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　　 新 陳 代 謝

　当クラブの10年前と現在の年齢層について調べてみました。

　ご覧の通り、顕著なのは30〜40歳代が倍増していることです。50〜60歳代は変わらず、70〜80
歳代の先輩方は、お元気に歳を重ねていらっしゃると見て取れます。10年間同じメンバーで推移
すると仮定すれば、平均年齢は10歳上がります。そんな中、わがクラブはこの10年で平均年齢を0.7
歳も下げながら、₈名の会員増を果たしています。75周年という節目をはさみながら、劇的に新
陳代謝に成功していると評価してもいいのではないでしょうか。さまざまな意見があることは承
知していますが、この表からも、クラブが健全に運営でき、継続していくためには、できれば若
い世代を中心とした会員増強が必要なのではないかと考えます。この間に、クラブ強化に携わっ
ていただいた皆様に敬意を表し、感謝申し上げたいと思います。

クラブ広報・強化担当理事　結　城　　　旬

巻頭メッセージ

10月₄日㈫…「�夏目漱石没後100年　漱石を
悔しがらせた男、重見周吉」

ゲスト…松山大学講師　菅　紀子氏

10月11日㈫…「�愛媛第Ⅱ分区ガバナー補佐
白石比渡史氏」

白石ガバナー補佐訪問クラブ協議会

10月18日㈫…「愛顔をつなぐ愛媛国体まで残り一年」
ゲスト…松山市総合政策部国体推進局局長　池田　和広氏

10月25日㈫…前田ガバナー公式訪問例会

例会予定

30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳代
₂名 10名 19名 17名 14名 ₂名
0.5％ 18.3％ 29.9％ 28.2％ 22.6％ 0.5％

平成18年₇月₁日　会員数64名　平均年齢60.52歳

30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳代
₀名 21名 17名 21名 ₆名 ₇名
₀％ 29.2％ 23.6％ 29.2％ 8.3％ 9.7％

平成28年₇月₁日　会員数72名　平均年齢59.82歳



例会記録

　第3315例会　2016年９月６日（火）

出席会員　76（67）名中56名　出席率76.71％
前回訂正出席率81.33％

欠席会員　20名　土居、二神、市川、菊池、清田、
小林、真鍋、村上、森、中川、名本、大塚、
大橋、佐々木、関（啓）、田中（昌）、鶴田（亀井、
中住、玉置）

ゲスト　　₁名　タン・チェンター
　（当クラブ米山記念奨学生）

ビジター　₁名　石村　浩（川之江RC）
ニコニコ箱
石村　　浩� カンボジアからの留学生タン・

チェンターさん、カウンセラー山
内建様お世話になります。今年₁
年愛媛地区の卓話担当をさせて頂
いております。米山記念奨学会は
将来母国と日本との懸け橋となっ
て国際社会で活躍する優秀な留学
生を奨学することを目的としてお
ります。松山ロータリークラブ皆
様のご支援・ご協力に感謝いたし
ます。

塩崎千枝子� 今日から入会させて頂きます。ど
うぞよろしくお願いいたします。
また、本学の可愛い学生タン・チェ
ンターさんへのご支援に心から感
謝申し上げます。

石橋　和典� 塩崎さん、ご入会おめでとうござ
います。皆様、火曜会にご参加頂
きありがとうございました。

児玉　義史� 塩崎様のご入会を歓迎します。
林　　直樹� 柳谷さん、卓話よろしくお願いし

ます。
岩橋　　進� 柳谷さん、本日の卓話よろしくお

願いします。
野村　靖記� 柳谷さんの卓話を楽しみしています。
菅井　久勝� 柳谷さん、卓話楽しみにしており

ます。
三好　哲生� 月がかわりました。会員様にとっ

て実り多き秋となります様に。

河内　広志� 今日は₉・₆の語呂合わせでク
レームの日です。例会でクレーム
が出ないようS.A.A.の仕事頑張り
ます。

豊田　真二� 先日、当社松山支店開設50年を迎
え、式典を開催させて頂きました。
メンバーの中でもご出席頂いた方
もいらっしゃいます。ありがとう
ございました。

吉村　紀行� 同じビルの₆Fに移転しました。
伊東　毅嗣�（会員誕生祝）
泉谷八千代�（会員誕生祝）
村山　邦孝�（会員誕生祝）
（なんとなくニコニコ）星野
早　退　　三原、左納

卓　話　「イニシエーション」
柳谷　葉一　会員

　この₄月に松山ロータリーに入会させていた
だいて早₅か月が経ち、愛媛の暮らしにも家族
全員すっかり慣れてまいりました。リオオリン
ピックも終わり、日本国民の次の関心はカープ
の優勝がいつ決まるかに移ってまいりましたこ
のタイミングで、改めて自己紹介のお時間をい
ただき光栄です。
　私は昭和43年に大阪市北区天神橋で、広島出
身の父と高知の安芸出身の母のあいだに生まれ
ました。「大阪カープ後援会」の会員でもあっ
た父の影響で小さい頃から赤ヘルかぶって一人
で阪神電車に乗って甲子園にカープを応援しに
行くような子供でした。私が小学生の頃のカー
プは強かったですし「なぜ強いか？」といえば
「たくさん練習するから」で、子供の心に響い
たのだと思います。「なぜ強いか？」「お金があ
るから」とか「テレビとグループだから」では、
子供の教育に悪いですよね。ということで、我
が家の息子たちはカープを応援して健やかに成
長しております。長男は東雲小の₃年生、次男
は同₁年生、三男は若草幼稚園の年少です。

（川之江RC）
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　平成₅年に野村證券に入社以来、藤沢支店→
虎ノ門支店→名古屋支店→梅田支店→相模原支
店→日本橋本社（人事部）→宮崎支店→大手町
本社（営業企画部）と異動してきました。結婚
後は家族帯同しておりますので₈歳の長男は松
山が₆つ目の家となりますが、大変楽しく過ご
させてもらっております。支店のメンバーやそ
の家族と一緒にこれまでに、佐多岬のウォーキ
ング、興居島の地引網BBQ、砥部で流しそう

めんと焼き物作り、鵜島（今治市）で海水浴、
南レクのプール、内子で川遊びなど、愛媛を満
喫しております。皆様のおすすめスポットがあ
れば、是非教えてください！
　私が過去お世話になりました相模原RC（2780
地区）、宮崎RC（2730地区）にもぜひ機会があ
ればメイキャップしてみてください。
　今後ともよろしくお願いいたします。

　第3316例会　2016年９月13日（火）

出席会員　76（67）名中55名　出席率73.33％
前回訂正出席率77.33％

欠席会員　21名　濱本、泉谷、市川、岩橋、勝見、
真鍋、村上、村山、西原、太田、大塚、小
野里、酒井、左納、鶴田、豊田、浦岡、柳
谷、結城、吉村（飯尾）

ニコニコ箱
林　　章二� 本日卓話です。よろしくお願いし

ます。
二神　良昌� 林さんよろしくお願いします。河

内さん、レストラン改装オープン
おめでとうございます。

菊池　三春� 林さん、卓話楽しみにしております。
河内　広志� 館内にダイニングが誕生しまし

た。しっかりとPRしていきたい
と思います。

野村　靖記� 河内さん、ダイニング六界オープ
ンおめでとうございます。

柳谷　葉一� 先週は卓話でお耳を汚してしまい
大変失礼いたしました。去る₉月
10日㈯私の誕生日に無事、カープ
の優勝が決まりました ! !　NHK
さん、素晴らしい中継をありがと
うございました。私、今秋は名古
屋、大阪方面出張で例会を欠席い
たします。出張のついでにナゴヤ

ドームと甲子園でカープの消化試
合を観戦して参ります。あくまで
「出張ついでの観戦」でして「観
戦ついでの出張」ではありません
のでご容赦ください。

山本　克司� カープが優勝しました。感動して
泣きました ! !

三原　英人� 山本会員、結城会員、広島カープ
25年ぶりのセ・リーグ優勝おめで
とうございます。

米山　徹太� 先日のゴルフ会、楽しくラウンド
出来ました。

中住　義晴� シニアロータリアンのゴルフ会
PB会（賢島大会）で優勝しました。
エイジシュートには₃打足りてま
せんでしたが、何年振りかの優勝
でした。

早　退　　林（直）、菊野、清田、小林、佐々木
（先日の松山RCゴルフ会ご参加の皆
様、お疲れ様でした。初めて優勝
など大それたことをしてしまいま
した）、田中（昌）、玉置

卓　話　「自己紹介＆天然ガスの話も少し」
林　　章二　会員

　1955年今治市生まれです。今治西高等学校か

例会記録
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ら慶應義塾大学法学部に進みました。卒業後、
地元に戻って四国ガスに入社。今治本店、徳島
支店、天然ガス転換本部、松山本社リビング営
業部長の後、高松支店長を₂年務めて、今年の
₆月末に松山へ戻ってまいりました。前回の松
山勤務時は、松山東ロータリークラブに、高松
では高松ロータリークラブにお世話になりまし
た。高松は初の単身赴任でしたが自炊を覚え、
松山でも料理や弁当作りに励んでいます。
　趣味は、絶滅危惧種とも言われておりますが
「アマチュア無線（HAM）」です。1968年の開
局以来これで遊んでおります。マイクは持たず、
モールス符号による電信（CW）、それも小電
力（₅W未満）でDX（遠距離）通信を楽しん
でいます。無線機も自分で作ります。ほかには
自転車も乗りますが、無線で移動運用する手段
の一つです。しまなみ海道を渡って島へよく行
きます。また、スキー歴もけっこう長いです。
性格は結構頑固かもしれません。
　四国の天然ガス化については、準備から10年

間担当しましたが大変な作業でした。₈年半か
けて約28万件のお客様を天然ガス転換しました
が、一番勉強になったことは、世の中にはいろ
んな人が居るという事実でした。以来、大抵の
ことに驚かなくなりました。
　今、ガスの自由化が言われておりますが、実
際はそんなに自由じゃ有りません。でも消費者
の期待もありますので、先駆けて思い切ったガ
ス料金の割引制度「冬ガスずっ得割」を導入し
ました。「本気ガス」で検索してみてください。
非常にお得です。
　さて、来年のガス価格はどうなる？今後のエ
ネルギー動向ですが、変動要因が多く、正確に
予測するのは不可能です。近年原油やガス価格
が下がっていますが、原因のひとつは決める人
が居なくなったので、市場が決めるという事で
す。個人的には小刻みな上下を繰り返しながら
中長期的にはじわり上昇するのではと思ってい
ます。
　これからもよろしくお願いします。

出席会員　76（67）名中50名　出席率68.49％
前回訂正出席率77.33％

欠席会員　26名　土居、鮒田、羽牟、石橋、泉谷、
市川、伊東、岩橋、菊池、窪、児玉、小林、
村井、村上、大塚、大橋、酒井、左納、塩崎、
清水、田中（昌）、山本、吉村（飯尾、亀井、
佐藤）

ニコニコ箱
藤村　健一　西原さん、卓話よろしくお願いし

ます。
二神　良昌　西原さん、卓話よろしくお願いし

ます。
柳谷　葉一　西原専務、卓話頑張ってください！
小野里俊哉　歯の矯正をはじめました。滑舌が

悪くて申し訳ございません。

浦岡　正義　しばらくお休みを頂きました。
（なんとなくニコニコ）米山
早　退　　菊野、河内（今日は空の日、バスの

日ですが天候大荒れですね）、林（直）

卓　話　「韓国の御紹介（三浦工業の韓国展開）」
西原　正勝　会員

　皆さんこんにちは、三浦工業の西原でござい
ます。ロータリークラブの皆様方には、日頃よ
り何かとお世話になっており誠にありがとうご
ざいます。
　永く駐在を致しました韓国について少しお話
しさせて頂きます。私は、1979年に三浦工業に
入社し、以来国内₈つの地域に転勤を命ぜられ
勤務を行いました（群馬・栃木・東京・高松・

　第3317回例会　2016年９月20日（火）
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松山・京都・横浜・東京）。₉つ目の転勤辞令が、
お隣の国韓国ソウルへの駐在として発令され、
47歳から57歳までの10年間韓国で勤務すること
になりました。日本から一番近い外国でしたが、
海外勤務として辞令を受取った時には、ただた
だ驚きと不安しかありませんでした。また今ま
で入社以来の勤務地としては、一番長い期間勤
務をすることになったのが韓国ソウルでした。
　赴任から₁週間は、ただただ不安の毎日でし
た。₂週間程度経過した地点で、その不安が少
し解消され、₁ヶ月が経過した地点では、すっ
かり韓国に馴染んでおりました。韓国の風土・
韓国人の熱くてお節介で何かと人懐っこい気質
が、自分にぴったりと合ったのかも知れません
が、韓国が大好きになり充実した韓国生活を
送って参りました。
　そこで、韓国のチョッと変わった観光地を御
紹介させて頂きます。
　韓国ソウルと今何かと世界を騒がせている北
朝鮮とは、直線距離で約60kmしか離れており
ません。ソウル市内から車で約45分ぐらいで南
北休戦ライン38度線に行くことができます。そ
の38度線近くの展望台からは、北朝鮮の農村風
景や韓国政府が太陽政策で投資をした開城工業
団地を肉眼で見ることができます。
　また南北朝鮮・韓国の非常に緊張感のある風

景を垣間見ることができます。北朝鮮の風景か
らは、人々の暮らしが決して豊かでないことが
よく理解できます。
　一方韓国の経済は、1988年のソウルオリン
ピック・2002年の日韓共同開催のワールドカッ
プなどの世界的なイベントをきっかけに、国内
のインフラが整備され大きく経済成長いたしま
す。ただし、国の経済を支えるのは、たった11
の財閥が、いろいろな産業分野で支えており、
大企業・中小企業の格差は、かなり大きくあり、
またそれに伴い国民の貧富の格差もまだまだの
国であります。
　大統領は、大企業に対しては厳しく、中小企
業支援の為のいろいろな政策を掲げて取り組み
を行っておりますが、実質経済を支えている財
閥が主体とならなければ、国の経済は成り立た
ず、言っていることと実施していることのアン
バランスがいろいろな面で見られるのも韓国の
特徴かと思います。
　韓国人の一番嫌いなのは日本人、でも一番尊
敬するのも日本人と、国民の多くが日本人に対
してライバル意識を持つと同時に日本人を認め
ているところもあり、反日感情よりも親日で対
応していただける人の方が多く、大変楽しい韓
国駐在でありました。皆さん是非ともそんな国
韓国へ、一度は足をお運び下さい！

出席会員　76（67）名中50名　出席率66.67％
前回訂正出席率73.33％

欠席会員　26名　土居、二神、星野、泉川、市川、
菊池、窪、河内、真鍋、三ッ矢、三原、村上、
村山、中川、永木、西原、太田、大塚、大橋、
大森、佐々木、髙石、田中（和）、田中（昌）、
山本（玉置）

ゲスト　　₁名　タン・チェンター
　（当クラブ米山記念奨学生）

ニコニコ箱
児玉　義史　今年₃月のカンボジア旅行を思い

出しながらタン・チェンターさん
の卓話を聞かせていただきます。

勝見　安美　栗ひろい遠足に行ってきました。
米山　徹太　現在、茨城県のアサヒビール工場

にて弊社の移動式吊り足場「ラッ
ク足場」が電灯交換工事にご利用
いただいています。今回で₆回目

　第3318回例会　2016年９月27日（火）
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です。ありがとうございます。今
夜もスーパードライでカンパイ ! !

小野里俊哉　米山さん、ありがとうございます。
お蔭様で美味しいスーパードライ
をつくることができます。

村山　邦孝　チラシ配布させていただきました。
浜田　修一　暇みたいなので。
（なんとなくニコニコ）　清田
早　退　　原田、菊野、村井、鶴田

卓　話　「二つの国と私について」
当クラブ米山記念奨学生　タン・チェンターさん
　私は₅歳の時、家族の貧困問題で現在バッタ
ンバン州のタサエン村に引っ越して来ました。
私は₃人の姉がいます。一番目の姉は小さい
時、薬害問題で足が不自由になってしまいまし
た。学校に行くのは恥ずかしいので、₅年生で
学校をやめました。₂番目の姉も白血病で小学
校の₆年生の時やめました。₃番目の姉はもっ
と勉強したかったのですが、学校が遠くて、雨
が降る時には大変なので中学校に行けませんで
した。姉たちは17歳、20歳、22歳の時に結婚し
ました。
　カンボジアは自分の家族について話すのが、
良くないと伝統的に昔から言われています。で
も、私の家族の問題は今のカンボジアの問題で
もありますから、皆さんに聞いてほしいと思い
ます。私は一番勉強が好きな子だとお父さんは

言いました。お父さんはお金があまりありませ
んでしたが、勉強を頑張っている私に、勉強を
させてくれました。
　2010年₄月に日本の高校に入って、一般の高
校生たちと授業を受けました。日本語のローマ
字と平仮名しか読めない私は、毎日家族を思い
ながら夜中の₂時か₃時まで勉強しました。暇
な時間は幼稚園に行って、年長クラス、子供と
遊びながら勉強しました。そして、100円ショッ
プであった、子供の絵本や簡単な漢字本を買っ
て、勉強しました。
　日本に留学するきっかけは、高山さんと出
会ったことです。そして青森の高校に来て、松
山に来ました。
　私は家族の事を思い出すだけで自分は納得し
て、勉強して行くことができます。先ほども言
いましたが、私の家族はみんなそれぞれの問題
で勉強が出来なくなりましたので、私はどうし
ても、家族の名誉を上げたいと思ったのです。
それもきっかけで、16歳の時に日本に来ました。
　私は将来、日系企業で人の気持ちを分かる通
訳の仕事をして、日本とカンボジアの架け橋に
なりたいと思います。それが、₂つの国で生き
てきたわたしのこれからの役割だと思っていま
す。
　今年の₄月から松山ロータリークラブの奨学
生に選ばれ、日常生活を支援して頂き、大変感
謝しております。本当にありがとうございます。
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クラブニュース

新入会員紹介

氏名：塩崎千枝子

勤　務　先：松山東雲女子大学
� 松山東雲短期大学
� 学長
� 桑原₃−₂−₁
� TEL�931−6211
入会年月日：平成28年₉月₆日
生 年 月 日：昭和26年10月31日
趣　　　味：�猫とあそぶこと、

庭いじり、読書

誕生祝　�以下₇名　伊東（₃日）、村山（₃日）、
岩橋（₇日）、泉谷（₉日）、柳谷（10日）、
高岡（18日）、太田（30日）

結婚祝　�以下₄名　岩橋（₂日）、深見（14日）、
中川（28日）、太田（28日）

創業祝　�以下₅名　石橋（₁日）、大塚（₁日）、
小野里（₁日）、藤村（₂日）、土居（11日）

９月のお祝い

₁．ガバナー月信
₁．会報₈月号
₁．近隣RC例会予定表

配　付　物

以下35名　鮒田、浜田、濵本、林（直）、星野、石橋、
泉川、上甲、清田、河内、児玉、三原、三好、村井、
森、名本、西村、野村、太田、大森、小野里、菅井、
関（啓）、高橋、田中（和）、柳谷、米山、深見、飯尾、
亀井、中住、佐藤、関（宏）、田代、山内

７・８月２ヶ月皆勤

平成28年₉月度理事会決議事項

₉月₆日㈫
①【事後報告】短期交換受入ホストファミリー
乃万様への謝礼について　承認。

②国際交流基金：広島銀行の定期預金について
承認。
③愛媛県保健福祉医療局より、『愛媛県臓器移
植普及推進月間』後援について　承認。

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

₆日 76（67） 56 20 76.71％ 5 81.33% 1

13日 76（67） 55 21 73.33% 3 77.33% 0

20日 76（67） 50 26 68.49％ 8 77.33% 0

27日 76（67） 50 26 66.67% 5 73.33% 0

平均 76（67） 52.8 23.3 71.30% 5.25 77.33% 0.25

例会日
区分
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クラブニュース

　平成28年₉月10日㈯に奥道後ゴルフクラブにて
開催されました。参加者は関（啓）会員、羽牟会員、
二神会員、洞出正俊さん、佐々木会員、高市龍児
さん、乗松新さん、米山（洞出さんは二神会員の
お知り合い、高市さん・乗松さんは佐々木会員の
お知り合い）の₈名でした。優勝は佐々木会員で

した。初優勝おめでとうございました！　当日は
天気も最高で楽しくラウンド出来ました。これか
らは更にゴルフの季節になります。皆様のご参加
をお待ちしております。

（記・米山　徹太）

ゴルフ会より　第358回 松山ロータリークラブ・ゴルフコンペのご報告

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/

ダブルペリア

敬称略 同NETは年長者優先

順　位 氏　　　名 OUT IN 計 HDCP Net
優　勝 佐々木　淳 43 45 88 15.6 72.4
₂　位 高市　龍児 37 37 74 1.2 72.8
₃　位 米山　徹太 45 54 99 25.2 73.8

（ゲスト）
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