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９

　　 会 員 増 強 に ご 協 力 を

　2010年に「松山ロータリークラブ細則」が改正されて、「クラブ強化委員会」が誕
生しました。「会員増強委員会」と「ロータリー情報委員会」の二つから成ります。「会
員増強委員会」は、旧組織の会員選考委員会と職業分類委員会を吸収したものです。
　ロータリーの本質的な特色は、職業分類による会員の入会でしょう。
　会員の増強は、すなわち職業分類の広がりとも言えるのではないでしょうか。クラ
ブ計画書の中に当クラブの職業分類一覧表が掲載されています。一度じっくりご覧に
なってください。まだまだ未開拓の分野がたくさんあることに気づかれることと思い
ます。
　また「ロータリー入門書」によれば、ロータリアンの候補者は、①社会に認められ
た職業を持ち、評判の良い人　②きちんと例会に出席できる人、すなわち自分で自分
の時間の裁量が出来る人　③人間的に立派で社交性のある人…と書かれています。自
分を振り返ると、いささか肩身の狭い思いを禁じ得ませんが、満点の人などなかなか
いない訳で、まずは信頼のおける人、意欲的な職業人を全員で探してみませんか？
　新会員の推薦は、クラブを挙げて全会員が参加すべきものであり、「会員増強委員会」
はその支援・サポートをする役目だと認識しています。そして、「ロータリー情報委
員会」によって、ロータリアンに必要な知識・情報が与えられます。
　昨年来、新たな会員も増えました。まずは「お・も・て・な・し」の精神で、居心
地の良い例会を楽しんでいただきましょう。
　松山ロータリークラブが歴史あるクラブとして、質も数も誇れるように、清田会長
が掲げられた「80名」を目指して、ご協力ください。

クラブ強化担当理事　五　味　久　枝
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例会記録

　第3175回例会　2013年９月３日（火）

出席会員　72（65）名中52名　出席率74.29%
前回訂正出席率80.56%

欠席会員　20名　土居、濵本、羽牟、原田（満）、
石橋、市川、伊藤、河内、兒玉（義）、御木、
三原、村上、大塚、大橋、田中、浦岡、山
本、横山（亀井、中住）

ゲスト　　₁名　嵇　元琦氏
（松山東雲女子大学・中国留学生）

ビジター　₂名　星加　裕史（西条RC）
　　　　　　　　武内　英治（伊予RC）
ニコニコ箱
棟方　信彦	 卓話ガンバッテ下さい（本学学生）
二神　良昌	 ₂週間入院していました。月末に

無事退院できました。
安保　利和	 しばらくお休みしておりました。

すみませんでした。
河田　正道	 今日から₉月です。とりあえず結

婚記念日、誕生日、会社の創立記
念日だけはニコニコ募金をお願い
します。

小川　純生	（会員誕生祝）
深見　邦芳	（結婚記念祝）80年間、母親と女

房に叱られっぱなしです。
（なんとなくニコニコ）五味、林、平原、髙石、

米山
早　退　　永木、関（啓）、玉置

卓　話　「私と日本のラブストーリー」
ゲスト　中国留学生（松山東雲女子大学）

嵇　元琦　氏
　みなさん、こんにちは。ただいまご紹介にあずか
りましたケイゲンキと申します。本日の例会の時間
をいただいて誠にありがとうございます。
　₇月に短期留学生の受け入れと送り出しの件、お
世話になりました。今回の話を始める前に日本に来
る前の経歴を少し紹介したいと思います。
　私の名前はケイゲンキです。ケイっていう苗字は、
のぎへんにもっともの漢字で下に山を書きます。日
本語の中で、この漢字は存在していません。名前の
方は、元気の元で、家族から受けついだ漢字で、同

じ世代の従妹の名前も元を付けています。琦は珍し
く美しい玉

ぎょく

の意味で、親が私に玉みたいな素晴らし
い人生を味わい尽くしてほしいっていう望みです。
　私は海から離れた中国の内陸の小さい都市−ギ
ショウで生まれました。愛媛と同じ、私の故郷も蜜
柑が有名です。秋になると山があるところに蜜柑が
よく見えます。この自然に恵まれている地域で18年
間良く育てられました。
　そして、2009年の秋、江蘇省の無錫の江南大学で
日本語を勉強に行きました。そこで、豊富な知識を
持っている先生、同じ夢を持っている友達と出会い
ました。忘れられない二年間の大学生活でした。
　大学三年生の時、松山に来て、東雲女子大学に編
入学しました。そして、日本の留学生活を始めました。
今は東雲女子大学の国際文化学科在学の四年生です。
　今日、話をさせていただきたい内容のテーマは「私
と日本のラブストーリー」でした。このテーマを
選んだ理由は日本の有名なドラマ「東京ラブストー
リー」と関係があるからです。昔のドラマですけれ
ども、中国でも大騒ぎになる程人気がありました。
「東京ラブストーリー」のセリフは一時、日本語を勉
強するための教科書として流行ったことがあります。
このドラマは、私も大好きで、日本語を勉強し始め
たきっかけだといってもいいでしょう。一年半前に、
松山に来ることを決めて（主人公の永尾完治くんの
ことを思い出して、彼の故郷は愛媛じゃんと考えな
がら）本当に不思議な運命だと思いました。その時
から、松山での留学生活は絶対人生の貴重な経験と
して、宝物として保存したいと思います。
　日本で生活したら、日本との出会いはラブストー
リーみたいに色々なことがありました。私の目で見
た日本のことを皆さんとシェアーしたいと考えて今
日の内容を準備しました。
　キーワード₁　カルチャーショック

　カルチャーショックっていう単語は辞書で調べた
ら、自己の行動や考え方の枠組みを与える文化とは
異なった文化に接した時に受ける精神的な衝撃とな
ります。つまり、自分を育てる環境、自分が慣れた
文化と風習とまったく違うところに行った時、不適、
または違和感、驚きのほどがあることは、私の理解
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例会記録

のカルチャーショックです。
　たとえば、海外旅行をする時、特にアメリカ、ヨー
ロッパの国々に遊びに行く時、チップの習慣がある
じゃないですか。チップの習慣を持ってないアジア
の国々の私たちにとって、典型的なカルチャーショッ
クだと考えています。いつチップを渡すこととか、
どうやって渡すこととか、どのぐらいのお金を用意
したほうが良いのか、ベテランの観光客はわかるか
もしれないですけど、はじめて海外旅行の観光客に
とってわからないでしょう。
　事前に目的地について調べないと、旅行中びっく
りさせられることが絶対あるはずです。
　カルチャーショックは私たちの観光に不便を与え
る、迷惑をかけることばっかりかもしれませんが、
ここでちょっとストップして、同時に私たちと一緒
に居る現地の人たちの立場に立って考えてみましょ
う。
　現地の人にとって、観光客の何気なくした行動は
不尊重な気持ちを与えたかも、もっとひどくなれば、
文化のタブーを冒したかも、気を付けないと、小さ
いところでも不快な思いを現地の人に与える可能性
も高いです。
　自分のことを思い出して、日本に来るのは観光の
短い時間より、もっと長いはずだ。もし、チップの
習慣みたいなことがあったら、どうしようかなとずっ
と心細くなりました。でも、同じアジアの国ですか
ら、文化の共通点があって、大きな差は今まで出会っ
たことはないと思いますが、たまにはあった時、「な
んでそんなに面倒くさいの？」と友達に文句を言う
時もありました。
　でも、前回のアメリカから来た学生と一緒に椿神
社に行く時、一つ感動したことがありました。それは、
リーダーのジェムスさんの話でした。
　椿神社を参拝する時、まず手

ちょうずや

水舎に行って、手と
口を洗う必要があります。それは、日本の伝統文化
の一つとして、神社の参拝をする前に決まっている
ことですが、初めて日本の文化を触っているアメリ
カからの学生たちに対して、理解しにくいとこでし
た。若い留学生たちには今までにない経験として、
興奮して笑ったり、話したりしました。
　その時、そばに立っているリーダーのジェムスさ
んが学生たちを揃えて、ジェムスさんの話が聞こえ

ました。
　最初に会った時のニコニコしている顔と全然違っ
て、真剣になりました。話を全部覚えていないです
けど、だいたいそういうことでした。
　「あなたたちは、今日本に居るんだ。アメリカでは
なく、ここは日本だ。あなたたちには、日本のこと
をよくわからない部分、理解しにくい部分があるは
ず、でも、日本に居るところで郷にいては郷に従え。
日本の文化を尊重しないと、ここに居る人たちにとっ
て失礼だけではなく、アメリカの文化にとっても失
礼だ。ほかの人の尊重を得るわけではない。」この話
を聞いたら、凄く感動しました。
　ジェムスさんの日本の文化に対する態度に、私は
粛然として襟を正しました。
　カルチャーショックがある人にとって大変なこと
があるかもしれませんが、そのカルチャーショック
を問わず、異文化に対する尊重の気持ちを、私は尊
敬しています。日本に来てからの自分の行動も反省
しました。自分がどこかでふさわしくない言葉を話
したのか、自分がどこかでふさわしくない行動をし
たのか、いろいろ考えました。
　日本に居る自分を一回見直しました。これから、
異なった文化に接した時、まずこうする理由を聞く
んじゃなく、郷にいては郷に従え、尊重の態度を示
すことをしてみます。カルチャーショックからもた
らす迷惑があるかも、でも、人生の初体験として、
いい経験になるかもしれません。
　キーワード₂　興味は一番いい先生です。

　この言葉はもともとアメリカの科学者アインシュ
タインの名言ですが、直訳したら、今の言葉になり
ました。私にとって、役に立つ言葉でした。日本に
来て、日本語と日本文化を勉強するために、私はい
つも好奇心をもって学習しています。
　松山に到着した二日目、私がこういうリストを作
りました。
　海を見に行く／アルバイトを探す／自分の浴衣を
買う／花火大会を見に行く／お寿司を食べる／美味
しいラーメン屋さんを見つける／初詣に行く／温泉
に行く／一人旅に行く
　ほとんどの内容は、日本に居る間実現しました。
一人旅に行くことはこれから実現したいと思ってい
ます。去年の夏休みも考えたんですけど、アルバイ
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例会記録

　第3176回例会　2013年９月10日（火）

出席会員　72（65）名中47名　出席率67.14%
前回訂正出席率70.83%

欠席会員　25名　安保、土居、五味、羽牟、市川、
伊藤、兼平、兒玉（義）、御木、棟方、村上、
永木、西野、岡崎、大塚、小川、小野、佐
野、関（啓）、田中、和田、山本、横山（亀
井、中住）

ゲスト　　₁名　林　　司朗
（愛媛第Ⅱ分区ガバナー補佐）

ビジター　₁名　東　　　武（松山南RC）
ニコニコ箱
林　　司朗	 ガバナー補佐として。
清田　明弘	 林ガバナー補佐ようこそおいでい

ただきました。
二神　良昌	 林ガバナー補佐、クラブ協議会よ

ろしくお願いします。
三好　哲生	 本日卓話です。皆様宜しくお願い

致します。
勝見　安美	 三好さん卓話たのしみにしていま

す。
河内　広志	 三好さん、ホテルカリフォルニア

の卓話、大変楽しみです。是非、
笑いも下さい。

河田　正道	 ニコニコ募金の担当を髙石さんに
代わっていただきました。ありが
とうございます。

三原　英人	 ₂週連続でお休みしましたので。
濵本　道夫	 2020年東京オリンピック、おめで

とうございます。
平原　立志	 2020年東京オリンピック決定を祝

して。
菊池　三春	 祝！東京オリンピック開催決定！
渡部　浩三	 2020年東京オリンピック実現おめ

でとうございます。
石橋　和典	（創業記念祝）三好さん卓話を楽

しみにしております。宜しくお願
い致します。

白石　恒二	（創業記念祝）伊予鉄道は₉月14

愛媛第Ⅱ分区ガバナー補佐

トの関係で休みを取れなかったです。今年は絶対全
力で休みを取ろうと思って、一人旅に行きます。
　興味っていう先生が教えてくれたのは、異文化を
勉強したいとき、末永く続ける熱が必要です。最初は、
誰にとっても、知らない場所に行って好奇心を持っ
てるはずなんです。でも、この好奇心を続けること
は難しいです。
　私はいつもリストを作って、一つずつチェックし
ます。疲れた時、悩んでいる時、いつもリストの上
の内容を興味津々でしながらもう一回自分を探しま
す。その後、いつも答えが出てきてくれます。
　キーワード₃　未来へ

　私は今四年生ですが、もちろん日本の学生たちみ
たいに就職活動中です。就職活動は本当に人を早く
成長させるところです。失敗しても、早く奮い立た
ないとチャンスがよこから逃げてしまいます。
　そして、就職活動は、自分の足りないところを教

えてくれるところです。いっぱい努力した後、まだ
認められないことは、自分の欠点の認識不足です。
　日本の小さい都市でも、大都市でも、地域を問わ
ずに、金融関係、そして商社など、人と繫がってい
る仕事を挑戦してみたいです。ぜひ、よろしくお願
いいたします。
　そして、私は、今就活しながら、大学院に行くこ
とも考えています。大学院は自分の再認識になる所
として、スキルアップしたいと思います。
　中国に帰るつもりはしばらくありません。若いう
ちにいろいろなことを挑戦してみたいです。ここは、
親にすごく感謝していますが、親の支持がないと私
は日本に来ることもなかったことになります。だか
ら、これからも名前通り、元気いっぱいで、自分の
知識を生かして日本で頑張りたいです。
　ご清聴、ありがとうございました。
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例会記録

　第3177回例会　2013年９月17日（火）

出席会員　73（66）名中52名　出席率72.22%
前回訂正出席率79.45%

欠席会員　21名　安保、二神、市川、伊藤、兒
玉（義）、御木、水口、三好、棟方、村上、
西野、岡崎、大塚、大橋、白石（恒）、関（啓）、
浦岡、和田、矢野、結城（亀井）

ニコニコ箱
鶴田　直丈	 本日より入会させて頂きます。宜

しくお願い致します。
清田　明弘	 鶴田さん、ご入会おめでとうござ

います。
米山　徹太	 鶴田さん、ようこそ松山ロータ

リークラブへ。
濵本　道夫	 本日卓話、よろしくお願いいたし

ます。
五味　久枝	 濵本さん久しぶりの卓話楽しみに

しています。
原田　満範	 濵本さん卓話楽しみにしておりま

す。
石橋　和典	 濵本さん卓話楽しみにしておりま

す。宜しくお願い致します。
河田　正道	 濵本さん卓話楽しみにしておりま

す。
長尾　芳光	 濵本さん卓話楽しみにしておりま

す。
佐藤　昭美	 先週、管井会員にお世話になりま

した。
平原　立志	 河田さん先日は大変お世話になり

ました。
山本　克司	 今週末、松前で高齢者虐待防止学

会が開催されます。大会長で大変
です。

林　純之介	 ついこの間までお天とうさまをの

のしってばかりおりましたが、忘
れずに涼しくしてくれました。あ
りがとうございます。

（なんとなくニコニコ）原田（達）、永木
早　退　　土居、勝見、兼平、西村（右目の

手術をして頂き、経過良好です。）、
小野、佐々木、玉置（鶴田さん入
会お待ちしていました。）

卓　話　「東京・松山における地価動向」
濵本　道夫　会員

1． 土地の価格（一物四価）
　Ⅰ．相続税路線価格　時価 	銀行評価×1.2
　Ⅱ．公示価格（おおむね、時価に近い）
　Ⅲ．固定資産税評価額
　　土地　固定資産税評価額×69%×1.4％＝
　　　　　　　　　　　　　土地固定資産税
　　　　　固定資産税評価額×50%×₃％＝
　　　　　　　　　　　　　土地不動産取得税
　　建物　固定資産税評価額×1.4%＝
　　　　　　　　　　　　　建物固定資産税
　　　　　固定資産税評価額×₃%＝
　　　　　　　　　　　　　建物不動産取得税
Ⅳ．時価（その時の価格）

₂．東京・松山における過去の地価動向
昭和51年頃
　商業地−地価最高	坪300万、
　住宅地−久米地区	坪12万
昭和56年頃
　商業地−地価最高	坪400万、
　住宅地−久米地区	坪17万

日で126周年を迎えます。
（なんとなくニコニコ）林、佐々木、髙石、米山
早　退　　児玉（聡）、玉置、浦岡、菅井（例会

後のクラブ協議会を早退致します。
大変申し訳ございません。）
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例会記録

　第3178回例会　2013年９月24日（火）

ー関ガバナー公式訪問例会ー
出席会員　74（67）名中52名　出席率71.23%

前回訂正出席率77.03%
欠席会員　22名　五味、原田（達）、原田（満）、

市川、伊藤、勝見、菊池、兒玉（義）、御木、
三原、三好、村上、大塚、大橋、佐野、下
田、洲﨑、関（啓）、高岡、玉置、和田（中住）

ゲスト　　₃名　関　　裕司
（第2670地区ガバナー）

　　　　　　　　田中　康晶（随行者）
　　　　　　　　林　　司朗

（愛媛第Ⅱ分区ガバナー補佐）

ニコニコ箱
関　　裕司	 関ガバナーより皆様よろしく。
林　　司朗	 ガバナー補佐として。
原田　雅仁	 伝統と格式を誇る松山ロータリー

クラブに入会出来、大変光栄です。
清田　明弘	 関ガバナーようこそいらっしゃい

ました。
二神　良昌	 関ガバナーようこそいらっしゃい

ませ。
河田　正道	 関ガバナー、原田さんの入会を歓

迎致します。
石橋　和典	 関ガバナーようこそおいで下さい

第2670地区ガバナー

愛媛第Ⅱ分区ガバナー補佐

昭和61年頃
　商業地−地価最高	坪500万、
　住宅地−久米地区	坪30万
昭和61年₈月10日
　商業地−地価最高	坪1,000万、
　住宅地−久米地区	坪50万（バブル発生）
平成元年
　商業地−地価最高	坪1,500万、
　住宅地−久米地区	坪60万
平成₄年
　商業地−地価最高	坪2,000万、
　住宅地−	久米地区	坪70万（バブル最盛期）

　東京銀座	坪₂億
平成₈年
　商業地−地価最高	坪500万、
　住宅地−	久米地区	坪50万（バブル終焉・

長野オリンピック）東京銀座	坪
₁億

平成12年
　商業地−地価最高	坪400万、
　住宅地−	久米地区	坪35万（最大下落）　　

　東京銀座	坪3,500万
平成18年
　商業地−地価最高	坪500万、

　住宅地−	久米地区	坪45万（ミニバブル発生）
東京銀座	坪₁億2,000万

　　　　　※ブランドメーカーの所得
平成20年
　商業地−地価最高	坪350万、
　住宅地−	久米地区	坪30万（リーマンショッ

ク）東京銀座	坪8,000万
平成25年
　商業地−地価最高	坪300万、
　住宅地−石井久米地区	坪25万
　　　　　東京銀座	坪₁億円
アベノミクス
　	　今後、平成32年（2020年）東京オリンピッ
クに向かって上昇

₃．今後の地価動向
　Ⅰ．景気に左右
　Ⅱ．各都道府県の都市計画の進め方
　Ⅲ．ドーナツ化現象の再来
　Ⅳ．まちづくりの方向性
　　　坂の上のまちづくり、道後温泉
　Ⅴ．税制による変動
　　　①諸外国に比べての土地諸経費の負担
　　　②政治の方向性
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例会記録

理事会報告

₉月₃日㈫
①　₉月28日㈯愛媛分区米山協議会登録料の件
（出欠に関係なく負担必要です。各種会合派
遣費より20,000円拠出します。）　承認。
②　「平成25年度愛媛県臓器移植普及月間」後
援依頼について　承認。

③　米山梅吉記念館より一人100円募金運動及
び賛助金入会のお願い　否決。
④　ガバナー事務所より、“mizu-kara	project”
協力のお願い　否決。
⑤　松山市より、「松山市民活動推進基金」へ
の寄付について　否決。
⑥　職場訪問例会の件　承認。（10月15日㈫　
於：㈱愛媛新聞社印刷センター）

平成25年₉月度理事会決議事項

ました。原田さんご入会おめでと
うございます。

佐々木　淳	 関ガバナーようこそお越しくださ
いました。

米山　徹太	 関ガバナーようこそおいで下さい
ました。

山本　克司	 日本高齢者虐待防止学会は大盛況
でした。勝見先生、髙石先生、泉
川先生、石橋さん、ご参加ありが

とうございました。
長尾　芳光	 甲子園球場で₂日間、ビールを飲

んできましたが、巨人の優勝が決
まってしまいました。何とも言え
ません…。

林　純之介	 バッジを忘れました。
（なんとなくニコニコ）棟方、小川、白石（省）
早　退　　土居、羽牟、兼平、児玉（聡）、田中
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以下31名　二神、五味、浜田、濵本、林、平原、石橋、
上甲、清田、水口、三原、名本、西村、大森、佐藤、
菅井、関（啓）、高岡、高橋、玉置、渡部、山本、結

城、米山、深見、飯尾、亀井、中住、関（宏）、田代、
山内

７・８月２ヶ月皆勤

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/

９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 72（65） 52 20 74.29％ 6 80.56％ 2
10日 72（65） 47 25 67.14％ 4 70.83％ 1
17日 73（66） 52 21 72.22％ 6 79.45％ 0

74（67） 52 22 71.23％ 5 77.03％ 0
平均 72.8（65.8） 50.8 22 71.22％ 5.3 76.97％ 0.8

例会日 区分

（関ガバナー公式訪問例会）
24日

勤　務　先：㈱つるや
	 取締役副社長
	 湊町₃−₈−12

TEL	934−1177
生 年 月 日：昭和48年11月28日
入会年月日：平成25年₉月17日
趣　　　味：サッカー氏名：鶴田　直丈

新入会員紹介

勤　務　先：四国電力㈱松山支店
	 常務執行役員松山支店長
	 湊町₆−₆−₂

TEL	946−9706
生 年 月 日：昭和30年₈月₅日
入会年月日：平成25年₉月24日
趣　　　味：写真撮影（風景･スナップ）、

読書（歴史･ノンフィクション）
氏名：原田　雅仁

誕生祝　	以下₂名　高岡（18日）、小川（26日）
結婚祝　	以下₁名　深見（14日）
創業祝　	以下₅名　石橋（₁日）、大塚（₁日）、
　　　　西野（₁日）、佐野（₂日）、土居（11日）

９月のお祝い

₁．会報₇月号
₁．会員名簿
₁．2012−2013年度地区概況
₁．近隣ロータリークラブ例会予定表

配　付　物
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