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事務局　松山市一番町 4 ‒ 1 ‒ 5 一誠ビル7Ｆ　ＴＥＬ（089）932－4426　会長　濱本道夫　幹事　結城　旬

４

　　 ロータリークラブと世界的教養人

　私はロータリークラブに入会して₆年目になります。入会時は40代半ば、いつまで
も若手だと思い、クラブの精神を深く考えることはありませんでした。毎週例会に出
席し、なんとなくロータリーソング“₄つのテスト”を歌っていました。しかし、平
成22年夏に短期交換留学のリーダーとしてアメリカ7470地区の会員のみなさんと交流
を持つことによってロータリークラブの意義を改めて強く認識しました。
　すなわち、「ロータリーは人道的な奉仕を行い、すべての職業において高度の道徳
的水準を守ることを奨励し、世界においては、親善と平和の確立に寄与することを指
向した、事業及び専門職務に携わる指導者が世界的に連携した団体である」というこ
とを改めて認識したということです。
　アメリカのクラブでも、例会のたびに₄つのテスト“The Four-Way Test”を確認
します。①真実かどうか“Is it the TRUTH ？”②みんなに公平か“Is it FAIR to all 
concerned ？”③好意と友情を深めるか“Will it build GOODWILL and　BETTER 
FRIENDSHIPS ？”④みんなのためになるかどうか“Will it be BENEFICIAL to all 
concerned ？”このとき、私は、ロータリークラブの一員として、クラブに対するア
イデンティティを強く感じるとともに、メンバーとしての誇りをもちました。
　松山クラブを代表してバナーの交換をした7470地区オレンジクラブでは、かつて
トーマス・エジソン氏が心を同じくして、₄つのテストを確認し、韓国三清クラブで
は李明博氏が同じテストを受けていました。調べてみるとマッカーサー、チャーチル、
サッチャー、J. F. ケネディ氏など錚々たる顔ぶれも世界のどこかのクラブメンバー
でこのテストを受けています。
　私たちが、日頃さりげなく行っている活動は、実は、世界的教養人としての意義深
い行動なのです。私は、世界的教養人としての誇りをもって次年度の幹事を全うしよ
うと思っています。

副幹事　山　本　克　司
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　第3107回例会　2012年４月３日（火）

出席会員　66名（58）名中44名　出席率72.13%
前回訂正出席率81.25%

欠席会員　22名　浅井（人）、安保、土居、石橋、
市川、上甲、河田、河内、児玉（聡）、児玉

（義）、御木、三好、大塚、清水、白石（恒）、
高橋、山本（克）、（藤山、飯尾、宮田、関（宏）、
山内）

ニコニコ箱
原田　満範 本日は卓話をさせていただきます。
濱本　道夫 原田先生、良い指南役をお願いし

ます。
浜田　修一 原田さん、卓話楽しみにしています。
北村　一明 来週は観桜会です。ふるってご参

加下さい。
玉置　　泰 グループ₄社で60名の新入社員を

迎えました。
平原　立志 今年は16名の元気のいい新入社員

が入社しました。
勝見　安美 一年がかりの認定こども園、保育

園の認可をいただきました。長い
間欠席いたしまして申し訳ありま
せん。

大森　克介 ₄月より新しい職場（福角病院）
に移りました。今までと異なる医
療にとまどっています。

佐野　秀司 今月から三井住友信託銀行となり
ました。引き続き宜しくお願いし
ます。

米山　徹太 結城さん、菅井さん、先日はお世
話になりました。

森本　三義 （会員誕生祝）
三原　英人 （ご夫人誕生祝）
林　純之介 （結婚記念祝）あす₄月₄日です。
山本　泰正 （結婚記念祝）
五味　久枝 （創業記念祝）先日、当社創業以

来の新車類型販売台数が20万台を
達成しました。今後も社員一同頑
張りたいと思います。

（なんとなくニコニコ）清田、永木、小川、浦岡

早　退　　西野（申し訳ありません）、諸橋、佐々
木（このところ出席率が悪く申し
訳ありません。メーキャップも頑
張ります。）

卓　話　「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

　私が会計を学び始めてから、およそ50年が経
過しようとしています。その間、さまざまな経
理不正事件が発生し、それにともない会計基準
や監査基準が改正され、進化してきました。そ
れでも、なお、経理不正は続発しています。
　「もはや戦後は終わった」という名文句で有
名な経済白書が公表されたのは昭和32年のこと
です。その後、岩戸景気、神武景気が到来し、
わが国の高度経済成長が始まりました。しかし、
好景気の後には、その歪みが表れ、困難に直面
する企業も少なくありませんでした。そうした
企業は金融機関との円滑な取引をしたり、顧客
の信用を保つために、決算書を改竄する粉飾が
横行しました。その中には、山崎豊子の『華麗
なる一族』のモデルとなった山陽特殊鋼事件な
どがありました。
　こうした粉飾を防止するために、昭和41年に
は「監査法人」制度が創設されました。また、
監査基準が改定され、実査、立会、確認といっ
た外部証拠を入手する監査手続きの実施が義務
づけられました。
　また、子会社を使った粉飾事件が続発したこ
とから、それを防止するための制度として、個々
の企業の決算書に加えて、グループ企業全体の
決算書を作成し外部に公表する「連結財務諸表」
制度が導入されることになりました。しかし、
この連結財務諸表制度にも抜け穴があったこと
から、連結の対象とする子会社の範囲を定める
基準も「持株基準」から「支配力基準」への変
更がなされましたが、最近、世間の話題となっ
ている事件では、その弊害が出ているようです。
　私のほぼ50年にわたる会計との関わりの中で
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もっとも衝撃的なことは「会計ビッグバン」で
す。そこでは、「含み益」は利益には計上しな
いという取得原価−実現という大原則の一角が
崩れ、有価証券の一部について時価による評価
が行われるようになったことです。また、私が
学んできた会計では、企業はゴーイングコン
サーンであることを前提にしていましたが、会

計ビッグバン後の会計では、企業の継続性その
ものを判断することが会計の目的の一つとなっ
ています。
　会計がこのように大きく変革した背景には、経
済社会及び企業経営そのものが従来とは大きく
様変わりしたことがあるように思います。まさに
会計の変革は経営の変革の象徴でもあるのです。

　第3108回例会　2012年４月10日（火）

－お花見家族例会－
出席会員　66（58）名中31名　出席率50.00％

前回訂正出席率73.85％
欠席会員　36名　淺井（清）、安保、土居、二神、

五味、林、原田、平原、石橋、泉川、市川、
勝見、児玉（聡）、御木、宮内、諸橋、西野、
大塚、小川、佐々木、佐藤、佐野、白石（恒）、
白石（省）、関（啓）、玉置、渡部（浩）、渡辺

（基）、山本（克）、山本（泰）、吉川、（深見、
藤山、宮田、中住、関（宏））

ゲスト　₈名　金　　勝男
　　　　　　　（当クラブ米山記念奨学生）
　　　　　　　張　　鎮
　　　　　　　（第34回RYLAセミナー受講生）
　　　　　　　姚　　海峰（松山RAC会長）
　　　　　　　久保田　岬（松山RAC副会長）
　　　　　　　井上　愛華（松山RAC会計）
　　　　　　　天野　隆章（松山RAC）
　　　　　　　畑瀬　勇樹（　 〃 　）
　　　　　　　吉木　裕貴（　 〃 　）

ご家族　14名
ニコニコ箱
浅井　人生 退会御礼。₄年間大変お世話にな

りました。今後の松山RCの益々
のご発展を祈念いたします。

山内　　建 東雲大学の学長　棟方先生の入会
と金勝男奨学生を迎えて

米山　徹太 本日ライラリアンの張さんに来て
頂きました。

北村　一明 雨の花見にしてしまいました。す
みません！！

清田　明弘 常信寺さんにお世話になります。
白塚　重典 北村さん、花見お世話になります。
浦岡　正義 子供達を連れてきました。よろし

くお願いします。
河田　正道 雨を降らしたのは誰ですか！！
加藤　　崇 春の夜に心通わす桜かな
三好　哲生 会員誕生祝

（なんとなくニコニコ）菅井
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　第3109回例会　2012年４月17日（火）

出席会員　66（58）名中49名　出席率77.78％
前回訂正出席率87.50％

欠席会員　17名　二神、五味、石橋、市川、御
木、三好、棟方、大塚、佐々木、佐野、清水、
関（啓）、高岡、浦岡、（藤山、宮田、山内）

ニコニコ箱
濱本　道夫 地区協議会ご苦労様でした。
玉置　　泰 地区協議会参加の皆様お疲れ様で

した。淺井さん有難うございまし
た。

米山　徹太 先日の地区協議会、お疲れ様でし
た。本日卓話をさせて頂きます。

結城　　旬 地区協議会参加の皆様お疲れ様で
した。米山さん、ライラのお話楽
しみにしています。

林　純之介 米山さん卓話よろしくお願いしま
す。恥ずかしながらロータリーの
諸々の中でライラのことが一番理
解できていません。

渡部　浩三 米山君、本日の卓話期待しており
ます。

北村　一明 先週の雨のお花見例会ご出席あり
がとうございました。

永木　昭彦 先日のお花見例会お疲れ様でし
た。

平原　立志 松 山 全 日 空 ホ テ ルAVA₃Fに、
帽子の店 オーバーライドが四国
に初めて出店しました。

白石　恒二 しばらく休んでしまいました。
バッジを忘れました。

（なんとなくニコニコ）土居、河田、宮内、吉川
早　退　　淺井（清）、加藤（申し訳ありません）、

小川、渡辺（基）（申し訳ございま
せん）

卓　話　「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
　平成24年₃月22日㈭～ 25日㈰の₃泊₄日で

RYLA（Rotary Youth Leadership Awards）
セミナーに、受講生のカウンセラーという立場
で行って参りました。場所は香川県小豆島の隣
島「余島」にある神戸YMCA余島野外活動セ
ンターです。今年のセミナー全体テーマは「新
しい地域社会」でした。
　このセミナーの目的は【リーダーになる人
を育てる「リーダー」を育成する事】となっ
ています。兵庫県の2680地区と四国の2670地区
から合計48名の受講生が参加しました。12名ず
つ₄班に分けそれぞれの班に男女のカウンセ
ラー（お父さん・お母さんと呼ばれます）が配
置されます。20歳以上の受講生と寝食（酒）を
₄日間過ごすという日程です。私の班は35歳位
のお母さん（伊丹RC会員の奥様）と、20歳の
学生から44歳の自動車販売店店長さんと多岐に
渡る人員構成となりました。₁日目のオープニ
ングパーティでまず親しくなります。₂日目の
全体テーマに沿った午前・午後の素晴らしい講
義でこのセミナーの主旨を感じ取ってもらった
と思います。その後のレクリエーションでより
深くコミュニケーションが取れるようになりま
した。夜のキャビンタイム（はっきり言って飲
み会）では完全に仲間です。₃日目はフォーラ
ムがあります。これのテーマ「今の社会はこれ
で良いのか？」を₂日目の晩から₃日目の発表
寸前まで皆で話し合い（バズセッション）、発
表の資料を作成するのですが、完成した時の彼
らのいきいきとした目・笑顔は素晴らしく忘れ
られません。発表も各班素晴らしく印象に残る
フォーラムでした。最後の夜は2680地区今井鎮
雄PG（92歳）の講話をロウソクの灯りだけの
中で聞き感動しました。そして、受講生は「ラ
イラリアン」となり、素晴らしい友人を得て地
元に帰って行きました。今も連絡を取り合って
いますが私は「よねパパ」と呼ばれています…。
　RYLAは「麻薬」みたいなものです。ハマる
と止められません。知名度の低いセミナーです
が、ロータリーの醍醐味が最も味わえる活動の

例会記録
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　第3110回例会　2012年４月24日（火）

出席会員　67（59）名中44名　出席率66.67％
前回訂正出席率74.24％

欠席会員　23名　安保、土居、二神、五味、浜
田、泉川、市川、勝見、加藤、亀井、北村、
御木、宮内、三好、森本、長尾、永木、大
塚、清水、白石（省）、高岡、吉川、（宮田）

ゲスト　₂名　江刺　精久
　　　　　　　（和光カメラ商会相談役）
　　　　　　　張　　鎮
　　　　　　　（第34回RYLAセミナー受講生）
ニコニコ箱
伊藤慎一郎 本日入会させて頂きます。宜しく

お願い致します。
濱本　道夫 江刺様、本日卓話ありがとうござ

います。
林　純之介 江刺様、卓話よろしくお願いしま

す。
河田　正道 江刺さんのお話を楽しみにしてお

ります。
山内　　建 本日の卓話、江刺さんをお迎えし

て
米山　徹太 本日ライラ受講生の張君をお連れ

しました。
玉置　　泰 土曜日に長男　剛のところに女の

子が誕生しました。
西野　佳和 4月22日えひめ南予いやし博開幕

でニコニコ！
（なんとなくニコニコ）平原、菅井

例会記録

₁つだと思います。お知り合いの方を受講生と
して推薦して頂ければ幸いです。又、ロータリ
アンの皆様も来年₁日でも行かれてみてはいか

がでしょうか？　ロータリー活動の研鑽の場と
なると思います。

理事会報告

₄月₃日㈫
①　会計人事の件【確認】
　津田会員退会のため、加藤会員にお願いす

る。（今年度残りの期間および次年度）　承
認。

②　75周年記念式典登録料（10,000円）全員登
録にすること及び、記念演奏会のチケット
は一人₂枚（8,000円）を買い取っていただ
くこと　承認。

③　₄月10日㈫お花見家族例会　常信寺への
御礼　例年50,000円しております。　承認。

平成24年₄月度理事会決議事項 ④　お花見例会に米山記念奨学生と、ライラ
受講生を招待する件（松山RAC会員も出席
予定です）　承認。

⑤　公益財団法人ボーイスカウト日本連盟よ
り「青少年育成のためのボーイスカウト運
動への支援のお願い」の件　再度次回理事
会へ

⑥　愛媛新聞社より、「愛ウェーブ・2012」寄
付のお願い　否認。

⑦　退会者　㈱電通西日本　吉田　直也会員
（転勤のため）　承認。

⑧　退会者　日本生命保険（相)　川瀬　文隆会
員（転勤のため）　承認。
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クラブニュース

新入会員紹介

勤　務　先：松山東雲女子大学
松山東雲短期大学
学長
桑原3−2−1
TEL 931−6211

生 年 月 日：昭和23年11月10日
入会年月日：平成24年₄月10日
趣　　　味：ドライブ（四国周

遊が楽しみ）、読
書（雑学的に）、
音楽（コーラス等）氏名：棟方　信彦

勤　務　先：日本生命保険（相)
松山支社　支社長
一番町3−3−3
TEL 941−9588

生 年 月 日：昭和44年₃月23日
入会年月日：平成24年₄月24日
趣　　　味：スポーツ全般観戦、

読書、ゴルフ氏名：伊藤慎一郎

退会のお知らせ

日本電気㈱
松山支店　支店長
浅井人生会員は転勤のため₄月10
日付で退会されました。ロータリー
歴は₃年₈ヶ月でした。

⑨　退会者　㈱広島銀行　津田　和彦会員（離
任のため）　承認。

⑩　新入会員申し込み　日本生命保険（相)　松
山支社長　伊藤慎一郎氏（川瀬氏後任）　承
認。

⑪　新入会員申し込み　松山東雲女子大学学
長　棟方　信彦氏（※以前、別府氏が入会

されておりましたので、推薦書および₇日
間のご案内は省略とのこと確認済）　承認。

⑫　₄月21日㈯米山奨学生研修会　於：高松
市　交通費の件（カウンセラーの山内会員
と金　勝男さんが出席予定。高松までの往
復交通費₂名分を世話クラブ補助費より出
してもよいか）　承認。

理事会報告
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誕生祝　 以下₇名　市川（₃日）、大塚（₇日）、
河内（10日）、森本（11日）、浜田（13日）、
宮田（14日）、三好（14日）

結婚祝　 以下10名　林（₄日）、長尾（₆日）、濱
本（₉日）、山本（泰）（11日）、西野（14日）、
山本（克）（18日）、飯尾（20日）、泉川（20
日）、浅井（人）（23日）、菅井（29日）

創業祝　 以下₅名　藤山（₁日）、五味（₁日）、
北村（₁日）、加藤（₁日）、小川（16日）

４月のお祝い

₁．ガバナー月信
₁．ライト＆ライフ
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

クラブニュース

松山ロータリー・ゴルフ会　４月例会

　今回は3組12名の参加がありました。天気が心配
されましたが、何とか曇り時々小雨程度でおさま
りました。三坂道路（自動車専用道）が出来て久
万方面は便利になりました。
　以上、楽しい一日を過ごせました。（記・渡部浩三）

平成24年 4 月30日（月・休日）
於：久万カントリークラブ
参加者　 （成績順）原田、関（啓）、山内、中住富

美子（中住夫人）、田中義晃（松山南RC）、
居村亥明（非会員）、中住、長尾、渡部（浩）、
諸橋、佐々木、米山

ベスグロ　関（啓）
ブービー　佐々木
ニアピン（すべてのショート）
　　　　　 中住夫人、関（啓）、居村、米山（も

う少しでホールインワン！）
ドラコン（すべてのロング）
　　　　　 佐々木、田中、佐々木、山内

順　位 氏　　　名 Total Hdcp Net

優　勝 原田　満範 85 10 75

準優勝 関　　啓三 84  9 75

₃　位 山内　　建 112 34 78
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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/

４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
₃日 66（58） 44 22 72.13％ 8 81.25％ 0

10日 67（59） 31 36 50.00％ 17 73.85％ 0
17日 66（58） 49 17 77.78％ 7 87.50％ 0
24日 67（59） 44 23 66.67％ 6 74.24％ 0
平均 70（62） 42 24.5 66.65％ 9.5 79.21％ 0

例会日 区分

（お花見家族例会）
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