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　　 不 易 流 行

巻頭メッセージ

10月₃日㈫…「無事これ名馬」
岩間　正之会員

10月10日㈫…「₅G導入による未来像について」
三浦　　明会員

10月17日㈫…「日本の農業金融」
倉田　　満会員

10月24日㈫…「初心」
米山記念奨学生　孫　　源晙さん

（新居浜RC）
10月31日㈫…「中央銀行と仮想通貨」

金沢　敏郎会員

例会予定

クラブ広報・強化担当理事　二　神　良　昌

　松山ロータリークラブは創立80周年を迎えこれもひとえに歴代の会員の方々の努力

と相互協力の賜物と尊敬させて頂いております。

　幸い当クラブは全国的には年々縮小されているクラブが多い中、新規会員も増えて

現在74名（₉月₁日現在）の会員の皆様に在籍頂いています。

　しかし、これから100年を目指すクラブと致しましては常に新しい会員を増やして

いく事が必要です。その為には題名に入れさせて頂いた「不易流行」という考え方が

一番合っているのではないかと思います。

　意味はご承知と存じますが、当クラブに当てはめてみれば80年培った松山ロータ

リーの伝統や文化を守りながら時代や環境の変化に合わせて新しさを取り入れていく

事が必要と思います。

　池の水も新しい水が入って来なければ腐ってしまいますので、私も努力いたします

が、会員の皆様にも新しい会員のご紹介をお願い申し上げます。



例会記録

　第3363回例会　2017年９月５日（火）

出席会員　74（65）名中56名　出席率78.87%
前回訂正出席率87.84%

欠席会員　18名　二神、鮒田、市川、岩間、三
原、三好、村井、村山、永木、西原、大塚、
大橋、髙石、舘、浦岡（亀井、中住、山内）

ニコニコ箱
田中　和彦	 母の葬儀に際しては、たくさんの

ロータリアンの方々にお気をつか
わせました。ありがとうございま
した。

福田　正史	 加藤さん卓話楽しみにしています！
金沢　敏郎	 加藤さん、卓話楽しみにしています。
児玉　義史	 加藤さん、卓話楽しみにしています。
羽牟　正一	 加藤さん、卓話楽しみにしています。
伊藤　謙一	 加藤さん、卓話楽しみにしています。
菅井　久勝	 加藤さん、土日共々大変お世話に

なりました。卓話楽しみにしてお
ります。

中住　義晴	 ₉月₂日㈯に行われた愛媛第Ⅱ分
区RCコンペにて、100回目のエー
ジシュートを達成しました。前半
38、後半42で80でした。74歳で初
のエージシュートをしてから約14
年かかりました。また、このコン
ペでは個人戦優勝をし、さらに
チーム戦でも松山RCが優勝しと
ても楽しい₁日でした。

米山　徹太	 先日の第Ⅱ分区RCゴルフ、団体
戦は松山RCが優勝しました。天
気も良く楽しかったです。

勝見　安美	 虫の音の聴会をします。
河内　広志	 今日は「国民栄誉賞の日」です。

東京西ＲＣの大物ロータリアンで
音楽家の故藤山一郎氏は国民栄誉
賞を受賞され、「手に手つないで」
の編曲をされました。

伊東　毅嗣	（会員誕生祝）₉月₃日でござい
ます。

深見　邦芳	（結婚記念祝）お金もしわくちゃ、

嫁さんもしわくちゃ。
（なんとなくニコニコ）　吉村
早　退　　土居、清田、倉田（本日の早退なら

びに来週は研修で上京するため欠
席させて頂きます。申し訳ありま
せん。会のご盛会を祈念しており
ます）、佐々木（加藤さん、卓話聞
けなくて申し訳ありません。今度
露口で拝聴します）、左納

卓　話　「宇宙開発の豆知識」
加藤　修司　会員

◆我が国の宇宙開発を担う機関
　内閣府・総務省・文科省・経産省が共同所管
する国立研究開発法人「宇宙航空研究開発機構
（JAXA）」。米国の「NASA」をはじめ、各国
にもそれぞれ宇宙機関がある。
◆宇宙開発の概要
（₁）地上と宇宙を結ぶロケット
・	現在わが国の主力ロケットは、H-₂A/Bロ
ケットとイプシロンロケット。
・	H-₂A/Bロケットは、全長50mを超える。世
界の主力ロケットと肩を並べる輸送能力と信
頼性（2001年以降の成功率98％）を持つ。
・	世界一大きなロケットは、アポロ宇宙船を月
まで運んだサターンV（全長100m超え）
・	ロケットの推進方式には「液体ロケット」と「固
体ロケット」がある。H-₂A/Bロケットは両
方式を組み合わせた仕組み。
・	最近では、米国SpaceX社のような再利用可
能なロケットも開発されている。

（₂）人工衛星・探査機
①地球観測（気象衛星「ひまわり」など）
　高精度な地図の作成や気象観測に活用。
②通信・測位（「スカパー」など）
　通信やカーナビ等のGPSサービスの提供。
③天文観測（「ハッブル宇宙望遠鏡」など）
　宇宙からクリアな画質で天体を観測。
④月・惑星探査（「はやぶさ」など）
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例会記録

出席会員　74（65）名中53名　出席率74.65%
前回訂正出席率87.67%

欠席会員　21名　市川、上甲、金沢、倉田、三原、
村山、森、太田、大塚、佐々木、塩崎、清水、
菅井、関（啓）、髙石、高梨、鶴田、豊田（亀
井、玉置、山内）

ビジター　₁名	 緒方　信行（佐世保北RC）
ニコニコ箱
緒
（佐世保北RC）

方　信行	 本日はお世話になります。
米山　徹太	 河野さん卓話楽しみにしております。
村井　重美	 河野さん卓話よろしく。
甕　　哲也	 河野さん卓話楽しみにしています。
田中　和彦	 河野さん卓話楽しみにしていま

す。土日と阪神が連続サヨナラ勝
ち‼遅いですが気分いいです。

加藤　修司	 先週は拙い卓話をお聞きくださ
り、ありがとうございました。

小林　史武	 愛媛国体・えひめ大会、皆さんで
応援頑張りましょう‼

窪　　仁志	 ライト＆ライフ見て下さい。観光
列車が出ています。

酒井　達夫	 ライト＆ライフのJR四国さんの
写真がきれいに仕上がりました。

西原　正勝	 母親が無事89歳の誕生日を迎える
ことが出来ました。

河内　広志	 今日₉月12日は「マラソンの日」
です。ロータリー財団100周年記
念事業で多くのロータリークラブ
がポリオ撲滅や障害者支援のため
のチャリティマラソンを開催しま
した。

浦岡　正義	 バッジを忘れました。
（なんとなくニコニコ）　三浦、吉村

卓　話　「生命保険商品の変遷
〜死亡から生前給付へ〜」

河野　次郎　会員
　住友生命はお陰様で110周年、松山支社は70
周年を迎えました。生命保険商品も環境の変化
とともに大きく様変わりしており、本日は時代
の変化で保険商品がどのように変化してきたか
をご紹介します。
◦生前給付商品の歴史
　意外に歴史は浅く弊社では平成₅年に₃大成
人病保障を発売したのが最初です。それ以前は
生きている内にまとまった保険金をお支払いす
る商品はありませんでした。その後、介護状態
や先進医療に対応する商品が開発され、今、主
流になりつつあるのは障害時等の働けなくなっ
た場合に備える就労不能保険です。

　第3364回例会　2017年９月12日（火）

　地球の引力圏から離脱して各種天体を探査。
（₃）宇宙環境利用/有人宇宙活動
・	国際宇宙ステーション（ISS）は、約78m×
110mでサッカー場と同等の大きさ。地球一
周90分（秒速約₈km）で高度400kmを回り、
科学や医学など様々な分野の実験が行われて
いる。テレビCMの撮影など特殊な利用実績
もある。

（₄）ロケットや人工衛星を支える地上システム
・	我が国には種子島と鹿児島県肝付町の₂箇所

にロケット打上げ場がある。
・	その他、主要な機材を管制する筑波宇宙セ
ンターをはじめ、全国各地に15箇所を超える
JAXAの地上施設がある。

（₅）愛媛県と宇宙の関わり
・	2015年₈月打ち上げの「こうのとり₅号機」
で愛媛県産かんきつ類が油井亀美也宇宙飛行
士搭乗の国際宇宙ステーションに送り届けら
れた。
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例会記録

出席会員　74（65）名中50名　出席率69.44%
前回訂正出席率85.14%

欠席会員　24名　土居、二神、林、石橋、泉川、
市川、伊東（毅）、勝見、加藤、金沢、村井、甕、
森、西原、大塚、大橋、左納、鶴田、浦岡、
柳谷、結城、吉村（亀井、山内）

ニコニコ箱
玉置　　泰	 欠席が続きました。本日は田中委

員長の御指名で卓話をさせていた
だきますので宜しくお願い申し上
げます。

岩橋　　進	 玉置さん卓話楽しみにしております。
羽牟　正一	 玉置さん卓話楽しみにしております。
児玉　義史	 玉置さん卓話楽しみにしております。
野村　靖記	 玉置さん卓話楽しみにしております。
田中　和彦	 玉置さんお話楽しみにしています。

クローズの会ですから是非、星野
源とのツーショットを公開してく
ださい。

河野　次郎	 つたない卓話でしたが聞いていた
だき有難うございました。

高橋　伸定	 昨日短期交換プログラム（2017−
2018年度）報告会無事終了致しま

した。米国留学生入院に際して児
玉会長、上甲幹事、小林さん、菅
井さん、村山さん大変お世話にな
りました。ありがとうございまし
た。

柳谷　葉一	 昨日、無事カープのセ・リーグ₂
連覇が決まりました！ありがとう
ございました！先月亡くなった父
親の四十九日法要と重なってしま
い、甲子園に胴上げを見に行けま
せんでしたが良い供養になりまし
た。セ・リーグでなら₅連覇ぐら
い出来そうです。

河内　広志	 今日19日は「苗字の日」です。名
字の種類は30万種以上あります。
さて、ロータリアンの皆様の名字
は日本に何軒あるのでしょう！

米山　徹太	 石橋さん先日はお世話になりまし
た。

三浦　　明	 来週社用で欠席させて頂きます。
申し訳ございません。

早　退　　菊野、村山、小野里（玉置さん卓話
楽しみにしております）、佐々木（玉

　第3365回例会　2017年９月19日（火）

◦環境の変化
　商品の開発は環境の変化の表れでもあります。
環境の変化には大きく₃つの要因があります。
₁．少子高齢化の進行
　平成23年では2.8人で一人の高齢者（65歳以
上の方）を支えていますが30年後には1.3人で
一人を支えることになります。
₂．結婚しない人が増えた
　最新の調査では生涯未婚率が男性23％女性
14％まで増加しました。2000年に比すると約₂
倍の上昇です。
₃．若者の意識が変化している

　将来子供はいらない、結婚する気はない、恋人
は欲しくないという若者が大幅に増えています。
◦今後求められる保険商品
　従来型の「一家の大黒柱に何かあった時」「結
婚に備えて」では必要性を感じていただけませ
ん。「家族の為」だけではなく、「自身の為」の
自助努力型の保険が必要とされています。それ
が最新の就労不能保障といった形に表れていま
す。今後は更に進化し健康増進型保険という新
しい分野の商品が主流になることが予想されま
す。
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例会記録

置さん卓話頑張ってください）、酒
井、塩崎、髙石

卓　話　「伊丹十三賞の軌跡
糸井重里から星野源へ」

玉置　　泰　会員
　東石井にある伊丹十三記念館を運営していま
す公益財団法人ITM伊丹記念財団の理事長を
務めています玉置です。
　本日はプログラム委員会田中委員長のご指名
で財団が主催しています伊丹十三賞について卓
話をさせていただきます。
　伊丹十三賞は伊丹十三の遺業を顕彰する事

業として2008年創設、2009年₃月に第₁回伊丹
十三賞贈呈式を開催しました。
　授賞対象は伊丹十三が才能を発揮した分野に
おいて、優秀な実績を上げた人、選考委員は周
防正行、中村好文、平松洋子、南伸坊の₄名、
正賞の賞状と副賞100万円を贈呈しています。
　₉回までの受賞者は順に、糸井重里、タモリ、
内田樹、森本千絵、池上彰、リリー・フランキー、
新井敏記、是枝裕和、星野源の諸氏です。
　贈呈式は東京の国際文化会館でしています
が、原則受賞者には松山での講演又はイベント
をお願いしています。

　第3366回例会　2017年９月26日（火）

出席会員　73（65）名中47名　出席率66.20%
前回訂正出席率80.56%

欠席会員　26名　土居、鮒田、原田、石橋、泉川、
市川、勝見、清田、窪、河内、河野、小林、
三浦、三原、村山、永木、西原、大橋、酒井、
塩崎、関（啓）、高梨、舘、結城（亀井、玉置）

ビジター　₁名	 鍛治　一秋（松戸東RC）
ニコニコ箱
児玉　義史	 山内建会員のご冥福を祈って
左納　和宜	 10月₁日で開局25周年を迎えま

す。皆様のご支援、ご指導に感謝
申し上げます。また、本日の卓話
宜しくお願いいたします。

福田　正史	 左納さんの卓話楽しみです！
羽牟　正一	 左納さん卓話楽しみにしています。
林　　章二	 小野里さんと目が合ったので。あ

いテレビさん25周年おめでとうご
ざいます。

伊藤　謙一	 左納さん卓話楽しみにしています。
菊野　先一	 左納さん卓話楽しみにしています。
野村　靖記	 左納さん卓話楽しみにしています。
佐々木　淳	 左納さん卓話頑張ってください。

羽牟さん昨日はありがとうござい
ました。

田中　和彦	 おととい日曜日に東京・椿山荘で
行われた「関東愛媛県人会」は
700人を超える盛況でした。以上、
ご報告いたします。左納社長、卓
話よろしくお願いいたします。

伊東　毅嗣	 いよいよ愛媛国体総合開会式です
ね。がんばれ、愛媛県‼

加藤　修司	（先週お休みでしたので…）遅れ
ばせながら祝カープ優勝‼

太田　茂樹	 伊東さん、某ゴルフコンペ優勝お
めでとうございます。

（なんとなくニコニコ）　米山、大塚（早退）
早　退　　菅井

卓　話　「25周年、番組と事業から」
左納　和宜　会員

　当社は県内₃番目の民放局として1992年に開
局し、今年10月に25周年を迎えます。諸般の事
情で開局が半年遅れになるなど、これまでの道
のりは決して順風満帆ではありませんでした
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理事会報告

平成29年₉月度理事会決議事項

₉月₅日㈫
①国際交流基金の伊予銀行定期預金が満期を迎

えます　承認。
②愛媛県保健福祉部より臓器移植普及推進月間
についての後援依頼　承認。
③当クラブ80周年記念例会の決算報告　承認。

例会記録

が、25周年を迎えられることに感謝申し上げま
す。本日は、25年の歩みの一端を皆様に披露さ
せて頂きます。まず番組では、開局時よりニュー
ス番組「キャッチあい」を放送しております。
1994年には鴻上尚史さんや当時大学生の友近さ
んが出演する情報番組「特盛鴻上丼」がスター
トしました。当社スタッフも“制作のいろは”
をこの番組で学び、その経験は、「ハナマル調
査団」、「ハナマルセブン」、現在放送中の「よ
るマチ！」「鶴ツル」などに継承されておりま
す。2008年より「愛といのち」をテーマにした
年₁回の特別番組をスタート。2012年には初め
ての全国ネット番組「道の旅人になる　聖地巡
礼200キロの旅」を放送しました。2013年は松
山大学の創設者を紹介した「新田長次郎100年
の大計	その生涯と先見に学ぶ」など₂つのド
キュメンタリータッチの番組を放送しました。

続いて事業では、開局10周年に「国宝鑑真和上
展」を開催。2007年の「吉村作治の早大エジプ
ト発掘40年展」の来場者は約14万人を記録しま
した。番組・事業以外では、2015年にアエル松
山に「i-studio」を開設し、俳句甲子園などを
インターネット配信しております。今年は、₃
～₅月に「チームラボアイランド	学ぶ！未来
の遊園地」を開催。₇月には、オーストラリア
に米作を伝えた県人・高須賀穣とラグビーオー
ストラリア代表のキャンプ誘致活動にスポット
を当てた「時空を超えた楕円の縁」を放送しま
した。最後に「キャッチあい」は、10月から「N
スタえひめ」に番組名を変更します。さらに、「よ
るマチ！」もリニューアルし、新しいリポーター
が登場するなどします。新しく生まれ変わる「あ
いテレビ」にご期待下さい。
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以下35名　鮒田、浜田、濵本、林、石橋、泉川、上甲、
加藤、清田、窪、河内、児玉、三原、三好、村井、村山、
甕、永木、名本、西村、野村、大森、小野里、塩崎、

菅井、関（啓）、高橋、柳谷、米山、深見、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

誕生祝　	以下₆名　伊東（毅）（₃日）、村山（₃日）、
岩橋（₇日）、柳谷（10日）、高岡（18日）、
太田（30日）

結婚祝　	以下₃名　岩橋（₂日）、深見（14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）、甕（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RC例会予定表

配　付　物

訃　　報

山内工業㈲　山内　建会員が₉
月25日、享年85歳をもってご逝
去されました。謹んでご冥福を
お祈り申し上げます。ロータ
リー歴は43年₇か月でした。

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
₅日 74（65） 56 18 78.87% 9 87.84% 0

12日 74（65） 53 21 74.65% 11 87.67% 1

19日 74（65） 50 24 69.44% 13 85.14% 0

26日 73（65） 47 26 66.20% 11 80.56% 1

平均 73.8（65） 51.5 22.3 72.29% 11 85.30% 0.5

例会日 区分
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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/

順　位 クラブ GROSS HDCP Net
優　勝 松山ＲＣ 345 55.2 289.8
₂　位 松山北ＲＣ 339 46.8 292.2
₃　位 道後ＲＣ 398 92.4 305.6

団体の部 （各クラブ上位₄人のネット合計順）

ダブルペリア

敬称略

順　位 氏　　　名 クラブ OUT IN 計 HDCP Net
優　勝 中住　義晴 松　山 38 42 80 8.4 71.6
₂　位 大野　正勝 松山北 40 40 80 8.4 71.6
₃　位 大塚　敏彦 道　後 48 44 92 20.4 71.6
₄　位 原田　満範 松　山 43 42 85 13.2 71.8
₅　位 武智　　彰 松山北 43 41 84 12 72

同NETは年長者

個人の部

　平成29年₉月₂日㈯にエリエールゴルフクラブ
松山にて松山南RCがお世話クラブで開催されまし
た。
　松山東・松山西・松山南・松山北・道後・松山
の各RCから合計30名が参加しました。
　当クラブからは中住会員・原田会員・村井会員・
二神会員・伊東会員・米山の₆名が参加しました。
　今回、特に大活躍だったのが中住会員でした。

88歳でスコア80で回り、100回目のエイジシュート
を達成され、個人戦でも優勝、団体戦優勝にも貢
献して頂きました。
　また、他のクラブの方とパーティを組み、親睦
が深まりました。
　終わりに、お世話をして頂きました松山南RCさ
んには素晴らしいコンペを開催して頂き感謝致し
ます。	 （記・米山　徹太）

ゴルフ会より　2017-2018年度愛媛第Ⅱ分区ＲＣ親睦合同コンペの結果報告

「中住義晴会員　100回目のエージシュート達成‼」
「中住義晴会員　個人戦優勝‼」
「松山ロータリークラブ　クラブ対抗戦優勝‼」
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