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　　 会員増強と体質強化について

　この₂〜₃年間、当松山ロータリークラブの会員数の目標は80名を目指して活動してい
ることは会員各位におかれてもよくご存じのことと思われる。此のことについては、昨年
担当理事を務められた五味さんも本誌の昨年版で強調されていることであり、₂年前に当
クラブが発足75周年を迎えた際に「やがてはそのようにもってゆこう」と会員同士が語り
合ったことでもあるからだ。
　私が会長を務めさせていただいたのは今から₆年も前のことであるが、その時には会員
数が60名あるかどうかの状況にあって、やがて迎える周年事業の際には、せめて周年と同
数ぐらいの会員がほしいというのがクラブ会員の願望であったし、それを年度計画に織り
込んで活動したものであった。
　幸いなことに、2670地区（四国）の各クラブがその年、一様にそれぞれ減員であったに
もかかわらず私どものクラブは₅名の増員という結果を得て、周年記念式に向かっての良
い発足となったことは記憶に新しい。その後、我がクラブからは亀井さんがガバナーとなっ
て、各地区を訪問されるに際し、私は他県のクラブ訪問の多くに随行させていただいたが、
ほとんどのクラブが減員に苦しむ中で、いくつかのクラブは飛躍的に成功している事例に
遭遇している事実を知ることができた。そして、それが何故できたかをも聞くことができた。
一つの例として、高松のあるクラブは、₁年間に10名以上の会員の増強に成功していたが、
ここの増強委員会は、活動にさいして、まず目標数値を明確化すること、およびどのよう
な方々を入会勧誘するかを月ごとに進捗状況をチェックし、会長および会長経験者と相談
し、次の打つ手を考え行動する日を決めて活動していた。
　増強活動は、増強数の明確化とともに誰がどのように動くのかが、会長・委員長・委員
が常に状況を把握して、その進捗を図り、常にクラブ会員の中心的な話題にしておくこと
が肝要だと思われる。裏返していうなら、いつか誰かが動いてくれるのを待つ、というよ
うなことでは増強ははかれない。
　委員の任期は会則により₁年で交代することになっている。が、このような大事なテー
マは今少し長い目で見てゆくだけの感覚を持ってもよいのではないかと考えるが、いかが
なものであろうか。

クラブ強化担当理事　名　本　二六雄

巻頭メッセージ

10月₇日㈫…「日本での生活」
ゲスト…米山記念奨学生　ワリウラ　スマイヤ氏

10月14日㈫…「山内一郎さんの古写真と
新発見松山城屛風」

ゲスト…愛媛県生涯学習課担当係長　井上　　淳氏
10月21日㈫…職場訪問例会

於：シネマサンシャイン衣山
10月28日㈫…「投資の視点から見た

実体経済の見通しと今後の日本株」
中地　　修会員

例会予定



例会記録

　第3222回例会　2014年９月２日（火）

出席会員　73（66）名中51名　出席率70.83%
前回訂正出席率79.45%

欠席会員　22名　土居、五味、原田（雅）、原田
（満）、星野、石橋、市川、伊藤（慎）、清田、
御木、村上、村山、西野、大塚、菅井、関
（啓）、髙石、玉置、浦岡、安永、山本（亀井）

ニコニコ箱
田中　和彦	 本日、お耳汚ししますので…。
二神　良昌	 田中社長、卓話楽しみにしていま

す。24時間テレビお疲れさまでし
た。

羽牟　正一	 田中会員の卓話楽しみにしており
ます。

上甲　　泰	 田中さん、卓話楽しみにしており
ます。

菊池　三春	 田中さん、卓話楽しみにしており
ます。

長尾　芳光	 卓話楽しみにしています。
永木　昭彦	 田中さん、本日のヒコヒコタイム

楽しみです。先日聞き逃しました。
残念です。

小野　　茂	 田中会員の卓話、楽しみにしてい
ます。

佐々木　淳	 田中さん、卓話頑張ってください。
左納　和宜	 田中会員、卓話楽しみにしていま

す。
濵本　道夫	 飯尾先生、先週卓話ありがとうご

ざいました。
高橋　伸定	 米山さん、色々お世話になります。
三原　英人	 宇和島東高校・済美高校野球部を

日本一に導かれた上甲正典監督の
ご冥福をお祈り申し上げます。

原田　達也	 ようやく₉月になりました。
三好　哲生	 欠席が多くて、すみません。
伊東　毅嗣	（会員誕生祝）
深見　邦芳	（結婚記念祝）
佐野　秀司	（創業記念祝）
白石　恒二	（創業記念祝）今年、伊予鉄道は

₉月14日で127回目の創立記念日を

迎えます。ありがとうございます。
（なんとなくニコニコ）米山
早　退　　村井

卓　話　「ラジオドラマと南海放送」
田中　和彦　会員

　私がラジオドラマに最初に触れたのは、昭
和50年の頃。早稲田大学の学生の時に聞いた
NHKラジオの再放送でした。「決戦・関ヶ原」（初
放送は昭和32年）という西澤實さんの名作で、
架空実況で関ヶ原の合戦を放送するというもの
でした。
　ラジオ南海の開局は昭和28年10月₁日でした
が、弊社は85人という大所帯でスタートしまし
た。自社の報道を持つこととラジオドラマの自
主制作をやるという方針からでした。実に健気
で、無謀な（笑）取り組みでした。
　昭和40年頃までは芥川賞候補に二度もなった
高橋光子さんや、ご存知の天野祐吉さんなどが
脚本を書き、オリジナルドラマの制作を続けて
いました。
　私は南海放送にはアナウンサーとして入社し
ましたが、この「ラジオドラマ」の復興をライ
フワークにしていました。テーマはすべて愛媛
県内の歴史や人物にスポットを当てたもので、
オリジナルです。
　正岡子規が野球解説者になり、宇和島東と松
商の一戦を解説する「正岡子規・ザ・ベース
ボール」。松山人の悪口を書き綴った「坊っちゃ
ん」の出版差し止めを求めた架空の法廷ドラマ
「赤シャツの逆襲」。明治時代の冒険家・和田重
次郎のアラスカでの活躍を綴った「オーロラに
なったサムライ」…などです。
　最新作の「風の男・BUZAEMON」は、伊達
吉田藩で起こった「武左衛門一揆」を、ヒップ
ホップを使って表現した作品で、今年度の日本
民間放送連盟賞・ラジオエンターテインメント
部門で全国グランプリを獲得いたしました。
　ラジオドラマは、古いコンテンツではありま
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例会記録

出席会員　73（66）名中51名　出席率70.83%
前回訂正出席率73.97%

欠席会員　22名　五味、林、原田（雅）、原田（満）、
市川、伊藤（慎）、上甲、菊池、貴船、御木、
三好、村上、村山、大塚、大橋、白石（恒）、
白石（省）、関（啓）、高岡、田中（昌）、結城
（中住）

ニコニコ箱
野村　靖記	 卓話をさせて頂きます。
伊東　毅嗣	 野村会員、卓話楽しみにしており

ます。
永木　昭彦	 野村会員、卓話楽しみです。
西野　佳和	 野村社長、卓話楽しみにしており

ます。
田中　和彦	 全米オープン準Ｖの錦織君と、今

晩のスーパームーンに！！
佐野　秀司	 錦織さん、残念！！
兒玉　義史	 バッジ忘れ
安永　眞澄	（会員誕生祝）
早　退　　土居、棟方、西村（₉月11日、次男・

壮とイリーナ・メジューエワさんと
のデュオリサイタルがあります。よ
ろしくお願い致します）、玉置（佐々
木さん、色々ご配慮有難うございま
す）、米山

卓　話　「ホテルマンと銀行員」
野村　靖記　会員

　今年の₇月に入会させて頂いた松山全日空ホ
テルの野村です。昭和28年生まれの60歳です。
出身は旧の北条市で平成₁年から松山市三町に
住んでおります。ロータリー歴は、平成19年₇

月〜21年₆月の₂年間八幡浜ロータリー、平成
23年₇月〜26年₆月の₃年間松山南ロータリー
に在籍しておりました。₃つ目のロータリーと
なりますが、自分なりに精一杯やりたいと思っ
ておりますので、どうぞよろしくお願いいたし
ます。
　私は今年の₆月23日に松山総合開発株式会社
の社長に就任しましたが、それまでは伊予銀行
に勤めておりましたので、松山全日空ホテルに
勤めてまだ₂カ月半の新米のホテルマンです。
本日は、松山全日空ホテルの現状と₆月まで勤
めておりました伊予銀行での思い出的なことを
少しお話しさせていただきます。
₁．ホテルについて
　（Ａ）	会社設立昭和53年₄月12日、ホテル開

業昭和54年11月18日
　（Ｂ）	部屋数330室（シングル195、ツイン97、

ダブル35、スイート₃）
　（Ｃ）	社員約180人（男130、女50）、アルバイ

ト延べ100人、AVA100人
　（Ｄ）	ホテルご利用のお客さまは重複を含ん

で月間約₄万人
₂．銀行員時代について
　（Ａ）	昭和51年に入行して約38年勤務（営業

店₉カ店、本部₃部署、役員₁）
　（Ｂ）	本部担当₄部署（資金証券部、国際部、

システム部、事務統括部）
　（Ｃ）	地区担当₃地区（八幡浜ブロック、宇

和島ブロック、九州ブロック）
　（Ｄ）	北条支店から始まった銀行員としての

思い出

　第3223回例会　2014年９月９日（火）

すが、インターネットで「見えるラジオドラマ」
として展開していくなど、まだまだ可能性は残
されています。
　私は立場的にもう制作することはできなくな

りましたが、後輩たちが「愛媛を盛り上げる」
ことをテーマに、タスキを受け継いでくれると
思います。
　南海放送ラジオの今後にもご注目下さい。
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例会記録

　第3224回例会　2014年９月16日（火）

出席会員　73（66）名中44名　出席率61.97%
前回訂正出席率71.23%

欠席会員　29名　原田（雅）、原田（満）、星野、
石橋、市川、伊東（毅）、勝見、清田、兒玉、
御木、三好、村井、村上、村山、中地、長尾、
西野、大塚、佐々木、左納、白石（恒）、高岡、
鶴田、浦岡、渡部、安永、柳田（飯尾、亀井）

ニコニコ箱
貴船　正憲	 本日卓話よろしくお願いします！

お耳をよごすことになりそうで
す。

羽牟　正一	 貴船会員の卓話楽しみにしており
ます。

上甲　　泰	 貴船さん、卓話楽しみです。業界
のこといろいろ教えて下さい。

小野　　茂	 貴船会員の卓話、楽しみにしてい
ます。

米山　徹太	 貴船さん、卓話楽しみにしており
ます。

西村　真也	 先日の息子とメジューエワさんと
の演奏会、多数のご参加有難うご
ざいました。

山本　克司	 羽牟さん、佐野さん、伊藤さん、
長尾さん、インドエスニック料理
の会ありがとうございました。

佐野　秀司	 山本さん、楽しい会を有難うござ
いました。

大森　克介	 昨日の敬老の日は、孫と遊びまし
た。

（なんとなくニコニコ）原田（達）（とても気持
ちのいい秋の一日です）、五味、玉置

早　退　　土居、林、伊藤（慎）（貴船さん、今
日の卓話楽しみにしております）、
三原、野村、関（啓）、髙石

卓　話　「生命保険業界の動向」
貴船　正憲　会員

・	記載の表は生命保険協会に加入している全社
の業績の状況です。
・	25年度の新契約については、標準利率改定の
影響等により個人保険、個人年金保険ともに
件数及び金額が前年同期を下回っております。
・	一方で保有契約については、個人保険の件数
は増加傾向が続いており、金額では前年とほ
ぼ同水準となっております。
・	また、個人年金保険については保有件数・金
額共に24年度末と同水準となっております。
・	収入保険料につきましては、標準利率改定の
影響もあり34兆7,381億円と昨年度を下回り
ました。
・	この₁年間でお支払いした保険金・年金・給
付金は22兆8,614億円となっており、₁日あた
りにすると626億円をお支払いしております。
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・	左のグラフは個人保険の新契約件数とその金
額、右のグラフは保有契約件数とその金額の
20年度からの推移を示しております。
・	新契約は25年度で減少致しましたが、₅年前
の20年度と比較すると、件数・金額ともに増
加しています。
・	保有契約は件数が増加している一方で、金額
は減少しておりますが、下げ止まってきてお
ります。

・	上のグラフは個人保険の種類別新契約件数に
ついて、20年度からの推移を示しております。
・	24年度は商品体系を抜本的に変更し、特約の
単品化を行った会社の影響により、新契約件
数が増加しましたが、25年度は標準利率の改
定の影響等により減少しております。
・	25年度は医療保険が383万件、続いて終身保
険が337万件、定期保険が222万件の順となり、
医療保険の新契約件数が終身保険を₃年ぶり
に上回りました。

・	このグラフは生命保険会社全社の資産運用状
況について、20年度からの推移を表したもの

です。
・	総資産は25年度においても引き続き増加傾向
にあります。
・	資産構成では株式や外国証券の占率が前年度
から上昇し、一方、貸付金については占率が
年々低下しております。

・	上記グラフは生命保険文化センターが行った
「直近加入契約の加入チャネル」調査結果に
ついて、過去₅回分の状況を帯グラフにして
おります。
・	どの調査年度でも「営業職員」からの加入
が70％前後を占めており、25年度の調査では
68.₂％となっております。
・	昨今話題となっております「インターネット」
からの加入は年々増加しておりますが、4.5％
となっております。
・	また乗合代理店を含む「保険代理店」は₇％
前後で推移しております。
　※郵便局の項目は22年度から追加。
　※	「民保」は民間生命保険会社の略です。（JA
共済等はデータに含まれておりません。）

例会記録
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例会記録

　第3225回例会　2014年９月30日（火）

出席会員　73（66）名中51名　出席率69.86%
前回訂正出席率78.08%

欠席会員　22名　二神、五味、原田（雅）、市川、
勝見、菊池、貴船、兒玉、御木、三好、村
上、村山、大塚、大橋、齋藤、左納、下田、
白石（恒）、関（啓）、玉置、鶴田、安永

ニコニコ箱
山本　克司	 卓話をさせていただきます。宜し

くお願い申し上げます。
浜田　修一	 山本さん、卓話楽しみにしていま

す。日本シリーズに出場できます
ように。

濵本　道夫	 山本さん、本日卓話楽しみです。
林　　直樹	 山本さん、卓話がんばって下さい。

私もカープファンです。
石橋　和典	 山本先生、卓話楽しみにしていま

す。
泉川　孝三	 山本さん、卓話楽しみにしていま

す。
長尾　芳光	 山本さんの卓話、カープファン

じゃございませんが聞かせて頂き
ます。

菅井　久勝	 山本先生、卓話楽しみにしていま
す。

渡部　浩三	 ₆人目の孫が出来ました。
米山　徹太	 三好社長、日曜日はローターアク

トクラブがお世話になりました。
上甲　　泰	 菅井さん、佐野さん、昨夜はいろ

いろありがとうございました。
佐野　秀司	 菅井さん、有難うございました。
原田　達也	「坂の上の雲」が10月₅日㈰BSプ

レミアムで再放送されます。ご期
待ください。

（なんとなくニコニコ）清田、田中（昌）
早　退　　土居、伊藤（慎）、棟方、永木、西野、

小野、佐々木（会長、米山協議会お
疲れ様でした。伊藤さん、先日はあ
りがとうございました）、田中（和）
（昨夜のタイガースのサヨナラ勝ち
を祝い）

卓　話　「広島東洋カープと私の人生」
山本　克司　会員

　広島東洋カープ（以下カープといいます）は、
私の人生に大きく影響しています。初めての出
会いは、昭和46年に広島大学医学部附属病院に
入院した時です。₃か月間の入院生活の終わり
頃、中学に入学する前の私は、元気な体をもて
あまして散歩がてら当時「原爆病棟」と言われ
ていた原爆による後遺症で入院されている方の
ところへ話しに行っていました。そのとき、い
つも話題はカープ。私は、別段カープファンで
はありませんでしたが、いつしかカープを応援
するようになりました。そのうち、原爆投下時
の広島の惨状を写真で見たり、原爆記念館に足
を運んだりして、原爆の悲惨さを目にするよう
になりました。
　戦後の辛い時期、広島市民にとって悲しさを
乗り越える一つの手段がカープだったことを知
りました。それから、私はいつもカープを応援
するようになりました。実は、当時、私の家は
祖父が脳梗塞で倒れ、家族介護でてんやわんや

・	上記折れ線グラフは年代別の民間生命保険加
入率を表しています。
・	₃年ごとに公表される生命保険文化センター
の「生活保障に関する調査」からのデータで
す。40代が最も加入率が高く、50代、60代は

超高齢社会の進展に伴い、加入率が年々増加
する傾向にあります。
　※	「民保」は民間生命保険会社の略です。（JA
共済等はデータに含まれておりません。）
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理事会報告

₉月₂日㈫
①　11/22㈯東予RC創立40周年記念行事お祝い
の件　承認。
②　10/18㈯今治RC創立80周年記念行事お祝い
の件　承認。

③　10/21㈫職場訪問例会について　承認。
④　10/28㈫当クラブ会員オリエンテーション
開催　承認。
⑤　セキ㈱より当クラブ記念誌について　承認。

平成26年₉月度理事会決議事項

でした。介護は本当に疲れます。愚痴が多くな
り、祖母と母の諍いは後を絶ちませんでした。
もちろん、私も大切な介護要員。10年間、祖父
の入浴、排泄介護をしました。介護臭のせいで
学校で「臭い！」といじめられたこともありま
した。そんな時、心の癒しは雑音の入る中国放
送（RCC）のカープ中継でした。しかし、当
時はいつもＢクラス。チームはいつも貧乏でし
た。でも、そんなカープが何とも愛しく、親し
い存在でした。
　昭和50年。カープは初めて優勝しました。当
時、私は中学₃年生。何度も夢ではないかと自
分自身をつねってみました。優勝を決めたのは
巨人戦。いつものように中国放送の雑音交じり
のカープ中継を聞きながら、原爆病で苦しんで

いた人のこと、戦後の焼け跡の写真、貧乏な球
団経営などを思い出し、涙があふれました。当
時の放送で、実況の上野アナウンサーが解説者
の金山次郎さんに「金山さん、あんた泣いてい
るんですか？」と尋ねると、金山さんが「上野
さん、あんたも泣いているじゃないですか！」
と二人で泣きながら実況していました。焼け跡
で育った地元のアナウンサーとカープ創設期に
苦労した選手の会話です。わたしは、これを聞
きながら、このチームの存在意義を深く感じま
した。
　あれから40年近くが過ぎました。いつも「貧
しさ」と離れられないチームですが、私の心の
支えとして、私の人生とともに歩んでいます。

例会記録

誕生祝　	以下₄名　伊東（毅）（₃日）、村山（₃日）、
高岡（18日）、安永（25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．ガバナー月信
₁．会報₇月号
₁．近隣ロータリークラブ例会予定表

配　付　物

クラブニュース
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平成26年₉月21日㈰
於：松山ゴルフ倶楽部川内コース

　平成26年₉月21日㈰松山ゴルフ倶楽部川内コー
スにて開催されました。
　参加者は当クラブ会員は中住・村井・渡部・二神・
星野（敬称略）と米山。会員でない方が、中住さ

んの奥様と御子息。二神さんの知人の洞出さんで
計₉名₃組です。
　お天気も良く、初参加の星野会員も楽しんで頂
きました。
　10月・11月とゴルフ日和が続きますので多くの
皆様の参加をお待ちしております。

（記・米山　徹太）

松山ロータリー・ゴルフ会　９月例会

以下25名　浜田、濵本、石橋、泉川、上甲、清田、三原、
棟方、長尾、名本、西村、大森、佐藤、関（啓）、高橋、

渡部、安永、米山、深見、飯尾、亀井、中住、関（宏）、
田代、山内

７・８月２ヶ月皆勤

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
₂日 73（66） 51 22 70.83% 7 79.45% 0
₉日 73（66） 51 22 70.83％ 3 73.97％ 0
16日 73（66） 44 29 61.97％ 8 71.23％ 0
30日 73（66） 51 22 69.86％ 6 78.08％ 0
平均 73（66） 49.3 23.8 68.37％ 6 75.68％ 0

例会日 区分

クラブニュース

順　位 氏　　　名 OUT IN Total Hdcp Net

優　勝 米山　徹太 43 46 89 19 70

準優勝 中住　義晴 50 47 97 25 72

₃　位 渡部　浩三 49 46 95 22 73

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/
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