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　　変化をもたらす

巻頭メッセージ

₉月₅日㈫…「宇宙開発の豆知識」
加藤　修司会員

₉月12日㈫…「環境変化に伴う
保険商品の変遷」
河野　次郎会員

₉月19日㈫…「伊丹十三賞の軌跡
糸井重里から星野源へ」

玉置　　泰会員
₉月26日㈫…「25周年、番組と事業から」

左納　和宜会員

例会予定

幹事　上　甲　　　泰

　新年度がスタートしました。₇月には短期交換留学支援、近隣₈ロータリークラブ
合同例会、松山クラブの80周年記念例会、₈月には第19回サマースクール、ガバナー
補佐によるクラブ協議会、そしてガバナー公式訪問を終えました。このせわしい₂か
月を無事に（？！）終えることができたのは、正直に事務局を受けていただいている
森さんのおかげです。毎朝、毎日の私のあんぽんたんな質問にもいつもわかりやすく
答えていただきました。感謝しています。₉月に入り少し落ち着いてきたことを嬉し
く、そしてまた、少し寂しくも感じています。何より森さんに電話をする機会が減り
ましたから。
　伝統と格式の…とは言われるものの、今年度の国際ロータリーのテーマは「変化を
もたらす」です。国際ロータリーはロータリーが社会に変化をもたらす、そして、ロー
タリー自身も変化が必要であることを地区の集まりでは盛んにいわれています。私は
入会させていただき約₆年数か月経ちました。分不相応と感じるこの非常に居心地の
いいクラブ空間を満喫させていただいている身分なものですから何をどのように変化
させればいいのか、何度聞いても理解できません。児玉義史会長を筆頭とする理事の
皆さまの心優しいご指導とご教示により、幹事として変化すべきものを学んでいきた
いと思います。
　これまでに例会中の幹事報告が長いとか、会長の話より少し長かったぞ、など数人
の方からご指摘もありましたが、私はそのようなことは全く気にしていませんし、お
そらく児玉会長も気にしていないと思いますので、これからもその辺りのことは適当
にいきます。仲良く「やぁ」と言える間柄で皆さんと居たい、そう願うばかりです。
今年度、「みんなでロータリー」も残り10か月を切りました。皆さま、どうかよろし
くお願いします。



例会記録

　第3359回例会　2017年８月１日（火）

出席会員　74（64）名中54名　出席率76.06%
前回訂正出席率93.24％

欠席会員　20名　鮒田、林、石橋、市川、岩橋、
勝見、河野、三浦、甕、森、西原、太田、
大塚、大橋、小野里、髙石、柳谷（亀井、山内、
浦岡）

ニコニコ箱
飯尾　寛治	 80周年皆さんご苦労様でした。
菅井　久勝	 80周年お疲れ様でした。清田先生

卓話楽しみにしております。
羽牟　正一	 清田会員卓話楽しみにしておりま

す。
伊藤　謙一	 清田さん、卓話有難うございます。
田中　和彦	 清田さん卓話楽しみにしていま

す。プログラム委員長として初の
お願いプログラムスタート第一号
です。よろしくお願いいたします。

米山　徹太	 明日からのサマースクール、宜し
くお願い致します。

河内　広志	 今日、₈/₁は水の日です。適度
な水分補給をして熱中症対策をい
たしましょう。本日から道後温泉
祭りスタートです。

高梨　明治	 娘が₈/₇夏の甲子園大会で行進
いたします。

児玉　義史　（会員誕生祝）80周年記念例会、
皆様ありがとうございました。

結城　　旬	（会員誕生祝）
伊東　毅嗣	（創業記念祝）
早　退　　土居、永木、吉村

卓　話　「鉄道の話と小田原」
清田　明弘　会員

自己紹介　
　職業分類は不動産鑑定ですが、資格は不動産
鑑定士のほかに税理士でもあり、現在、四国税
理士会会長で日本税理士会連合会の副会長でも
あります。出身は神奈川県小田原市で、奥方が

松山出身なので松山に在住となっております。
₁．小田原
　小田原は城、みかん、海と魚（鰺）、温泉（箱根）
が有名です。人口は約19万人。この数十年ほと
んど変わっていません。まず、小田原城ですが、
昭和35年建築されました。それまでは石垣だけ
でした。当時は石垣の下に動物園があり、象の
梅子さんやあしかなどがいました。豊臣秀吉が
小田原攻めの時に作った一夜城ですが、実際は
数ヶ月かかったようです。周りの樹木で隠れ城
の建設が分からなかった、と言う話もあります。
小田原評定とは、何も決まらず堂々巡りをする、
と言われておりますが、小田原では、当時とし
ては民主的な決め事、といっております。二宮
尊徳神社はやはり学問と経済再建等をお願いに
行きます。小田原駅は14番線まであります。大
雄山線、JR東海道線、小田急線、箱根登山線、
新幹線のホームがあります。小田原提灯は畳む
事が出来、携帯でき箱根越えなどに役に立った
と思われます。四代、北条氏政とその弟氏照の
墓は駅から徒歩₁分にあります。
₂．小田急線
　小田原と言えば小田急、小田急と言えばロマ
ンスカーです。色々な種類がありますが、やは
り、展望車に乗るのが良いでしょう。とはい
え、乗りたい時間に展望車が空いていることは
稀ですから、展望車が空いている時間を探さざ
るを得ないでしょう。線路ですが、入生田、箱
根湯本間には₃本あります。入生田駅に箱根登
山鉄道の基地がある為です。昔は小田原駅から
箱根登山線が出発していたので、小田原箱根湯
本間が₃本あったのですが、整備等の都合で入
生田箱根湯本間だけになりました。線路が₃本
あるのは、線路幅いわゆるゲージが違うから
です。日本で言う普通の線路幅は世界では狭軌
1,067mmです。これは、最初に横浜新橋間で開
通した汽車を英国が狭い幅のものを押し付け
た、という説があります。日本で狭軌を実験し
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例会記録

出席会員　74（64）名中59名　出席率83.10%
前回訂正出席率91.78％

欠席会員　15名　石橋、市川、岩橋、岩間、金沢、
窪、河内、太田、大塚、髙石、高梨、鶴田（亀
井、山内、浦岡）

ゲスト　　₁名	 古森　達夫
（愛媛第Ⅱ分区ガバナー補佐）

ビジター　₁名	 二宮　　務（大洲RC）
ニコニコ箱
古
（愛媛第Ⅱ分区ガバナー補佐）

森　達夫	 今日はよろしくお願いします。
二
（大洲RC）

宮　　務	 本日はよろしくお願いします。
児玉　義史	 古森ガバナー補佐様、本日はよろ

しくお願いします。
米山　徹太	 ガバナー補佐古森様、ようこそ。
上甲　　泰	 サマースクールお疲れ様でした。
佐々木　淳	 久し振りの卓話です。皆様に楽し

んでもらえるよう頑張ります。本
日バッジを忘れました。申し訳あ
りません。

清田　明弘	 佐々木さん卓話楽しみにしており
ます。

野村　靖記	 佐々木さんの卓話を楽しみにして
います。

左納　和宜	 佐々木さん卓話楽しみにしていま
す。

菅井　久勝	 佐々木さん卓話楽しみにしていま
す。

田中　和彦	 佐々木さんお話を楽しみにしてい
ます。よろしくお願いします。

三浦　　明	 先週都合により欠席となりまし
た。

西原　正勝	 最近欠席が多く反省しておりま
す。

福田　正史	 高校野球開幕。「済美」の₁勝を
願って！

伊藤　謙一	 今週は毎日野球拳おどりの練習で
す。

塩崎千枝子	 お盆さんですね。平和な日々に感
謝して。

林　　章二	（会員誕生祝）
（なんとなくニコニコ）　森

　第3360回例会　2017年８月８日（火）

たかった、と言う話もありますが、いずれにし
ても迷惑な話です。標準軌は1,435mmで新幹線、
京急はこの幅です。京急に乗り入れている都営、
京成も当然標準軌で運行しています。

₃．箱根登山線
　箱根登山電車ですが、スイッチバックが₃箇
所あります。その都度運転手と車掌が交代し、
今来た方向と反対方位に出発していきます。

　第3361回例会　2017年８月22日（火）

出席会員　74（64）名中50名　出席率73.53%
前回訂正出席率90.41％

欠席会員　24名　鮒田、原田、市川、勝見、清
田、窪、甕、森、永木、西原、大塚、大橋、
左納、菅井、髙石、高梨、鶴田、吉村（飯尾、
亀井、関（宏）、玉置、山内、浦岡）

ニコニコ箱
上甲　　泰	 舘さん、アクチュアリーのお話楽

しみです。
児玉　義史　₈/₈のクラブ協議会、お疲れ様

でした。₂週間振りの例会です。
よろしくお願いします。

金沢　敏郎　入会および誕生日祝い、ありがと
うございます。

田中　和彦　久し振りに済美高校のおかげで甲
子園を楽しめました。
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例会記録

−柳澤ガバナー公式訪問例会−
出席会員　74（64）名中55名　出席率78.57％

前回訂正出席率90.28％
欠席会員　19名　濵本、石橋、泉川、市川、伊

東（毅）、倉田、三原、西原、太田、大塚、
大橋、佐々木、清水、髙石、結城（関（宏）、
玉置、山内、浦岡）

ゲスト　　₄名	 柳澤　光秋
	 	 （第2670地区ガバナー）
	 	 古森　達夫

	 	 （愛媛第Ⅱ分区ガバナー補佐）
	 	 野町　和也（随行者）
	 	 高橋　卓弥（　〃　）
ニコニコ箱
柳
（第2670区ガバナー）

澤　光秋	 ガバナー公式訪問例会御礼
古
（愛媛第Ⅱ分区ガバナー補佐）

森　達夫	 ガバナー公式訪問例会よろしくお
願いします。

児玉　義史	 ガバナー御一行様、御来会有難う
ございます。

上甲　　泰	 ガバナー、皆様、ようこそお越し

　第3362回例会　2017年８月29日（火）

河内　広志　今日22日は「やっぱり夫婦の日」
そして「チンチン電車の日」です。
ロータリアンと奥様揃って伊予鉄
電車に乗りましょう。

米山　徹太　佐々木さん、ネギつけ麵中盛りご
ちそうになり、ありがとうござい
ました。

（なんとなくニコニコ）　村井
早　退　　浜田（舘さん残念ですが、卓話を聞

けません。申し訳ありません。）、
菊野、村山

卓　話　「アクチュアリーという仕事」
舘　　誠一　会員

　アクチュアリーという仕事は、初耳の方も多
いと思う。
　会計士・税理士等はどの企業でも必要な職種
であることはご承知だと思うが、保険・年金ビ
ジネスは、その商品効用が購入（契約）時点で
はなく、将来にしか顕在化しないため、現時点
の事象よりも将来の事象がどうなるかが重要で
ある。このため、確率論・統計学などの数理的
手法を活用して、商品開発・リスク管理を行わ
なければならない。この職責を担う職種が、ア
クチュアリーである。誤解を恐れずにいうと、
数理分野のエンジニアであり、監査役であり、
アナリストであるとでもいえよう。

　例えば、10歳代の若者の保険として、事故に
よる死亡保障の保険に関する保険料設定を考え
てみる。シンプルな考え方として、事故は（職
業は別として）、性別・年齢に関係なく起きる
から、皆が同じ保険料でよい、とする考え方が
あり、かつて主流であった。
　しかし、データを見てみると、15歳以降、男
性の死亡率が高い。さらに、₃倍程度もある。
これはおそらく、近年のモータリゼーションの
高まり、及び免許取得後の事故等に起因するも
のであろう。このため、保険料を性別・年齢で
同じにしていては、会社の健全性も確保できな
くなるし、女性が割高な保険になってしまい、
契約者の公平性の面からも課題がある。
　こうした分析を通じて、健全性・公平性を確
保していくのが、アクチュアリーの仕事の一部
である。
　私は、バブル絶頂期であった91年に社会人と
なったが、その後、バブル崩壊、金利下落、さ
らにはマイナス金利に加え、少子高齢化の加速、
医療技術の進歩等、環境も想像以上に進展した。
アクチュアリー職も、この変化に負けずに、技
術の進化を図り、国民の安心できる生活を支え
なければならないと思っている。
　皆様には、こうした仕事もあって生活が支え
られているんだなぁ程度でも頭の片隅に刻んで
頂ければ幸いである。
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例会記録

くださいました。
村井　重美	 柳澤ガバナー、今日は宜しくお願

いします。
田中　和彦	 土・日と弊社系列で実施した「24

時間TV」ではロータリアンの皆
さまからもご協力をいただきまし
た。ありがとうございました。

米山　徹太	 第37回ライラセミナー受講生同士
が結婚しました。うれしいことです。

勝見　安美	 ₉月₁日、二学期・始業式です。
塩崎千枝子	 平和を祈って。
森　　隆士	 本日、無事生誕50周年を迎えるこ

とができました。
早　退　　西村、鶴田

理事会報告

平成29年₈月度理事会決議事項

₈月₁日㈫
①周年記念準備会計・みずほ銀行の定期預金が

満期を迎えます　承認。
②新入会員申し込み　㈱エポラ代表取締役　　
守谷みどり氏（推薦者：児玉会長）　承認。
③サマースクールの支払い方法について　承認。

クラブニュース

新入会員紹介

氏名：金沢　敏郎

勤　務　先：日本銀行松山支店
	 支店長
	 三番町₄-10-₂
	 TEL	933-2216
生 年 月 日：昭和42年₈月₇日
入会年月日：平成29年₈月₁日
趣　　　味：	スポーツ観戦、旅

行
氏名：倉田　　満

勤　務　先：農林中央金庫松山
営業所　所長

	 三番町₆-₈-₁
	 TEL	921-3190
生 年 月 日：昭和46年₈月21日
入会年月日：平成29年₈月₁日
趣　　　味：ウェイト・トレー

ニング、ジョギン
グ
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クラブニュース

誕生祝　	以下10名　三浦（₁日）、児玉（₃日）、金沢（₇
日）、結城（10日）、中住（11日）、西村（15日）、
林（20日）、倉田（21日）、石橋（23日）、森（29日）

創業祝　	以下₂名　西村（₁日）、伊東（毅）（₁日）

８月のお祝い

₁．ガバナー月信
₁．クラブ計画書
₁．会員名簿
₁．近隣RC例会予定表

配　付　物

８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
₁日 74（64） 54 20 76.06% 15 93.24% 0

₈日 74（64） 59 15 83.10% 8 91.78% 1

22日 74（64） 50 24 73.53% 16 90.41% 0
（ガバナー公式訪問例会）

29日 74（64） 55 19 78.57% 10 90.28% 0

平均 74（64） 54.5 19.5 77.82% 12.25 91.43% 0.25

例会日 区分

　平成29年₈月26日㈯に久万カントリークラブに
て開催されました。参加者は中住会員、浜田会員、
村井会員、二神会員、菊野会員、佐々木愛明さん、
村田利幸さん、米山の₈名でした（佐々木さんは
浜田会員のお知り合い、村田さんは二神会員のお
知り合い）。
　優勝は村田利幸さんでした。お一人だけ80台で
ラウンドされ素晴らしかったです。

　₈月の開催でしたが、久万高原町なので涼しく、
快適な環境でラウンド出来ました。
　中住会員の100回目のエイジシュートは今回も達
成できませんでした。楽しみにしております。
　これから気候も良くなり、ゴルフが楽しい季節
になります。
　皆様のご参加お待ちしております。

（記・米山　徹太）

ゴルフ会より　第365回 松山ロータリークラブ・ゴルフコンペのご報告

ダブルペリア

敬称略

順　位 氏　　　名 OUT IN 計 HDCP Net
優　勝 村

（ ゲ ス ト ）

田利幸 42 46 88 15.6 72.4
₂　位 二神良昌 53 43 96 22.8 73.2
₃　位 村井重美 52 45 97 20.4 76.6

同NETは年長者

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/

—  6 —


