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ロータリーを実践し

みんなに豊かな人生を

　　 会長退任のご挨拶

　松山ロータリークラブの会長として₁年間無事に終わることができ、会員皆様方の
ご協力とご支援に心より感謝申し上げます。ありがとうございました。就任当初は₁
年間どのようにしていくのか、全く前が見えない状況でしたが、二神幹事、理事の皆
様に助けられました。そして泉川副会長には最近では例がないほど数多く会長代理の
挨拶をしていただき、本当に感謝いたしております。
　今年度は玉置会長が務められた昨年度とはことなり、周年事業関連や他クラブの周
年行事、また他の行事も少なく、ありがたく思っております。
　残念なのは、会員数80名を目標に掲げておりましたが、なんとか70名を維持するの
で精一杯であったことです。会員が退会されることを防止できなかったことも残念で
なりません。また、転勤、異動された会員の後の方にご入会いただけないこともあり、
会長として力不足を感じております。
　今後はＳＡＡとして泉川次期会長を支え、これまで以上に松山ロータリークラブが
楽しく有意義なクラブになるよう、努力してまいりたいと思います。今後ともよろし
くお願いいたします。最後に、近年にはなく欠席や早退の多い会長でしたが、今年度
最後の例会も、徳島出張と重なり、欠席でした。会員皆様と泉川副会長に心からお詫
びを申し上げ、最後のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。

会長　清　田　明　弘

巻頭メッセージ

₇月₁日㈫…役員・委員長就任挨拶
₇月₈日㈫…　　　　 〃 　　　　
₇月13日㈰…松山近隣₈ＲＣ合同例会

於：ウェルピア伊予
₇月15日㈫…振替休会（合同例会に）
₇月22日㈫…「私のプロフィルとお茶の小話」

村井　重美会員
₇月29日㈫…「私が生まれ育った町

『千代田区九段下』江戸の街並み」
伊東　毅嗣会員

例会予定



例会記録

　第3210回例会　2014年６月３日（火）

出席会員　70（62）名中53名　出席率76.81%
前回訂正出席率80.00%

欠席会員　17名　土居、羽牟、市川、上甲、河
内、三好、村上、中地、永木、大塚、大橋、
小野、佐々木、洲﨑、関（啓）、玉置（亀井）

ニコニコ箱
村井　重美 新入会員
二神　良昌 村井さん入会おめでとうございま

す。
五味　久枝 深見さん卓話楽しみにしていま

す。
濵本　道夫 深見さん卓話楽しみにしていま

す。
飯尾　寛治 深見さん卓話がんばって。
石橋　和典 深見さん、卓話宜しくお願い致し

ます。楽しみにしております。
棟方　信彦 卓話楽しみです。
御木　徳久 久し振りのホームクラブです。ク

ビにされるかもしれません。
米山　徹太 二神さん、先日は大変お世話にな

りました。
林　純之介 でかした松山！つぎはメジャーで。
原田　満範 （会員誕生祝）
白石　恒二 （会員誕生祝）
関　　宏康 （会員誕生祝）
長尾　芳光 （会員誕生祝）月末に54歳になり

ます。気持ちはいつまでも30歳代
です。

原田　雅仁 （結婚記念祝）明日₆月₄日はム
シ歯の日とのことですが、私の結
婚記念日でもあります。何年前か
は忘れましたがこのホテルで式を
挙げたことを思い出します。

髙石　義浩 （創業記念祝）₆／₂創立記念日
でした。

（なんとなくニコニコ）原田（達）、河田
早　退　　伊藤（慎）、兼平（なんとなくニコ

ニコ）、清田、西野、山本（髙石先
生、理事長就任おめでとうござい
ます。）

卓　話　「瀬戸内の製塩」
深見　邦芳　会員

　人は₁日に10ｇ程の塩分を摂る必要がある。
現在日本国内で900万ｔの塩が消費されている
が85％は輸入塩である。
　製塩の方法
　●土器製造（採鹹サイカン）

　海水から塩を取る最初の製塩法である。
干した海藻に付いた塩分を海水で洗い流し
て濃い塩水（鹹水カンスイ）を採り、それ
を土器に入れて煮沸（煎熬センゴウ）し、
塩を得た。東日本では縄文時代後期に、西
日本では弥生時代中期に吉備から始まった。
　「万葉集巻₆神亀₃年（718年聖武東大寺）」

「百人一首藤原定家」焼くや藻塩
　●塩浜による製塩

　平城宮跡から備前、周防、讃岐、淡路等
の貢納塩に付けられていた木簡が出土す
る。「播磨風土記」には塩浜の記述がある
ので、より生産性の高い塩浜製塩がはじ
まった。

　●瀬戸内海の塩
　海水があり、潮の干満差が大きく、降雨
量が少なく、海上交通に恵まれた瀬戸内海
地域は、潮の生産が盛んであった、畿内の
大社寺は潮の荘園を多く設けた。

　●揚浜式塩田
　満潮時に防潮堤の上から人力で海水を汲
み上げ、砂を撒いた地盤に浅く冠潮させる。
日光や風邪により乾燥して鹹砂が出来る、
これを搔き集め（沼井）に入れる。沼井に
海水を入れ、上澄みの鹹水を釜に入れ煮詰
めて塩をつくる。多量の薪（主に松）が必要。

　●入浜式塩田
　近世の入浜式塩田は17世紀前半に「赤穂」
から始まった。遠浅の海を大きく（2,000m
×2,000m位）を堤防で仕切り₂㌶（100×
200）の区画に海水が入る溝で仕切る。満
潮時に樋門を開き溝を海水で満たす。海水
は毛細管現象で、地場の撒砂（キラレ）に
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例会記録

出席会員　70（62）名中44名　出席率63.77%
前回訂正出席率68.57%

欠席会員　26名　土居、五味、羽牟、原田（雅）、
市川、伊藤（慎）、河田、菊池、御木、村井、
村上、中地、永木、名本、大塚、大橋、小野、
白石（恒）、白石（省）、洲﨑、関（啓）、玉置、
和田、柳田、結城（亀井）

ニコニコ箱
佐野　秀司 本日卓話よろしくお願いします。
二神　良昌 佐野さん卓話頑張って下さい。
石橋　和典 佐野さん、卓話宜しくお願い致し

ます。
長尾　芳光 佐野さんたのしみにしています。

（ご夫人誕生祝）₆／13に同い年
になります。

西野　佳和 佐野さん卓話楽しみにしていま
す。

下田　知行 佐野会員講話楽しみにしておりま
す。10分ほど早く早退しなければ
ならないので残念です。（早退）

米山　徹太 今晩火曜会　宜しくお願いしま
す。

佐々木　淳 下関の開店準備でなかなか出席で
きず申し訳ありません。₇／₅
オープンですが「フグ」の季節じゃ

ないのが残念です。
三好　哲生 欠席が多くて、すいません。

（なんとなくニコニコ）田中
早　退　　兼平、三原、鶴田

卓　話　「やさしい相続の話」
佐野　秀司　会員

　相続の事態が発生したら、相続人と遺産額を
確定させて配分を決めますが、相続開始の日の
翌日から10か月以内に相続税の申告・納付を終
える必要があります。
　相続が始まると、相続財産は、一旦、相続人
全員の共有財産となり、各相続人が単独で処分
することができません。遺言書があれば、それ
に沿って相続手続が開始されますが、遺言書が
無ければ、相続人「全員」で遺産分割協議を行
うことになります。相続人間で揉めてこの協議
が不調になった場合は、家庭裁判所の調停に委
ねることになります。
　民法では、法定相続分と遺留分が定められて
いますが、いずれの割合も無視した遺言を残し
ておくことも可能です。但し、その場合は遺留
分を侵害するので、他の法定相続人から、遺留
分の減殺請求が為される可能性もあります。兄
弟姉妹には遺留分はありません。

　第3211回例会　2014年６月10日（火）

付着する、その砂を沼井に集めて、海水を
掛け濃い鹹水を作る。鹹水溜（モンダレツ
ボ）にいれた、鹹水（ボーメー度20％、海
水は₃度）を土管で（石、鉄Ｍ40、鋳物Ｓ
20）に導き、一昼夜煮沸する（薪、石炭）
と塩が出来る。塩業組合

　●流下式
　昭和20年後半になると、流下式塩田に変
わり始め、30年代初めには入浜塩田は全て
流下式となった。入浜塩田を取り壊し整地
して、笹竹で枝条架を創り鹹水を流してよ

り濃い鹹水を作り塩業組合の釜場に送り製
塩をした。（家屋の塩害による損傷が甚大）

　主な塩田 
　赤穂、児島、松永、竹原、撫養、屋島、坂出、
詫間、多喜浜、波止浜等浜
　古江塩田には、23浜が在り、₁浜が₂町（₂
㌶）で350俵の塩が採れた。（時価₂千万円）
　塩田労働者
　浜子と言った、₁浜に₈～10人が居た、流下
式は₂名で良くなった。
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例会記録

　第3212回例会　2014年６月17日（火）

　第3213回例会　2014年６月24日（火）

出席会員　71（63）名中39名　出席率55.71%
前回訂正出席率66.20%

欠席会員　32名　二神、五味、林、石橋、市川、
勝見、兼平、河内、御木、三原、三好、村井、
村上、中地、長尾、永木、西野、大塚、大橋、
佐々木、佐野、下田、白石（省）、洲﨑、関（啓）、
玉置、鶴田、浦岡、安永、柳田、山本（亀井）

ニコニコ箱
清田　明弘 来週、会長として最終例会なのに、

欠席です。
米山　徹太 先日、ローターアクトクラブ地区

大会に行ってきました。すばらし

い会でした。
原田　達也 集中豪雨より、今日のようなしと

しとと降る雨の方が情緒があって
好きです。

上甲　　泰 元気です。先週火曜会では熟睡し
てしまいました。

白石　恒二 バッジを忘れました。
高橋　伸定 （結婚記念祝）明日18日、26回目

の記念日でした。本日思い出しま
した。

（なんとなくニコニコ）飯尾、河田、小野
早　退　　棟方、大森、田中

出席会員　71（63）名中51名　出席率71.83%
前回訂正出席率76.06%

欠席会員　20名　羽牟、市川、伊藤（慎）、菊池、
貴船、清田、三原、三好、村井、村上、中地、

西野、大塚、大橋、下田、白石（恒）、髙石、田中、
柳田、山本

ビジター　₁名　石田　信正（道後ＲＣ）
ニコニコ箱

　相続は「争続」「争族」とも言われ、家庭裁
判所の調停に至る事案も増加しており、親族以
外の他人も交えた争いになることもあります。
特に、「子供がいない夫婦」「独居・独身の方」

「事業承継の観点で考慮が必要な方」「相続人の
人間関係が複雑な方」「特に支えたい相続人が
いる方」等は、相続対策が必要になる可能性が
高い事例です。
　円滑な資産承継を行うには、遺言を書いてお
くことが効果的です。遺留分は考慮する必要が
ありますが、遺言では、法定相続分に捉われる
ことなく、ご家族の関係や感情を考慮した自由
な遺し方を指定することができ、遺産分割協議
が泥沼化してしまう事態も避けることができま

す。
　遺言には、自筆証書と公正証書の₂種類があ
りますが、費用・手間が掛かるものの、紛失・
廃棄・偽造などのリスクの無い公正証書をお薦
めします。遺言は、15歳以上であればいつでも
書くことができますし、将来の内容の変更も可
能です。
　来年₁月からの相続税増税が決まっており、
新たな課税対象者が増える見通しですが、相続
税の備えだけではなく、後々の紛争を避ける為
にも、相続対策全般についての検討が必要です。
専門家に相談戴きながら各種の対策を整えて、
今後の長い人生を、「心のゆとり」を持って楽
しくお過ごし下さい。
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例会記録

石田　信正 本日お世話になります。
林　純之介 11年に亘る長い系譜に終止符を打

ち、きょうを潮に退会させていた
だきます。大変にありがとうござ
いました。

河田　正道 今日で退会します。お世話になり
ました。

洲﨑　　浩 ₇月、広島に転勤になります。大
変お世話になりました。

和田　敏希 本日で退会させていただきます。
（会社の人事異動のため）短い間
ですが、大変お世話になりました。

兼平　泰之 とうとうこの日が来てしまいまし
た。₇月より東京勤務となります。
皆様ありがとうございました。

五味　久枝 林会員、河田会員、本日で退会と
のこと大変お世話になりました。
いろんな思い出を作っていただき
お礼申し上げます。今後のご健勝
をお祈りしております。

石橋　和典 林さん、河田さん、洲﨑さん、和
田さん今まで大変お世話になりあ
りがとうございました。今後とも
宜しくお願い致します。清田会長
二神幹事さん、お疲れ様でした。

ありがとうございました。
飯尾　寛治 河田さん永らくごくろうさま。
原田　雅仁 ・河田先輩、大変お世話になりま

した。もっとニコニコをしておけ
ば良かったと反省しています。
・本日15分程、早退させて頂きます。

河内　広志 洲﨑支店長、退会少しさみしいで
す。広島でのご活躍を祈念します。

二神　良昌 本日で幹事の大役終了です。皆様
一年間ご協力ありがとうございま
した。

上甲　　泰 一年間ありがとうございました。
来年度もよろしくお願いします。

永木　昭彦 会長、副会長はじめ役員の皆様、
一年間お疲れ様でした。

高橋　伸定 ₆／22　ホストファミリー説明会
お世話になりました。林さん、河
田さんお世話になりました。あり
がとうございました。

米山　徹太 親睦活動委員の皆様、家族例会の
ご協力、例会前のお出迎え等大変
お世話になりました。

佐野　秀司 コロンビア戦、必勝祈願 ! !
（なんとなくニコニコ）原田（達）
早　退　　土居、関（啓）、玉置

理事会報告

平成26年₆月度臨時理事会報告事項平成26年₆月度理事会決議事項

₆月₃日㈫
①　退会届　林純之介会員（交替の為）　承認。
②　退会届　平原立志会員（退任の為）　承認。
③　新入会員申込み　住友生命㈱　貴船正憲氏
（安保利和氏後任）　承認。

₆月10日㈫
①　退会届　洲﨑浩会員（転勤の為）　承認。
②　退会届　河田正道会員（離任の為）　承認。
③　新入会員申込み　南海放送㈱　田中和彦氏
（河田正道氏後任）　承認。

相

道後RC
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クラブニュース

新入会員紹介

勤　務　先：㈱松南園
 代表取締役会長
 小坂₅－13－₅
 TEL 946－3312
生 年 月 日：昭和25年11月₂日
入会年月日：平成26年₆月₃日
趣　　　味：ゴルフ、釣り

勤　務　先：住友生命㈱
 松山支社　支社長
 三番町₄－11－₁
 TEL 941－4416
生 年 月 日：昭和43年11月14日
入会年月日：平成26年₆月17日

氏名：村井　重美 氏名：貴船　正憲

退会のお知らせ

南海放送㈱
代表取締役社長
河田　正道会員は離任の為、₆
月30日付で退会されました。ロー
タリー歴は₆年でした。

農林中央金庫
松山推進室　室長
和田　敏希会員は転勤の為、₆
月30日付で退会されました。ロー
タリー歴は₁年10 ヶ月でした。

㈱あいテレビ
顧問
林　純之介会員は交替の為、₆
月30日付で退会されました。ロー
タリー歴は11年でした。

㈱ＮＴＴドコモ
四国支社愛媛支店　支店長
兼平　泰之会員は転勤の為、₆
月30日付で退会されました。ロー
タリー歴は₂年でした。

㈱近畿日本ツーリスト中国四国
松山支店　支店長
洲﨑　浩会員は転勤の為、₆月
30日付で退会されました。ロー
タリー歴は₁年でした。

相
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クラブニュース

６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 70（62） 53 17 76.81% 3 80.00% 0
10日 70（62） 44 26 63.77％ 4 68.57％ 0
17日 71（63） 39 32 55.71％ 8 66.20％ 0
24日 71（63） 51 20 71.83％ 3 76.06％ 1
平均 70.5（62.5） 46.8 23.8 67.03％ 4.5 72.71％ 0.3

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/

誕生祝　 以下₅名　原田（満）（₂日）、小野（21
日）、関（宏）（23日）、白石（恒）（23日）、
長尾（30日）

結婚祝　 以下₂名　原田（雅）（₄日）、高橋（18
日）

創業祝　 以下₃名　鶴田（₁日）、髙石（₂日）、
高岡（16日）

６月のお祝い

₁．会報₃月号・₄月号・₅月号
₁．2013－2014年度Ｉ. Ｍ. 報告書
₁．近隣ロータリークラブ例会予定表

配　付　物
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