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　　 ロータリーに於ける「クラブの強化」とは？

　会報巻頭メッセージはクラブ強化担当理事にとの依頼を受け慎んで書いています。
　会員の減少は大きな流れのようですが、幸いにも我が松山クラブはこの数年健闘し
ていて本年度も頑張っています、と言うのが現況報告です。
　では具体的にどう頑張っているか？と聞かれると答えは難しいです。先ず数を優先
するのか？　質を優先するのか？　質の話を先にすると前に進まない、これが本音で
しょう。私も含めて資格が有るのかを考えると尻込みするのが普通の神経の持ち主だ
と思います。なら質の問題は棚上げするのかと言うとそれは違います。新入会員は現
会員の方から推薦して頂いています。現会員を信じてやって来て最近まで大きな問題
が起きたとは聞いていません。質の話の範疇が不明ですが、アクティブメンバーになっ
て頂ける人か否かが大事だと思います。その方の資質としてロータリアン、松山ロー
タリークラブのメンバーとして向いているかどうか。平たく言うと水が合うか。この
10年間に入会された人達を見ていてそう言う結論に達しました。2010－2011年度は当
クラブから本当に久しぶりにガバナーを出し、地区協議会も主宰しましたし、今、来
年の地区大会の準備も進めています。これらの中心になっているのは、ロータリー歴
はそんなに長くなくても先ず動こうと言う気持ちの持ち主ばかりです。これは毎週の
例会の中では浮かんでこない光景です。それを体感して先に述べた結論に至った次第
です。もちろん数も大事です。もっともっと元気で前向きな新入会員が増えると来年
の地区大会も楽です。
　もしこの原稿を読んで「こんな奴に会員増強を任せていたら松山クラブは大変なこ
とになる」と心配された方は是非、御自分が考える我がクラブにピッタリの方を御紹
介下さい。無条件で入会して頂こうと思います。会員増強はメンバー全員の仕事です
から。

クラブ強化担当理事　玉　置　　　泰

巻頭メッセージ

10月₅日㈫…「映画観客動員を
増やす試み」

佐々木　淳会員
10月12日㈫…「ニュージャージー

短期交換留学を終えて」
山本　克司会員

10月19日㈫…職場訪問例会
於：㈶えひめ産業振興財団

（テクノプラザ愛媛）
10月26日㈫…「グローバル化と

地域経済の活性化」
秋山　　修会員
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例会記録

　第3034回例会　2010年９月７日（火）

出席会員　70（59）名中42名　出席率63.64％
前回訂正出席率78.26％

欠席会員　28名　秋山、江田、遠藤、五味、原田、
泉川、市川、勝見、川瀬、河田、工藤、河内、
御木、三好、森本（惇）、森本（三）、下別府、
関（啓）、高岡、田嶋、渡部（浩）、渡辺（基）、
山本（克）、吉田（藤山、亀井、宮田、中住）

ニコニコ箱
山内　　建	 去る28日、母の葬儀に際し、御弔

意・御弔電をいただき有難うござ
いました。

林　純之介	 暑さもあと少し。気をつけて頑張
りましょう。

浜田　修一	 林会長、北村忍さん、「月信」掲
載の記事でお名前を間違えまし
た。申し訳ありません。

二神　良昌	 出張が重なり、₃回欠席していま
した。すみません。

高須賀	征二郎	 久しぶりのロータリーの出席で
す。

津田　和彦	 欠席が続きましたので…。
平原　立志	 今月より松山全日空ホテルビア

ガーデンで秋の味覚「いもたき」
を始めました。

北村　　忍	 ₉月に入っても暑い日が続いてお
ります。ご自愛下さい。私共は良
い商売をさせて頂いております。

坂本　康真	 百貨店の商品は秋になってきまし
た。雑貨の売り場を新しくするの
で。

佐々木　淳	 モントリオール世界映画祭で深津
絵里さんが最優秀女優賞を受賞、
11日〜ロードショー「悪人」がヒッ
トしますように。

北村　一明	 バッジ忘れ。
小川　純生	 今月は63回目、松山RCで初の誕

生日です。今後とも宜しくお願い
いたします。

麻生　俊介	（会員誕生祝）（創業記念祝）
深見　邦芳	（結婚記念祝）
土居　英雄	（創業記念祝）₉月11日
（なんとなくニコニコ）清田、児玉、米山
早　退　　山本（泰）

　第3035回例会　2010年９月14日（火）

出席会員　70（59）名中49名　出席率74.24％
前回訂正出席率86.96％

欠席会員　21名　原田、石橋、市川、川瀬、北
村（忍）、眞鍋、御木、森本（惇）、名本、佐々
木、関（啓）、高岡、玉置、浦岡、山本（克）、
山本（泰）、吉田（麻生、藤山、亀井、宮田）

ゲスト　　₁名　朱　　 娜
　　　　　　　　（当クラブ米山奨学生）
ニコニコ箱
木村　敏久	 本日卓話頑張ります。
五味　久枝	 朝晩が少し涼しくなってきまし

た。暑さに慣れたせいか微風でも

嬉しくなります。木村さん卓話楽
しみにしています。

江田　和彦	 先週、観音寺東ロータリーにガバ
ナーの随行を致しました。亀井さ
んのお話に感激しました。

高橋　伸定	 ガバナー事務所の皆様、先日はご
支援ありがとうございました。お
世話になりました。

田嶋　德之	 入院治療のため例会の欠席が続き
ました。過日の旭日小綬章受章祝
賀会は温かいご祝意を賜りありが
とうございました。
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三原　英人	 本日娘の16歳の誕生日なので。
河内　広志	 高須賀さんいつもありがとうござ

います。
林　純之介	 我が阪神の足取りはアヤシイけれ

ど、西条高校出身の新人秋山の活
躍は見事です。

北村　一明	 祝‼　秋山完封。
三好　哲生	 遅参致しました。
遠藤　景子	（会員誕生祝）お誕生祝いありが

とうございました。秋山さん、坂
本さんいつもニコニコBOXご担
当ありがとうございます。

清田　明弘	（ご夫人誕生祝）
（なんとなくニコニコ）秋山、森本（三）、高須

賀、米山
早　退　　伊賀上

卓　話　「生命保険の話」
木村　敏久　会員

　生命保険は極めてシンプルかつ統計的なもの
です。₁年の収支だけ考えると、その年の支払
いに必要な予定保険金額を保険料として集めて
おけばよいのです。ただし支払い予定保険金額
の目測を誤ると資金ショートに陥りますし、納
得感のある保険料を設定しなければ加入者不足
に陥ります。シンプルな話ですが、この問題
を統計学的にクリアしたことから生命保険の近
代化が始まります。この近代化に大きく貢献し
たのがハレー彗星で有名な天文学者のハレーで

す。ハレーは、ある行政府が集めた住民の死亡
に関するデータを利用し、死亡年齢の統計的解
析を行い、生命表を作成しました。生命表を使
えば生存確率に基づいて合理的に保険料が設定
できるため、現在でも変わらず生命保険制度の
根幹をなしています。そして保険会社は、統計
的に十分な母集団を形成すべく保険加入者を集
めればよいのです。なんともシンプルな話です。
ちなみに、ハレーの生命表を利用して設立され
た保険会社が1762年創立のエクイタブル生命で
す。
　日本における近代的な生命保険会社は1881年
に創業しました。これは福澤諭吉が保険制度を
紹介した後のことになります。当時の主流はシ
ンプルな養老保険でした。その後の敗戦を経て
主流の商品は貯蓄性のものから保障性のものに
変化しましたが、保障の範囲はやはりシンプル
であったといえます。ところが近年になると顧
客ニーズの多様化をうけ、様々なリスクに対応
する様々な特約を組み合わせたオーダーメイド
の保険が主流となりました。最適な保険料で必
要な保障を確保できる半面、あまりに複雑であ
るため契約者自身による保険金請求が難しいと
いう本末転倒の事態を惹起しました。そのため
最近では保障内容をシンプルにする揺り戻しも
起こっています。保障の範囲や内容、そして統
計的な精度が変わりこそすれ、シンプルである
ことが必要な部分もあるということなのでしょ
う。

　第3036回例会　2010年９月21日（火）

出席会員　70（59）名中48名　出席率77.42％
前回訂正出席率91.30％

欠席会員　22名　遠藤、二神、濱本、石橋、市川、
川瀬、北村（一）、工藤、児玉、御木、森本
（惇）、大森、白石、津田（麻生、藤山、亀
井、松岡、宮田、中住、関（宏）、田代）

ビジター　₁名　生駒　二郎（松山西RC）

ニコニコ箱
生駒　二郎	 松山西ロータリーに入会して₃ヶ

月の新人です。初めてのメー
キャップですが、よろしくお願い
します。

渡辺　基樹	（結婚記念祝）本日初めての卓話
です。よろしくお願いします。ま

松山西RC
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た、₉/25は15回目の結婚記念日
です。

玉置　　泰	 土曜日は若手の皆さんと₂次会に
行き楽しみました！

西村　真也	（早退）先日は玉置様、清田様を
はじめ皆様お世話になりました。
また、浦岡先生有難うございまし
た。

高橋　伸定	 米山さん先日はナイスフライトあ
りがとうございました。

米山　徹太	 高知でのゴルフが楽しかったの
で。

林　純之介	 デカシタ秋山₄勝目。今日は2,000
円だ！　次に勝ったら3,000円約
束。

結城　　旬	 ロータリーバッジを忘れました。
（なんとなくニコニコ）高須賀、吉田
早　退　　土居、北村（忍）、坂本、関（啓）

卓　話　「愛媛の農業」
渡辺　基樹　会員

　平成20年の愛媛県農業産出額は1.356億円。
愛媛県の主要農産物の産出額は、₁位がみかん
で264億円（19%）、次いで米が176億円（13%）、
豚が131億円（10%）、いよかんが83億円（₆%）、
鶏卵が80億円（₆%）の順です。果実部門が約
₄割（530億円）を占め、果樹は愛媛県の重要
な基幹作物となっています。柑橘類に次いで、
キウイフルーツの収穫量は24年連続で全国₁
位、くりは全国₃位、かきは全国₇位にありま
す。

　愛媛の温州みかん栽培は、今から200年以上
前に、宇和島市吉田町の加賀山平次郎という人
物が、高知から温州みかんの苗木を持ち帰った
ことが始まりです。みかん栽培は、₃つの条件
が必要と言われています。第₁は年間を通じて
温暖で、かつ収穫期の秋に雨が少ないこと、第
₂に水はけと日当たりのよい傾斜地であるこ
と、第₃に土壌にミネラル成分が多いこと。愛
媛にはこの₃つの条件を満たす土地が多いた
め、県下全域の海沿いの急傾斜地を中心にみか
ん栽培が盛んになったのです。
　愛媛県産の柑橘は一年を通して色々な品種が
収穫されています。特に冬から春にかけては温
州みかん、いよかんから始まり、せとか、デコ
ポン、清見など多くの商品があります。
　しかし、最近はみかんの消費量が減少し、国
民₁人当たりのみかんの年間消費量は、昭和50
年には19㎏であったのに対し、平成15年には5.5
㎏と約₄分の₁にまで減少しています。
　そのような中、₄月14日を愛する人に柑橘類
を贈り合い愛を深める記念日「オレンジデー」
として定着させ、全国一の生産量を誇る愛媛産
柑橘類のPRと販売拡大につなげる取組みが昨
年度から本格的に始まりました。オレンジの花
言葉は「花嫁の喜び」「純潔」「寛大」。欧米で
はオレンジは繁栄のシンボルで、新婚カップル
にオレンジを贈るなどの習慣があるそうです。
₂月14日のバレンタインデー、₃月14日のホワ
イトデーに続く第₃の愛の記念日として、みな
さんも楽しんでみませんか。

　第3037回例会　2010年９月28日（火）

出席会員　70（59）名中55名　出席率82.09％
前回訂正出席率94.29％

欠席会員　15名　土居、原田、柏原、勝見、工
藤、御木、三原、森本（惇）、名本、関（啓）、
玉置、渡辺（基）（麻生、亀井、宮田）

ゲスト　　₁名　久保田昌司（ふなや総料理長）
ニコニコ箱
北村　一明	 久保田さん卓話よろしく。
林　純之介	 久保田総料理長様、卓話楽しみに

しております。
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五味　久枝	 久保田さん、本日はゲスト卓話お
世話になります。楽しみにしてい
ます。

平原　立志	 亀井ガバナーに随行し、先週さぬ
きRCを訪問しました。

河田　正道	 昨日、亀井ガバナーの随行員とし
て東かがわRCに行きました。勉
強になりました。

伊賀上久幸	 娘の就職が内定しました。感謝！
坂本　康真	 ようやく秋らしくなってきまし

た。気分が良いので。
下別府俊也	 西村先生、先日はお世話になり有

難うございました。
米山　徹太	 宝くじが当たりますように。
石橋　和典	（創業記念祝）誠に申し訳ござい

ません。バッジを忘れました。
（なんとなくニコニコ）秋山、江田、小川、高

須賀
早　退　　佐々木（来週初めての卓話です。今

から緊張しています。）、清田

卓　話　「地産地消　和食再発見」
ゲスト…ふなや総料理長　久保田昌司氏

　食と健康というのは、昔から「医食同源」と
いう言葉もございますが、医術も食事も同じ源
で日頃からバランスの取れた美味しい食事を摂
る事で病気を予防し、治療しましょうという考
えで、同じ様な意味合いで「法食一等」という
言葉もございますが、仏道の修行と食事は同じ
位大切ですよ、毎日の食事がいい加減になって
しまうと健康も損ないかねない、生きていく上
で食事の管理が大切ですよという教えです。

　良く耳にする「アンチエイジング（抗加齢）」
という言葉がありますが、食とはとても深いつ
ながりがございます。食のあり方を昔と今で比
べてみますと、昔は家庭料理が中心で身近な材
料を使い手際良く、先人達の智恵が詰まり親か
ら子へ、家庭の味やしきたりが伝えられ美徳が
ございました。その後、経済もバブル期がやっ
て来て、少なからず食にも影響が及ぼされ、食
材の流通が良くなり、欧米化も進み、外食産業
やファーストフードなども発展し、便利なおか
ずや冷凍食品も出回る様になってきて、食の氾
濫へとつながり、さまざまな問題が起き、食の
安全性、見直しが言われる様になって参りまし
た。
　本来、健康の為の食の理想とは、塩分、脂肪
分を減らしカルシウム、食物繊維を多く摂る事
が良いとされ、先人達の智恵のいっぱい詰まっ
た昔のごはん（和食）には、健康のために必要
な栄養素をバランス良く含んでいます。しかし
良い事ばかりではなく、脂肪分が減るが塩分を
摂り過ぎてしまいます。では、どうすればいい
のか、具体的に₃つあげてみましょう。
一、旬の新鮮な食材を使う。
一、出汁をていねいに取る。
一、レトルト、インスタントはなるべく減らす。
　これらの事で少しでも塩分を減らす事ができ
ます。
　元々の食文化（和食）を見直す事で毎日の食
事をちょっと意識して身体の中からきれいにす
れば、心身共にアンチエイジングを実現でき、
健康につながる事を心よりお祈り致します。
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クラブニュース

以下35名　五味、浜田、濱本、林、平原、伊賀上、
石橋、泉川、柏原、勝見、川瀬、清田、工藤、三原、
三好、名本、西村、大森、佐々木、佐藤、白石、関（啓）、

７・８月２ヵ月皆勤

高須賀、高橋、玉置、渡部（浩）、山本（泰）、米山、
深見、飯尾、亀井、中住、関（宏）、田代、山内

９月のお祝い

誕生祝　以下₆名　遠藤（₂日）、江田（₉日）、高岡（18
日）、麻生（19日）、松岡（20日）、小川（26日）

結婚祝　以下₃名　深見（14日）、藤山（22日）、吉田
（25日）

創業祝　以下₆名　麻生（₁日）、柏原（₁日）、石橋
（₁日）、下別府（₂日）、土居（11日）、森本
（惇）（14日）

配　付　物

₁．ガバナー月信
₁．ライト＆ライフ
₁．米山奨学会豆知識
₁．会報₇月号
₁．近隣ロータリークラブ例会予定表

理事会報告

₉月₇日㈫
①　サマースクール決算書　今年度の少年少女
活動委員会費からの負担金は231,814円です。
承認。
②　ローターアクト助言委員会より2010〜11年
度ローターアクトクラブ助成金のお願い（当
クラブ負担額：20万円）新世代活動委員会よ
り拠出　承認。
③　「愛媛いのちの電話」より後援会入会の件
否認。
④　「第14回　チャリティ後援会」名義後援の
件　承認。
⑤　職場訪問例会の件（H22.10.19：（財）えひ

平成22年₉月度理事会決議事項

め産業振興財団テクノプラザ愛媛にて実施）
承認。
⑥　10/₃　会員増強維持地区セミナー・ロー
タリー財団セミナー参加費の件（林会長・三
原幹事・河田会員増強委員長が出席。₁クラ
ブ15,000円）各種会合派遣費より拠出　承認。
⑦　米山奨学生醍醐寺体験宿泊研修の件（当ク
ラブ米山奨学生　朱さんが参加。費用2,000
円）米山奨学生世話クラブ補助費より拠出
承認。
⑧　国際交流基金・愛媛信用金庫定期預金の件
（₉月₁日で満期。継続するかどうか）　保留。

—  � —



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
₇日 70（59） 42 28 63.64％ 12 78.26％ 0
14日 70（59） 49 21 74.24％ 11 86.96％ ₀
21日 70（59） 48 22 77.42％ 15 91.30％ 1
28日 70（59） 55 15 82.09％ 11 94.29％ ₀
平均 70（59） 48.5 21.5 74.35％ 12.3 87.70％ 0.3

例会日 区分

９月中の出席報告

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

松山ロータリー・ゴルフ会　９月例会

平成22年₉月19日（日）
於：�松山ゴルフクラブ川内コース
参加者　関（啓）、高須賀、渡部（浩）、山内、居村亥明、

徳岡昇一、中岡尋一（₃名　非会員） 計
₇名

順　位 氏　　　名 OUT IN Total Hdcp Net

優　勝 渡部　浩三 47 48 95 22.0 73.0

準優勝 関　　啓三 42 44 86 12.0 74.0

₃　位 中岡　尋一 48 50 98 24.0 74.0

—  � —


