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　平成最後・令和最初の幹事　楽しんでロータリー

巻頭メッセージ

₆月₄日㈫…「私のプロフィールと趣味」
村井　重美会員

₆月11日㈫…「�趣味の鉄道模型ビデオで
紹介」

高岡　隆雄会員

₆月18日㈫…役員・委員長退任挨拶

₆月25日㈫…役員・委員長退任挨拶

例会予定

幹事　米　山　徹　太

　平成14年₆月に入会させて頂き、はや17年が経とうとしています。そして、松山
ロータリークラブ平成最後の幹事を務めさせていただきました。今は令和最初のクラ
ブ幹事を務めております。2018〜2019年度になる訳ですが振り返りますとクラブの皆
様に大変助けて頂きました。まず、サマースクール。今年も多くの小学生が参加して
くれましたが菊野会員を中心に活動し、参加した小学生も喜んでくれたことと思いま
す。短期交換留学では上甲会員に地区のリーダーとして27名の高校生を引率しアメリ
カに行っていただきました。地区大会でも多くの会員の皆様に参加して頂き賑やかな
大会になったと思います。クリスマス家族例会もたくさんのご家族にご参加頂き、又、
サンドアートもあり盛会になりました。職場訪問例会、私は参加出来ませんでしたが
田中会員を中心にお世話になりました。今年度は中間クラブ協議会を開催せず浜田会
長のお考えで「つぶやき₃分リレー」を実施致しました。大変好評でした。社会奉仕
としては北条の海岸へ植樹を実施致しました。石橋会員・田代会員・佐々木会員にお
世話になり、こちらも多くのご家族・ボーイスカウトに参加して頂き楽しい活動でし
た。お花見家族例会も西村会員のご子息の素晴らしい演奏で盛り上げて頂き心に残る
会でした。火曜会も親睦委員会の皆様に盛り上げて頂きました。
　このように、浜田会長が掲げた当クラブ今年度テーマ「楽しんでロータリー」を実
行することが出来たと思います。今年度もあと僅かになりましたが、年号を跨ぐ年度
に幹事を務めたことを誇りに思い、会員の皆様がこれからのロータリー活動を楽しめ
るようお手伝いさせて頂きます。



例会記録

出席会員　69（63）名中46名　出席率70.77％
前回訂正出席率77.27％

欠席会員　23名　土居、堂野、鮒田、濵本、原田、
市川、河野、児玉、森、名本、西原、大塚、
大橋、左納、髙石、高岡、鶴田、柳谷、吉
村（亀井、田代、玉置、浦岡）

ニコニコ箱
岩間　正之� 卓話、すべったらごめんなさい。
三浦　　明� 岩間さん、令和元年最初の卓話楽

しみにしております。
村井　重美� 岩間さん卓話宜しく。
山添　勝吉� 本日よりお世話になります。皆様、

よろしくお願い申し上げます。
石橋　和典� 令和を記念して。
太田　茂樹� 令和元年、₁回目の例会です。新

元号でもよろしくお願いします。
米山　徹太� 令和元年、最初の例会です。宜し

くお願いします。
窪　　仁志� ₅月₂日誕生日でした。昨日、サ

イクルトレイン10周年ライド90㎞
娘と走りました。全行程娘にリー
ドを許すことになりショックで
す。

菅井　久勝� 鮒田さん連休中お世話になりまし
た。

河内　広志� 今日は博士の日です。ロータリー
2018学年度の奨学生の数は852人、
事業費は14億円と外国人留学生を
対象とする民間奨学金では国内最
大規模です。米山記念奨学会では
博士号を取得した奨学生・学友へ
お祝いをお贈りしています。

清田　明弘�（会員誕生祝）
三好　哲生�（結婚記念祝）岩間会員、卓話宜

しくお願いします。
関　　啓三�（結婚記念祝）
田中　和彦�（結婚記念祝）嫁さんに結婚記念

日にとネクタイをもらい、喜んで

しめて来たら本日からクールビ
ス!!　休みボケです。

結城　　旬�（結婚記念祝）
（なんとなくニコニコ）　勝見、守谷
早　退� 関、筒井

卓　話　「そばのお噺」
岩間　正之　会員

　長い連休明けの卓話ということもあり、休み
の間に練習して、自分がやったことのない何か
に挑戦しようと思い立ちました。これまで、ピ
アノやバイオリン演奏のご披露あり、歌をうた
われたゲストさんもあり、でございましたので、
それ以外で何か、と思いめぐらし、そうだ、素
人ながら落語を、と無謀な決心をしたのが連休
直前。自宅のハードディスクに、学生の頃ラジ
オからカセットに録音した音源が一話だけ残っ
ていましたので、それをせっせと書き写し、繰
り返し読んで、しゃべってみました。東京から
遊びに来ていたヨメが、内容はわかる、と言っ
てくれたので、妙な自信が湧いて敢行したので
すが…。ダメでしたねえ。お耳汚し、失礼いた
しました。
　「そばの隠居」。₉代目入船亭扇橋師匠が40年
ぐらい前に演っておられた、当時の新作落語で
す。そばのお噺って、「時そば」をはじめ有名
な古典がたくさんあるけれど、そういう演目っ
てえのはロータリーの諸先輩ならほとんど知っ
ておられて₃分で飽きられるに違いない、だか
ら今はほとんどかからない、古い新作なら新鮮
に感じてもらえるんじゃないか、なんて思った
んです。それに、繰り返しは多いけど、くっき
りした落とし話で、昼食後のけだるい時間帯で
も、一所懸命おつとめすれば少しは喜んでいた
だけるんじゃないかと。
　でも実際にやってみたら、いやあ、稽古が足
りませんでしたねえ。大きな要素は盛り込めた
んですけど、つなぎが息切れする。それと、緊
張で顔がこわばると、口も回らない。顔の向き

　第3443回例会　2019年５月７日（火）
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出席会員　69（63）名中41名　出席率61.19％
前回訂正出席率70.59％

欠席会員　28名　堂野、二神、濵本、羽牟、林、
原田、石橋、泉川、市川、菊野、木下、窪、
倉田（剛）、河内、河野、森、守谷、西原、
大塚、大橋、左納、関、髙石、高橋、田中、
筒井（亀井、浦岡）

名誉会員　１名　佐藤　昭美
ニコニコ箱
佐
（名誉会員）

藤　昭美� 御礼
三好　哲生� 結城会員様、卓話ありがとうござ

います。
佐々木　淳� 結城さん、卓話頑張ってください。
菅井　久勝� 結城さん卓話楽しみにしておりま

す。
吉村　紀行� 結城さん卓話楽しみにしていま

す。
米山　徹太� 先日の松山ロータリーゴルフ会、

ありがとうございました。中住さ
ん、109回目のエージシュートお
めでとうございます。

三浦　　明� 先日のゴルフコンペはお世話にな
りました。中住さん、109回目の
エージシュートおめでとうござい
ます。

浜田　修一� 高岡さん、大変ありがとうござい
ました。

高梨　明治� 12日㈰マスターズ甲子園大阪大会

₂回戦で、PL桑田投手からタイ
ムリーヒットを打ちましたが、残
念ながら負けました。

加藤　修司�（結婚記念祝）
児玉　義史�（創業記念祝）₅月₂日に開業35

周年を迎えました。
早　退　　土居、宮崎、柳谷

卓　話　「アジアへお引越し」
結城　旬　会員

　弊社のCSR事業として開催されているぬいぐ
るみ供養祭は今年で20回を迎えます。年々供養
させていただくぬいぐるみの数も増え、₂万体
を数えるまでになりました。近年では、「葬育」
というテーマのもと近郊の園児や小学生を対象
にはじめてのお葬式体験として、お焼香やお別
れの言葉などを通じて葬送文化を醸成するお手
伝いをさせていただくイベントへと変貌しまし
た。しかし私には心に引っかかっていることが
ありました。それは年々増えるぬいぐるみの廃
棄処分の量です。事業が盛り上がれば盛り上が
るほど、皮肉なことに産廃は増え、近年では₂
トントラック₂台を超えるまでになりました。
さまざまな事情があるとはいえ、手放さなくて
はならなくなったこのぬいぐるみたちが今のも
のにあふれる日本の縮図であることは否めませ
ん。まだまだとても綺麗ないい状態のぬいぐる
みたちを必要としてくれる人や場所はないもの

例会記録

　第3444回例会　2019年５月14日（火）

が、いつのまにか逆転してしまう。うけてない、
と感じると、早く終わらなきゃと思ってつなぎ
の要素をはしょっちまって、「ため」がなくな
る。その結果、落ちが唐突で軽くなる。反省し
きりです。落研の学生さんとか、寄席の前座の
その前の見習いさんとか、出直して来い、なん
て言いたくなることもあったけれど、実はみん

な、すごいんだなあと、実際にやってみて尊敬
しちまいました。
　新しい時代、楽しんでロータリー。次の機会
に恵まれることがあるなら、また何か、ご迷惑
をかけてみようか、なんて、性懲りもなく思っ
ています。これにこりずに、お付き合いのほど
お願い申し上げます。お時間がよろしいようで。
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例会記録

出席会員　69（63）名中40名　出席率60.61%
前回訂正出席率68.66%

欠席会員　29名　浅田、土居、鮒田、濵本、原田、
泉川、市川、伊藤、勝見、菊野、窪、河内、
村井、森、西原、大塚、大橋、左納、清水、
関、髙石、鶴田、柳谷、山添、結城、吉村
（亀井、田代、浦岡）

ビジター　１名� 佐々木善康（西条RC）
ニコニコ箱
羽牟　正一� 堂野さん卓話楽しみにしていま

す。
三好　哲生� 堂野会員様、卓話ありがとうござ

います。本日、私の業界は中四国
ブロックの協議会があり、拝聴か
ないません。残念です。

石橋　和典� ₅月₁日に代表取締役に就任致し
ました。今後共ご指導の程、何卒
宜しくお願いします。

二神　良昌� 石橋さん社長就任おめでとうござ
います。立松さん開業５周年おめ
でとうございます。

田中　和彦� 先日、富山に行って北陸の緑はき
れいだなと思いました。堀の内の
緑も負けていないことに気づきま
した。気持ちいい季節になりまし

たね。
林　　章二� 帽子を夏用にチェンジしました。
米山　徹太� 二神さん先日はお世話になりまし

た。
三浦　　明�（結婚記念祝）本日結婚26年にな

りました。
立松　良之�（創業記念祝）まさに今日、開業₅

周年です。ありがとうございます。
（なんとなくニコニコ）　河野
早　退� 菅井、高岡

卓　話　「キャッシュとキャッシュレスのお話」
堂野　敦司　会員

　令和₆年に新しいお札（日本銀行券）が発行
されることが公表されました。この新札は、世
界初の最先端技術を駆使したホログラムを採用
するなど、最先端技術を用いることで、偽造防
止抵抗力を一段と強化します。これまでも日本
の偽造防止技術は高く、偽造券の発生も海外と
比べ低水準です。日本の偽造防止技術が高いこ
とが、日本のキャッシュレス決済比率が低い要
因のひとつともいわれています。
　明治以降のお金の歴史を振り返りますと、明
治初頭は、新政府によって発行された太政官札、
民部省札に加え、江戸時代からの金銀貨や藩札

　第3445回例会　2019年５月21日（火）

かと探し続ける日々が続きました。そんな時電
通さんの紹介でアジアの子供たちに衣服や学用
品などを支援されているアジアンキッズさんか
ら是非ともこのぬいぐるみたちを癒しの対象と
して寄贈していただきたいという申し出をいた
だき、愛大農学部へ留学経験のある先生がいらっ
しゃるフィリピン、ジェネラルサントスの町へ
お持ちすることを決めました。₂月15日から19
日までという滞在の中で教会や学校へと赴き、
実際に子供たちに手渡ししました。彼らの真っ

直ぐな眼差しや嬉しそうな表情は日本の子供た
ちとも少し違う、私の人生の中で初めて接する
表情でありました。
　もちろんボランティアを目的とした今回の渡
航ではありましたが、私自身が感じた今回の刺
激は、今後の経営者人生にも大きな影響を与え
るという予感がありますし、弊社の社員にもこ
の体験をして欲しいという気持ちが芽生えてま
いりました。マンネリの継続ではないぬいぐる
み供養祭を今年からも実践してまいります。
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例会記録

等、種々の通貨が流通していました。明治₄年、
明治政府は、新貨条例を制定し、円・銭・厘を
通貨単位と定め、種々の通貨を統一するため、
政府紙幣「明治通宝札」を発行しましたが、兌
換義務のない政府紙幣の流通は安定しませんで
した。そこで、翌明治₅年、国立銀行条例を定
め、政府紙幣に替わって、兌換義務のある国立
銀行券の浸透を図りましたが、当時日本では十
分な正貨（金等）が準備できず、うまくいきま
せんでした。その後、明治₉年、国立銀行条例
が改正、規制が緩和されると、国立銀行が数多
く設立されるとともに、兌換義務を負わない国
立銀行券が大量に発行されました。加えて、翌
明治10年西南戦争が勃発、戦費調達のために政

府が大量の不換政府紙幣を発行したことで、流
通通貨が急増、通貨価値が大幅に下落する、所
謂、ハイパーインフレーションが発生しました。
　このため、当時の大蔵卿（今の財務大臣）松
方正義は、正貨兌換の銀行券を発行する中央銀
行を設立し、大量に流通した不換紙幣を整理し、
通貨価値の安定を図ることを提議、明治15年、
日本銀行創立に至りました。当時発行された日
本銀行券（通称「大黒札」）は銀と兌換可能な
所謂「銀兌換券」でしたが、その後、金本位制
への移行を経て、現在は、法貨として無制限に
通用する、強制通用力を具備した不換紙幣とし
て発行されています。

出席会員　69（63）名中43名　出席率65.15%
前回訂正出席率70.15%

欠席会員　26名　浅田、堂野、二神、羽牟、原
田、泉川、市川、岩間、菊野、窪、倉田（満）、
河内、三原、森、名本、西原、大塚、大橋、
清水、菅井、髙石、田中、吉村（亀井、玉置、
浦岡）

ニコニコ箱
大森　克介� 変な卓話をします。
石橋　和典� 大森先生、卓話を楽しみにしてい

ます。
三好　哲生� 大森先生（私の高校の大先輩でも

あります）、本日の卓話、ありが
とうございます。

村井　重美� 大森先生頑張って。
米山　徹太� 第41回RYLAセミナーが₅月23日

㈭〜26日㈰の₃泊₄日で開催され
ました。今年は四国₄県から25名、
兵庫県から20名、他地区から₃名
の計48名の受講生が参加してくれ
ました。今年も内容が濃く素晴ら

しいセミナーでした。最終日の受
講生の笑顔は最高でした。

（なんとなくニコニコ）　清田、三浦
早　退　　土居、福田、宮崎、守谷、佐々木、

関
卓　話　「オタクのオタク訪問」

大森　克介　会員
　私の趣味であるオーディオは高校時代にソノ
シートを聴いたり、NHK立体音楽堂の放送を
聴いたりしたのがその始めです。
　大学に入ってスピーカーを壁に埋め込んだ
り、アンプを自作したりして段々と深みに入っ
ていきました。
　一番影響を受けた人物は、宇和島の小学校の
音楽の先生の、井上助次郎先生でした。宇和島
ロータリークラブの会員でもありました。宇和
島オーディオ・クラブを主催され、私も時々そ
の例会に参加し、刺激を受けたものです。
　2004年頃に、その頃流行したブログを始めて、
自分のやっているオーディオ活動をアップして
来ました。その中で愛媛県内や県外のオーディ

　第3446回例会　2019年５月28日（火）
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令和元年５月度理事会決議事項

５月７日㈫
①�ボーイスカウト松山振興会費について
　承認。

理事会報告

クラブニュース

誕生祝　�以下₄名　窪（₂日）、濵本（₃日）、清田（₇
日）、浅田（23日）

結婚祝　�以下₉名　加藤（₄日）、名本（₅日）、田中（14
日）、大塚（15日）、伊藤（15日）、三好（17日）、
結城（18日）、三浦（21日）、関（26日）

創業祝　�以下₈名　玉置（₁日）、泉川（₁日）、宮崎（₁
日）、児玉（₂日）、太田（16日）、浦岡（17日）、
河野（19日）、立松（21日）

５月のお祝い

₁．ガバナー月信
₁．I.M.報告書（DVD）
₁．会報₄月号
₁．近隣RC例会予定表

配　付　物

氏名：山添　勝吉

勤　務　先：アサヒビール㈱松山
支社　理事支社長

� 一番町₁−15−₂
� 松山一番町ビル内
� TEL�921−0195
生 年 月 日：昭和38年₈月19日
入会年月日：令和元年₅月₇日
趣　　　味：�散歩、読書、ゴルフ

新入会員紹介

以下31名　福田、二神、鮒田、浜田、濵本、林、石橋、
泉川、伊藤、岩間、上甲、木下、清田、河内、児玉、
三原、三好、村井、名本、西村、野村、大森、菅井、
関、高橋、立松、柳谷、米山、深見、亀井、中住

３・４月２ヶ月皆勤

オマニアを訪問して紹介した記事が沢山ありま
す。オーディオ・オタクである私が、色々なオー
ディオ・オタクのお宅を訪問した内容です。
　結婚を諦めて、オーディオにつぎ込んでいる
人。奥さんの顔色を伺いながら機材を揃えてい

る人。お金の糸目をつけずに部屋や機材を購入
する人。ヴィンテージな機材を次々と収集する
人等様々です。
　世の中には、この様な趣味を持っている人種
が存在していることを紹介しました。

例会記録
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クラブニュース

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 69（63） 46 23 70.77% 5 77.27% 0

14日 69（63） 41 28 61.19% 7 70.59% 0

21日 69（63） 40 29 60.61% 6 68.66% 0

28日 69（63） 43 26 65.15% 4 70.15% 0

平均 69（63） 42.5 26.5 64.43% 5.5 71.67% 0

例会日
区分

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/

ダブルペリア

敬称略

順　位 氏　　　名 OUT IN 計 HDCP Net
優　勝 三浦　　明 45 47 92 20.4 71.6
₂　位 中住　義晴 44 43 87 13.2 73.8
₃　位 米山　徹太 52 44 96 20.4 75.6

同NETは年長者

　令和元年₅月11日㈯エリエールゴルフクラブ
にて開催されました。参加者は中住会員、村井
会員、宮崎会員、三浦会員、結城会員、菅井会
員、米山の₇名でした。
　当日は素晴らしい天気で新緑を愛でながらプ
レーをしました。優勝は三浦会員でした。当ク
ラブコンペ初優勝、おめでとうございます！

　又、中住会員（89歳）におかれましては109
回目のエージシュート達成されました。素晴ら
しいゴルフを見せて頂きました。₄月に転勤で
入会された会員の皆様も是非ご参加下さい。令
和のコンペも宜しくお願いします。　　　　　

（記　米山　徹太）

ゴルフ会より　第373回 松山ロータリークラブゴルフコンペのご報告
【令和最初の松山ロータリークラブゴルフコンペ】
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