
ロータリーは
機会の扉を開く

2020～2021年度国際ロータリーのテーマ

2020～2021年度
国際ロータリー会長
ホルガー・クナーク

巻頭メッセージ

　　歴代幹事に見守られ
　　新型コロナ禍対応年度の幹事として

例会予定
 9 月 1 日㈫…「「銀行生活40年」を振り返って、青山在り」

宮﨑　修一会員
日田ガバナー補佐訪問クラブ協議会

 9 月 8 日㈫…「コロナ後の変化」
中河　　裕会員

 9 月15日㈫…篠原ガバナー公式訪問例会
 9 月22日㈫…祝日のため、休会
 9 月29日㈫…「健康寿命日本一、愛媛県をもっと元気に！」

会田　雅之会員

　新型コロナに多大な影響を受ける最中、2020－2021二神会長年度がスタート致しました。
今年の2月、3月頃より新型コロナの感染者が増加し、8月現在、第2波の感染拡大に全
世界中が震え上がっていますが、県内の感染者が100人を超えてしまいました。本来なら
新年度事業としてサマースクールが開催される事となっていましたが、７月の段階で中止
が決定され大荒れの新年度のスタートとなりました。泉川会長年度にて、幹事を務めさせ
て頂いておりましたので今回2度目の幹事をさせて頂く事となります。昨今、取り巻く環
境の変化が激しく過去の経験が全く役に立たない様に思われます。今年度二神会長により
組織変革が実施され、６常任委員会が1.クラブ管理運営（村井重美副会長）2.会員増
強（菅井久勝理事）3.公共イメージ（上甲泰理事）4.ロータリー財団（石橋和典理事）
5.奉仕プロジェクト（米山徹太理事）の5つの常任委員会無任所（クラブ研修リーダー）
泉川孝三理事、「無任所」・加藤修司理事、会計・清田明弘会員により運営開始となりまし
た。二神会長による「ロータリーの絆を深め広げよう！」という運営方針に基づき親睦活動、
会員増強に最大限支援努力して行きたいと思います。とは言え新型コロナ感染対策は3密
を避けると言う事ですので、可能な限り非接触型コミュニケーション対応努力を実施出来
ればと思います。新年度より2番テーブルの幹事席から、泉川元会長、結城、米山、上甲、
菅井、石橋各幹事経験者の皆様がアイコンタクトにて温かく見守って下さる姿に感謝の念
に堪えません。言葉は交わさなくてもすでに固い絆で繫がっていると信じ、出来る限り会
員の皆様との繫がりを深め、楽しいクラブ運営のお手伝いに貢献させて頂きたいと思いま
す。特に佐々木副幹事にはサポートを宜しくお願い致します。折しも二神会長は宮司様も
されておられますので、疫病退散のお祓いをお願いしたいところです。どうか松山クラブ
会員全員が、無事新型コロナ禍を乗り切れますように。切望致します。

幹事　高　橋　伸　定
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例会記録

出席会員　70（64）名中48名　出席率71.64％

　　前回訂正出席率73.13％

欠席会員　22名　五十嵐、泉川、伊東（秀）、勝

見、前田、三好、守谷、中河、名本、西原、

大橋、大美、大森、清水、髙石、高岡、武

田、梅津、浦岡（亀井、児玉、田代）

ニコニコ箱

塩梅　和彦　本日、卓話をさせて頂きます。宜

しくお願いします。

二神　良昌　塩梅さん卓話よろしくお願いしま

す。

窪　　仁志　塩梅さん卓話楽しみにしていま

す。

村井　重美　塩梅さん卓話頑張って。

菅井　久勝　塩梅さん、卓話楽しみにしており

ます。

木下　英雄　先日日曜日に村井さん、太田さん

と釣りに行き、ビギナーズラック

ですが村井さんの操船技術が良く

てハマチ3匹の他タイ、アジ、ホ

ゴが釣れました。釣りをする人、

是非一緒に行きましょう。

河内　広志　今日は語呂合わせで「はし」の日

です。本日の火曜会の折に「はし」

の正しい使い方についてお話をさ

せて頂きます。又、「はし」の日

なので端に座らせて貰います。

石橋　和典　（会員誕生祝）

倉田　　満　（会員誕生祝）

大塚　岩男　（会員誕生祝）4月、（結婚記念祝）

5月、塩梅さん卓話ありがとうご

ざいます。

山添　勝吉　（会員誕生祝）

（なんとなくニコニコ）木下（裕）、大西、米山

早　退　　尾谷、左納、志鷹、立松、吉村

卓　話　電気のよもやま話

� 塩梅　和彦　会員

　まずは、電気の歴史について。

 ・日本で最初に電燈が灯ったのは、明治11年3

月25日で、アーク灯による3分程度の点灯で

あったが、わが国最初の点灯を記念して、3月

25日が電気記念日とされた。

 ・日本の電気事業は、東京電燈の創業に始まる

が、同社は周波数が50Ｈｚのドイツ製の発電機

を採用し、同時期に大阪電燈が採用した米国製

の発電機の周波数が60Ｈｚだったことが今日ま

で続く50 ／ 60Ｈｚ併存問題の発端。

 ・四国の電気事業は、4県のうちで愛媛が一番

遅かったが、他の3県と異なり、水力発電所に

よる電気の供給を行った。この水力発電所を建

設したのが、伊予水力電気（現四国電力）で、

伊予鉄道さんの創始者でもある小林信近氏が創

設した。彼は、県会の議長、衆議院議員、第52

国立銀行（現伊予銀行さん）の初代頭取、海南

新聞（現愛媛新聞さん）の社長を歴任した。

　次は、弊社四国電力の発電所のお話。

 ・水力発電所は、57か所あり、最大出力の合計

は115万ｋＷ。発電方式は、自流式、貯水式、揚

水式があるが、自流式、貯水式は降水量の影響

を直接受ける。揚水式は、上池と下池の間で水

第3493回例会　2020年８月４日（火）
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をやりとりすることで、繰り返し発電でき、蓄

電池の役割を果たしている。

 ・火力発電所は、徳島に2か所（阿南、橘湾）、

愛媛（西条）と香川（坂出）に1か所ずつあ

り、使用する燃料は、阿南が重油・原油、橘湾

と西条が石炭、坂出がＬＮＧ、重油・原油、コー

クス炉ガス。火力発電は、出力の調整が容易で、

熱効率が高いが、化石燃料を使用するため、環

境保全対策が必要であり、また、ＣＯ₂の大きな

発生源になっている。

 ・原子力発電所は、愛媛県伊方町にあり、現在

運転可能なのは、出力89万ｋＷの3号機のみ。

原子力発電は、運転中ＣＯ₂を出さないが、放射

性物質を扱うため、厳重な管理と安全対策が必

要。

 ・太陽光発電所は、松山市勝岡町にあり、出力

2042ｋＷで、四国初のメガソーラー発電所だっ

た。太陽光発電は、出力が天候に左右されると

いう課題がある。

 ・このように各電源には、一長一短があるので、

四国電力ではそれらを考慮しつつ、合理的な運

用を常に心がけている。

例会記録

出席会員　69（64）名中50名　出席率74.63％

　　前回訂正出席率76.12％

欠席会員　19名　浅田、土居、泉川、伊東（秀）、

勝見、窪、三好、守谷、名本、西原、大塚、

大橋、佐々木、清水、髙石、立松、浦岡（亀

井、児玉）

ニコニコ箱

武田　一宏　つたない卓話をご清聴頂きありが

とうございます。

二神　良昌　武田さん卓話よろしくお願いしま

す。

倉田　　剛　火曜会にて素敵な温泉に入らせて

頂き、おかげさまでお盆は体調良

好でありました。河内社長ありが

とうございました。武田会員の卓

話楽しみであります。

河内　広志　・今日8月18日は米の日です。米

の字を分解すると「八十八」にな

ることに由来します。本日の昼食

の中にタコライスが出ますが愛媛

県産の「コシヒカリ」です。

　　　　　　 ・道後プリンスホテルでは愛媛県

民向け5,000円割引とＧo Toトラベ

ルキャンペーンをダブルで併用

し、歴史上大変魅力的な価格で

承っております。今日の配布箱に

入れさせていただきました。

（なんとなくニコニコ）倉田（満）、小野川、米山

卓　話　四国ガスの災害時対応

� 武田　一宏　会員

　都市ガス業界においては、災害からの早期復

旧にむけて経済産業省の指導のもと日本ガス協

第3494回例会　2020年８月18日（火）
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会を中心に取り組んでおります。

　本題に入る前に弊社の概要について簡単にご

紹介させていただきます。

　弊社は四国の9市4町、四国の世帯数の約

16％、供給区域世帯数の約50％、約26万戸のお

客さまに都市ガスをお使いいただいており、四

国ガスグループＬＰＧのお客様を含めますと、四

国の世帯数の約25％、約43万戸のお客様に、ガ

スをお使いいただいております。そのうち松山

地区では約8４,０００戸のお客さまにご愛顧いただ

いております。

　それでは、これより本題に入らせていただき

ます。

　まず、平成に起きた大地震でありますが、マ

グニチュード６を超える地震が19回と非常に多

くありました。その中でも平成７年1月17日の

阪神淡路大震災、平成23年3月11日の東日本大

震災は特に甚大な被害がありました。日本ガス

協会主導の下、全国のガス事業者が被災地に集

結し、復旧を行いました。弊社も微力ではあり

ますが応援隊を派遣しております。

　都市ガス業界における地震対策ですが、「設

備対策」「緊急対策」「復旧対策」の3本柱となっ

ております。

　「設備対策」ですが、建物の耐震化に取り組

んでおります。松山（四国ガス第一ビル）にお

いては、平成4年3月にいち早く建て替え済み

であり、その他未建て替えの支店については、

随時進めております。

　次に、ガス管についても耐震性のあるものに

順次入れ替えを実施しており、四国内97.2％の

耐震化率となっております。松山では耐震化率

95.6％、ポリエチレン管率（強度と延性に優れ

ている管）は63.2％となっております。

　また、各ご家庭にマイコンメーターを設置し

ており、ガスをご使用中に震度5相当の地震が

発生した場合は、自動的にガスを遮断します。

　「緊急対策」ですが、弊社の供給エリア内に

設置の地震計と圧力計（常時遠隔監視）の数値

により対応基準が定められており、60カイン以

上、震度階で６弱になりますが、明らかに建物

やガス設備に被害が発生していると認められた

場合には、2次災害を防止するためガスの供給

を停止します。

　また、社員の安否確認システムも導入してお

ります。

　「復旧対策」ですが、シナリオレスの防災訓

練実施により、有事の際に対応できるようにし

ております。

　また、現在、都市ガス事業者は199社あり、

日本ガス協会組織をあげて応援派遣を早期に実

施できる体制を確立しております。

　御清聴ありがとうございました。

例会記録
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例会記録

第3495回例会　2020年８月25日（火）

出席会員　69（64）名中46名　出席率68.66％

　　前回訂正出席率70.15％

欠席会員　23名　五十嵐、泉川、伊藤（茂）、伊

東（秀）、勝見、倉田（剛）、松田、三好、守

谷、名本、西原、大塚、大橋、大美、大西、

清水、髙石、鶴田、浦岡、山添、吉村（亀

井、児玉）

ニコニコ箱

二神　良昌　梅津さん卓話頑張って下さい。

鮒田　好久　梅津さん卓話楽しみにしておりま

す。

村井　重美　梅津さん卓話宜しく。

菅井　久勝　梅津さん卓話楽しみにしておりま

す。

木下　裕介　・先週のゴルフ会において、メン

バーと運に恵まれ優勝させていた

だきました。参加された皆さんあ

りがとうございました。

　　　　　　・先日道後プリンスホテルへ家族

で宿泊させていただきました。素

晴らしい温泉と御食事、きめ細や

かなおもてなしを満喫させていた

だきました。河内さん、お世話に

なりました。ありがとうございま

した。

武田　一宏　松山ロータリーゴルフに、8月22

日㈯初参加させて頂きました。二

神会長始め皆様方と楽しく過ごす

事ができました。ニコニコさせて

頂きます。

米山　徹太　木下さん、ゴルフ会幹事ありがと

うございました。

三原　英人　昨日、前会員の四国ガスの林さん

にお会いしました。お元気そうで

す。今治南ロータリーに入会され

たとのことです。

高岡　隆雄　秋山影明様  どうもありがとうご

ざいました。

河内　広志　今日はインスタントラーメンの日

です。朝ドラの「まんぷく」は世

界中で愛されているインスタント

ラーメンを生み出した日清食品の

創業者がモデルでした。その安

藤さんは開発販売にあたり「特許

を独占して栄えるのではなく、イ

ンスタントラーメン業界ファース

ト」を考えました。先ずは松山

ロータリークラブが、地区が、活

性化する為にも、ロータリークラ

ブファーストを忘れないようにし

たいものです。

早　退　　佐々木（先日のRＣゴルフコンペお

疲れ様でした。話は変わりますが、

日曜日に今治の小さな「ぎょうざ屋」

で高梨さんと偶然お会いしました。）

卓　話　外食文化の火を消さないために

� 梅津　信助　会員

　酒類業界の国内消費は、年々縮小傾向だがコ

ロナ禍においても、全体では前年9割台の推移

で踏みとどまっている。ただし、飲む場所にお
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例会記録

理事会報告

いては巣ごもりの影響で家庭用の消費にシフト

し、2割強あった外食産業での消費が一桁まで

落ち込み、その後も60%～ 70％で推移し、過

去に類をみない飲み場の遷移が起こっている。

　我々酒類メーカーにとっては、料飲店様は、

お酒の飲み方の普及や、品質のアピール、ブラ

ンドの訴求など「お酒の伝道師」として、日々

消費者との優良な接点をとっていただきお世話

になってきたので、その火を消さないために外

食に携わる皆様の努力や挑戦をご紹介したい。

　外食業界は、過去何度も業界直撃の危機が

あった。その中でも例えばリーマンショック後

は、「低価格」のニーズに応えるため「立飲み」

「均一」の業態でリーズナブルに楽しめる業態

を、東日本大震災後は、「安心安全」や「つな

がり」を求める風潮に「生産者特定の食材の専

門化」や「ネオ大衆酒場」などブームを作って、

お客様を呼び戻してきた。

　その意味で、コロナ禍においても、新たな外

食マーケット誕生に可能性は大いにある。

 ・ 夜型の居酒屋から、昼夜型＆テイク・デリ対

応も可能な食主体の業態が急増

 ・ 独自ルートを活用した生産者直送商品の物販

（居酒屋・バルが八百屋・魚屋に！？）

松山では、

 ・ フードトラックを活用して「居酒屋ごと出前

します」

 ・ 「駐車場の一部」をビアガーデン活用して、

密にならない空間創出と、屋外の安心感

など、新たな挑戦も始まっています。

　「リモート」は今後定着していくと思います

が「Face to  face」の重要性を再認識・実感さ

れた方も多いと思います。その意味で「飲みニ

ケーション」の場である外食文化の素晴らしさ

は消してはいけないもの。ご紹介した新たな試

みや努力を体感しに、今すぐとは申しませんっ

　機会が許せばぜひ皆さま、「正しく恐れつつ」

街に繰り出しましょう！

８月４日㈫

①退会届　田代　信吾会員　承認。
②【事後報告】退会届　堂野　敦司会員　承認。
③新入会員申し込み　日本銀行　小山浩史氏
　（堂野氏後任）　承認。
④ 新入会員申し込み　㈱ほうきょう代表取締役

令和２年８月度理事会決議事項

社長　松本　祐治氏（推薦者︰三原会員）　
承認。

⑤ 周年記念準備会計・みずほ銀行の定期が満期
になります　承認。

⑥ ニコニコ箱会計より周年記念準備会計への振
替について　承認。
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退会のお知らせ

田代　信吾会員は、一身上の都
合により8月4日付で退会され
ました。
ロータリー歴は48年3か月でし
た。

クラブニュース

誕生祝　 以下9名　児玉（3日）、結城（10日）、中
住（11日）、西村（15日）、山添（19日）、木
下（裕）（20日）、倉田（満）（21日）、石橋（23
日）、伊東（秀）（24日）

結婚祝　 以下1名　小野川（31日）
創業祝　 以下4名　西村（1日）、伊藤（茂）（1日）、

井関（12日）、木下（裕）（27日）

1.ガバナー月信
1.会報６月号・７月号
1.近隣RＣ例会予定表

８月のお祝い 配 付 物

区分例会日 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

 4 日 70（64） 48 22 71.64％ 1 73.13％ 0

18日 69（64） 50 19 74.63％ 1 76.12％ 0

25日 69（64） 46 23 68.66％ 1 70.15％ 0

平均 69.3（64） 48 21.3 71.64％ 1 73.13％ 0

８月中の出席報告
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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/

ゴルフ会より　第3７8回松山ロータリークラブゴルフコンペのご報告

　令和2年8月22日㈯高原ゴルフ倶楽部において開
催されました。参加者は二神会員、村井会員、佐々
木会員、会田会員、伊藤会員、武田会員、木下（裕）
の７名でした。会田会員、伊藤会員、武田会員にお
かれましてはゴルフ会に初参加をしていただきまし
た。当日は暑い中でのスタート、後半はスタート直
後に約30分のゲリラ豪雨、その後は気温が下がり涼

しくもなり…。結果一日で様々な環境下でのゴルフ
を満喫できたのではないかと思います。（笑）。ご参
加の皆さん本当にお疲れ様でした。ちなみに幹事を
代行させていただきました私木下がメンバーと運に
恵まれ優勝してしまいました。ありがとうございま
した。
  （記　木下　裕介）

順位 参加者名 OUT皿ヶ峰 IN石鎚 GROSS HDCP NET

優　勝 木下　裕介 49 43 92 20.4 71.6

準優勝 村井　重美 41 45 86 13.2 72.8

3　位 佐々木　淳 44 42 86 13.2 72.8


