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私がロータリーに入会した10年前は、伊予市の新川海岸にて植樹を行っておりまし
たが、工事の関係で違う場所への植樹を余儀なくされ、北条市の粟井海岸に移り、₅
年で広い海岸は私達が植えた松でいっぱいになり、地元の方々にも感謝をされつつ、
現在の風和里海岸になりました。
また、₃年前から海岸清掃も行い、より充実したものとなりましたが、RACにボー
イスカウトなどの参加により、年々参加人数も増え、参加者の満足度も高まっている
と思われます。
この植樹については、愛大農学部の江崎名誉教授の思い入れが大変強く、環境、防
災問題に役立つよう、松の成長を促すために開発された、漁業の邪魔者とされるエチ
ゼンクラゲを原料としたクラゲチップを使用し、実験としても大変大きな成果をあげ
ております。
ゴミの問題として今回特に思ったのは、数週間前に見に行った際ほとんどなかった
ゴミが、当日、多くの量になっていたので、当たり前ではありますが、日毎変わるの
だなと思いました。多くの人達が環境問題を考えれば、ゴミの無い綺麗な景色を、毎
日観ることも可能です。
植樹活動は来年で続けて20年になります。この活動を通じて会員の皆様にはさらに
環境問題を意識して頂き、一人でも多くの方に思いを伝えて頂けたらと願います。

例会記録
第3435回例会

2019年３月５日（火）

出席会員 72（66）名中47名 出席率68.12%
前回訂正出席率75.71%
欠席会員 25名 堂野、福田、原田、五十嵐、
石橋、市川、上甲、菊野、倉田、三原、宮
崎、三好、甕、森、西原、大塚、大橋、桜田、
塩崎、清水、筒井、鶴田（亀井、田代、浦岡）
ビジター ₁名 清水 貴暁（東京白金RC）
ニコニコ箱
窪
仁志 卓話よろしくお願いします。₃月
16日改正の時刻表を配らせてもら
いました。
児玉 義史 東京白金RCの清水様、歓迎致し
ます。窪さん、卓話楽しみにして
おります。
菅井 久勝 窪さん卓話楽しみにしておりま
す。
米山 徹太 先 日 の₃/₁ 〜 ₃/₃ 2580地 区
（東京・沖縄）の第₁回RYLA（ラ
イラ）セミナーのお手伝いに、沖
縄へ行ってきました。東京・沖
縄より27名の受講生が参加しまし
た。距離を感じさせない両地区の
メンバーのチームワークが素晴
らしく、感動したRYLAセミナー
となりました。又、改めて我々
の2680地 区2670地 区 共 同 開 催 の
RYLAセミナーの素晴らしさも再
確認できました。
田中 和彦 花粉症の皆さん、本日花粉の大飛
散日ですね。ともに耐えましょう。
河内 広志 今日₃/₅は「スチュワーデスの
日」です。最初はエアガールと呼
ばれ今では男女雇用機会均等法の
関係でキャビンアテンダントと呼
ばれ、ロータリアンと同じく親し
まれています。
伊藤 謙一 （会員誕生祝）52歳になりました。
大森 克介 （会員誕生祝）
髙石 義浩 （会員誕生祝）

（東京白金RC）

（なんとなくニコニコ） 清水、勝見、清田、村
井
早 退
羽牟、佐々木（高梨さん、清田先生、
菅井さん、先日はありがとうござ
いました）
卓

ダイヤグラム「列車ダイヤのお話」
窪
仁志 会員
ＪＲ四国は輸送業として、
「安全が全てに優
先する」として、₅項目からなる安全綱領を定
め、点呼等で全員で唱和を行い、安全文化の定
着と深度化を図っています。
ＪＲ四国の概要は、社員数2,450名、営業キ
ロ855.2キロ、駅数259駅、１日の列車の運転本
数は1,006本で、
「鉄道建設運輸施設整備支援機
構（国）
」の100％出資会社です。線区の状況と
して、複線区間は、高松～多度津・児島間で全
体の5.9％、電化区間では、高松～伊予市・児
島間で27.5％となり、複線、電化のインフラ整
備が遅れている事が解ります。
鉄道会社では、お客様に商品である列車の時
刻をお知らせするツールとして、一般的に時刻
を列記した時刻表でお知らせしますが、従業員、
特に運転関係に従事する係員は、時刻表を図式
化したものを使用します。これが「ダイヤグラ
ム」で、業界では「₂分目ダイヤ」と呼ばれる
ものです。
各駅、各列車の時刻を作る事が「₂分目ダイ
ヤ」を作る基となり、業界ではこの仕事に従事
する係員を「スジ屋」と呼び、経験とスキルが
必要な重要な業務になります。
列車の時刻を設定するには、様々な条件や決
まりがあり、一例を上げると「列車の種別（特
急か普通）
」
「使用する車両の性能（電車かディー
ゼルカー）
」
「駅の設備や使用する番線」
「駅を
通過か停車か」等により駅間の所要時間が変わ
ります。また、設定する各列車には、
「列車の
使命」があり、列車種別や運転する時間帯、駅
のご利用状況、接続等のネットワークの有無に
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より優先度が変わってきます。
ダイヤ改正では、ＪＲ四国特有の単線での運
転と、これらの様々な制約や条件に基づき列車
設定を行い、各列車の行き違いによる待ち時間
の短縮や接続時間の適正化を図る作業を、約１
年間かけて検討・試行し、列車ダイヤを作って

第3436回例会

2019年３月12日（火）

出席会員 72（66）名中51名 出席率73.91%
前回訂正出席率81.43%
欠席会員 23名 浅田、堂野、原田、石橋、市川、
岩橋、勝見、清田、河野、西原、太田、大
塚、大橋、左納、関、高岡、舘、筒井、鶴田、
柳谷（亀井、田代、浦岡）
ビジター ₃名 加藤 秀章（松山南RC）
松本 健二（
〃
）
兼頭 俊介（
〃
）
ニコニコ箱
加藤 秀章 本日はよろしくお願い致します。
松本 健二 本日はお世話になります。
兼頭 俊介 本日はお世話になります。
小野里俊哉 ₃年間大変お世話になり、ありが
とうございました。
浜田 修一 小野里さんありがとうございまし
た。仙台でもお元気でご活躍して
下さい。
米山 徹太 小野里さん、お世話になりまし
た。転勤先のご活躍をお祈り致し
ます。
甕
哲也 小野里さん、大変お世話になりま
した。高橋さん卓話楽しみにして
います。
高橋 伸定 本日卓話させて頂きます。宜しく
お願いします。
三好 哲生 先週の窪会員、今週の高橋会員、
卓話お世話になります。宜しくお
願いします。

（松山南RC）
（松山南RC）
（松山南RC）

いきます。
我々は、この地道な作業を「ダイヤを磨く」
と言い、所要時間の短縮やお客様の利便性の向
上、効率的な列車ダイヤの設定をめざし日々取
り組んでいます。

羽牟 正一

高橋さん卓話楽しみにしていま
す。
泉川 孝三 高橋さん卓話楽しみにしていま
す。
児玉 義史 高橋さん卓話楽しみにしていま
す。
吉村 紀行 高橋会員卓話楽しみにしておりま
す。
塩崎千枝子 もうすぐ春ですね。
田中 和彦 今週末からいよいよ衣山、大街道、
重信の各シネマサンシャインで、
私が原作担当した映画「ソローキ
ンの見た桜」がロードショー公開
されます。よろしくご覧になって
ください。
河内 広志 皆さんは長財布と二つ折財布のい
ずれをお持ちですか？長財布のメ
リットは形状がコンパクトな為、
ポケットに入れやすく小銭も入れ
られる。今日₃/12は語呂合わせ
で「サイフ」の日です。
加藤 修司 （会員誕生祝）すみません、先週
失念しておりました。
菊野 先一 （会員誕生祝）
（創業記念祝）
菅井 久勝 （創業記念祝）高橋さん卓話楽し
み に し て お り ま す。 太 田 さ ん、
五十嵐さん昨夜は有難うございま
した。
（なんとなくニコニコ） 三浦、村井
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早

退

土居、森、佐々木

卓

話 「海上自衛隊

基地訪問」
高橋 伸定 会員
海上自衛隊（Japan Maritime Self Defense
Force）
本日の卓話は、江田島にある海上自衛隊 第
１術科学校（旧海軍兵学校）並びに海上自衛隊
呉基地（潜水艦教育訓練隊）をご紹介させて頂
きたいと思います。海上自衛隊第一術科学校
（旧
海軍兵学校）は、古くは海軍のエリートを養成
する学校で、現在でも海上自衛隊の幹部候補生
の学びと訓練の場として活用されている施設で
すが、現在施設の一部は一般に公開されていて、
無料で見学できます。
かつて存在した「海軍兵学校」は、イギリス
のダートマス、アメリカのアナポリスと並んで
世界三大兵学校と称されるなど、
まさに当時「世
界最高の教育機関」でした。当時はこの赤レン
ガの校舎に憧れ、全国各地の秀才が海軍兵学校
を受験したとのことです。競争倍率20倍という
狭き門を目指し、兵学校に入るための予備校ま
であり、入学には高い学力を必要としたことか
ら「兵学校に落ちた者が一高（東大）に行く」
と言われ、入学した学生は羨望の眼差しで見ら

第3437回例会

れたとのことです。
海軍兵学校第78期310分隊の名簿の分隊の中
に、当クラブ、中住義晴会員のお名前がありま
す。
教育参考館には、勝海舟の書をはじめとして
旧海軍の貴重な資料や特攻隊員の遺書など数多
く展示されているため、その敬意・慰霊の意味
を込めて基地内の見学では唯一、脱帽、撮影禁
止とされている場所です。
次に訪問した海上自衛隊呉基地の潜水艦教育
訓練施設では、井口司令直々に船舶の通信のた
めに使われている国際信号旗についての説明を
して頂きました。
「国際信号旗」を掲げておけ
ば、その船の状況を周りの船舶に知らせながら
航行・停泊することができます。マリーナなど
に「U」と「W」の旗が揚げられていれば、
「ご
安航を祈る」を意味するそうです。山本五十六
連合艦隊司令長官の有名な言葉です。やってみ
せ、言って聞かせて、させてみせ、ほめてやら
ねば、人は動かじ。話し合い、耳を傾け、承認
し、任せてやらねば、人は育たず。やっている、
姿を感謝で見守って、信頼せねば、人は実らず。
最後に「戦争のない、平和な世界であります
ように…」

2019年３月19日（火）

出席会員 71（65）名中41名 出席率59.42%
前回訂正出席率78.57%
欠席会員 30名 浅田、堂野、二神、鮒田、羽
牟、原田、五十嵐、市川、伊藤、岩間、勝見、
菊野、窪、河内、三浦、甕、森、西原、太
田、大塚、大橋、佐々木、左納、清水、高梨、
田中、柳谷、結城（亀井、浦岡）
ニコニコ箱
舘
誠一 ₂年間、お世話になりありがとう
ございました。

浜田

修一

米山

徹太

菅井

久勝

泉川

孝三

三好

哲生

— 4 —

舘さん、身体に気をつけてご活躍
ください。
先日の植樹、お世話になりました。
舘さん、転勤先でのご活躍、お祈
り致します。
舘さん転勤先でのますますのご活
躍お祈り致します。
卓話担当です。よろしくお願いし
ます。
泉川会員、本日卓話宜しくお願い

例会記録
します。
久しぶりに♨の話が楽しみです！
泉川先生、卓話楽しみにしており
ます。
石橋 和典 植樹、植樹活動では、多くの方に
ご参加頂き誠にありがとうござい
ました。泉川先生、卓話を楽しみ
にしております。
鶴田 直丈 娘が空手の世界大会で優勝できま
した。
塩崎千枝子 卒業式が無事終わりました♡
（なんとなくニコニコ） 河野、村井、守谷
早 退
三原（先ほど愛媛県に石油組合理
事長としてガソリンスタンドに設
置予定のサイクル用空気入れと工
具を30セット寄贈しました。サイ
クリストに優しい愛媛のガソリン
スタンドを拡げます。
）
、西村、玉
置
福田
吉村

卓

正史
紀行

話 「♨」

泉川 孝三 会員
愛媛県内には日帰り温泉施設が40数箇所あり
ます。今回は松山近隣の日帰り温泉施設につい
てお話しします。
まず、松山市ですので、道後温泉本館は北側
入口になっています。椿の湯は公衆浴場です。
お勧めは、飛鳥の湯です。施設は新しいし、愛
媛県内の素晴らしい工芸品があります。

第3438回例会

次に奥様と行ってもしかられない温泉として
たかのこ温泉 駐車場が広い、施設が新しく
広々しています。源泉が₂個あります。
見奈良天然温泉 利楽 愛媛県で一番広い露
天風呂があります。今、菜の花が満開です。
少し高級な日帰り温泉施設
奥道後温泉（壱の湯） 川沿いの露天風呂に
新緑の季節に入ってください。180度新緑。
そらともり 女性に大人気。岩盤浴も楽しめ
て落ち着いた雰囲気です。
交通アクセスがとても良いキスケの湯 10人
は楽に入れる炭酸温泉があります。
昭和を感じさせる温泉
小藪温泉 大洲市にあり木造₃階建温泉宿で
す。湯之谷温泉 西条市にあり薪で暖めている
源泉掛け流し温泉です。
海を眺めながらの露天風呂がある北条シーパ
まこと、山を感じる今治鈍川温泉、川風の大洲
臥龍の湯、町並と海が展望できる高台石鎚サー
ビスエリアこまつの湯。
黒い温泉八幡浜市みなと湯モール泉 黒いの
が薄くなっていますので黒を経験したければお
早めに。黄色い温泉ていれぎの湯。白い温泉の
石鎚山温泉京屋。
特徴のある素晴らしい日帰り温泉施設があり
ますので、是非タオルと石鹸を持って行ってく
ださい。そして、心も体も温泉で温まり、元気
で乗り切りましょう。

2019年３月26日（火）

出席会員 70（64）名中39名 出席率58.21%
前回訂正出席率70.59%
欠 席 会 員 31名 浅田、土居、羽牟、原田、
五十嵐、泉川、市川、岩橋、加藤、菊野、
木下、清田、倉田、児玉、宮崎、甕、守谷、
名本、西原、大塚、大橋、佐々木、清水、

髙石、鶴田、柳谷、結城、吉村（亀井、玉置、
浦岡）
ビジター ₂名 宮部 高至（松山東RC会長）
伊藤あゆ美（松山南RC）
ニコニコ箱
宮部 高至 浜田会長にひきつけられてやって

（松山東RC）
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塩崎千枝子

桜田 武司

浜田

修一

米山

徹太

菅井

久勝

河内

広志

来ました。宜しくお願い致します。
とても楽しい時間をご一緒させて
いただきありがとうございまし
た。皆様とのご縁に感謝申し上げ
ます。
大変短い間で申し訳ありません。
松山クラブでの益々のご発展をお
祈り申し上げます。
宮部さん、伊藤さん、ごゆっくり
お過ごしください。塩崎さん、桜
田さん、お元気でご活躍して下さ
い。
塩崎先生、桜田さん、お世話にな
りました。
塩崎さん、桜田さん、お世話にな
りました。今後の益々のご活躍お
祈り申し上げます。
今日は「カチューシャの日」です。
芸術座がトルストイの復活を原作

とする舞台の劇中歌として大ヒッ
トしました。カチューシャは季節
の唄、別れの唄としてロータリー
でしばしば歌われます。塩崎先生、
桜田支店長、お疲れさまでした。
立松 良之 卓話です。
三好 哲生 立松先生、初の卓話ですね。本日、
宜しくお願い致します。
村井 重美 立松さん卓話頑張って。
田中 和彦 お隣の会場でEBC賞に参加して
参りました。羽牟会員のご挨拶に
拍手をおくりに…39回目のEBC
賞おめでとうございます。
勝見 安美 第41回卒園式を行いました。
太田 茂樹 ₂週続けて休ませて頂き申し訳ご
ざいません。
（なんとなくニコニコ） 伊藤、河野
早 退
窪、森、関

理事会報告
平成31年３月度理事会決議事項
３月５日㈫
①今年度お花見家族例会ついて 承認。
②第41回ライラセミナー参加費について
承認。
③第43回少年少女キャンプ参加費について

承認。
④2019-20年度

短期交換派遣学生

鶴田

京

子さんを推薦します。 承認。
⑤2019-20年度 ロータリー財団地区奨学生
加藤 志織さんを推薦します。 承認。
⑥愛媛大学国際交流協力事業会（AINECS）の
理事就任について。 承認。
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クラブニュース
退会のお知らせ
アサヒビール㈱松山支社 支社
長 小野里俊哉会員は、転勤に
より、₃月12日付で退会されま
した。
ロータリー歴は₂年11か月でし
た。

日本生命保険(相)松山支社 支社
長 舘 誠一会員は、転勤によ
り、₃月19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 塩崎 千枝子会
員は、退任により、₃月31日付
で退会されました。
ロータリー歴は₂年₆か月でし
た。

㈱近畿日本ツーリスト中国四国
松山支店 支店長 桜田 武司
会員は、転勤により、₃月31日
付で退会されました。
ロータリー歴は₉か月でした。

３月のお祝い

配 付 物

誕生祝

₁．ガバナー月信
₁．会報₂月号
₁．近隣RC例会予定表

以下₇名 鮒田
（₃日）
、伊藤
（₄日）
、大森
（19
日）
、髙石
（22日）
、小野里
（23日）
、加藤
（23日）
、
菊野
（27日）
結婚祝 以下₈名 塩崎
（₁日）
、高梨
（₆日）
、亀井
（17
日）
、西村
（20日）
、大森
（24日）
、原田
（29日）
、
木下
（30日）
、村井
（31日）
創業祝 以
 下₃名 菅井
（₁日）
、菊野
（₃日）
、岩間
（22
日）

１・２月２ヶ月皆勤
以下28名 浜田、濵本、林、石橋、泉川、伊藤、上
甲、木下、清田、窪、河内、児玉、三原、三好、名

本、西村、野村、太田、大森、菅井、関、高橋、立松、
柳谷、米山、深見、亀井、中住

３月中の出席報告
区分

会員数

出席会員数

欠席会員数

₅日

72（66）

47

25

68.12%

₆

75.71%

₁

12日

72（66）

51

23

73.91%

₆

81.43%

₃

19日

71（65）

41

30

59.42%

13

78.57%

0

26日

70（64）

39

31

58.21%

₉

70.59%

₂

平均

71.3（65.3）

44.5

27.3

64.92%

8.5

76.58%

1.5

例会日

当日出席率 メークアップ数 前回訂正出席率 ビジター数

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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