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　　 クラブ会員の人生に敬意

　松山クラブは毎年クラブ会員名簿を作成しています。クラブ行事のたびに手にして、
連絡に利用しています。私は、2012年−2013年の幹事として、この一年間、今までに
なくこの名簿に目を通すことが多くなりました。失礼ですが、当然に生年月日が気に
なります。何気なく目にした生年月日から様々なことが走馬灯のように脳裏に去来し
ます。
　1929年の世界恐慌のときに生を享けられた方、1937年の日中戦争のときに生を享け
られた方、1941年の大東亜戦争開戦の年に生を享けられた方、1945年の終戦の年に生
を享けられた方などなど。この厳しい時代、生きていくことがどれほど厳しかったで
しょう。この困難を乗り越え、現在の平和と繁栄の礎を築いてくださった先輩諸氏が
何事もなかったかのように笑顔でやさしく接してくださるロータリークラブは、本当
に素晴らしいと思います。
　そういう私は、第一次高度経済成長時代に生まれ、右肩上がりの経済成長の時代に
不自由を感じることもなく成長しました。豊かな時代を築いてくださった先輩諸氏に
感謝の気持ちを伝える機会はないのですが、このメッセージが掲載されたあと、それ
となく先輩諸氏に「ニコニコ」で感謝の気持ちを伝えたいと思います。
　私の入会した₇年前、私は、いわゆる「若者世代」でした。しかし、今では転勤で
松山にいらっしゃる支店長クラスはほとんどが、私よりも年少です。近年では、東京
オリンピック以降に生を享けられた方も少なくありません。日本の豊かさを十分享受
した世代です。しかし、日本の平和と豊かさは普遍的なものではありません。先輩諸
氏が築いてくださった平和で豊かな社会に感謝しながら、努力して継続しなければな
りません。私は、幹事を通して得た貴重な経験で先輩会員の素晴らしい経験を若い会
員に伝えて行きたいと考えています。この一年、幹事として多くの経験をさせていた
だいたことに心から感謝しています。

幹事　山　本　克　司
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例会記録

　第3159回例会　2013年５月７日（火）

出席会員　72（65）名中54名　出席率77.14%
前回訂正出席率84.72%

欠席会員　18名　浜田、羽牟、市川、伊藤、勝見、
兼平、兒玉（義）、御木、三好、大塚、白石
（恒）、関（啓）、浦岡、和田、山本（泰）、横
山（亀井、関（宏））

ニコニコ箱
濵本　道夫	 ₄月26日実母濵本ヒサエが亡く

なった折には多くの心遣いをいた
だき大変ありがとうございまし
た。今後ともよろしく御願い申し
上げます。

三原　英人	 ・「75周年記念記念誌」を本日、
皆様へお渡しできました。編集に
協力頂いた方々に改めて感謝申し
上げます。

	 ・本日、卓話をさせて頂きます。
よろしくお願い致します。

玉置　　泰	「75周年記念誌」が出来上がりま
した。三原さん、本当にお疲れ様、
有難うございます。

五味　久枝	「75周年記念誌」ありがとうござ
います。特に三原会員にはお世話
になりました。今日の卓話も宜し
くお願い致します。

原田　満範	 三原様、本日は卓話楽しみにして
おります。

石橋　和典	 三原さん、卓話を楽しみにしてお
ります。

泉川　孝三	 三原様、卓話楽しみにしています。
河田　正道	 三原さんの卓話、楽しみにしてい

ます。
高橋　伸定	 濵本さん₄月27日㈯短期交換留学

生面接会場に自社ビル₇Fを使用
させて頂きありがとうございまし
た。面接も無事終了することが出
来ました。

米山　徹太	 ₄/29のゴルフ会、お疲れ様でし
た。

深見　邦芳	 怪我をして、₁年経ちました。ボ
チボチですが回復しています。長
嶋茂雄は₂年後輩です。

渡部　浩三	 先日（₄月30日）愛媛新聞の「門」
欄に私のつたない投稿を載せてい
ただきました。

北村　一明	「上方落語まつり」チケットお求
め下さい。松山でしか出来ない落
語会です。

清田　明弘	（会員誕生祝）本日、61回目の誕
生日です。

諸橋　直人	（結婚記念祝）
結城　　旬	（結婚記念祝）
佐藤　昭美	（創業記念祝）₅月₂日
（なんとなくニコニコ）宮内、林、大森
早　退　　土居、河内（三原さん、早退の為

卓話を聞けず申し訳ありません）、
佐々木

卓　話　「エネルギーの話あれこれ」
三原　英人　会員

１．石油業界の現状
　原油価格の指標には、WTI、ドバイ、ブレ
ンドがあり日本の輸入価格に影響が大きいのは
中東のドバイ。2008年に急騰して130ドルを超
えた。その後、急落し50ドルを下回ったが、こ
こ₄年間は徐々に上昇。直近半年は105～112ド
ルで推移。最近の原油輸入価格は、円安の影響
で右肩上がり。国内のガソリン、軽油の小売価
格も徐々に上昇。石油の需要は年々減少。ガソ
リンは平成16年、軽油は平成₈年、灯油は平成
14年度がピーク。ガソリンは車の使用方法や節
約志向、低燃費車、軽自動車の普及、軽油は景
気や物流合理化、灯油は暖冬と電化住宅等の影
響で減少。
₂．SS業界の現状
　SS（ガソリンスタンド）数は平成₆年度の
60,400店から37,800店へ。38％減少。価格の過
当競争、大型セルフ店の進出、地方や山間部の
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例会記録

　第3160回例会　2013年５月14日（火）

出席会員　72（65）名中42名　出席率60.87%
前回訂正出席率69.44%

欠席会員　30名　原田、泉川、市川、伊藤、勝
見、河田、菊池、北村、河内、児玉（聡）、
御木、長尾、永木、西野、岡崎、大塚、佐々
木、清水、白石（恒）、白石（省）、白塚、関
（啓）、高岡、和田、矢野、結城、吉川（亀井、
関（宏）、山内）

ニコニコ箱
兼平　泰之	 卓話させていただきます。
濵本　道夫	 兼平様、卓話御苦労様です。
宮内　義憲	 兼平さん卓話楽しみにしていま

す。
佐藤　昭美	 今日の愛媛新聞に故郷である京都

伏見の伏見城のことがくわしく出
ており、嬉しく思いました。

西村　真也	 先日の息子のリサイタルに多くの
ロータリアンにおこし頂き、真に
有難うございました。

水口　義継	「松山一
いっ

寸
すん

そらまめ」を使用した
たいへん珍しい焼酎を仕込んでい
ます。完成したら飲んでみて下さ
い。

林　純之介	 恥ずかしながらバッジを忘れまし
た。

兒玉　義史	（創業記念祝）開業29周年です。
玉置　　泰	（創業記念祝）
（なんとなくニコニコ）五味、小川、米山
早　退　　土居、小野、山本（泰）

卓　話　「携帯電話について」
兼平　泰之　会員

₁．携帯電話の基本機能
　携帯電話の基本機能は①発信、②着信、③位
置登録、④ハンドオーバーの₄つである。
　発信時は最寄りの基地局を通して発信し回線
をつなぐ。
　一方、着信の際はやや複雑なやり取りをする。
着信先の携帯電話のおおまかな所在をサービス
制御装置に問い合わせ、当該携帯電話の在圏す
るゾーンの基地局から当該携帯電話に着信通知
を行う。着信通知を受けた携帯電話は最寄りの
基地局を介して着信の接続を行うという流れで
ある。
　この着信に使用する携帯電話の所在把握は、
携帯電話機が移動して位置登録エリアが変わる

人口減と需要減が要因。セルフ店は年々増加し
比率は22％。
₃．石油販売業界の課題
　SSの過疎化問題。全国でSSが₃ヶ所以下の
市町村は238地区。全市町村の13％。価格競争、
地域需要減少、後継者不在、コスト負担困難が
撤退要因。他業者引継、住民運営、行政補助等
で維持を図る。愛媛県でも旧市町村単位では
SSが０の所あり。
₄．石油に関する税制
　石油には₅兆4,700億円もの過重な税負担。
ガソリン税に消費税を上乗せする「タックス・
オン・タックス」は税金の二重取りなので石油

販売業界は廃止を訴えている。
₅．次世代自動車への対応
　2012年度は次世代自動車の販売シェアは18％
で保有シェアは₄％だが、2020年には各シェア
は50％、20％となる見込み。燃料電池車は2015
年に市販開始予定。SSは次世代にむけてEVの
充塡や燃料油、水素等を供給しソーラーや燃料
電池を活用。
₆．社会インフラとして
　SSを車や家庭にエネルギーを届ける重要な
拠点と位置付け、発電機や通信機の配備を進め
災害時にも警察や消防等の緊急車両へ対応する
社会に必要なインフラとして進化させていく。
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例会記録

　第3161回例会　2013年５月21日（火）

出席会員　72（65）名中51名　出席率69.86%
前回訂正出席率77.78%

欠席会員　21名　安保、土居、五味、原田、市
川、伊藤、菊池、河内、御木、三好、長尾、
名本、大塚、小川、清水、白石（恒）、菅井、
関（啓）、高岡、山本（泰）、結城

ニコニコ箱
矢野　秀俊	 卓話をさせて頂きます。宜しくお

願い致します。
濵本　道夫	 矢野様卓話よろしく。
泉川　孝三	 矢野様、卓話楽しみにしています。
兼平　泰之	 矢野さんの卓話楽しみにさせてい

ただきます。
河田　正道	 矢野さんの卓話を期待していま

す。
宮内　義憲	 矢野さん卓話楽しみにしていま

す。
西野　佳和	 矢野さん卓話楽しみにしていま

す。
玉置　　泰	 伊丹十三記念館	₅月15日に開館

₆周年を迎えました。
渡部　浩三	 18日㈯ロータリーゴルフお疲れ様

でした。同時に参加した愛媛県
オープンゴルフ大会予選におい
て、中住会員がゴールドシニア部
門（65歳以上）私、渡部がシニア
部門（55～64歳）において予選突
破いたしました。次は来月準決勝
ラウンドです。

二神　良昌	 先日ゴルフ会ありがとうございま
した。

（なんとなくニコニコ）勝見、清田、大森、米
山

早　退　　三原

卓　話　「創立100周年のあゆみ」
矢野　秀俊　会員

　当社は、大正元年（1912年）11月15日、前身
の今治瓦斯株式会社として設立、その後、昭和
20年11月₁日、四国内₆つのガス会社を吸収合
併、「四国ガス株式会社」として新たにスタート、
平成24年11月15日に創立100周年を迎えること
ができました。
　今治瓦斯が774戸のお客様にガスをお届けし

と自動的に位置登録を行いサービス制御装置の
位置情報を更新することで実現している。
　₄つ目のハンドオーバー機能は通話中に殆ど
無瞬断で接続先基地局を切り替える機能であ
り、たとえば高速道路で走行しながら通話して
いるときなど次々と基地局を切り替えていくの
で通話している人は基地局が切り替わっている
ことを認識せずに安心して通話を続けることが
できる。
₂．サービスエリアの構成
　サービスエリアを構成する基地局は市街地と
郊外で設置状況が異なる。
　市街地においては、小さなエリアを数多く設
置することで大きなトラヒックを処理できるよ

うにしている。一方、郊外においては大きなエ
リアで基地局の数を少なく設置している。
₃．携帯電話機について
　最近のスマートフォンを参考に電池パック、
各種アンテナの実装例を紹介。
　初期の機種を紹介すると、1985年にサービ
ス開始したショルダーフォンは重量約₃㎏で
あった。その₂年後に日本で初めて携帯電話
（TZ-802B）がサービス開始されたが重量は
900gとまだ相当重たかった。その後市場競争が
促進されモトローラ社のマイクロタック、ムー
バなど携帯電話の機能・性能が大きく進化する
に従い、携帯電話市場の大きな発展が始まった。
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例会記録

て以来、現在では27万戸を超えるお客様に都市
ガスをご愛顧いただいております。
　100年の歴史を顧みますと、それぞれの時代
において、先人たちが乗り越えてきた厳しい試
練に感銘深いものがあります。第二次世界大
戦、空襲による壊滅的な被災からの復興、昭和
30年代の石炭から石油へのエネルギー革命によ
る原料転換など、厳しい試練の中で、そのつど
環境変化に機敏に対応し、苦難を乗り越え、地
域の発展と共に成長してまいりました。そして、
第二の創業とも言うべき天然ガスへの転換は、
1990年₁月、全国の都市ガス会社を2010年まで
に高カロリーガスに統一するという『IGF21計
画』が当時の通商産業省資源エネルギー庁から
提案されたことを受け、当社もその計画に従い
検討を進めました。四国という地理的環境、₄
県に分散していることから、天然ガス導入には
様々な課題がありましたが、模索・検討を重ね

て、わが国初の内航船によるLNG導入を決定
致しました。
　天然ガス転換は平成14年₉月、今治地区から
開始し、平成22年₃月、宇和島地区を最後に無
事故で完遂でき、国内都市ガス事業者の最後の
高カロリー化完了となりました。これまでの大
地震におけるガス管損傷の多くが埋設年度の古
い鋼管、ねずみ鋳鉄管であり、現在、積極的に
取替えをすすめています。金属ガス管としての
欠陥をなくすため開発されたのがポリエチレン
管です。
　①腐食しない。②優れた可撓性、③軽く施工
性に優れ、経済的なガス管です。
　今後とも保安の確保の中で、天然ガスを通し
て低炭素社会の実現に貢献できますよう努力を
してまいりますので、ご指導、ご鞭撻を賜りま
すようお願い申しあげます。

　第3162回例会　2013年５月28日（火）

出席会員　72（65）名中49名　出席率68.06%
前回訂正出席率72.22%

欠席会員　23名　安保、羽牟、泉川、市川、伊
藤、勝見、児玉（聡）、兒玉（義）、御木、三
好、永木、岡崎、大塚、佐々木、佐野、清
水、白石（省）、関（啓）、浦岡、和田、山本
（泰）、吉川（亀井）

ニコニコ箱
関　　宏康	 ロータリークラブ在籍50年で表彰

されました。先々週イタリアから
無事帰ってきました。

小野　　茂	 卓話させて頂きます。よろしくお
願いします。

兼平　泰之	 小野さんの卓話楽しみです。
河田　正道	 小野さんの卓話よろしくお願いし

ます。
西野　佳和	 小野さん卓話楽しみにしておりま

す。

矢野　秀俊	 小野さん卓話楽しみにしていま
す。

深見　邦芳	 三浦雄一郎は高校の同級生です。
なぜか都立千歳高校に、昭和26年
27年の₂年間定時制高校があり、
10名ほど在籍していました。三浦
雄一郎は27年にそこを卒業して北
海道大学へ行っております。私も
リハビリに励んで、お城山へ登り
ます。

玉置　　泰	 残り₁ヵ月、例会₄回となりまし
た。

濵本　道夫	 先週新潟へ行きました。渡部会員、
今度古民家・貴族その他星名家の
卓話をお願いします。

白石　恒二	 ₃回欠席しました。バッジも忘れ
まして…。

（なんとなくニコニコ）五味、米山
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理事会報告

₅月₇日㈫
①新入会員申込み　松山大学学長　村上宏之氏
（森本三義氏後任）※₆月からの入会希望で

す。　承認。
②新入会員申込み　㈱愛媛朝日テレビ代表取締
役社長　福田正史氏（北村一明氏後任）※₇
月からの入会希望です。　承認。

平成25年₅月度理事会決議事項

早　退　　北村、河内（小野さん、早退の為卓
話を聞けず申し訳ありません。）

卓　話　「スマートエネルギーの取り組み」
小野　　茂　会員

　先日の卓話では、ご清聴賜り誠にありがとう
ございました。
　概要については、以下の通りでございます。
₁．蓄電システム
　1996年に世界で初めてマンガン系リチウム電
池を商品化、2002年にラミネートリチウムイオ
ン電池を商品化しました。
　その技術を応用して、家庭用蓄電池システム
（電力自立化を支える系統連携型蓄電システム）
を製品化しております。
₂	．充電器（EV電気自動車インフラ）への取
り組み
　NECは、クラウド型EV充電として、急速充
電器と普通充電器を製品化し、認証・課金・運
用・保守などの基本サービスを全国規模で提供
しております。
₃	．エネルギーマネジメントシステム（EMS）
への取り組み

　ホームエネルギーマネジメントシステム
（HEMS）、店舗向けエネルギーマネジメントシ
ステム（SEMS）、ビルエネルギーマネジメン
ト（BEMS）等への取り組みを紹介させて頂き
ました。
４．お客様との取り組み（事例紹介）
　事例として①日産自動車様（電気自動車の
バッテリー）②セブンイレブンジャパン様（ス
マートストア）③積水化学工業様（スマートハ
ウス）④明電舎様（スマートビル）⑤JX日鉱
日石エネルギー様（EVチャージステーション）
などの事例を紹介させて頂きました。
₅．避難所向け太陽光発電・蓄電システム
　学校・公共施設へ防災拠点として、被害状況
や安否確認に欠かせない情報通信設備とその電
源を確保する為、再生可能エネルギーを最大限
に活用し、非常時の電力自立を促進するシステ
ムを紹介させて頂きました。
〔イメージ映像〕
　当社が取り組んでいる①蓄電システム
（HEMS）と、②EV電気自動車インフラ（充電
器）の利用シーンをご覧頂きました。

例会記録
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退会のお知らせ

愛媛信用金庫　
会長
山本　泰正会員は₅月31日付で
退会されました。ロータリー歴
は₆年₇ヶ月でした。

クラブニュース

誕生祝　	以下₄名　濵本（₃日）、清田（₇日）、
和田（₉日）、御木（16日）

結婚祝　	以下₈名　小野（₂日）、名本（₅日）、伊
藤（14日）、大塚（15日）、諸橋（16日）、
三好（17日）、結城（18日）、関（啓）（26日）、

創業祝　	以下₇名　玉置（₁日）、泉川（₁日）、
宮内（₁日）、佐藤（₂日）、兒玉（義）（₂
日）、浦岡（17日）、安保（19日）

５月のお祝い

₁．ガバナー月信
₁．クラブ創立75周年記念誌
₁．会報₄月号
₁．2013−2014年度地区大会のご案内
₁．近隣ロータリークラブ例会予定表

配　付　物

松山ロータリー・ゴルフ会　５月例会

平成25年 5月18日㈯
於：サンセットヒルズカントリークラブ

　第340回松山ロータリークラブ・ゴルフ会を平成
25年₅月18日㈯サンセットヒルズカントリークラ
ブにて開催した。快晴に恵まれ五月晴れの絶好の

コンディションだった。参加者及び成績は以下の
通り。なお今回は愛媛県オープンゴルフ大会予選
参加も兼ねた。中住会員はゴールドシニア（65歳
以上）の部、渡部はシニアの部（55歳～64歳）の
予選をそれぞれ突破した（次頁の新聞記事参照）。

（記・渡部　浩三）

３・４月２ヶ月皆勤

以下37名　二神、五味、浜田、濵本、林、平原、石
橋、泉川、上甲、北村、清田、三原、棟方、名本、
西村、大森、佐々木、佐藤、白石（恒）、白塚、菅井、

関（啓）、髙石、高橋、玉置、渡部、矢野、山本（克）、
結城、米山、深見、飯尾、亀井、中住、関（宏）、田
代、山内
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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/

５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
₇日 72（65） 54 18 77.14％ 7 84.72％ 0
14日 72（65） 42 30 60.87％ 8 69.44％ 0
21日 72（65） 51 21 69.86％ 5 77.78％ 0
28日 72（65） 49 23 68.06％ 3 72.22％ 0
平均 72（65） 49 23 68.98％ 5.8 76.04％ 0

例会日 区分

クラブニュース

順　位 氏　　　名 OUT IN Total Hdcp Net

優　勝 渡部　浩三 47 45 　92 21.0 71.0

準優勝 藤本　　健 40 42 　82 　9.0 73.0

₃　位 中住　義晴 45 44 　89 12.0 77.0

₄　位 梶本　光正
₅　位 二神　良昌

₆　位 安保　利和

Ｎ　Ｒ 石橋　和典

（非会員）

（非会員）
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