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　　 短期交換留学分区委員並びに幹事を経験して

　2014−2015年度も愛媛第Ⅱ分区短期交換留学を拝命致しました。通算して₄年目となりま
した。当時、濵本ガバナー補佐より、委員にとのお話を頂きましたが電話が聞こえないふ
りをして、「電波が悪いので、よく聞こえません。」とお答えすると、「聞こえにくいのなら、
今からそちらへ行くから」との事。丁重にお断りするつもりでしたが、濵本さんの切返し
＆迫力には負けてしまい短期委員をお受けさせて頂く事となりました。
　この短期交換プログラムは36年前、当時松山RC梶浦ガバナーの発案で始められたと聞い
ておりますので個人的にもしっかり頑張らなければならないなと思っています。
　₄年前、第₁回目の短期交換委員会が開催された後の懇親会の席に、故 木村大三郎ガバ
ナーが御出でになり緊張してカチカチになっている私に、「はじめまして、ガバチャンです。」
とにこやかにお声を掛けて頂き隣に座ってお話させていただいたのが昨日の事の様に思い
ます。木村ガバナーの短期交換プログラムへの思い入れや熱意がひしひしと伝わって参り
ました。
　今年で₄年目となりますが、あの時の木村ガバナーとの出会い、そして西条RCの星加委
員のお蔭でこれまで頑張ってこれたと思っています。毎年様々な珍事、ハプニングが起こ
り英会話が出来ない私は、ドキドキ、ハラハラの連続ですが毎年、我がクラブの菅井会員、
上甲会員に通訳のお手伝いをして頂きプログラムをスム−ズに進行させて頂き誠に感謝し
ています。
　今年度、等クラブの幹事を拝命しておりますが、泉川会長の短期交換プログラムへの御
理解は深く派遣学生の相談をさせて頂くと的確なアドバイスを頂いたり、私の様々な至ら
ない所も寛容に受け入れて頂いたりと幹事としては、まったくの役不足にて誠に申し訳な
く思います。今年度も残り僅かとなりましたが、プログラム終了後の短期交換委員の達成
感を味わう事が出来ると共に幹事の責務も果たす事が出来るように最後まで努力していき
たいと思います。

幹事　高　橋　伸　定

巻頭メッセージ

₆月₂日㈫…「ゴルフと私」
中住　義晴会員

₆月₉日㈫…「日本昔話『鎌倉‥』」
浜田　修一会員

₆月16日㈫…「列車と本」
清田　明弘会員

₆月23日㈫…役員・委員長退任挨拶
₆月30日㈫…役員・委員長退任挨拶

例会予定



例会記録

　第3253回例会　2015年５月12日（火）

出席会員　73（65）名中51名　出席率72.86%
前回訂正出席率83.33%

欠席会員　22名　五味、羽牟、原田（雅）、石橋、
市川、勝見、菊池、御木、村上、村山、中地、
永木、大塚、大橋、下田、関（啓）、高岡、
浦岡、柳田、米山（関（宏）、玉置）

ビジター　₁名　原　　径一（高松北RC）
ニコニコ箱
原田　満範 卓話させて頂きます。
貴船　正憲 原田満範さん卓話楽しみにして

おります！
佐々木　淳 原田さん卓話楽しみにしており

ます。
渡部　浩三 原田先生楽しみにしています。
浜田　修一 関宏康さん、此の度の受章おめ

でとうございます。
長尾　芳光 原さんと一緒です。よろしくお

願いします。
髙石　義浩 ₅/17㈰大街道で世界禁煙デーの

パレードを北条病院が主幹で行
います。みきゃんも行進します。
見かけたらよろしくお願いしま
す。

二神　良昌 先月毎週火曜日、出張の為出席
できませんでした。

清田　明弘 （会員誕生祝）
中川　創太 （会員誕生祝）
三好　哲生 （結婚記念祝）
結城　　旬 （結婚記念祝）
兒玉　義史 （創業記念祝）開業31周年です。
佐藤　昭美 ①₅月₂日は創業記念日です。

先月仕事を辞めましたが49年前
の創業時の気持ちを持ち続けた
いと思います。

 ②今月₄日、近くのマンション
に引っ越しました。

齋藤　明弘 名札を忘れました。
（なんとなくニコニコ）原

高松北RC

、村井、野村
早　退　　西村、田中（和）（アラスカ出張か

ら帰ってまいりました。本日、早
退にて失礼いたします）

卓　話　「私の会計遍歴」
原田　満範　会員

　会計に関与するようになってから約半世紀
が過ぎた。その間、会計制度も大きく変わっ
たし、私の会計との関わり様も変わった。
　会計士の資格が思いのほか早く取得できた
ので、大学院に進学し会計の勉強を続けてい
た矢先、指導教授の勧めで松山大学（当時は
松山商科大学）に就職することになった。₄，
₅年のつもりが、本年₃月までの40数年勤務
することになった。これは想定外であった。
これは松山大学での居心地がきわめて良く、
良い学生に恵まれた以外のなにものでもない。
　当初は、キャピタル・ゲイン課税について
研究していたが、課税は会計の問題ではなく、
財政の問題であることが分かり、研究分野を
変更した。そのきっかけになったのはアメリ
カ留学であった。そこで師事した教授の授業
に啓発され、会計ディスクロージャーを研究
することにした。
　1980年、イリノイ大学大学院の博士課程の
授業で使用していたテキストを翻訳し東洋経
済新報社から出版した。また、1985年には、
会計のフレームワークに関する論文を投稿し、
それが学会賞を受賞することができた。近年
は、会計が広く社会で活用されることを願っ
て、会計知識の普及に努めている。その一助
として、2012年、中央経済社より「会計のこ
ころ」を出版した。
　私が会計に関わった約半世紀の間に会計も
大きく変わった。20世紀の会計は、企業は潰
れないことを前提としたものであった。これ
に対し、21世紀の会計は、企業価値はいくらか、
企業が潰れるか潰れないかを判断するための
情報を提供する方向に進んでいる。
　最後に、私の世代を会計的に総括すれば、
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例会記録

出席会員　73（65）名中54名　出席率73.97%
前回訂正出席率84.93%

欠席会員　19名　土居、福田、市川、菊池、清田、
河内、御木、三好、村井、村上、村山、中地、
大塚、佐々木、左納、下田、白石（恒）、
白石（省）、田中（和）

ビジター　₁名　髙橋　千昭（新居浜南RC）
ニコニコ箱
関　　宏康 春の叙勲で旭日単光章を受章しま

した。
濵本　道夫 関会員、授賞おめでとうございま

す。
原田　達也 本日は拙い卓話をさせていただき

ます。
羽牟　正一 原田さん卓話楽しみにしておりま

す。
中川　創太 原田さん卓話楽しみにしておりま

す。
棟方　信彦 卓話楽しみです。
藤村　健一 前回より参加させて頂いておりま

す。
米山　徹太 西村先生、菅井さん、石橋さんお

世話になりました。
（なんとなくニコニコ）五味
早　退　　林、星野（本日13時で退席します。

すみません。）、西野、菅井、玉置、
鶴田

卓　話　「放送局の話」
原田　達也　会員

　放送局はどんな仕事をしているのか、私の経
歴をもとにお話しします。
　昭和55年にNHKに入り、札幌、東京等で、
営業、総務、事業、人事・労務などの仕事をし

てきました。この中で、事業と言うのはマスコ
ミ特有の組織で、イベントなどを行います。人
事や労務の話はさておいて、事業の仕事の話を
しようと思います。ここで「紅白歌合戦」「の
ど自慢」等の運営や海外からのオーケストラの
招聘、美術展の企画・実施などを担当しまし
た。展覧会のプロデューサーのときは、ゴッホ
展、トルコ三大文明展、ロシアアヴァンギャル
ドの陶芸展などを実施しました。ロシアアヴァ
ンギャルドの陶芸展は通産省グッドデザイン賞
を受賞しました。
　平成25年₆月、労務部長から松山局長に就任
しました。松山放送局はNHKに₇つある地域
拠点局の₁つで四国を統括し、愛媛県向けほか
四国を対象とするブロック放送を出していま
す。四国の方針として、地域の安全・安心の拠
点であることと地域の活性化に貢献することを
仕事の柱にしています。前者については南海ト
ラフ巨大地震への備えを進めるほか毎年の台風
や大雨での緊急報道対応に力を入れています。
後者については、毎年、四国共通のテーマを設
けて、四国の魅力を地域放送や全国放送、イベ
ントを通じて発信しています。昨年度は「遍路
開創1200年」をテーマに、歴史秘話ヒストリア、
趣味DO楽など多数の全国放送番組や地域放送
で、四国のお接待文化の素晴らしさや遍路の現
代的な意味や動向などを伝えました。今年度は

「四国の戦後70年」をテーマに、四国の戦後を
見つめ直します。この70年間どんな出来事やど
んな課題があり、四国の人々はどのように乗り
越えてきたのか。困難な時代を迎える中、これ
からの四国を考えるきっかけになればと思いま
す。₁月にはNHKスペシャルに関連した大型
科学展「生命大躍進」を松山で開催します。松

前世代の人たちが築いた資産の上に乗っかり、
フォローの風の中で仕事や生活をし、国債と

いう巨額の負担と次世代に残した罪深い世代で
あったということができる。

　第3254回例会　2015年５月19日（火）
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　第3255回例会　2015年５月26日（火）

出席会員　73（65）名中47名　出席率68.12%
前回訂正出席率84.93%

欠席会員　26名　二神、五味、林、原田（達）、
星野、石橋、市川、河内、御木、三原、棟方、
村井、村上、中地、永木、西野、大塚、大
橋、小野、関（啓）、鶴田、安永（亀井、中住、
田代、玉置）

ニコニコ箱
飯尾　寛治 関会員の叙勲おめでとうございま

す。
佐々木　淳 本日卓話よろしくお願いいたしま

す。久しぶりなので少々緊張して
おります。

羽牟　正一 佐々木さん卓話楽しみにしており
ます。

上甲　　泰 佐々木さん卓話楽しみです。
菊池　三春 佐々木さん卓話楽しみにしていま

す。
貴船　正憲 佐々木さん卓話楽しみにしていま

す！
西村　真也 亀井様先日は有難うございまし

た。佐々木さん卓話よろしくお願
いします。

菅井　久勝 佐々木さん卓話楽しみにしていま
す。

米山　徹太 今年もライラセミナー終了しまし
た。四国から18名、兵庫県から32
名 計50名の受講生が来てくれま
した。皆さん満足したと思います。

（なんとなくニコニコ）浜田
早　退　　土居、原田（雅）、左納、高岡、田中

（昌）

卓　話　「新世代体感型シアター　₄DXについて」
佐々木　淳　会員

　本日はこの夏、弊社のシネマサンシャインエ
ミフルMASAKIに導入致します最新鋭の設備

「₄DX」のご紹介をさせて頂きます。お時間は
30分を予定しておりますが、時間が余りました
ら困った時の予告編を上映させて頂くかもしれ
ませんが、どうぞお付き合いください。
　
　「 ₄DX」 の 導 入 は 四 国 で は 初 上 陸 と な
ります。場所は56号線沿いにあるエミフル
MASAKIの中にある映画館シネマサンシャイ
ンエミフルMASAKI。オープンは₇月₄日㈯
を予定しておりまして、オープニング作品は「ア
ベンジャーズ／エイジ・オブ・ウルトロン」と
なっております。現在のシアター₈を改装致し
まして、客席は128席となります。全国では今
現在10箇所の導入がございます。弊社の系列で
は平和島・沼津に次ぐ₃サイト目となります。
　では、「₄DX」とはどういうものかと申し
ますと、座席が動く、風が吹く、香りがする等
₃Dを超える体験型シアターで、₄D技術の概
念に則り搭載された11種類の機能が、上映作品
のシーンやシチュエーションに連動し、映画の
楽しみ方をさらに広げます。座席が動く“モー
ション”や風が出る“エアー”、水が出る“雨”
などこれらの機能が作品と連動し、まさに映画
を“観る”から“体感”するに発展させました。
鑑賞料金は通常鑑賞料金に＋1,000円というこ
とで、一番高い料金ですと3,200円となります
が、各種割引サービスが適用になり、本日お集
まり頂いた皆様には関係のないサービスだと思
いますが、たとえばシニアサービスを利用致し

例会記録

山放送局は、引き続き、四国の素晴らしさを全
国、海外に発信し、四国の元気や文化発展に貢

献していきたいと思います。
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ますと2,100円でご鑑賞頂けます。今のところ
上映予定作品は「アベンジャーズ」や「ターミ
ネーター」となっておりますが、正月興行に向
け大作を中心に続々ラインナップしてまいりま
す。
　₃年前にシネマサンシャイン衣山にIMAX®
デジタルシアターという最新鋭の設備が導入
されておりますが、今回エミフルMASAKIに

₄DXが導入されることにより、松前・松山地
区のみならず、愛媛地区全体の映画人口を底上
げできるよう、従業員一丸
となって 宣伝・サービスに
努めたいと思います。
　皆様の温かいご支援とご
協力の程、宜しくお願い致
します。

例会記録

理事会報告

平成27年₅月度理事会決議事項

₅月12日㈫
①　当クラブ細則について　承認。
②　御木　徳久会員について　承認。
③　歌詞看板の校正について　承認。
④　クールビズについて　承認。

クラブニュース

新入会員紹介

氏名：藤村　健一

勤　務　先：三井住友信託銀行㈱
 松山支店　支店長
 三番町₄−11−₁
 TEL 932−2212
生 年 月 日：昭和42年₇月31日
入会年月日：平成27年₅月12日
趣　　　味：スポーツ（ジム通い）

誕生祝　 以下₆名　濵本（₃日）、清田（₇日）、
中川（₈日）、大橋（₉日）、御木（16日）、
中地（28日）

結婚祝　 以下₇名　小野（₂日）、名本（₅日）、
田中（和）（14日）、大塚（15日）、三好（17
日）、結城（18日）、関（啓）（26日）

創業祝　 以下₈名　玉置（₁日）、泉川（₁日）、
原田（雅）（₁日）、佐藤（₂日）、兒玉（₂
日）、浦岡（17日）、貴船（19日）、村上（29日）

５月のお祝い
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₁．ガバナー月信
₁．当クラブ定款新旧対照表
₁．当クラブ細則新旧対照表
₁．会報₃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

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
12日 73（65） 51 22 72.86％ 9 83.33％ 1
19日 73（65） 54 19 73.97％ 8 84.93％ 1
26日 73（65） 47 26 68.12％ 14 84.93％ 0
平均 73（65） 50.7 22.3 71.65％ 10.3 84.40％ 0.67

例会日
区分

　平成27年５月31日㈰に奥道後ゴルフクラブにて
開催されました。参加者は原田（満）会員、関（啓）
会員、村井会員、二神会員、齋藤会員、星野会員、
米山の７名でした。
　２日前までは雨の予報でしたが当日は快晴にな
り、ロータリーの力（？）を感じた瞬間でした。

　優勝は、不肖米山でした。ハンディキャップに
救われました。今回は７名全員グロス100を切りま
したので全員のスコアを記載致します。
　多くの皆様の参加をお待ちしております。

（記・米山　徹太）

順　位 氏　　　名 OUT IN Total Hdcp Net
優　勝 米山　徹太 48 44 92 19.2 72.8
₂　位 原田　満範 40 38 78 4.8 73.2
₃　位 齋藤　明弘 47 45 92 18 74
₄　位 関　　啓三 45 43 88 13.2 74.8
₅　位 二神　良昌 46 51 97 21.6 75.4
₆　位 村井　重美 46 42 88 12 76
₇　位 星野　耕一 47 46 93 13.2 79.8

第349回　松山ロータリー・ゴルフ会　５月例会

以下28名　浜田、濵本、石橋、泉川、伊東、上甲、
清田、河内、三原、長尾、名本、西村、野村、大森、
佐藤、菅井、関（啓）、高橋、渡部、安永、柳田、米
山、深見、亀井、中住、関（宏）、田代、山内

３・４月２ヶ月皆勤
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