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　　 副会長として

巻頭メッセージ

３月₅日㈫…「�ダイヤグラム　　　　　
（列車ダイヤのお話）」

窪　　仁志会員
３月12日㈫…「海上自衛隊　基地訪問」

高橋　伸定会員
３月19日㈫…「♨」

泉川　孝三会員
３月26日㈫…「40歳を越えたあなたへ」

立松　良之会員

例会予定

副会長　三　原　英　人

　副会長に就任して₈か月が経ちました。昨年の間は、浜田会長の後ろ姿を拝見しつ
つ、会長のあり方をぼんやり考えていました。12月からは、次年度理事の就任依頼、
₁月から次年度委員長・副委員長の就任依頼、₂月には会長エレクトセミナー（PETS）
に参加して次年度RI会長の方針を聞き、次年度会長就任に向けた日が迫ってきてい
ることを感じています。
　さて、ロータリークラブの目的は、組織としても個人としても、社会貢献、人格形
成、会員の親睦だと思います。会員の皆さんは、その目的を果たしているでしょうか？
「物足りない、もう十分、丁度いい。」いろいろなご意見があると思います。そもそも
多種多様な職業の40代〜80代という幅広い年齢の会員の方々が、日々多忙〜余裕の中、
活動しています。全会員に一律に充実してもらうのは難しい事ですが、それぞれが持
つ目的と目標を達して頂くことは、可能だと思います。何か一つでもクラブに貢献す
る（社会貢献や親睦に繫がる）目標を持って、使える時間を活動に割いて頂き、年度
終了後、達成感のある様な姿をあと₄か月かけて思考したいと思います。
　そのためにも、例会を楽しむ、活動を楽しむことが前提です。良き変化にチャレン
ジする浜田会長の掲げる今年のテーマ「楽しんでロータリー」の実現にこれからも貢
献していきたいと思います。宜しくお願いします。



例会記録

出席会員　72（66）名中42名　出席率61.76%
前回訂正出席率66.67%

欠席会員　30名　浅田、鮒田、原田、市川、岩
橋、加藤、菊野、木下、河内、三浦、村井、
森、名本、西原、大塚、大橋、桜田、佐々木、
左納、髙石、高岡、高梨、舘、筒井、鶴田、
吉村（亀井、田代、玉置、浦岡）

ゲ ス ト　₄名　相原　大地
（松山大学RAC幹事）
漆谷　咲菜（松山大学RAC）
林　菜々子（　　�〃 �　　）
須賀　紫苑（　　�〃 �　　）

ビジター　₁名� 石村　　浩（川之江RC）
ニコニコ箱
三好　哲生� 林様、急な代打を受けて頂きまし

て、ありがとうございます。
上甲　　泰� 林さんの帽子のお話楽しみです。
窪　　仁志� 林さん楽しみにしています。
米山　徹太� 先日の日曜日、神戸にて全国ライ

ラ研究会が開催され参加して来ま
した。150人程集まり熱い内容で
した。本日お越しの松山大学の皆
さん、ライラ来て下さいね。

田中　和彦� 今度の日曜日に迫った「愛媛マラ
ソン」。ロータリアンの皆様のご協
賛ありがとうございました。出走
する方は、完走を祈っております。

勝見　安美� 園児と豆まきをしました。
児玉　義史� 連続欠席で済みませんでした。
林　　章二�（ご夫人誕生祝）本日卓話です。

よろしくお願いします。
甕　　哲也�（ご夫人誕生祝）
（なんとなくニコニコ）　河野、守谷
早　退� 塩崎（遅刻、早退ごめんなさい）、関、

柳谷

卓　話　「帽子の話　ほか、あれこれ」
林　　章二　会員

　以前より帽子の話でもというリクエストをい

ただいておりました。一般的な帽子の話ではな
く、私が使っている帽子のお話という事をおこ
とわりしておきます。また、それだけでは時間
が持ちませんので、趣味の話など、あれこれと
いたしました。
　40台後半頃、徒歩通勤していましたが、温暖
化のせいか余りに日差しが暑いので、夏用の帽
子をかぶり始めたのがきっかけです。秋になっ
て帽子を脱いだのですが、なんだか頭が寂しい
気になり、秋冬用の帽子を探しました。結果、
見つけたのがORVISのソフトフェルトです。
時々ボルサリーノと間違われますが、そんな高
級なものでは有りません。麻生財務大臣が被っ
ているのが本物のボルサリーノです。よく幾つ
も帽子を持っているように訊かれますが、ハッ
トは秋冬用に茶色のORVIS、夏用には白のパ
ナマの二つだけです。使い込んで痛んでくると
全く同じモノを買い替えます。ORVISは元々
フライフィッシング用品のメーカーで、基本ア
ウトドア用なので、どこでもこれを被って出か
けます。パナマ帽はエクアドルでトキヤ草から
作られ、トキージャハットとも呼ばれています。
パナマ運河開通時に米大統領が被って新聞紙上
を賑わした事でパナマ帽という名が定着したと
もいわれているらしいです。
　昨年、帽子を愛しおしゃれ心を追求する「ハッ
ト倶楽部」に誘われ、入会しました。偶数月に
楽しい例会が有りますので、興味のある方はど
うぞ。このように、ひとつのモノを長く大切に
使う性癖が有るようです。この腕時計は45年、
ボールペンは41年同じものを使っています。粘
着質でしつこい性格かもしれませんのでご注意
ください。
　趣味のアマチュア無線は50年を超えました。
自宅には真空管の古くてでかい無線機もごろご
ろしています。昨年、開局50周年だったのです
が、忙しくて記念行事が出来ていません。無線
運用のほとんどはCWというモールス符号によ
る電信です。頭と指を同時に使うことで、認知

　第3431回例会　2019年２月５日（火）
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出席会員　72（66）名中40名　出席率57.14%
前回訂正出席率70.00%

欠席会員　32名　浅田、土居、堂野、二神、羽
牟、林、原田、市川、岩橋、加藤、清田、窪、
倉田、児玉、宮崎、甕、森、守谷、名本、
西原、太田、大橋、左納、塩崎、髙石、筒井、
鶴田、柳谷、結城、吉村（田代、浦岡）

ニコニコ箱
桜田　武司� 本日は卓話を務めさせて頂きま

す。
上甲　　泰� 桜田さん卓話楽しみにしておりま

す。
三好　哲生� 桜田会員、本日卓話宜しくお願い

致します。
村井　重美� 桜田さん卓話宜しく。
米山　徹太� 先日の徳島でのDTTSに参加の皆

様お疲れ様でした。
高橋　伸定� 大森先生、深見さん、米山さん、

菅井さん２/10�DTTS大変お世話
になりました。

田中　和彦� 愛媛マラソンを走られたロータリ
アンの皆さんはいかがでしたか？
大会は大きなトラブルもなく無
事、終了しました。応援ありがと
うございました。

伊藤　謙一� 愛媛マラソンなんとか完走できま
した。前日のお酒を控えたことが
勝因と思っています。

河野　次郎� おかげ様で５時間53分完走できま
した。ありがとうございました。

河内　広志� 今日はダーウィンの誕生日です。
ロータリーを取り巻く経済・社会
環境は厳しいものがありますが、

ダーウィンの進化論から推し測る
とロータリークラブは将来期待さ
れますね！

（なんとなくニコニコ）　大塚
早　退　　泉川

卓　話　「東京2020の話題など」
桜田　武司　会員

　来たる東京オリンピック・パラリンピックの
開催に当たり、弊社もオフィシャルパートナー
として運営の一端を担います。チケット情報と
合わせ、その話題について話をさせて頂きます。
　弊社は、旅行業界ではスポーツ大会の取り扱
いに強みを発揮しているという評価を頂いてお
ります。東京にスポーツ事業部という専門部署
を持ち、様々な国際大会・国内大会のお世話を
させて頂いております。その実績から近年のオ
リンピック選手団の輸送も弊社が継続して担当
しています。今大会の弊社ミッションは二つで
す。一つは世界中から訪問される選手・関係者
のハンドリング。そして二つ目が国内向けの観
戦ツアーを造成し販売すること。それをやり切
るべく現在準備に追われているところです。
　入場券の情報についてです。皆様が大会観戦
する方法は二つ。一つはJOCの大会公式サイト
から申し込んで確保すること。申込み開始時期
は2019年春頃、その抽選時期は₆月中旬とされ
ています。また2019年秋に第二次販売時期（先
着順）が予定され、更に2020年の春には都内に
販売所も設置され、WEB以外の販売も予定さ
れています。もう一つの方法は指定旅行会社（₃
社）が造成する観戦商品に申し込むことです。
観戦ツアーは指定業者（₃社）に事前配布され

例会記録

　第3432回例会　2019年２月12日（火）

症予防にもなります。50周年記念事業は、リタ
イアして暇が出来たらDX�Peditionという無線

機を担いだ海外遠征でもしてみたいと考えてい
ます。
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例会記録

出席会員　72（66）名中43名　出席率61.43%
前回訂正出席率71.83%

欠席会員　29名　土居、堂野、羽牟、原田、
五十嵐、市川、伊藤、岩間、勝見、加藤、
菊野、河内、宮崎、三好、村井、西原、大
塚、大橋、左納、清水、関、舘、立松、田中、
柳谷、結城、吉村（亀井、浦岡）

ニコニコ箱
浜田　修一� 田代さん、名本さん、復活おめで

とうございます。
深見　邦芳� 田代さん出席して下さり有難うご

ざいます。退会しなくて済みます。
田代　信吾� ビッコになりましたが、又よろし

くお願い致します。
名本二六雄� 戻って参りました。
森　　隆士� 卓話、よろしくお願いします。
岩橋　　進� 森さん、卓話楽しみにしています。
米山　徹太� 森さん卓話楽しみにしております。
児玉　義史� インフルエンザも下火になりました。
玉置　　泰� 明後日21日に、うどん茶屋北斗樽

味店がオープンします。御近所の
方は是非お越しください。

髙石　義浩� 河内社長、大変お世話になりまし
た。ありがとうございました。

三原　英人� 17日㈰高知龍馬マラソンに出走
し、₅時間７分で無事ゴールでき
ました。沿道からの日本の夜明け
とゴールは近いぜよ！に励まされ
ました。

筒井　政行　（会員誕生祝）
（なんとなくニコニコ）　三浦

早　退� 倉田

卓　話　「木で世界が変わるかも」
森　　隆士　会員

　私は1990年に木材流通を担う会社に入社しま
したが、当時木材を使うことは「環境破壊」と
言われていました。それが今では木を使い、植
えることが地球温暖化防止において重要な営み
とされるようになりました。きっかけは2011年
のCOP17で日本が主張した「木を伐採し、建
築等に使用した場合は解体・廃棄するまでCO2
の排出にはならない」ということが認められた
からです。欧米ではここから建築に対する既成
概念が一変し、2015年に行われたミラノ万博で
は多くのパビリオンが木造・木質化した建物で
つくられました。2016年に発効したパリ協定に
より地球温暖化対策は加速し、「脱炭素」「SDGs」
への取り組みが世界規模に広がっています。こ
のなかで、建築物の木造・木質化は世界が認め
る、地球温暖化防止においてなくてはならない
活動とされるようになりました。
　日本は森林資源大国と言われ、国土における
森林率はフィンランドに次いで世界₂位であ
り、今、国をあげて木材をムダなく使って、植
えて、育てるカスケード利用を推進しています。
2010年には公共建築物等木材利用促進法が制定
され、例えば愛媛県武道館のように低層の公共
建築物は木造で、また可能な限り内装に木材を
使用することが求められるようになりました。
林業県である愛媛県でもCLT（クロス・ラミ
ネーティッド・ティンバー、直交集成板）を使っ

　第3433回例会　2019年２月19日（火）

る入場券を使用し造成され、その販売方法は、
弊社の場合メルマガ会員となって頂いた方を対
象に販売していく予定です。（因みに旅行会社
のチケットは単品販売が不可となっています）

　是非この機会に弊社メルマガ会員に登録頂
き、東京大会を見に行って下さい。みんなで東
京2020を盛り上げましょう！
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例会記録

出席会員　72（66）名中43名　出席率62.32%
前回訂正出席率80.00%

欠席会員　29名　土居、堂野、原田、泉川、市川、
伊藤、勝見、木下、清田、河野、三原、宮
崎、村井、甕、森、名本、西原、野村、大塚、
大橋、清水、髙石、高岡、舘、鶴田、柳谷
（亀井、玉置、浦岡）

ニコニコ箱
浜田　修一� 先日のI.M.ご出席ありがとうござ

いました。
西村　真也� 浅田様卓話楽しみにしております。
田中　和彦� 南堀端の梅がほころんできまし

た。いよいよ春ですね。来月になっ
たら桜。映画「ソローキンの見た
桜」もよろしくお願いします。

加藤　修司� 結城さん海外出張おつかれ様でし
た。浅田さん卓話楽しみにしてい
ます。

守谷みどり� チャリティディナーショー成功し
ました。

河内　広志� ₂.26事件が起こり、翌₇月には
「盧溝橋事件」があり、日中戦争
が開始します。日本のロータリー

運動は色々な誤解と批判にさらさ
れることになります。今日は₂.26
の日。

（なんとなくニコニコ）　佐々木、米山
早　退　　倉田（たびたび早退ですみません）、

三好（先週の森さん、今週の浅田さ
ん、卓話お世話になります。（まし
た）本日は早退の為失礼致します。）
太田、左納、関、筒井

卓　話　「ビジネス エグゼクティブ ファッション」
浅田　　徹　会員

　最近ビジネスシーンにおけるファッションの
重要性が増してきている。様々な場面で、ふさ
わしい服装が求められており、TPOを的確に判
断した装いをすることが重要視されてきている。
　自分の為のおしゃれというよりは、相手に与
える印象を考えたファッションをすることが必
要である。
　着こなしの上での大切な事は₃つ。₁つは「サ
イズ」である。特にスーツは、サイズがあって
いるかいないかで、印象が大きく変わってしま
うので特に気をつけたい。又、「色、柄」の使

　第3434回例会　2019年２月26日（火）

て県産材を使った木造建築物の推進が行われ
ていますが、実はコストがかかり、なかなか普
及しておりません。日本の木造建築はコスト高
であり、防火・耐火の観点から長年住宅以外に
は使われず、欧米に一気に抜かれ、木造建築後
進国になってしまったのです。建築家の隈研吾
氏は新国立競技場にあえて多くの木材を、しか
も日本の人工林のもっとも多くを占める47都道府
県のスギを使いました。このような活動が日本の
建築を大きく変えていくことになると思います。
　戦後に植林された人工林は2000年ごろから伐
期を迎えていますが、十分に使われず、大径木

が増加してしまいました。これをいかに使い、
将来に向けて植林していくかが課題です。スギ
は表面が軟らかくて傷がつきやすく、乾燥が難
しいことから使いにくい材料と言われています
が、この弱点を補う技術も開発されてきました。
また、木を内装に使うことで血圧の安定や睡眠
の質の向上といった効果があることのエビデン
スも得られています。さらに、2020年には日本
の木造伝統構法がユネスコの無形文化遺産に登
録される予定です。これから新社屋や営業所を
建てられるご予定があれば、ぜひ木造・木質化
でお願いします。
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２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

₅日 72（66） 42 30 61.76% ₄ 66.67% 1

12日 72（66） 40 32 57.14% 10 70.00% 0

19日 72（66） 43 29 61.43% ₈ 71.83% 0

26日 72（66） 43 29 62.32% 12 80.00% 0

平均 72（66） 42 30 60.66% 8.5 72.13% 0.25

例会日 区分

例会記録

い方、小物の使い方等にも注意が必要であり、
事例としてポケットチーフの説明を行った。
　体型別にも注意すべき事がある。大柄な方、

小柄な方毎にテクニックをすることが必要であ
る。説明。ワイシャツ等の購入時の注意点等の
解説。

クラブニュース

理事会報告

平成31年２月度理事会決議事項

２月５日㈫
①3/31㈰地区研修・協議会　於：徳島市　借り

上げバス代金について　承認。

誕生祝　�以下₁名　筒井（22日）
結婚祝　�以下₄名　中住（₄日）、福田（10日）、市川（13

日）、河内（22日）
創業祝　�以下₄名　高橋（₁日）、高梨（₁日）、亀井（10

日）、清田（20日）

２月のお祝い

₁．ガバナー月信
₁．会報₁月号
₁．近隣RC例会予定表

配　付　物

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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