
1２
事務局　松山市一番町 4 ‒ 1 ‒ 5 一誠ビル7Ｆ　ＴＥＬ（089）932－4426　会長　河内広志　幹事　菅井久勝

2016

3

2006〜2007年度
国際ロータリー会長
ウィリアム B・ボイド

2006‐2007年度国際ロータリーのテーマ2015〜2016年度国際ロータリーのテーマ

世界へのプレゼントに
なろう

2015〜2016年度
国際ロータリー会長
KR “ラビ” ラビンドラン

　　 笑顔は幸せを引き寄せる

　あなたの身近に、仏頂面の人といつも笑顔でニコニコしている方がいたらあなたは
どちらの方とお近づきになりたいと思いますか。仏頂面とか怖い顔をしている人を見
たらあまり良い気持ちにはならないはずです。何か理由がない限り、笑顔の方とお近
づきになりたいと思うのではないでしょうか。
　つまり、あなたの笑顔に接して良い気持ちになった人たちは、あなたに対して「近
づきやすい」という感情を持つということです。笑顔が最大の「コミュニケーション
ツール」であるということは言うまでもありません。
　嬉しく幸福な気持ちでいるときは自然と笑顔になりませんか。逆に怒っているとき
いらいらしているときは仏頂面になりませんか。笑顔でいるとき、あなた自身幸せな
気持ちでいると思いませんか。
　まずは作り笑いからでも積極的に笑顔を作ってみませんか。笑顔を作ることによっ
て楽しい気分を味わえるはずです。
　次に、「好印象の笑顔」を思い浮かべてみてください。前歯が見えるようにして口
角が少し引き上がってにっこりとした微笑みは、魅力的な笑顔ではないでしょうか。
口角をあげてにっこりと微笑むためには、口のまわりの筋肉を使います。口のまわり
の筋肉を鍛えることで、魅力的な笑顔ができるのではないでしょうか。口のまわりの
筋肉を鍛えれば表情筋が鍛えられ口角があがることで若々しい印象を保つことができ
るかもしれません。すなわち笑顔はアンチエイジング効果もあるということです。
　さあ、手鏡を用意して作り笑いからでも笑顔を作ってみましょう。魅力的な笑顔はあ
なた自身のためだけではなく、まわりの人たちも幸せな気持ちにしてくれるでしょう。

社会奉仕担当理事　永　木　昭　彦

巻頭メッセージ

₄月₅日㈫…「お花見家族例会　於：常信寺」

₄月12日㈫…「老後保障と介護保険」
山本　克司会員

₄月19日㈫…「ペットの認知症」
ゲスト…ペットホテルキャペル獣医

宮内　康典氏　

₄月26日㈫…「観光地道後について」
鮒田　好久会員

例会予定



例会記録

　第3290回例会　2016年３月１日（火）

出席会員　76（67）名中62名　出席率82.67%
前回訂正出席率86.67%

欠席会員　14名　二神、鮒田、羽牟、市川、伊東、
菊池、村井、村上、大橋、佐藤、鶴田、浦
岡、米山、（片井）

ニコニコ箱
河内　広志	 真鍋さん金融卓話をありがとうご

ざいます。
貴船　正憲	 真鍋さん卓話楽しみにしておりま

す！
大塚　岩男	 真鍋支店長、卓話ありがとうござ

います。
左納　和宜	 真鍋さん卓話楽しみにしていま

す。
玉置　　泰	 次男のところに₂月21日女の子が

生まれました。
田中　昌生	 ガラケー卒業してスマホになりま

した。
髙石　義浩	（会員誕生祝）早退（兒玉先生た

いへんお世話になりました。）
原田　満範	（結婚記念祝）
なんとなくニコニコ　林、清田
早　退　　村山（河内会長、先週はお心遣いあ

りがとうございました。皆、喜ん
でおります）森、西野

卓　話　「最近の金融経済情勢について」
真鍋　正臣　会員

　72と115。我々にとってタフな数字です。金
融において、運用や調達の元本が₂倍（または
₃倍）になる積のことです。即ち、元本が₂倍
（₃倍）の場合、72（115）＝利率×年数となり
ます。
　経済成長に置き換えて、GDPが₂倍になる
積を試算します。「72＝潜在成長率×年数」と
なりますが、潜在成長率は、日本0.5％、米国

2.0％、EU1.5％、中国6.0％です。したがって、
GDPが₂倍になる年数は、日本144年、米国36
年、EU48年、中国12年となります。潜在成長
率0.5％と2.0％は大きな違いはないと思われる
かもしれませんが、長期間では莫大な差が出て
きます。この点が、デフレを克服し、₂％の経
済成長（安定した物価上昇）が必要となる理由
だと強く思っています。
　人口の減少が経済成長に及ぼす影響は大きい
です。1990年代の経済成長が＋1.5％、2000年
代のそれは＋0.6％ですが、労働生産性と就業
者数変化率とに分けますと、労働生産性は
＋0.9％から＋0.8％とほぼ横這いであるのに対
し、就業者数変化率は＋0.5％から▲0.2％と大
きく低下しました。現在のペースで進展します
と、2020年代から30年代にかけて就業者数変化
率低下による経済成長の押上げは▲₁％程度と
見込まれています。
　この程、マイナス金利付き量的・質的金融緩
和が導入されました。この背景は、我が国の経
済情勢（企業収益、失業率、物価の基調等）に
大きな変化はありませんが、中国経済の減速や
原油価格の大幅低下を機に資本の安全資産への
シフト（risk	 off）がみられ、予想物価上昇率
も低下しています。デフレマインドの克服のた
めに必要な更なる緩和措置を採った、という次
第です。
　最近の愛媛県の景況感を12月短観の業況判断
でみますと、良い超＋11と1992年以来の高水準
にあります。この間、人手不足感は更に強まっ
ており、最近の県内有効求人倍率は約1.3倍。
今後、東京オリンピック需要の高まりに伴い、
建設業、サービス業を中心に労働需要は2018年
に向けてさらにタイトになることが見込まれ
るため、早期の人手確保が一段と必要な状況に
なっています。
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例会記録

出席会員　77（68）名中54名　出席率72.97%
前回訂正出席率80.26%

欠席会員　23名　福田、二神、原田、星野、泉
谷、市川、伊東、勝見、貴船、兒玉、棟方、
村上、中地、大塚、酒井、佐藤、白石、鶴田、
浦岡、結城、（片井、関（宏）、田代）

ビジター　₁名　豊増　史郎（大阪中央RC）
ニコニコ箱
西野　佳和	 ₄年₇か月本当にお世話になりあ

りがとうございました。
石橋　和典	 西野さんご栄転おめでとうござい

ます。今後とも宜しくお願いします。
西村　真也	 西野さんおなごりおしゅうござい

ます。お元気でご活躍を！
三ッ矢高章	 本日卓話よろしくお願いします。
藤村　健一	 卓話楽しみにしています。
浜田　修一	 三ッ矢さん卓話楽しみにしていま

す。
野村　靖記	 三ッ矢さん卓話楽しみにしていま

す。
河内　広志	 佐藤先生ご快復おめでとうござい

ます。大変安心しました。
清田　明弘	 西村先生にお世話になりました。
鮒田　好久	 お手元のテーブルに資料をお配

りしました。₃月11日道後駅前で
坊っちゃん劇場の近藤誠二さんと
オヤジダンサーズにより震災チャ
リティイベントを行います。よろ
しければせひご協力下さい。

大森　克介	（会員誕生祝）（結婚記念祝）前回
忘れていました。

中川　創太	 目の前でイベントがあり、申し訳
ありません。

なんとなくニコニコ　米山
早　退　　土居、林、左納、柳田

卓　話　「NTT西日本の取組について」
三ッ矢　高章　会員

　現在のNTT西日本は、昭和60年の電信電話

公社からの民営化、平成₄年の移動体部門で
あるNTTドコモ分離、平成11年の長距離国際
通信部門であるNTTコミュニケーションズの
分離、東西分離といった多くの変遷を経て発足
しております。いくつもの変遷をしながらも、
NTTグループの果たすべき使命は、何ら変わ
ることはありませんでした。特に、四国におい
ては、多くの離島や山間部があり、その中で生
活をされている全ての方々のライフラインとし
ての通信を、安定的に確保していくことが、私
共に課せられた絶対的な使命です。公衆電話に
ついては、携帯電話の普及により、少なくなっ
てしまいましたが、事故や災害時の最後のライ
フラインとなっており、これも怠らず日々維持
メンテナンスを行うといった、努力を重ねてお
ります。また、東日本大震災の経験を糧に、如
何なる災害時においても、早期に通信を確保復
旧できるよう、各関係機関と連携した防災訓練
も繰り返し行っております。
　こうした我々の使命を果たしていきながら、
最新の通信技術（ICT）を用いて、皆様の暮ら
しを更に豊かに便利にしていこうという取組
みもしています。未来型の街づくりを提案す
る「スマート光タウン」、快適なビジネス環境
を提案する「スマート光ビジネス」、便利で楽
しいライフスタイルを提案する「スマート光ラ
イフ」などです。また、東京オリンピックに
向け、増え続けている外国人観光客の利便性を
高め、快適な日本観光を楽しんでいただける
よう、NTTグループ全体で、一度接続すれば、
どこでもつながる「公衆フリーWi-Fi（Japan	
Wi-Fi）」の普及にも努めています。
　私が、昨年₇月に着任してから、四国の社
員達と議論を重ね、「ICTでかなえる四国創生」
を合言葉にすることにしました。皆様と共に「四
国創生」のお手伝いができるよう努力していき
たいと思いますので、よろしくお願いいたしま
す。

　第3291回例会　2016年３月８日（火）
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例会記録

出席会員　76（67）名中48名　出席率64.86%
前回訂正出席率75.68%

欠席会員　28名　土居、福田、二神、羽牟、泉谷、
市川、菊池、真鍋、三ッ矢、村上、森、中
地、大塚、大橋、酒井、佐々木、佐藤、左納、
清水、白石、関（啓）、田中（和）、田中（昌）、
渡部、山本、米山、（片井、玉置）

ゲスト　₂名　小島　伸治（ボーイスカウト　
松山第16団団委員長）
才野　俊輔（ボーイスカウト　
松山第16団ベンチャースカウ
ト）

ビジター　₁名　巻木　通浩（高松RC）
ニコニコ箱
棟方　信彦	 退会します。これまで大変お世話

になりました。
柳田　　剛	 ₄月₁日付で異動となりました。

₂年間お世話になりました。
関　　宏康	 ボーイスカウトのPRをさせて頂

きます。
石橋　和典	 植樹に携わった皆様、お疲れ様で

した。ボーイスカウトも参加して
下さり素晴らしい奉仕活動でし
た。ボーイスカウトの皆様、本日
も卓話宜しくお願いいたします。

河内　広志	 ₃/13の植樹は大変ご苦労さまで
した。

貴船　正憲	 ₃/13植樹へのご参加ありがとう
ございました！

伊東　毅嗣	 ₃/13植樹お疲れ様でした。
勝見　安美	 植樹お疲れさまでした。
永木　昭彦	 先日は植樹お疲れ様でした。
村井　重美	 ボーイスカウトの皆様、有難うご

ざいます。
兒玉　義史	 インフルエンザの流行が下火に

なってきましたので。
吉村　紀行	（ご夫人誕生祝）
早　退　　林

　第3292回例会　2016年３月15日（火）

出席会員　74（65）名中49名　出席率69.01%
前回訂正出席率77.78%

欠席会員　25名　土居、藤村、泉川、市川、菊池、
兒玉、三原、村上、村山、中地、名本、大塚、
大橋、酒井、佐藤、左納、清水、白石、関（啓）、
髙石、浦岡、吉村、（片井、亀井、玉置）

ニコニコ箱
中川　創太	 卓話宜しくお願いします。
浜田　修一	 中川さん、卓話楽しみにしていま

す。
貴船　正憲	 中川さん、卓話がんばって下さ

い！楽しみにしています。
野村　靖記	 中川さん、卓話楽しみにしていま

す。

佐々木　淳	 中川さん卓話頑張ってください。
20日に我家の愚息が無事幼稚園を
卒園しました。ハラハラしますが
成長が楽しみです。

高橋　伸定	 ₃/18息子が無事₄年間で大学卒
業することが出来ました。ホッと
しました。

上甲　　泰	 浪江町の視察に行ってきました。
放射能の怖さを感じました。

田中　和彦	 先週インフルエンザで死んでおりま
した。皆様、今年のインフル（特に
Ｂ）はしつこいです。お気を付け下
さい。連休で復活いたしました。

米山　徹太　球春到来ですね。

　第3293回例会　2016年３月22日（火）
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例会記録

なんとなくニコニコ　河内（春爛漫でなんとな
くニコニコ）

早　退　　二神、林、星野、泉谷（すみません、
早退します）、齋藤（異動になりま
した。₄月より本社勤務となりま
す）、高岡

卓　話　「ニッセイ野球部」
中川　創太　会員

自己紹介①
　京都市山科区生まれで、今年で47歳になりま
す。山科区で有名なところは、多くはありませ
んが、JR東海のCM「そうだ、京都行こう」で
紹介された毘沙門堂ぐらいです。
　紅葉がとてもキレイですが、シーズン中の土
日は交通渋滞が酷いです。あとは、毘沙門堂へ
行く途中にある瑞光院。ここは有名ではありま
せんが、忠臣蔵の赤穂浪士の四十七名の遺髪が
埋葬されている墓があります。
　私は、男三人兄弟ですが、弟が山科でカレー
屋「得正」をやっています。一応、食べログで
も高評価なので、山科へお越しの際は、是非と
もお立ち寄り下さい。

自己紹介②
　1992年日本生命に入社し、東京９年・広島７

年・大阪₃年・東京₅年の後、昨年の₄月か
ら愛媛に参りました。直前の東京₅年間では、
広告宣伝を担当し、CM制作に携わったほか、
CMタレントとご一緒する機会に恵まれ、役得
でした（プチ自慢です）。

ニッセイ野球部について
　前置きが長くなりましたが、ニッセイ野球部
は、昭和₄年創部で、今年で88年目を迎えます。
近鉄バッファローズのホームスタジアムだった
日生球場が練習グラウンドだった時もあります。
　都市対抗野球大会は、57回出場の最多出場で、
一昨年までに過去優勝₃回、日本選手権大会で
は、一昨年までに優勝₂回・準優勝₂回をして
いますが、ここ数年の大会では、結果が伴わず、
社内でも厳しい声が多かったです。
　そんな中、そういった社内の厳しい声に野球
部が奮起し、昨年度の都市対抗野球大会は、18
年振りに、日本選手権大会では13年振りに優勝
し、史上₃チーム目の夏秋連覇を達成しました。
尚、ミスターアマチュアと言われた杉浦投手や、
仁志・福留といったプロ野球選手も多く輩出し
ています。また、オフの期間を活用して、「野
球教室」を実施するなど、CSRにも取り組んで
おり、昨年の12月には、松山市でも野球教室を
開催し、小学生136名に参加してもらいました。

出席会員　74（65）名中56名　出席率80.00%
前回訂正出席率84.51%

欠席会員　18名　二神、原田、市川、清田、真鍋、
三ッ矢、村上、中川、大塚、大橋、佐々木、
佐藤、髙石、田中（昌）、（片井、飯尾、亀井、
玉置）

ニコニコ箱
鶴田　直丈	 本日卓話させて頂きます。よろし

くお願い致します。

藤村　健一	 鶴田さん卓話よろしくお願いしま
す。

村井　重美	 鶴田さんガンバッテ。
左納　和宜	 鶴田さん卓話楽しみにしていま

す。
石橋　和典	 齋藤さん、中地さん今まで大変お

世話になりありがとうございまし
た。今後とも宜しくお願いします。

野村　靖記	 中地さん、齋藤さんお世話になり

　第3294回例会　2016年３月29日（火）
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ました。
田中　和彦	 齋藤さん長い間ありがとうござい

ました。銀行員のイメージが良い
意味で一変しました。東京でもお
元気で!!

伊東　毅嗣　₃/27㈰ゴルフ会に初参加させて
頂きました。とても楽しいひとと
きでした。有難うございました。

米山　徹太	 先日のゴルフ会、楽しくできまし
た。

河内　広志	 ロータリーでニコニコ
なんとなくニコニコ　林
早　退　　齋藤（₂年間ありがとうございまし

た）、村山（齋藤さん、中地さんお
世話になりました。ありがとうご
ざいました）、西村（三男が東京へ
と行ってしまいました）、土居、羽
牟、星野、関（啓）、山内

卓　話　「100円ショップダイソーについて」
鶴田　直丈　会員

　ダイソーは、現在日本国内で2,900店舗、海
外26カ国で1,400店舗、合計4,300店舗、年商3,900
億円の売上げがあります。業界₂位のセリアに
対して₃倍以上の規模です。ここまで来るには

大変な紆余曲折があり、創業者である矢野社長
の人生抜きには語れません。何度も事業を失敗、
夜逃げ、その度に強くなり、いつ潰れるかわか
らないという恐怖心を持ち続けて必死で商売
を続けてきて今があります。「恵まれない幸せ」
ということを矢野社長はよくおっしゃっていま
す。運に恵まれない、能力に恵まれない、運と
能力に恵まれないのは仕方ないけれど女房、子
供に悪いと思って、目の前のことを必死に頑
張った。何の能力もない、恵まれないことによっ
て、一段ずつ階段を上ることができた。運命の
女神は私のことが嫌いではなく、人の何倍も厳
しさや苦しさを与えて、人の何倍も鍛えてくれ
た。もしかしたら私は運がいいのではないかと
思えるようになったとのことです。
　会社としては、1972年に創業。食品スーパー
の裏で催事からスタートし、1991年に初めて店
舗を構え、それからこの20年間で急伸しました。
他社を圧倒するその強さの秘訣の一つに商品力
が挙げられます。種類の豊富さ、安さは、100
円ショップ業界でだけでなく、ドラッグストア、
ホームセンターよりも抜きん出ています。
　これからも、ダイソーをご愛顧のほど、宜し
くお願い申し上げます。

例会記録

平成28年₃月度理事会決議事項

₃月₁日㈫
①2015-16年度ローターアクトクラブへの助成
金について　承認。
②退会届　長尾　芳光会員　承認。
③新入会員申し込み　㈱竹中工務店愛媛営業所
所長　太田　茂樹氏　承認。
④【事後報告】2016学年度ロータリー米山記念

奨学生受入のお願い　承認。
⑤₄月₅日㈫　お花見家族例会について　　　
承認。
⑥第38回RYLAセミナー参加費について　　　
承認。
⑦第40回少年少女キャンプ参加費について　　
承認。
⑧₄月17日㈰　地区協議会	交通について　　
於：高松市　承認。

理事会報告
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クラブニュース

新入会員紹介

氏名：菊野　先一

勤　務　先：㈱キクノ　　　　
代表取締役

	 大手町1-8-8	
TEL	941－6155

生 年 月 日：昭和46年₃月27日
入会年月日：平成28年₃月₁日
趣　　　味：アウトドア、茶道

退会のお知らせ

アサヒビール㈱松山支社
支社長
西野　佳和会員は転勤の為、₃
月₈日付で退会されました。
ロータリー歴は₄年₆か月でし
た。

みずほ銀行松山支店　支店長
齋藤　明弘会員は転勤の為、₃
月29日付で退会されました。
ロータリー歴は₁年₈か月でし
た。

㈱広島銀行松山支店　支店長
柳田　剛会員は転勤の為、₃月
15日付で退会されました。
ロータリー歴は₁年11か月でし
た。

松山東雲女子大学・松山東雲短
期大学　学長
棟方　信彦会員は一身上の都合
の為、₃月15日付で退会されま
した。
ロータリー歴は₃年11か月でし
た。

野村證券㈱松山支店　支店長
中地　修会員は転勤の為、₃月
29日付で退会されました。
ロータリー歴は₁年11か月でし
た。

氏名：吉村　紀行

勤　務　先：弁護士法人たいよう
代表社員　所長

	 大手町1-11-1	愛媛
新聞・愛媛電算ビ
ル₃階	
TEL	907－5601

生 年 月 日：昭和48年11月₂日
入会年月日：平成28年₃月₁日
趣　　　味：旅行

氏名：太田　茂樹

勤　務　先：㈱竹中工務店愛媛
営業所　所長

	 三番町7-4-3	
TEL	921－4811

生 年 月 日：昭和41年₉月30日
入会年月日：平成28年₃月₈日
趣　　　味：ゴルフ、家庭菜園

日本電気㈱松山支店　支店長　
小野　茂会員は転勤の為、₃月
31日付で退会されました。
ロータリー歴は₃年10か月でし
た。
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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/

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
₁日 76（67） 62 14 82.67％ ₃ 86.67％ 0
₈日 77（68） 54 23 72.97％ 7 80.26％ ₁
15日 76（67） 48 28 64.86％ 8 75.68％ ₁
22日 74（65） 49 25 69.01％ 7 77.78％ 0
29日 74（65） 56 18 80.00％ 4 84.51％ 0
平均 75（66） 53.8	 21.6	 73.90％ 5.8 80.98％ 0.4

例会日 区分

誕生祝　	以下₅名　鮒田（₃日）、大森（19日）、村
上（18日）、髙石（22日）、菊野（27日）

結婚祝　	以下₉名　佐藤（₂日）、山内（₅日）、藤
村（₅日）、亀井（17日）、西村（20日）、大
森（24日）、原田（29日）、村井（31日）、関
（宏）

創業祝　	以下₃名　菅井（₁日）、菊野（₃日）、泉
谷（22日）

３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

以下30名　鮒田、浜田、濵本、石橋、泉川、上甲、清田、
河内、兒玉、三原、三好、森、名本、西村、野村、大森、

佐藤、菅井、関（啓）、高橋、渡部、安永、米山、深見、
飯尾、亀井、中住、関（宏）、田代、山内

１・２月２ヶ月皆勤

　平成28年₃月27日㈰に奥道後ゴルフクラブにて
開催されました。参加者は安永会員、伊東会員、佐々
木会員、増田一孝さん（佐々木会員のお知り合い）、
星野会員、米山の₆名でした。
　天気予報では荒天予報でしたが、快晴で気持ち
よくプレーできたと思います。また、伊東会員が

初参加で奥道後の自然・景色を楽しまれていまし
た。ニアピンは₄ホール中₃つを安永会員が取り
ました。
　	これから、ゴルフが気持ちよく出来る季節にな
ります。皆様のご参加をお待ちしております。

（記・米山　徹太）

第353回　松山ロータリークラブ・ゴルフコンペのご報告

順　位 氏　　　名 OUT IN 計 HDCP Net
優　勝 安永　眞澄 45 49 94 22.8 71.2
準優勝 星野　耕一 41 49 90 15.6 74.4
₃　位 米山　徹太 45 43 88 13.2 74.8
₄　位 佐々木　淳 50 49 99 24 75
₅　位 増田　一孝 53 43 101 24 77
₆　位 伊東　毅嗣 48 54 102 19.2 82.8

（ゲスト）

ダブルペリア
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