐藤先生、飯尾先生、浦
岡先生、一昨日はありがとうござ
いました。
浦岡 正義 佐藤先生、健康を考える会の司会
お疲れさまでした。
西村 真也 先日は息子の公演に多数の会員の
皆様にお越しいただき有難うござ

いました。お蔭様で良い演奏会で
した。
平原 立志 全日空ホテルの東玄関に今年も巨
大モミの木のクリスマスツリーを
設置しました。イルミネーション
の数当てクイズに参加してスイー
トルーム宿泊券、食事券をゲット
してください。
御木 徳久 ニコニコだけでもと思い、参りま
した。
三好 哲生 久し振りの出席です。まじめに出
席します。
（なんとなくニコニコ）宮内、米山
卓

話 「情報通信と日本経済」
ゲスト 四国総合通信局長 関 啓一郎氏
四 国 は 人 口 とGDPでTPP参 加 国 の ニ ュ ー
ジーランド同等の力がある。TPPでは農業が注
目されているが、工業、サービス（金融や電気
通信等）、政府調達、投資などでは、日本企業
が海外へ進出する良い機会となる。
1995年以降「失われた20年間」のGDP成長
率は₂％を下回り、名目GDPも増えていない。
一人あたりのGDPや産業競争力も下がり、世
界的地位は低下した。労働生産性もG₇の中最
下位、OECD加盟33か国中22位だ。一人あたり
賃金も97年をピークに減少。だが労働分配率は
低くない。つまり企業収益率が落ちている。総
資本利益率はかつて6〜8%だったが今では₂%
程度だ。賃金の固定費化を避けるために非正規
雇用が増加・中間所得者層が減少し、OECD加
盟国中₄番目に相対的貧困率が高い国（14.9%）
になった。65歳以上の人口比率が22.7%と主要
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国で最も高く、出生率は1.39と人口置換値を下
回っている。改革のために残された時間は少な
い。
狩猟生活から定住に変わった「農耕革命」
、
人間・牛馬の筋力を機械に換えた「産業革命」
に次いで、脳と神経を機械に換えた「情報通信
革命」の渦中に我々はいる。産業革命に遅れた
国と同様に、情報通信革命に乗り遅れると大き
な差がつく恐れがある。
90年代に生じた経済のグローバル化と情報通
信革命という環境変化に対応できない企業は競
争力を失った。情報通信革命は、変化を加速し、
知識・技能をソフトウェア化し、必要時に必要
なだけ必要な場所で生産や取引を行うことを可
能とした。硬直的な終身雇用や系列取引はこれ
らを減殺し、統合型多角化と合議制は迅速な意
思決定と行動の制約となっている。経営者の無
理解、縦割組織の弊害、経験と勘に頼る業務処
理などから、情報通信の利活用も出遅れた。情
報通信の発展は、社会主義を崩壊させ、世界中
に分散した企業拠点を瞬時に結び、経済のグ
ローバル化も進めた。日本企業の多くは中途半
端に大きい国内市場、高度成長期の成功体験に
よる驕り、不得手な水平分業などからグローバ
ル化にも遅れを取った。
これらの結果、国内製造業の競争力喪失、事
業整理・縮小による縮小均衡などで収益力が大

第3091回例会

幅に低下した。投資の減少、賃金低下と将来の
雇用不安による消費支出の伸び悩みにより、構
造的な需要不足を招いて財政支出での景気刺激
が困難となった。
情報通信はあらゆる分野に効率化をもたらす
「汎用技術」だ。情報通信自体が生み出す付加
価値も大きい。日本のブロードバンドインフラ
は速度・料金面で世界最先端だが、利活用面で
は欧米、韓国、シンガポールなどに遅れている。
政府の国家戦略プロジェクトでも利活用の遅れ
が国際競争力低下の一因と分析し、徹底した利
活用を進めようとしている。
新幹線等のパッケージ型インフラ輸出が日本
を救う。地デジでは南米を中心に日本方式を広
め、新興国の成長力取込みを図っている。
キャッチアップ型はもう通用しない。フロン
トランナーでは、イノベーションを生み出す新
知識創出を重視した高等教育、新しい企業の参
入と市場での競争の促進、ベンチャーキャピタ
ルと新分野への円滑な人材移動のための労働環
境整備などが重要だ。
産業構造としては、⑴従来型産業の国外展開、
⑵新興国の企業需要（産業用機械類・不可欠な
部材等）・消費者向け需要（特に富裕層）の取
込み、⑶ブランドやアフターサービスを中心と
するなど、「モノ」から価値・効用に軸足を置
く産業への転換などが必要である。

2011年11月22日（火）

出席会員 69（61）名中46名 出席率68.66％
前回訂正出席率76.12％
欠席会員 23名 五味、泉川、市川、河田、児
玉
（聡）
、御木、宮内、三好、森本、諸橋、
永木、大塚、佐々木、清水、白石、関
（啓）
、
高須賀、玉置、浦岡、渡辺
（基）
、山本
（泰）
（藤山、宮田）
ゲスト
₁名 浦川 宜也
（東京藝術大学名誉教授・東京城西RC）

ニコニコ箱
濱本 道夫
西村
二神

渡部
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浦川先生、本日は卓話ありがとう
ございます。
真也 浦川先生、ようこそ！ 卓話よろ
しくお願いいたします。
良昌 雨の中合同ゴルフコンペご苦労様
でした。スコア悪くてごめんなさ
い。
浩三 先日の愛媛第Ⅱ分区親睦ゴルフコ

例会記録告
米山

徹太

三原

英人

山内

建

上甲

泰

ンペ雨の中出席ご苦労様でした。
先日の愛媛第Ⅱ分区親睦ゴルフコ
ンペお疲れ様でした。団体戦₄位、
頑張りました。
先日、震災後初めて大船渡、陸前
高田を見学しました。改めて被害
の大きさを感じるとともに復興を
強く願いました。
先日の国際女子マラソンでマーラ
ヤマウチが残念ながら₃位でし
た。
来週、初卓話の日が近づいて、び

第3092回例会

びっております。みなさんお手柔
らかにお願いします。
平原 立志 「今治焼豚玉子飯」全日本Ｂ級グ
ルメグランプリ₅位入賞おめでと
う。
林 純之介 巨人の清武GM、せめてナベアツ
と刺し違えてくれ。
勝見 安美 お休みして申し訳ありません。
河内 広志 永らく欠席が続きました。申し訳
ありません。
（なんとなくニコニコ）大森、小川、菅井
早 退
淺井（清）（早退いたします）、清田

2011年11月29日（火）

出席会員 69（61）名中54名 出席率80.60％
前回訂正出席率83.58％
欠席会員 15名 浅井
（人）
、五味、市川、勝見、
河内、児玉
（聡）
、御木、三原、大塚、小川、
白石、高須賀、玉置（藤山、宮田）
ニコニコ箱
結城
旬 濱本会長、ガバナー補佐お疲れ様
です。
上甲
泰 よろしくお願いします。
濱本 道夫 上甲会員、卓話ご苦労様です。
石橋 和典 上甲さん卓話楽しみにしておりま
す。
米山 徹太 二神さん先日はお世話になりまし
た。上甲さん卓話楽しみにしてい
ます。
大森 克介 上甲さん卓話楽しみにしていま
す。

佐々木

私事ですが11/23第₂子(男)が誕
生しました。
中住 義晴 11/23田代みかん園のみかん狩り
と手打ちうどんの会、大変お世話
になりました。
平原 立志 河田さん、山内さん、三好さん、
結城さん昨日はお疲れ様でした。
加藤
崇 年末ジャンボ宝くじ12月22日まで
です。お早めにお買い求めくださ
い（みずほ銀行で）
早 退
川瀬、長尾（これから高知・南国市
まで日帰りします。早退で申し訳あ
りません。親睦委員の皆様すみませ
ん）、関（啓）、山本（克）（本日、松
山市市民後見委員会に出席のため、
早退させて頂きます）
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淳

理事会報告
平成23年11月度理事会決議事項

③

みずほ銀行 周年記念準備会計定期預金の
件 承認。（₆ヶ月継続とする）
④ 「ロータリー生活を楽しむために」冊子の
件（ホームページ上に掲載する。料金は今後
交渉する） 承認。
⑤ 米山奨学会普通寄付金増額の件→次回理事
会へ諮る。
⑥ ボーイスカウト松山振興会会費→30,000円
（新世代委員会費より拠出） 承認。

11月₁日㈫
① 10/₁㈯「瀬戸内・松山」構想シンポジウ
ム意見交換会参加費3,000円（濱本会長出席）
（各種会合出席費より拠出） 承認。
② 新入会員申し込み 伊予鉄道㈱常務取締役
管理本部長 白石 恒二氏（但し、来年₁月
からの入会希望） 承認。

クラブニュース
新入会員紹介
勤

氏名：大塚

岩男

務

先：㈱伊予銀行
専務取締役
南堀端町1番地
TEL 941－1141
生 年 月 日：昭和27年₄月₇日
入会年月日：平成23年11月₁日
趣
味：ゴルフ、読書、音楽

11月のお祝い

配 付 物

誕生祝

以下₆名 北村（₃日）、佐藤（₈日）、
吉田（13日）、眞鍋（16日）、土居（20日）、
藤山（28日）
結婚祝 以下₅名 土居（₃日）
、森本（₃日）
、
眞鍋（₄日）
、佐野（16日）
、二神（25日）
創業祝 以下₃名 眞鍋（15日）
、平原（18日）
、
津田（29日）

₁．ガバナー月信
₁．会報₉月号
₁．ライト＆ライフ
₁．近隣RC例会予定表

９・10月２ヶ月皆勤
以下33名 浅井（人）、五味、浜田、濱本、林、平原、
石橋、亀井、川瀬、北村、清田、児玉（義）、眞鍋、
三原、名本、西村、大森、佐々木、佐藤、白塚、菅

井、関
（啓）
、高橋、渡部
（浩）
、山本
（泰）
、結城、米
山、深見、飯尾、中住、関
（宏）
、田代、山内
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クラブニュース
松山ロータリー・ゴルフ会

11月例会

平成23年11月19日㈯
於：愛媛ゴルフ倶楽部（内子）
今月は愛媛第Ⅱ分区RC親睦合同ゴルフコンペに
エントリーすることで例会としました。お世話ク
ラブは松山北RCさんでした。当日は朝からあいに
くの雨でしたが、わがクラブからは米山、安保、
川瀬、二神、渡部（浩）の₅名がドタキャンもな
く元気に参加。個人戦とクラブ対抗戦が行われま
した。コンペ全体では34名の参加者数でした。成

績は個人戦では、₇位渡部(浩）
（74.6）
、14位米山
（76.8）
、24位 安 保（80.8）
、26位 川 瀬（81.2）
、30位
二神（83.2）でした（競技方式はダブルペリア。カッ
コ内の数字はネットスコア）
。団体戦（上位₄人の
ネットスコアの合計数で競う）では参加₆クラブ
中₅位でした（ちなみに優勝は11人参加の北クラ
ブさんでした）
。北クラブさんには地区大会に引き
続きゴルフの件では大変お世話になりました。感
謝、感謝です。
（写真はスタート前、雨をバックに
張り切る₅勇士）
（記・渡部浩三）

11月中の出席報告
例会日

区分

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

₁日

69
（61）

46

23

68.66％

5

76.12％

0

₈日

69
（61）

46

23

67.65％

7

77.94％

1

15日

69
（61）

46

23

68.66％

7

79.10％

1

22日

69
（61）

46

23

68.66％

5

76.12％

0

29日

69
（61）

54

15

80.60％

2

83.58％

0

平均

69
（61）

47.6

21.4

70.85％

5.2

78.57％

0.4

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/
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