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３

　　 クラブ広報委員会

　クラブ広報委員会担当理事としての任期が残り少なくなりました。
　昨年₇月からこれまでの₉か月を振り返ってみますと、当初の意気込みが空回りを
しているのが実情です。リニューアルしたホームページの内容充実とタイムリーな更
新。新聞、放送、情報誌などマスコミ媒体への情報提供など、地域へのアピールも不
足しており、反省材料の一つです。力不足を本当に申し訳なく思っています。
　濱本会長の年間の基本方針や日常的な活動内容を周知徹底することが広報委員会担
当理事の役割であります。残りの任期中、さらに広報の強化に取り組みたいと考えて
おりますので、情報や写真などの資料集約など、広報･記録委員の皆さまのご協力を
お願いいたします。
　今年度の国際ロータリーの年間テーマは、「心の中を見つめよう　博愛を広げるた
めに」であります。
　さる₃月11日で東日本大震災から₁年を経過しました。新聞、放送等の震災₁周年
の報道も、この₁年を振り返り、現状を伝え、そして復興への期待を特集しておりま
した。これから進んで行く本格的な復興を支援するためには、「博愛の心」「人と人と
の絆」が必要であります。
　ロータリアンお一人おひとりが、これまでにも、いろいろな形での復興支援に関わっ
ておられることと思います。さらに支援の輪を広げるために、「博愛の心」を広報活
動の柱に据えていきたいと思います。
　ご協力をお願いいたします。

担当理事　河　田　正　道

巻頭メッセージ

₄月₃日㈫…「私の会計今昔物語」
−経理不正と会計基準の進化−

原田　満範会員
₄月10日㈫…「お花見家族例会　於：常信寺」
₄月17日㈫…「第34回RYLAセミナー報告

〜ライラは○○みたいなもの〜」
米山　徹太会員

₄月24日㈫…「一遍上人の話」
ゲスト…和光カメラ商会相談役　江刺　精久氏
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例会記録

　第3104回例会　2012年３月６日（火）

出席会員　70名（62）名中53名　出席率77.94%
前回訂正出席率85.29%

欠席会員　17名　淺井（清）、五味、原田、市川、
勝見、河内、児玉（聡）、森本、大塚、小川、
清水、関（啓）、玉置、渡部（浩）、吉田（藤
山、宮田）

ビジター　₁名　米山　徹朗（松山西RC）
ニコニコ箱
米山　徹朗	 親子でお世話になっております。
諸橋　直人	 本日卓話をさせていただきます。

よろしくお願い致します。
高橋　伸定	 ₃/11㈰植樹お世話になります。

宜しくお願い致します。
米山徹太と16名　あるロータリアン有志の飲み会の

お釣り、ニコニコにさせて頂きま
す。

佐々木　淳	 林さん昨日はありがとうございま
した。皆様お疲れ様でした。渡部
さんの「親学」非常に参考になり
ました。

清田　明弘	 林会員にお世話になりました。
御木　徳久	 欠席ばかりで申し訳ございませ

ん。
大森　克介	（会員誕生祝）（結婚記念祝）
佐藤　昭美	（結婚記念祝）₃月₂日
関　　宏康	（結婚記念祝）
山内　　建	（結婚記念祝）52回目が昨日でし

た。
（なんとなくニコニコ）平原、河田、眞鍋、三好、		

西野
早　退　　川瀬（すみません）、宮内（申し訳

ありません）、山本

卓　話　「単身赴任者にとっての松山の魅力」
諸橋　直人　会員

　松山に赴任する前に弊社の多くの社員から
「松山は単身赴任者にとっては日本一暮らしや
すい都市だ」と聞いておりましたが、₆ヶ月経
過し、まさにその通りだと実感しております。

本日はこの₆ヶ月間で感じた松山の魅力につ
き、お話ししたいと思います。
　私の現在までの居住地ですが、新潟をスター
トに東京→青森→大阪→奈良→東京→姫路→三
重→愛知→愛媛と計10箇所になります。本格的
な単身赴任生活は愛媛が初めてとなります。
　単身赴任の問題点については大まかにいうと
₃つあります。₁つは家族とのコミュニケー
ションが薄れていくこと。₂つ目は不規則な生
活となり、食事のバランスが悪く、不健康にな
りやすいこと。₃つ目は自宅に帰らない週末は
時間をもてあますことです。
　したがいまして、単身者に優しい街は①交通
アクセスがよく、物価が安く、自宅に帰りやす
いこと。②健康を維持できること。③余暇を楽
しく過ごせること、が大切なこととなります。
これらの観点について規模等が似ていて、人気
のある都市である姫路・新潟・松山を比較して
みると、それぞれに利点はありますが、物価は
家賃やクリーニング代金などを比較しても松山
が安い。交通アクセスも新幹線こそ通っていま
せんが、空港の近さや東京・大阪便の多さなど
松山が圧倒的に優位です。また市内ゴルフ場の
多さや病院・医師の多さなどもその他の都市と
同様もしくは優位という結果となり、やはり松
山は素晴らしい都市ということをあらためて認
識いたしました。
　最後になりましたが、松山ロータリーの皆様
にお願いがあります。地元メンバーの方には松
山のよさをどんどん教えていただきたいと思い
ます。また単身赴任生活の先輩方も多くいらっ
しゃるので、是非極意をご伝授いただきたいと
思います。松山での生活は初めてですが、ロー
タリアンの皆様とお付き合いできることは本当
に心強いと思っています。これからもよろしく
お願いいたします。

松山西RC
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　第3105回例会　2012年３月13日（火）

例会記録

出席会員　70（62）名中48名　出席率70.59％
前回訂正出席率75.00％

欠席会員　22名　安保、市川、勝見、加藤、河
田、河内、御木、三好、森本、永木、西野、
佐々木、佐野、白石（省）、高岡、玉置、浦
岡、渡辺（基）、吉川、米山（藤山、宮田）

ビジター　₁名　亀岡　明彦（宇和島RC）
ニコニコ箱
亀岡　明彦	 ₂/18㈯インターシティミーティ

ング開催に際しましては、多数の
方々にご出席賜りましてまことに
有難うございました。今後共ご指
導のほど宜しくお願い致します。

吉田　直也	 金沢へ₄/1赴任いたします。ほん
とうにありがとうございました。

川瀬　文隆	 約₃年間大変お世話になりまし
た。

眞鍋　次男	 この度転勤することになりまし
た。皆様大変お世話になりました。

濱本　道夫	 社会奉仕の植樹、皆様大変ありが
とうございました。又、転勤の皆
様お元気で頑張ってください。

高橋　伸定	 ◦₃/11北条植樹お疲れ様でした。	
◦田代先生、深見さんご指導あり
がとうございました。

　 　 　 　◦結城さん看板とても助かりまし
た。ありがとうございました。

田代　信吾	 ₃/11の記念植樹無事終わりまし
た。多数の会員にご参加頂きご苦
労様でした。

石橋　和典	 植樹に参加された皆様、大変お疲
れ様でした。菅井さん、卓話頑張っ
てください。

菅井　久勝	 卓話致します。宜しくお願い致し
ます。

上甲　　泰	 菅井さんの卓話を楽しみにしてお
ります。

北村　一明	 菅井さん、卓話楽しみにしていま
す。質問ありですか？

児玉　義史	 菅井さん、卓話楽しみにしており
ます。

五味　久枝	 先月愛媛自動車販売協会の会長に
就任しました。自動車業界を通じ
て、愛媛の活性化に力を尽くした
いと思っています。（ご報告）日
曜日に行いました植樹はロータ
リー財団から補助金を頂くことが
出来ました。

三原　英人	 ₃/₁から、サークルK松山イン
ター店の運営を当社で始めまし
た。コンビニ・K’s	CAFEとなり
のガソリンスタンドをお仕事、お
出かけの時はぜひご利用くださ
い。

山内　　建	 本日の愛媛新聞15面に「四国の技
ものづくりの現場から」に弊社米
山工業が出ていました。

渡部　浩三	 先日のゴルフ会では中住夫人にお
誕生日優待券を提供していただ
き、大変助かりました。ありがと
うございました。

松山RC8名	 皆さん、昨夜は楽しいひと時をあ
りがとうございました。（林、白
石（恒）、眞鍋、三好、三原、淺井
（清）、児玉（聡）、西野）

諸橋　直人	（会員誕生祝）誕生祝、誠にあり
がとうございました。

原田　満範	（結婚記念祝）
白石　恒二	 ₃月27日休ませていただきます。
（なんとなくニコニコ）平原、小川
早　退　　淺井（清）（本日プレミアムモルツを

リニューアル、新発売させて頂きま
す。一度お試しください。）、関（啓）

卓　話　「自己紹介」
菅井　久勝　会員

　昨年₈月に当松山ロータリークラブに入会さ
せていただきましてから、はや半年が経ちまし

宇和島RC
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　第3106回例会　2012年３月27日（火）

出席会員　67（59）名中45名　出席率69.23％
前回訂正出席率86.36％

欠席会員　22名　浅井（人）、原田、石橋、泉川、
市川、勝見、北村、児玉（聡）、児玉（義）、
御木、三好、永木、佐々木、佐野、清水、
白石（恒）、高橋、浦岡、山本（克）、結城（宮
田・山内）

ビジター　₁名　猪野恵一郎（松山南RC）
ニコニコ箱
猪野恵一郎	 ライラセミナーにご協力ありがと

うございました。
米山　徹太　₃月22日〜25日、ライラセミナー

へ行って来ました。今年も感動し
ました。詳細は後日卓話にてご報
告します。

濱本　道夫	 ライラセミナー参加ご苦労様で
す。深見様、参加された張　鎮奎
君が大変感動しておりました。

白塚　重典	 初卓話よろしくお願いします。

五味　久枝	 白塚さん、卓話よろしくお願いし
ます。

林　純之介	 白塚さん、卓話よろしくお願いし
ます。

平原　立志	 白塚さん、卓話よろしくお願いし
ます。

玉置　　泰	 マラソンボーイ白塚さん、卓話よ
ろしくお願いします。

菅井　久勝	 前回の私の初の卓話の際、温かい
お声がけくださいました皆様、有
難うございました。白塚さん、卓
話頑張ってください！

浜田　修一	 大森先生、植樹の際の写真をいた
だきました。いつもありがとうご
ざいます。

渡辺　基樹	 子供が小学校、中学校を卒業しま
した。

河田　正道	 腰痛がようやく治りかけました。
（なんとなくニコニコ）宮内、森本

例会記録

た。日々皆様よりご指導いただいておりますが、
私自身の事を未だきちんと皆様にお話しできて
おりませんので、今回自己紹介させていただけ
たらと思います。
　私は昭和44年に、この地松山で生まれました。
父は久直と申し、医師でございました。父の名
の久直はあの日露戦争の英雄、秋山好古氏が命
名。秋山氏が北豫中学校（現松山北高校）の校
長を務めていた際、祖父久隆が校医をしており、
その御縁で命名していただきました。
　私は松山市立番町小学校、松山市立東中学
校、東海大付属相模高校へ進学。高校の在学中、
父が他界。当時医師である義理の兄がおり、そ
の兄に家業をお願いできることができましたの
で、高校卒業後はかねてからの希望であったア
メリカのテネシー州立大学のビジネス課に進学
しました。大学卒業後、株式会社東洋ラジエー

ター（現：㈱ティラド）に就職。その後、義理
の兄も祖父も亡くなり、13年前1999年に松山の
現在の菅井内科に戻りました。
　幕末の時代より高祖父がこの松山の地で医業
をしておりましたが、大正13年₃月に祖父久隆
が現在の地に菅井病院を開院いたしました。今
現在、職員数は18名で一般内科の外来診療を行
うと共に、予防医学の見地から事業所様を対象
にした健康診断を行っております。
　私自身は医師ではございませんが、古き良き
時代より地元の皆さまから支えられながら、医
業を続け今日に至っております。このような私
ではございますが、当松山ロータリークラブの
一会員として精進して参ります。引き続き、例
会、懇親会、奉仕活動等を通じ皆様よりご指導
ご鞭撻賜りますよう、宜しくお願い申し上げま
す。

松山南RC
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例会記録

早　退　　土居、清田、河内（白塚支店長の卓
話を聞けず申し訳ありません）、名
本

卓　話　「日銀に関するいくつかの素朴な疑問」
白塚　重典　会員

　昨年₄月の着任以降、県内各地で金融経済情
勢について講演をさせて頂く機会を多数持ちま
した。そんなときによく聞かれる質問について、
基本的な考え方をお話しします。
　最初の質問は、「日銀はインフレターゲティ
ングをなぜ採用しないのか？」です。インフレ
ターゲティングは、中長期的に若干プラスの物
価上昇率を目指す金融政策の運営枠組みです。
「若干プラス」ですので、高インフレを目指す
訳ではないですが、同時にデフレは排除されま
す。そして、こうした政策運営の枠組みについ
ては、世界共通の理解があり、日銀の枠組みも
その例外ではありません。ただ、その呼び方は
様々で、フォーマルなインフレターゲティング
はその一類型にしか過ぎません。要は言い方の
問題ということになります。
　₂つめの質問は、「お金の増やし方が足りな
いからデフレが続いているのではないか？」で
す。物価はよく経済の体温計に喩えられます。

デフレは、経済に元気がなく、熱が極端に低下
している状態に相当します。ただ、日本のデフ
レは、構造的なもので、体温に喩えれば、基礎
体力が低下し、低体温が恒常化している状態に
なります。デフレ克服には、日本経済の基礎体
力、すなわち成長力を高めていく努力が必要で
す。それを金融面からサポートするには、お金
の量が足りないのではなく、その巡り方が悪い
ことが問題です。お金はあるのだけど、先行き
ちょっと心配だから使わないでおこうと、使わ
れずにいるお金がどれだけ前向きの使途に向く
かが重要になります。
　₃つめの質問は、「なぜどんどん為替介入し
て円安にしないのか？」です。日本を含む主要
先進国では、基本的に変動相場制が採用されて
います。これは、国際金融のトリレンマと呼ば
れ、①為替レートの固定化、②自由な資本移動、
③自律的な金融政策の運営の₃つのうちの₂つ
しか選択できない中で、②と③を選択している
ためです。そして、世界中の為替市場では、た
くさんの通貨が大量に取引されており、こうし
た市場に介入して、為替レートをある特定の水
準に誘導することは、実務的に不可能なことで
す。為替介入は主として、過度な相場変動を平
準化する目的で行われています。
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クラブニュース

退会のお知らせ

㈱電通西日本
松山支社　支社長
吉田直也会員は転勤のため₃月13
日付で退会されました。ロータリー
歴は₃年10ヶ月でした。

日本生命保険（相)
松山支社　支社長
川瀬文隆会員は転勤のため₃月13
日付で退会されました。ロータリー
歴は₂年10ヶ月でした。

四国ガス㈱
松山本社　専務取締役執行役員
眞鍋次男会員は転勤のため₃月13
日付で退会されました。ロータリー
歴は₁年10ヶ月でした。

㈱広島銀行
松山支店　支店長
津田和彦会員は離任のため₃月27
日付で退会されました。ロータリー
歴は₁年11ヶ月でした。

理事会報告

₃月₆日㈫
①　※事後報告※少年少女キャンプ費用の件
例年、交通費を含む参加費52,000円のうち
32,000円を新世代活動委員会費よりクラブ負
担（募集人数₅〜₆人）。締切日が近づいて

平成24年₃月度理事会決議事項 いたため、事前に会長へ了解頂いておりま
す。　承認。
②　退会者　四国ガス㈱　眞鍋次男会員（転
勤のため）　承認。
③　お花見家族例会を4/3㈫→4/10㈫へ日程変
更　承認。
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クラブニュース

誕生祝　	以下₃名　大森（19日）、諸橋（20日）、
白塚（29日）

結婚祝　	以下₇名　佐藤（₂日）、山内（₅日）、
亀井（17日）、西村（20日）、大森（24日）、
原田（29日）、関（宏）

創業祝　	以下₂名　菅井（₁日）、吉川（22日）

３月のお祝い

₁．ガバナー月信
₁．ライト＆ライフ
₁．会報₁月号
₁．近隣ロータリークラブ例会予定表

配　付　物

以下31名　五味、浜田、濱本、林、平原、石橋、亀井、
川瀬、河田、清田、眞鍋、三原、名本、西村、大森、
小川、佐藤、清水、白石（恒）、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

１・２月２ヶ月皆勤

松山ロータリー・ゴルフ会　３月例会

ブの上本真也さん、武内英治さん、私（渡部）が
知人の山本知行さんに頼んで参加してもらい、やっ
と₂組となった。中住会員の奥様、中住富美子さ
んも参加され、お誕生日優待券を提供していただ
いた。結果は以下の通り。　　　（記・渡部　浩三）

平成24年₃月10日㈯
於：松山ゴルフ倶楽部川内コース

　天候は曇りであったが、₃月にしては寒かった。
その関係か全般的にスコアは悪かった。また当ク
ラブの参加者が少ないので、米山会員が伊予クラ

以下、米山徹太、武内英治、渡部浩三、上本
真也が参加（名前は順位順）

順　位 氏　　　名 Total Hdcp Net

優　勝 佐々木　淳 97 17.0 80.0

準優勝 中住富美子 101 20.0 81.0

₃　位 山本　知行 102 18.0 84.0

（中住会員ご夫人）

（非会員）
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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/

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（62） 53 17 77.94％ 5 85.29％ 1
13日 70（62） 48 22 70.59％ 3 75.00％ 1
27日 67（59） 45 22 69.23％ 11 86.36％ 1
平均 69（61） 48.7 20.3 72.59％ 6.3 82.22％ 1

例会日 区分

３月中の出席報告
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