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　　 クラブ副幹事

　三好副会長から幹事にご指名頂き、大変驚きましたが、「この私で構わないのです
か？」と一言。不安は大きいですが、私の様な者を選んで頂き、本当に嬉しく思いま
した。
　私が松山ロータリークラブに入会させて頂き₈年近くになりますが、歴代幹事の皆
様は素晴らしい方々ばかりで、個性は様々ですが、見事な辣腕でクラブを盛り上げ、
楽しく良い想い出を創って頂きました。
　特に副幹事に決定してからは、菅井幹事から幹事道を学ばせて頂いておりますが、
菅井幹事の目配り、気配り、心配りには心底敬服すると共に、如何に自分に足りてい
ないか痛感しました。河内会長、菅井幹事を理想とし、私も三好会長のご恩に報いる
ためにも、心から支え、精一杯頑張りたいと思います。
　また、理事、正・副委員長の皆様には役職のご快諾を頂き、誠に有難うございまし
た。心より感謝申し上げます。
　私の目標は、従来通り皆様に楽しんで頂けるクラブの継続です。控えめかもしれませ
んが、主役である会員の皆様に喜んで頂くことこそが幹事の真髄だと信じております。
　九州での震災、来年に愛媛で開催される国体等、大変な時期だと思われますが、皆
様の温かいご指導お力添えを賜ります様、何卒宜しくお願い致します。

副幹事　石　橋　和　典

巻頭メッセージ

₅月₃日㈫…祝日のため、休会
₅月10日㈫…「小田原・城」

浜田　修一会員
₅月17日㈫…�「竹中工務店の建築作品と

デザインについて（ガンバ
新スタジアム紹介）」

太田　茂樹会員
₅月24日㈫…「くらしを支える

コンクリート製品」
菊野　先一会員

₅月31日㈫…「老眼とうまくつきあう方法」
大橋　裕一会員

例会予定



例会記録

　第3295回例会　2016年４月５日（火）

−お花見家族例会−
於：常信寺

出席会員　71（62）名中32名　出席率49.23%
前回訂正出席率65.22%

欠席会員　39名　土居、福田、浜田、羽牟、原田、
星野、泉谷、市川、勝見、菊池、貴船、真鍋、
三ッ矢、村上、森、中川、永木、西村、大
塚、大橋、大森、酒井、佐藤、左納、清水、
白石、髙石、田中（和）、鶴田、浦岡、渡部、
安永、山本、（片井、深見、飯尾、亀井、
中住、関（宏））

ご家族　　₈名
ゲスト　　₃名　タン・チェンター

（当クラブ米山記念奨学生）
　　　　　　　　長野　佑紀（松山RAC会長）
　　　　　　　　渡邉　興祐（　 〃 　副会長）

ニコニコ箱
長
（松山RAC会長）

野　佑紀� ₆/18〜19　ローターアクトクラ
ブ地区大会があります。場所は大
和屋さんです。よろしくお願いし
ます。

河内　広志� 桜にニコニコ。
二神　良昌� 桜満開に。
鮒田　好久� はじめての常信寺での花見ありが

とうございます。
上甲　　泰� 満開の桜に。
田中　昌生� 美しき桜に乾杯。
菅井　久勝� 桜にカンパイ。
米山　徹太� すばらしい桜にカンパイ！！
玉置　　泰� 親睦委員の皆様有難うございます。
村山　邦孝� 道後温泉で₄月10日にイベントを

行います。皆さんおいでください。
菊野　先一�（会員誕生祝）先月誕生日でした。
野村　靖記�（結婚記念祝）

出席会員　71（62）名中54名　出席率79.41%
前回訂正出席率82.61%

欠席会員　17名　市川、勝見、菊池、貴船、三ッ
矢、村上、村山、森、大塚、佐藤、清水、
浦岡、安永、結城、（片井、亀井、玉置）

ニコニコ箱
山本　克治� 本日卓話をさせて頂きます。
飯尾　寛治� 山本さん卓話頑張って。
林　　直樹� 山本会員、卓話楽しみにしていま

す。

　第3296回例会　2016年４月12日（火）
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高橋　伸定� 濵本さん、短期交換留学一次面接
会場にセンターポイントビル会議
室を使用させて頂きありがとうご
ざいました。

米山　徹太� 先日の日曜日、松山西ロータリー
クラブ・松山ロータリークラブ合
同マスターズゴルフコンペで優勝
させて頂きました。

渡部　浩三� 重要文化財渡部家の150年記念の
パンフレットを配らせて頂きまし
た。

浜田　修一�（会員誕生祝）山本さん卓話楽し
みにしています。

河内　広志�（会員誕生祝）ハッピーバースデー
わたし。も含めて。お誕生日の
ロータリアンの皆さんおめでと
うございます。ポールハリスも
₄/19です。

三好　哲生�（会員誕生祝）
児玉　義史�（ご夫人誕生祝）₄/26
早　退　　三原（ご夫人誕生祝）、佐々木（先

週長男が番町小学校に入学しまし
た）、関（啓）、田中（昌）

卓　話　「老後保障と介護保険」
山本　克司　会員

　介護保険制度は、平成12年度から施行された。
医療保険、年金保険制度などに続く、₅番目の
社会保険制度であり、社会保険制度としては、
最も新しい。この制度創設の背景には、わが国
の急速な高齢化と著しい少子化がある。また、
従来の₃世代同居から核家族化という家族形態
の変化がある。これらの社会の変化の中で、高
齢者の介護は、大きな社会問題となっており、

今後も介護を要する要援護高齢者は、急増する
ことが考えられる。
　介護問題は、ロータリークラブの会員にとっ
ても、身近な問題であり、社会奉仕の課題とし
ても重要である。それゆえ、今回の卓話では、
この制度の創設までの歴史的背景と、制度の概
要について話をした。
　従来、高齢者介護は、老人福祉という「福祉
制度」と「老人保健」という医療制度という₂
つの制度で、別々に行われていた。前者は、公
的扶助制度のなかで、生活保護受給者に対する
支援として始まったことから、スティグマをう
み、一般的な利用には不都合を生じていた。一
方、医療保険制度のもとでの介護は、本来の医
療の目的と異なり、医療施設を介護施設の代替
として利用し（社会的入院）、医療資源の無駄
を生むばかりか、老人医療費の急増をまねいた。
　特に、昭和48年の老人医療費の無料化は、老
人医療費の急増の契機となった。加えて、第₄
次中東戦争に端を発した第₁次石油危機は、医
療費の財源不足を招いた。これ以降、老人医療
制度の改革が行われたが、効果的なものとはな
りえなかった。そこで、従来の制度から介護的
な部分を再編し、国民に理解を得られやすい「保
険制度」を基軸として、介護保険制度が創設さ
れたのである。
　今回の卓話は、制度の背景を歴史的に会員と
振り返りながら、ともに考えるものとした。煩
雑な制度の話は、会員の理解と関心を阻害する
ことがある。それゆえに、誰もが時代を思い出
せるように、オリコンのヒットチャートや当時
の人気番組の話を交えて分かりやすい内容にな
るように試みたつもりである。

出席会員　72（62）名中55名　出席率78.57%
前回訂正出席率81.69%

欠席会員　17名　二神、鮒田、羽牟、市川、伊
東、菊野、清田、三ッ矢、村井、村上、大塚、

　第3297回例会　2016年４月19日（火）
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佐々木、白石、鶴田、吉村、（片井、佐藤）
ゲスト　　₁名　宮内　康典

（ペットホテルキャペル獣医）
ニコニコ箱
濵本　道夫� 我が社ペットホテルキャペルの獣

医�宮内です。卓話よろしく。
河内　広志　被災された皆様と被災地の一日も

早い復興をお祈り致します。
米山　徹太� 九州地方にお見舞い申し上げま

す。
泉川　孝三� 我が家に22歳の姉、19歳の弟の兄

弟が熊本より避難して暮らし始め
ました。その兄弟がアルバイトを
探しています。もし、アルバイト
先があるようでしたら、ご紹介い
ただけないでしょうか。

� 愛媛県司法書士会、土地家屋調査
士会が昨日開催した「空き家問題
市民公開講座」にマスコミの皆様
をはじめ、関係者のご協力をいた
だき、ありがとうございました。

勝見　安美� ₄月12日入園式をしました。にぎ

やかになりました。
三原　英人� 16日㈯₅時間リレーマラソンに会

社のチームで出場し、距離・順位
とも自社ベストで走り切りまし
た。愛媛朝日テレビさんに感謝し
ます。

� 17日㈰NHK�Eテレビ「俳句王国
が行く」に次男が出演しました。
NHK松山放送局さんに感謝しま
す。

村山　邦孝� ₄/10のイベントでは、野村会員
にもおいで頂き、ありがとうござ
いました。河内会長もご支援頂き
ありがとうございました。

菊池　三春� 久し振りの例会なので。
森　　隆士�（創業記念祝）本日でオープンし

て₂周年となりました。
なんとなくニコニコ　藤村、林
早　退　　土居、星野、永木、西村、髙石（二

神さん、熊本の救援物資について
のご相談にのっていただき誠にあ
りがとうございました）

出席会員　75（65）名中55名　出席率76.39%
前回訂正出席率79.45%

欠席会員　20名　藤村、二神、星野、市川、菊
池、三原、村上、村山、永木、大塚、大橋、
酒井、左納、清水、関（啓）、高岡、鶴田、（片
井、佐藤、玉置）

ニコニコ箱
鮒田　好久� はじめて卓話致します。よろしく

お願いいたします。
泉川　孝三� 鮒田様、卓話楽しみにしています。
村井　重美� 鮒田さん、卓話頑張って。
中川　創太� 卓話楽しみにしています。
米山　徹太� 先日の土・日、₁泊₂日でライラ

カウンセラーミーティングが余島
にて開催されました。充実した₂
日間で、本番に向けロータリアン
の団結が深まりました。

濵本　道夫� ロータリー財団寄付でカウンター
におります。

菅井　久勝�（ご夫人誕生祝）（結婚記念祝）鮒
田さん卓話楽しみにしておりま
す。

吉村　紀行� GW前ということで。
早　退　　羽牟、清田、河内（鮒田さん早退で

卓話を聞けずスミマセン）、田中（昌）

　第3298回例会　2016年４月26日（火）
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理事会報告

平成28年₄月度理事会決議事項

₄月12日㈫
①会計後任人事について　承認。
②出席免除申請　佐藤　昭美会員　承認。
③退会届　棟方　信彦会員　承認。
④退会届　西野　佳和会員　承認。
⑤退会届　中地　修会員　承認。
⑥退会届　柳田　剛会員　承認。
⑦退会届　齋藤　明弘会員　承認。
⑧退会届　小野　茂会員　承認。
⑨新入会員申し込み　四国旅客鉄道㈱愛媛企画
部部長　窪　仁志氏（推薦者：河内会長）　
承認。

⑩新入会員申し込み　アサヒビール㈱　小野里
俊哉氏　承認。
⑪新入会員申し込み　野村證券㈱　柳谷　葉一
氏　承認。
⑫新入会員申し込み　㈱広島銀行　横田　雅元
氏　承認。
⑬新入会員申し込み　みずほ銀行　岩橋　進氏
承認。
⑭2016−17年度クラブ研修リーダー選出につい
て　承認。
⑮【報告】2016−17年度　短期交換派遣につい
て　山本晃太郞さん　承認。
⑯ボーイスカウト松山振興会会費について　承
認。

卓　話　「観光地道後について」
鮒田　好久　会員

　道後では現代アートのイベントが₃年続けて
行われています。2014年は、草間彌生、谷川俊
太郎さんなど著名な作家が多数参加しました。
2015年は、女性に人気の写真家蜷川実花さん。
普段、道後とはあまり縁のない著名な作家が、
アートイベントを機会に、作品を展開し、作品
の発表場所となりました。それらの作家さんの
目や作品により、松山、道後の魅力を直接的、
間接的に感じることができたように思えます。
　今回、2016年のメインアーティストは画家、
山口晃さん。テーマは、今観光で話題の街歩き。
「街歩き旅ノ介　道後温泉の巻」と題し、山口
さんが、夏目漱石に扮し、道後の街に山口さん
の作品を散りばめ、山口さんの視点で道後を散
策してもらおうというイベントです。山口さん
の道後の絵地図も作製し配布もする予定です。
　山口さんは、今年47歳、東京藝術大学で日本
画ではなく洋画、油絵を学び、油彩や水彩、ペ
ンで描いています。西洋画を学び、勉強してい

る間に、たくさんの先人の日本人の作品が埋も
れていったことを知り、非常に不安を覚えたそ
うです。そんななか、日本美術に関心を持ち、
西洋の物まねでない日本独自の美学を打ち出そ
うとして、大胆な構図の大和絵に行きつきまし
た。
　作品は、とても繊細で精密に描かれています。
作品を描くにあたって、技術と直感を大事にし
ていると語られています。技術が透明になると
表現し、技術とは忘れさせられるくらい磨き込
み、イメージの豊かさを損なわないよう、「直
感の精度」を上げようと心がけているそうです。
　好きな絵・面白い絵について、「明快であり
ながら、わけがわからない」という絵と表現し
ています。絵画を描く上で、普段の生活での認
識、常識を破るような「違和感」「とらえどこ
ろのなさ」を重視しているそうです。確かな技
巧と観客を飽きさせないユーモアとシニカルさ
を織り交ぜ、見た人に驚きを与える絵で非常に
人気のある作家です。是非、道後で山口先生の
作品をご覧ください。
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誕生祝　�以下₇名　市川（₃日）、大塚（₇日）、大
橋（₉日）、河内（10日）、浜田（13日）、三
好（14日）、林（27日）

結婚祝　�以下₈名　濵本（₉日）、菊野（12日）、野
村（16日）、山本（18日）、飯尾（20日）、泉
川（20日）、菅井（29日）、左納（30日）

創業祝　�以下₃名　福田（₁日）、村井（₁日）、森
（19日）

４月のお祝い

₁．ガバナー月信
₁．会報₂月号、₃月号
₁．近隣RC例会予定表

配　付　物

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

₅日 71（62） 32 39 49.23％ 13 65.22％ 0
12日 71（62） 54 17 79.41％ 3 82.61％ 0
19日 72（62） 55 17 78.57％ 3 81.69％ 0
26日 75（65） 55 20 76.39％ 3 79.45％ 0
平均 72.3（62.8） 49 23.3 70.90％ 5.5 77.24％ 0

例会日 区分
（お花見家族例会）

クラブニュース

新入会員紹介

氏名：岩橋　　進

勤　務　先：みずほ銀行　　　
松山支店　支店長

� 千舟町3−3−1�
TEL�921−7141

生 年 月 日：昭和43年₉月₇日
入会年月日：平成28年₄月19日
趣　　　味：スポーツ全般、ド

ライブ 氏名：横田　雅元

勤　務　先：㈱広島銀行
　　　　　　松山支店　支店長
� 南堀端町6−5�

TEL�921−9132
生 年 月 日：昭和42年₂月₁日
入会年月日：平成28年₄月26日
趣　　　味：料理、日本酒、ス

ポーツジム

氏名：柳谷　葉一

勤　務　先：野村證券㈱
　　　　　　松山支店　支店長
� 千舟町5−7−3�

TEL�933−0335
生 年 月 日：昭和43年₉月10日
入会年月日：平成28年₄月26日
趣　　　味：広島東洋カープ、食

べ歩き、音楽鑑賞氏名：小野里俊哉

勤　務　先：アサヒビール㈱
　　　　　　松山支社　支社長
� 一番町1−15−2
� 松山一番町ビル内
� TEL�921−0195
生 年 月 日：昭和43年₃月23日
入会年月日：平成28年₄月26日
趣　　　味：ジョギング、バス

ケットボール、釣り
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　平成28年₄月10日㈰に道後ゴルフ倶楽部にて開
催されました。参加者は松山西RC会員及び関係者
が12名、松山RCからは中住会員・関（啓）会員・米
山の₃名が参加しました。
　優勝は、不肖米山でございました。
　コンペは₄組で開催されました。スタートから
賑やかに楽しく、休憩中も午前中のプレーの反省

を談議し、表彰式も笑いありでニコニコのゴルフ
でした。今回は合同開催でしたが、松山RCだけで
も今回の様な人数・雰囲気で開催できるようにな
りたいものです。
　紙面をお借りして、あらためて松山西ロータリー
クラブさんに御礼を申し上げます。

　（記・米山　徹太）

松山ロータリークラブ・ゴルフコンペのご報告【松山西ロータリークラブと合同開催】

順　位 氏　　　名 OUT IN 計 HDCP Net
優　勝 米山　徹太 46 43 89 19.2 69.8
準優勝 津田　泰彦 44 46 90 19.2 70.8
₃　位 林　　司朗 56 45 101 28.8 72.2
₄　位 中住　義晴 49 43 92 19.2 72.8
₅　位 山内　　昭 42 40 82 8.4 73.6
₆　位 鈴木　明芳 57 48 105 31.2 73.8
₇　位 窪田　欣也 47 45 92 18 74
₈　位 桜井　一成 53 48 101 25.2 75.8
₉　位 赤羽美和子 45 48 93 16.8 76.2
10　位 成瀬　要三 49 52 101 24 77
11　位 乃万　恭一 45 44 89 12 77
12　位 真田　　洋 48 46 94 16.8 77.2
13　位 河田　實夫 50 43 93 15.6 77.4
14　位 関　　啓三 50 40 90 12 78
15　位 高橋　俊二 48 44 92 12 80
16　位 前田　英貴 52 61 113 31.2 81.8

敬称略

例会記録クラブニュース
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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

松山ロータリークラブ植樹の記録
　当クラブの植樹の歴史を記録しておく。
①香川県小豆島、余島（付�ライラ最終日の記念植樹）
②�毎年₃月に実施している、「瀬戸内の白砂青松」）再生
③伊予之二名島の古事の森　造り
④愛大農学部（農学博士）江崎次夫、名誉教授

①　1978年梶浦PGの提唱により、2680地区と共同で、
余島でライラが始まった。
　〜1993年、当クラブから苗木₄本を贈り、最終日に
記念植樹を行う。
1994年　　　余島、南ノ浜が火事で焼ける。
　₅月₈日　�香川県仁尾町RACの大会時、須之内GN、

梶浦PG、菊沢委員長が余島の松枯れを心
配し、植樹を大きくすることにした。

　　　　　　�2670地区のライラ20周年記念行事とする。
　　　　　　江崎先生にご協力を依頼することにした。
　₆月₂日　�江崎、梶浦、菊沢、田代の₄名で余島現

地調査
1995年　　　�黒松、ケヤキ、山桜の苗木を植える。黒

松の種子を蒔く。
1996年　　　�黒松、ケヤキ、山桜の苗木を植える。黒

松の種子を蒔く。
　₉月29日　菊沢氏逝去
1997年
　₃月20日　梶浦PG逝去
　　　27日　�100本の黒松を余島に送り、YMCAで植え

つける。
　　　　　　江崎、田代の各氏現地調査
　　　　　　�1998年₃月には500本の松の苗木が用意出

来るとの江崎先生の予告
　₆月₅日　�吉原次期地区社会奉仕委員長及び余島の

植樹の件につき、地区としての対応を依
頼していたのに吉原氏より次年度地区行
事として取り上げる旨、回答があり

　　　17日　�松山RCでは次年度も余島の植樹を継続す
ることに決定

　10月30日　�余島現地調査　愛大江崎教授、坂出東RC
今井、吉原、川井会員、松山RC田代、深
見会員

　　　　　　地区社会奉仕委員会10万円支出
1998年
　₂月12日　�坂出東RC現地調整　坂出東RCは20周年記

念事業として₃年間下草刈をして下さる
ことになった。

　　　　　　�松山RC、RAC、IAC、RCCに参加呼び掛
ける。

　₃月28日　�坂出東RC、松山RC、松山RCC、松山大学
RAC26名が参加。バスを貸切り一泊する。

　　　29日　�黒松600本、ケヤキ30本、山桜20本植樹
　₇月　　　�佐々木ガバナー地区として20万円支出し

て下さる。
（RCCとはロータリー地域共同隊、地域に存在する問
題を解決する為のプロジェクトでRIに届けるだけで、
結成解散が出来る。松山では、当クラブが提唱して、
1993年〜2001年存在した。）

②　小豆島の植樹が一段落したので2000年、田代会員
が副会長の時代に伊予ＲＣと共催で、伊予市新川の海
岸（伊予鉄所有）に黒松百本の植樹を江崎先生のご指
導で、初めた。約10年近く続けたが、土地が売却され、
場所を移した。
現在
　北条ロータリークラブと協議した結果、同クラブ会
員篠原成行氏、西原進平氏（愛媛県議会議員）のお世
話で北条の海岸に植樹をしている。

③　伊予之二名島の古事の森造り　活動とは
　日本各地には、「木の伝統文化」の貴重な木造文化財
が多く残っている。ところがこれらの文化財を次世代
に引き継ぐ為には、定期的な修理が必要である。そし
て修理の為の木材の確保には大変な苦労をしている。
　200年、300年の長い時間を掛けて必要な木材を、植
林して育てる活動である。
　当クラブでは、国土交通省四国森林局の事業に協力
して、久松定成会員を（伊予之二名島の古事の森造り会）
会長として参加した。
　2007年10月面河の国有林に檜の植樹をする。
　以来毎年₆月頃下草刈など育成事業に参加している。
　現世話役菅井会員、副会長田代会員、事務局深見宅。

④　〈専門分野〉　環境緑化工学、山地保全学、森林造
成保全学、夫々の分野の権威で世界的に活躍されてい
る。
　当クラブとの関係は、1988年頃に提唱していた東雲
IAC（2003年解散した）で黒松の苗木育成の指導をし
て頂いたのが最初だ。
　又江崎先生には、丸亀RCの要望で丸亀沖の本島、今
治RCの要望で大三島の山火事跡に足を運んで頂き、ご
指導を受けた。
　先生は余島の南浜の山火事跡もそうだが、イ）草等
の地下茎は生きている、ロ）黒松を植林すると根付き
やすく、鳥などが来て他の木の種を落としてくれる、
ハ）松は最初密植して自然にかれて丁度よい間隔にな
る、と云われている。

　もう一つ大事な植樹があります。クラブ創立40周年
の記念事業として、松山城のお堀端にツツジを植えま
した、毎年初夏に見事に咲いています。あれは松山ロー
タリークラブの先輩がご自分達の手で植えたものです。

会員だより

堀之内のツツジ植樹を記念して

（記　ロータリー情報・クラブ研修委員　深見　邦芳）
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