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ロータリーを実践し

みんなに豊かな人生を

　　 クラブ広報委員会

　ほぼ一年を終える時期に、ペンをとらせて頂きます。
　例会の時間帯に半年ほど融通が効かずに、欠席が多かった事を改めてお詫び申し上
げます。
　さて、先だって、ある著名な高校野球指導者の方が、松山市在局のテレビ会社の表
彰を受け、親しくされている方々が集まってお祝いをした会での出来事です。
　お酒を飲み交わしている内に、愛媛大学教授の方、医師の方がいらっしゃって、ロー
タリーの活動に関する話になりました。たまたま私がロータリーバッチを付けていた
事によるものですが、サマースクール・海岸での植樹・交換留学生などの実績など、
大学との交流にも大変好意をもっておられて、松山ロータリーの古参メンバーの方々
を良くご存知でした。一方で、近隣のロータリーを含め、特定の国に偏った奨学制度
の実績には、笑顔は崩さずともやや否定的にお話をされたのが印象的でした。所謂、
インテリ層に対するじんわりと浸透している内容は、先輩方の地道な活動の成果であ
ると実感するとともに、一方で、本年度の自身の立ち位置と行動を大いに反省する事
になりました。
　年度当初、広報広告論などを匂わせる様な暴言を吐いた記憶があるのですが、背中
で見せる活動の力もまた、ロータリーなのだと改めて知らされました。

担当理事　三　好　哲　生

巻頭メッセージ

₄月₁日㈫…お花見家族例会
於：常信寺

₄月₈日㈫…「靴と健康」
鶴田　直丈会員

₄月15日㈫…「座って行うラジオ体操第一
ワンポイント講座」
菅井　久勝会員

₄月22日㈫…「城下町から近代都市へ
〜松山の移り変わり〜」

ゲスト…愛媛県生涯学習課　担当係長
井上　淳氏

₄月29日㈫…祝日のため、休会

例会予定



例会記録

　第3199回例会　2014年３月４日（火）

出席会員　71（63）名中49名　出席率70.00%
前回訂正出席率74.65%

欠席会員　22名　濵本、原田（達）、原田（満）、
市川、伊藤、河田、河内、児玉（聡）、兒玉
（義）、御木、三好、棟方、村上、長尾、永木、
西野、大塚、白石(省）、浦岡、和田、結城
（中住）

ビジター　₂名　米山　徹朗（松山西RC）
　　　　　　　　宇治田留次（　　〃　　）
ニコニコ箱
宇治田留次	 ニコニコとして。
米山　徹朗	 申し訳ありません。₅分早退しま

す。
髙石　義浩	 卓話がんばります。
二神　良昌	 髙石さん卓話頑張って下さい。
石橋　和典	 髙石先生、大変急な卓話のピンチ

ヒッター、本当にありがとうござ
います。宜しくお願いします。

菊池　三春	 髙石さん！卓話を楽しみにしてい
ます。

大森　克介	 髙石先生卓話楽しみです。
菅井　久勝	 髙石先生卓話楽しみにしておりま

す。
玉置　　泰	 ₂月23日に長男のところに長男が

産まれました。一安心です。
名本二六雄	 ゴルフを始めて40年、₂／25道後

16番ホールではじめてホールイン
ワンしました。キャディがいな
かったので、30年積み立てた保険
が無しになりました。

諸橋　直人	 先週の火曜会のカラオケで生まれ
て初めて「おひねり」をいただき
ました。ありがとうございました。

佐々木　淳	 昨日の有志の会にご参加いただい
たロータリアンの皆様お疲れさま
でした。林さんどうもありがとう
ございました。つたない幹事代理
でしたが皆様のお釣りをニコニコ
とします。

高橋　伸定	 御関係の皆様、昨日は大変失礼い
たしました。林さんありがとうご
ざいました。

田中　昌生	 林会員、美味をいただきました。
ありがとうございます。

五味　久枝	 長い間欠席し申し訳ありませんで
した。又、ロータリーからのお見
舞いを頂き恐縮です。おかげ様で
復帰できました。無理をせず頑張
ります。

林　純之介	 ₁ヵ月休み、ご無礼しました。
三原　英人	 最近欠席が続きましたので。
佐藤　昭美	（結婚記念祝）₃月₂日、₃月₃

日は耳の日でした。
亀井　義弘	（結婚記念祝）₃月17日
（なんとなくニコニコ）米山
早　退　　土居、勝見、山内

卓　話　「医療のマネジメントおよび
愛媛の医療介護の需要予測」

髙石　義浩　会員
　我が国の医療提供体制は国民皆保険の下制度
設計が行われてきましたが、その財源の確保が
困難になってきています。団塊の世代が75歳以
上となる2025年にはその費用が現在の1.5倍に
まで膨らむと予想されています。その社会情勢
を踏まえ国は社会保障・税一体改革を進め、昨
年12月₅日に国会でプログラム法（持続可能な
社会保障制度の確立を図るための改革の推進に
関する法律）が成立し、社会保障制度改革は計
画から実現へと移っていきます。
　現在、人口構造の変化により医療需要は慢性
疾患を中心とするものに変化し、根治する医療
から支える医療が求められています。これから
の40年の間に劇的に人口構造が変化しますが、
その特徴は①わが国全体では若年層が激減、高
齢者が急増②地域により人口変動のパターンが
大きく異なることが挙げられ、現在のシステム

松山西RC
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例会記録

出席会員　71（63）名中41名　出席率59.42%
前回訂正出席率64.79%

欠席会員　30名　安保、土居、福田、二神、五
味、原田（達）、原田（雅）、原田（満）、市川、
伊藤、勝見、兼平、河田、児玉（聡）、兒玉
（義）、御木、三原、三好、村上、大塚、大橋、
下田、白石（恒）、白石（省）、関（啓）、玉置、
鶴田、和田（亀井、関(宏））

ニコニコ箱
米山　徹朗	 飯尾先生、本をありがとうござい

ました。
諸橋　直人	 本日最後の例会出席になります。

お世話になりたいへんありがとう
ございました。

田中　昌生	 卓話お付き合いよろしくお願いし
ます。

長尾　芳光	 先週インフルエンザで卓話をパス
させて頂き、御迷惑かけました。
髙石さん急遽有難うございまし
た。田中さん卓話楽しみにしてい
ます。

石橋　和典	 田中さん卓話楽しみにしておりま
す。宜しくお願い致します。

上甲　　泰	 田中さん卓話楽しみにしておりま
す。

菊池　三春	 卓話楽しみにしています。
棟方　信彦	 卓話楽しみです。＋東日本メモリ

アル。
永木　昭彦	 田中さん卓話楽しみにしていま

す。
小野　　茂	 田中会員、卓話楽しみにしていま

す。
菅井　久勝	 田中さん卓話楽しみにしておりま

す。
佐野　秀司	 被災地復興をお祈り致します。
髙石　義浩	 ₃.11忘れません。
渡部　浩三	 本日は東北震災₃年目です。亡く

なった方々のご冥福をお祈りしま
すとともに、復興をお祈りします。

泉川　孝三	 佐藤先生、先日はありがとうござ
いました。

米山　徹太	 佐藤先生、写真ありがとうござい
ました。

林　純之介	 阪神いい加減にせめて一勝しろ。
掛布は何をしとったんじゃ。

早　退　　河内（早退と欠席が多く申し訳あり
ません。）、大森、佐々木（田中さん
卓話を聞けず申し訳ありません。今
度街でゆっくりお聞かせください。）

　第3200回例会　2014年３月11日（火）

ではその変化に充分対応できません。その再構
築に向けて①地域により医療需要ピークが大き
く異なる②地域により医療資源レベルは大きく
異なることを認識し、③各地域の医療需要ピー
クや現在の資源レベルを考慮した医療福祉提供
体制の再構築が必要となってきます。各都道府
県は地域の医療需要の将来推計や種々の情報を
活用し地域医療ビジョンを策定し、地域の医療
提供体制の将来の目指すべき姿を示すことが決
定されており各界にはリーダーシップが求めら
れるでしょう。

　松山医療圏の医療介護の需要予測について
は、2010→40年の愛媛県全体の総医療需要が
₅％減、₀−64歳の医療需要が37％減、松山の
総医療需要が10％増、₀−64歳の医療需要が
32％減の予測を考えますと、急性期医療の提供
能力の過剰感が今後強まっていくことが予想さ
れ、医師養成数の適正化を検討する必要があ
ると考えられます。同時に75歳以上医療需要の
58%増加が予想されるため、急性期病床の一部
を75歳以上高齢者に対応する病棟に転換するこ
とが求められると考えられます。

松山西RC
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例会記録

　第3201回例会　2014年３月18日（火）

出席会員　70（62）名中42名　出席率61.76%
前回訂正出席率72.86%

欠席会員　28名　安保、二神、五味、原田（達）、
原田（雅）、石橋、市川、菊池、兒玉（義）、
御木、三原、三好、棟方、村上、長尾、西
野、大塚、小野、佐々木、下田、洲﨑、玉
置、鶴田、浦岡、矢野、山本（亀井、山内）

ゲスト　　₁名　西原　正勝
（三浦工業㈱取締役国際事業

推進本部長兼人事部長）
ニコニコ箱
岡崎　裕一	 転勤となりました。大変お世話に

なり、ありがとうございました。
米山　徹太	 植樹お疲れ様でした。

白石　省三	 ミウラの宣伝をさせてもらいま
す。

上甲　　泰	 卓話楽しみにしております。
平原　立志	 飯尾先生、先日はありがとうござ

いました。
勝見　安美	 エンゼル幼稚園　第36回卒園式を

行いました。
林　純之介	 前頭筆頭　遠藤ガンバレ
大森　克介	（会員誕生祝）明日で72歳になり

ます。
河田　正道	（ご夫人誕生祝）
（なんとなくニコニコ）兼平、白石(恒）、飯尾
早　退　　土居、伊藤、清田、河内（卓話を聞

けず申し訳ありません。）、関(啓）

卓　話　「洋酒の雑学」
田中　昌生　会員

◆スピリッツとリキュールの基礎知識
　中世に錬金術師が「賢者の石」の獲得を目
指しワインを蒸留した際、アルコール度数の
高い精留液を獲得。Aqua−vitae（生命の水）、
Spiritus（呼吸により得られたもの）と呼ん
だのが起源。その後、世界の各地で多用な進
化を遂げる中、大きく大別される範疇は樽で
熟成するか否かでブラウン・スピリッツとホ
ワイト・スピリッツがある。
◆政治・経済から見た酒のトレンド
　白人優位の社会環境の中でドレスアップし
ながら飲まれたのがウィスキー、ブランデー。
その後、ベトナム戦争からのアメリカの撤退
で旧植民地で飲まれていたラム、テキーラが
ポジションを占めることとなり「ホワイトレ
ボリューション」現象が起こったのが70年代。
　その後、80年代は第三世界（サードワールド）
が脚光をあびることでエキゾチックなフルー
ツが紹介され、それに伴いそれらを使用した
新たなリキュールが世に出ることとなる。

◆酒にまつわるセリフの数々
“Vodka	Martini,Shaken,not	staired”
　007シリーズでジェームズボンドが愛飲し
たマテニー。ウォッカ・ベースでシェークす
るスタイルはボンド・マテニーと呼ばれた。
“I	suppose	it’s	a	bit	too	early	for	a	gimlet”
　「ギムレットには早すぎる」。レイモンド・
チャンドラー著「長いお別れ」より。
“Here’s	looking	at	you,kid”
　「君の瞳に乾杯」。映画「カサブランカ」より。		
◆ウィスキーの楽しみ方
　水割りは、香味の総量を大きくし、ハイボー
ルは香味の特徴を際立たせる。
◆ウィスキーボトルの顔
　響のボトルは₁日24時間、₁年24節季と時
間の流れを象る24面カット。山崎のラベルは
「崎」が「寿」となっておりサントリーの前
進の「寿屋」から脈々と受け継がれる熱き思
いが込められている。
　酒の席でのうんちくは功罪がありますが、お
酒の肴となれば幸いです。
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卓　話　「ミウラグループ　アジア事業のご紹介」
三浦工業㈱国際事業推進本部

西原　正勝氏
　松山ロータリークラブの皆様には、日頃より
大変お世話になり、誠にありがとうございます。
さて、今回ミウラの海外事業のご紹介をさせて
頂きます。
　私どもミウラグループでは、現在、海外₆カ
国でボイラーを生産し、16カ国でボイラーの販
売及びメンテナンスをしております。海外進出
の最初の条件としては、₁、人口が多い　₂、
GDP成長率が高い　₃、日系企業進出国　など
が考えられます。アジアでは、中国、韓国、台
湾はもとより、現在は、経済成長著しいアセア
ン諸国も重要なターゲットとなっております。
　一昔前、日本の繊維産業はその多くが生産拠
点として少しでも人件費の安い中国・韓国へと
進出していきました。今では、中国・韓国の経
済成長と共に人件費は年々上昇し、進出先を次
の国であるインドネシア・ベトナムへと変えて
いっております。これらを背景に、インドネシ
ア・ベトナムの経済は大きく成長をしており、
中国に成り代わる世界の生産国になりつつあり
ます。
　昔、“風が吹けば桶屋が儲かる”話がありま
すが、繊維産業が進出することで、現地の若い
女性の労働が盛んになります。女性がお金を稼
ぐことで日本の昔と同じく₃種の神器である、
テレビ・冷蔵庫・洗濯機が売れ始めます。（家
電産業の発展）

次に余裕が出来れば、女性は美しくなる為に化
粧をしますから、化粧品が売れます。（生活関
連産業の発展）
女性が化粧をすることで男性達は女性とデート
をする為、バイクや車を買います。（自動車産
業の発展）
デートをすれば外食をし、外食産業が発展し、
ビールなどお酒も沢山売れます。（飲料業界の
発展・外食産業・コンビニ産業の発展）
これらの循環サイクルが上手く働けば関係する
産業全てが成長し、国の経済は大きく成長して
いきます。経済成長を背景に生産に必要なエネ
ルギー消費も増加し、大気汚染や環境破壊が大
きな問題となってきます。実は、これらの産業
の全てでミウラグループのボイラーが生産用と
して必要となって参ります。
　今、世界的に“地球環境を大切に”というこ
とは、各企業が事業を進める上で最優先として
取り組むべき課題となっております。資源の少
ない日本は、少ないエネルギーで、“生産性を
高める技術＝省エネ技術”では、世界トップで
す。ミウラグループが生産するボイラーも省エ
ネ・環境面では、世界トップの実力を持った商
品です。これらを内需拡大・経済成長著しい国
へご提案することで世界の省エネ・環境面に貢
献して参りたいと思います。
　地元愛媛を代表する企業の一つとして、世界
でお役に立てる企業を目指して参ります。今後
とも御支援御指導宜しくお願い申し上げます。

例会記録

　第3202回例会　2014年３月25日（火）

出席会員　68（60）名中39名　出席率58.21%
前回訂正出席率66.18%

欠席会員　29名　安保、福田、浜田、羽牟、原
田（達）、原田（雅）、原田（満）、市川、伊藤、
勝見、河田、菊池、清田、御木、三好、村上、

永木、大塚、大橋、下田、白石（省）、洲﨑、
関（啓）、高岡、田中、玉置、鶴田、和田（中住）

ニコニコ箱
矢野　秀俊	 異動により退会します。お世話に

なりました。
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例会記録

長尾　芳光	 本日の卓話、よろしくお願いしま
す。何となくプレッシャーを感じ
ています…。

石橋　和典	 矢野さん今までありがとうござい
ました。今後とも宜しくお願い致
します。長尾さん卓話宜しくお願
い致します。楽しみにしておりま
す。

五味　久枝	 長尾さん卓話楽しみにしていま
す。

上甲　　泰	 卓話楽しみにしております。
棟方　信彦	 長尾さん卓話感謝。
西野　佳和	 長尾さん卓話楽しみにしていま

す。
小野　　茂	 長尾会員の卓話、楽しみにしてい

ます。
菅井　久勝	 長尾さん卓話楽しみにしておりま

す。
渡部　浩三	 長尾さん卓話楽しみにしていま

す。実は私、先週あべのハルカス
へ行きました。ハルカスのビルの
ガラスサッシはすべて愛媛の企業
（㈱タケチ）がおこなったと聞き
ました。

佐々木　淳	 先日の植樹大変お疲れ様でした。
我が家の愚息たちは猫の手にもな
らずご迷惑をかけました。

米山　徹太	 第36回ライラセミナーに₃泊₄日
で行ってきました。今年も受講生
は感動していたようです。

亀井　義弘	 久しぶりのホームクラブの出席で
す。

二神　良昌	 二回欠席しました。長尾さん今日
の卓話頑張って下さい。

三原　英人	 最近欠席が続きましたので。
林　純之介	 佐野さんよろしくまとめて下さ

い。
髙石　義浩	（会員誕生祝）
早　退　　土居、河内（卓話が聞けず申し訳あ

りません。）

卓　話　「大阪あべのハルカス」
長尾　芳光　会員

　大学を卒業してすぐに入社して、オーナー企
業である同じ会社に52年間勤め、営業畑から副
社長になり、本年₃月31日に顧問も退き“あべ
のハルカス”のグランドオープンと時を同じく
退社した方がいます。
　30歳で営業に配属になり、多くのプロジェク
トに携わり建築主の想いをかたちにしてきまし
た。近畿日本鉄道は関西大手私鉄₅社への暗黙
の不文律で、他社の牙城でした。
　しかし、彼は、日参を重ね、社員関係の方の
弔問には必ずお伺いしてお参りさせて頂いてい
ました。お客様からの信用・信頼の積み重ね
が年輪のように広がり、志摩スペイン村では
主要な施設の建築に携わらせて頂き“作品”と
して残しました。そして今般、特区申請から、
300mの日本一高いビルをターミナルの上に提
案して、百貨店・オフィス・ホテル・美術館
を包含した多目的複合ビルを実現しました。オ
フィスへのテナント斡旋活動も率先垂範のトッ
プセールスにより、竣工時には25階と32階に50
坪の空きスペースを残しただけでスタートを切
りました。
　“健康に支えられながら、皆さんへの感謝の
気持ちを忘れず、情熱と信念を持って、勇気を
捨てず、努力し続ければ想いは叶うのだ。”と
いうプロジェクトでありました。
　私も愛媛・松山での生活が₄年目に突入しま
した。当分、続投の気配です。松山で一番高い
建物の建設に協力させて頂ければ幸甚ですが、
皆さんお一人おひとりに支えられ仕事のご縁を
頂いております。引き続きご指導の程、よろし
くお願い申し上げます。
　後半の部では、最近の家族の話をさせて頂き
ました。
　共々重ねてよろしくお願い申し上げます。
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クラブニュース

理事会報告

₃月₄日㈫
①　退会届　諸橋直人会員（転勤の為）　承認。

②　退会届　矢野秀俊会員（転勤の為）　承認。
③　お花見家族例会常信寺へのお礼について
承認。
④　お花見例会RAC招待の件　承認。

平成26年₃月度理事会決議事項

退会のお知らせ

東京海上日動火災保険㈱
愛媛支店長
諸橋　直人会員は転勤の為、₃
月11日付で退会されました。ロー
タリー歴は₂年₇ヶ月でした。

野村證券㈱
松山支店　支店長
児玉　聡会員は転勤の為、₃月
18日付で退会されました。ロー
タリー歴は₂年11ヶ月でした。

㈱広島銀行
松山支店　支店長
岡崎　裕一会員は転勤の為、₃
月18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。

四国ガス㈱
松山本社　松山本社長
矢野　秀俊会員は転勤の為、₃
月25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。

住友生命㈱
松山支社　支社長
安保　利和会員は転勤の為、₃
月25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。

相
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クラブニュース

３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
₄日 71（63） 49 22 70.00％ 4 74.65％ 2
11日 71（63） 41 30 59.42％ 5 64.79％ 0
18日 70（62） 42 28 61.76％ 9 72.86％ 0
25日 68（60） 39 29 58.21％ 6 66.18％ 0
平均 70（62） 42.8 27.3 62.35％ 6 69.62％ 0.5

例会日 区分

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/

以下32名　二神、浜田、濵本、林、平原、石橋、泉川、
上甲、清田、三原、棟方、長尾、名本、西村、大森、
佐藤、関（啓）、髙石、高岡、高橋、玉置、浦岡、渡
部、山本、米山、深見、飯尾、亀井、中住、関（宏）、
田代、山内

１・２月２ヶ月皆勤

誕生祝　	以下₅名　村上（18日）、大森（19日）、
諸橋（20日）、髙石（22日）、伊藤（23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(満）（29日）、関(宏）

創業祝　	以下₂名　菅井（₁日）、原田(達）（22
日）

３月のお祝い

₁．会報₂月号
₁．近隣ロータリークラブ例会予定表

配　付　物
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