
1２
事務局　松山市一番町 4 ‒ 1 ‒ 5 一誠ビル7Ｆ　ＴＥＬ（089）932－4426　会長　浜田修一　幹事　米山徹太

2018

９
2018〜2019年度国際ロータリーのテーマ

2018〜2019年度
国際ロータリー会長
バリー・ラシン

BE
THE
INSPIRATION

　　 松山ロータリーの更なる充実の為に

巻頭メッセージ

10月₂日㈫…「えひめとあさひ」
小野里俊哉会員

10月₉日㈫…「道後の現在 ･過去 ･未来」
鮒田　好久会員

10月16日㈫…「子供のために」
西村　真也会員

10月23日㈫…�「食品加工の新技術について」
二神　良昌会員

10月30日㈫…�「ANAグループの取組について」
五十嵐　修会員

例会予定

クラブ広報・強化委員会　担当理事　羽　牟　正　一

　松山ロータリークラブが創立80年を越えて現在あるのも、ひとえに歴代会員の方々

の日々の努力と会員相互の協力の賜物であると思います。

　会員数は75名前後と安定しております。会員構成も地元松山の方々と全国の企業の

支社を預かる方々を中心に成り立っています。

　これから100周年を目指すクラブとして、会員数を増やしていく努力をしていかな

ければなりません。その事が、時代に呼応して女性会員や若い方々の会員発掘に繫が

ればと思っています。

　また、今まで以上に機会を作ってクラブ内外に活動内容を知って頂くことも大切

ですし、ロータリアン自身がロータリークラブに関する知識を深めていければと思い

ます。

　皆様のご協力と新しい会員のご紹介をお願い致します。



例会記録

出席会員　74（65）名中51名　出席率75.00%
前回訂正出席率85.92%

欠席会員　23名　市川、伊藤、岩橋、岩間、木下、
三浦、森、名本、太田、大塚、大橋、大森、
左納、髙石、高梨、筒井、吉村（浦岡、飯尾、
亀井、中住、佐藤、田代）

ニコニコ箱
菊野　先一� 卓話宜しくお願いします。
石橋　和典� 菊野さん、卓話を楽しみにしてい

ます。
三好　哲生� 菊野会員、卓話宜しくお願い致し

ます。
村井　重美� 菊野さん卓話楽しみにしています。
菅井　久勝� 菊野さん卓話楽しみにしておりま

す。
小野里俊哉� 先週の火曜会お疲れ様でした。あ

りがとうございました。
佐々木　淳　₈月のゴルフコンペで優勝させて

いただきました。参加された皆様
お世話になりました。台風21号が
被災地に影響がないことをお祈り
します。

西原　正勝� 台風が無事に過ぎて行く事を願い
ます。

塩崎千枝子� 台風が静かに通り過ぎてくれます
ように。

米山　徹太� 台風の被害が少なくてすみますよ
うに。

田中　和彦� 先日の母の一周忌で灯ろう流しを
したのですが、今は海浜環境保護
のため海に流さず、焼いてしまう
のです。わかりますけどロマン
ティックでありませんでした。

河内　広志� 今日は語呂合わせで「オークション
の日」です。国際ロータリーの商品
がサザビーズやクリスティーズに出
品される場合があるそうです。

立松　良之�（会員誕生祝）
深見　邦芳�（結婚記念祝）60年経ちました。

二人とも、時々頭の中を何処かへ
仕舞っていますが、何とか暮らし
ています。

土居　英雄�（創業記念祝）₉/11
甕　　哲也�（創業記念祝）
（なんとなくニコニコ）　守谷
早　退� 林

卓　話　「セメント・生コンクリート・コンク
リート製品とは？」

菊野　先一　会員
「セメントとは？」
　セメントとは、コンクリートを作るための材
料の一つで灰色の粉末です。約5000年前のエジ
プトのピラミッドでも、セメントが石と石を
くっつけるのりとして使われたそうです。

「生コンクリート（生コン）とは？」
　生コンは、工場で練り混ぜが終わり、まだ固
まっていない状態ですぐに工事現場へと配達さ
れるやわらかいコンクリートのことです。コン
クリートは固まり始めるのが早く、生コン工場
がまだなかった時代は工事現場で材料を配合し、
練り合わせてコンクリートを作っていました。
　コンクリートは、セメントと骨材（砂や砂利）
に水を加え、練り合わせて固めたものです。そ
れぞれの使い道に合わせて使うセメントや骨材
の種類、水の量など配合を変えて、強度や柔ら
かさの違う色々なコンクリートを作っています。

「コンクリートをフレッシュなままで現場へ運搬」
　生コンは、輸送による時間の経過とともに固
まったり、分離したりなど性能が変化してし
まったりします。交差点などで生コン車が止
まっていても、ドラムが回り続けているのは、
そうした生コンの品質の変化を極力少なくしつ
つ、現場まで運搬するためです。同じ理由で、
工場で練り混ぜを開始してから、90分以内に荷
卸しが出来るようにしないといけません。

　第3411回例会　2018年９月４日（火）
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出席会員　75（66）名中48名　出席率68.57%
前回訂正出席率80.82%

欠席会員　27名　土居、原田、市川、岩間、上
甲、勝見、菊野、窪、河内、河野、児玉、森、
守谷、名本、西原、大塚、大橋、塩崎、舘、
筒井、鶴田、結城（浦岡、亀井、佐藤、関
（宏）、田代）

ビジター　₁名� 錢高　丈善（大阪RC）
ニコニコ箱
浜田　修一� 堂野さん、今日からよろしく楽し

く例会出席しましょう。
柳谷　葉一� 大阪府立四條畷高校の₁つ上の先

輩、日銀の堂野支店長、ようこそ！
三好　哲生� 太田会員様、卓話宜しくお願い致

します。
吉村　紀行� 太田様卓話楽しみにしています。
米山　徹太� 太田さん卓話楽しみにしていま

す。
田中　和彦� 大坂なおみさんの全米テニス優

勝、すごいです。優勝賞金が４億
1,800万円というのもすごいです。

（なんとなくニコニコ）　村井

早　退� 二神（早退させて頂きます）、岩橋、
菅井

卓　話　「重要文化財『聴
ちょう

竹
ちく

居
きょ

』探訪」
太田　茂樹　会員

　当社が保有する重要文化財「聴竹居」を紹介
させて頂きます。「聴竹居」は、今から凡そ90
年前の1929年に完成した個人邸です。2017年に、
昭和の建築家の自邸として初めて重要文化財に
指定されました。この昭和の建築家というのが
「藤井厚二」という方で、当社初の帝大卒の建
築家として設計部に在籍した方です。
　「聴竹居」は、山崎の合戦で有名な京都府大
山崎町に位置し、周辺には当会員メンバーでも
あるアサヒビールの大山崎山荘美術館、同じく
サントリーの山崎蒸留所もございます。
　当社と「聴竹居」の関りは、藤井氏が当社社
員だったことから、1996年に藤井氏の親族より
「聴竹居」の保存・公開について相談を受けた
ことから始まります。その後、2016年にこの文
化的価値の高い「聴竹居」を維持・管理し保存
活用して後世に残すことは、当社のCSRビジョ

例会記録

　第3412回例会　2018年９月11日（火）

「生コン車は災害時にも活躍」
　生コン車は新潟県糸魚川市の大規模火災時の
消火用の水や渇水時の農作物への水の搬送など、
色々な形で地域に貢献し、活躍しています。

「コンクリート製品とは？」
　工場であらかじめ製造し硬化させた側溝、管、
マンホール、くい、橋げたや建物の一部などの製
品のことです。汎用性に富んでおり、工事期間の
短縮や工事現場の人手を省くことができます。

「最後に」
　生コンもコンクリート製品も無くてはならな

いものです。しかし良くないイメージがある事
も事実です。
　ただ、堤防やテトラポットのように私たちの
命を守ってくれる物や、学校や会社といった普
段の生活に密着した物もコンクリートで出来て
います。災害復興においてコンクリートが使わ
れるように、コンクリートにしか出来ない事が
あるのもまた事実です。
　近年では研究や開発も積極的に行われ、高速
道路、リニア新幹線、新国立競技場などビッグ
プロジェクトが続きます。
　今後も皆さんの身近にある生コン・コンクリー
ト製品にぜひ注目してみて下さい。
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例会記録

ンである「サステナブル社会の実現」にもつな
がると判断し、現在は当社が譲り受け所有させ
て頂いている状況です。
　「聴竹居」のすごいところは、何といっても藤
井氏が自邸を実験住宅として、自費で次々に建
築し、「聴竹居」がその₅棟目ということです。
竹中工務店退職以後、京都大学で教鞭をとりな
がら、自身の研究の成果をこの「聴竹居」で実
証したのです。自然の力を巧みに利用した「環
境共生住宅」の原点ともいえる「聴竹居」は、
昭和初期の建物としては珍しく西洋的な空間を
見事に融和させた住居になっています。また、

藤井氏の拘りは照明器具や机・椅子まで自らデ
ザインしたものとなっています。
　「聴竹居」周辺は、アサヒビール大山崎山荘美
術館、サントリー山崎蒸留所の他にも、千利休
作の日本最古の茶室と言われている国宝「侍庵」
などもあり、今後ますます人気のスポットとな
ると思われます。大山崎町商工会が企画する見
学ツアーもあるのですが、参加費が10,000円も
するにもかかわらず、売り切れ状態になってい
るようです。
　機会があれば、会員の皆様と是非ご一緒に見
学ツアーをしたいものです。

出席会員　75（66）名中45名　出席率65.22%
前回訂正出席率81.94%

欠席会員　30名　二神、鮒田、林、五十嵐、市
川、岩橋、窪、児玉、三浦、三原、三好、森、
名本、西原、大塚、大橋、小野里、桜田、
佐々木、左納、塩崎、舘、鶴田、吉村（浦岡、
亀井、佐藤、関（宏）、田代、玉置）

ニコニコ箱
浜田　修一� 土居さん、米山功労者受賞、おめ

でとうございます。
髙石　義浩� 本日卓話です。よろしくお願いい

たします。
羽牟　正一� 髙石会員、卓話楽しみにしており

ます。
石橋　和典� 髙石さん、卓話を楽しみにしてい

ます。
三好　哲生� 髙石様、本日急きょ出席できなく

なり申し訳ありません。卓話よろ
しくお願いいたします。

菅井　久勝� 髙石先生、卓話楽しみにしており
ます！

柳谷　葉一� 髙石さん卓話楽しみにしていま
す。

高梨　明治� 16日㈰に皆様ご存知の松山の宝
のサントリーBAR露口の60周年
パーティーが盛大に行われまし
た。これからもマスター、朝子さ
んもがんばるとおっしゃっていま
した。これからも露口をよろしく
お願いいたします。

加藤　修司� 高梨さん、日曜日はお疲れ様でし
た。

河内　広志� 今日₉/18は高岡さんのお誕生日
です。又は元名誉会員の加戸守行
さんのバースデーでもあります。
愛媛と経済協力協定を結んでいる
大連が出生地です。

田中　和彦� 阪神タイガースがほぼ終わったの
で、次に好きなラグビー観戦に切
り替えました。

（なんとなくニコニコ）　村井、米山
早　退� 勝見

卓　話　「自己紹介とフランス医療事情」
髙石　義浩　会員

　2013年入会させていただき今回が₃回目の卓

　第3413回例会　2018年９月18日（火）
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例会記録

話となります。₄年ぶりの卓話となりますので、
簡単な自己紹介と前回前々回の卓話の内容を紹
介させていただきました。
　病院団体の国際委員を務めており、また日仏
医療研究会に参加していますので、何度かフラ
ンスを訪問したその現状につきご紹介いたしま
す。
　各国在住の経験のある方は、受療者側から見
ますと日本の医療は世界No.₁と言います。し
かしフランスには一部優れているもしくは参考
にすべきと考えられるシステムがあり、財務省・
厚労省などの官僚が頻回にフランス視察を行っ
ております。そのシステムは、・ヴィタルカー
ド　・かかりつけ医　・SAMU　・レオネッ
ティ法　・在宅入院（HAD）　などです。フラ
ンスは人口6,700万人（日本12,700）国民平均寿
命　男性79.3歳（81.1）女性85.4（87.3）高齢化
率18.8％（27.3）医師数対千人比3.3人（2.5）薬
剤師数対千人比1.1（2.3）看護師数対千人比9.7
（11.6）総医療費約25兆円（40兆）です。まず
ヴィタルカードはフランスの公的医療受給のた
めのICカード式保険証で、国民識別番号と顔写
真の記載があります。患者カードとプロフェッ

ショナルカードを合わせると、患者の個人情報
へアクセスでき、誰が個人情報にアクセスした
かがわかる仕組みになっています。SAMUは、
1986年から始まった救急専門医による徹底した
トリアージ（選別）による救急医療救助サービ
スで、₁日3,000件の電話がありますが、その
₃/₄はアドバイスだけで終わります。医師が
直接電話で対応しているので利用者の満足度も
高く、救急車に救急専門医が同乗し治療に最適
な病院に患者を運ぶことができ、たらい回しと
いうようなことはなくなりました。これらのこ
とが日本の医療にも取り入れられることがある
かもしれません。
　最後に、視察の合間に訪れたモナコにてモン
テカルロフィルハーモニー交響楽団の広告を目
にしましたが、そこに芸術・音楽ディレクター
山田和樹氏の名前を見まして日本人として誇ら
しく思ったことを追記いたします。

最近の大きな医療政策改定
・2004年かかりつけ医登録義務　・2008年新規
開業看護師への地域制限　・2009年非かかりつ
け医償還引き下げ

出席会員　75（66）名中41名　出席率60.29%
前回訂正出席率80.56%

欠席会員　34名　堂野、二神、鮒田、羽牟、林、
石橋、泉川、市川、加藤、菊野、清田、窪、
河内、児玉、三浦、三原、森、名本、西原、
大塚、大橋、佐々木、左納、関（啓）、高岡、
柳谷、吉村（浦岡、深見、亀井、佐藤、関
（宏）、田代、玉置）

ニコニコ箱
岩間　正之� 伊藤さん、卓話期待しております。
河野　次郎� 伊藤さん卓話楽しみにしていま

す。

三好　哲生� 伊藤会員様、本日の卓話宜しくお
願いします。私は本日欠席となり
ます事、お詫び申し上げます。

田中　和彦� 連休明けで、月曜日と勘違いして、
ロータリーがあることでやっと火
曜日とわかりました。

伊藤　謙一� 今朝からフィットネスクラブに通
いはじめました。

（なんとなくニコニコ）　村井、守谷、米山
早　退� 土居、倉田

　第3414回例会　2018年９月25日（火）
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卓　話　「災害への備え」
伊藤　謙一　会員

　名古屋出身で松山に赴任して₁年になる。名
古屋市が実施した都市ブランド・イメージ調査
結果では、他都市と比べると名古屋市は魅力度
が極端に低い結果となっている。これは、松山
市のように観光をはじめ外向きのサービスを充
実させるか、名古屋のように住人には便利な内
向きのサービスを充実させるかの結果が出てい
るものと思われる。対照的に見える松山と名古
屋だが、伊予銀行名古屋支店があったり、愛媛
の逸品展が名古屋駅前の商業ビルで開催された
りするなど繫がりは様々にある。
　平成30年７月豪雨での愛媛県内の通信設備へ
の被害としては、大洲エリアにある複数ビルが
水没、落橋による中継用光ケーブル切断が₂ヶ
所、橋梁管路損傷が₁ヶ所あった。伊予森山ビ
ルでは、平成16年に浸水被害を受けたため局舎
を1.5mかさ上げしていたが、更に₃mほど上の
高さまで浸水し、局舎ビル内の装置が全て故障
した。水没ビルの暫定救済としては、上位局か
ら災害復旧用無線装置を使って通信の仮復旧を

実施した。局間が山越えとなり見通しがなく無
線電波が届かないため、山腹に設置されたアル
ミ合金素材の反射板を用いた電波の方向転換や、
NTT無線鉄塔での中継を行うことで無線電波を
疎通させた。中継用光ケーブルの復旧に向けて
は、落橋しなかった橋に仮設の引上げ管、添架
ルートを作成することで迂回ルートを構築した。
早期の仮復旧のためには現場の知恵と行動が重
要となる。
　電力に関する取組みとしては、従来から災害
時等において商用電源が停電した際に、蓄電池
に切り替えることで継続してサービス提供を行
う備えをしている。新たな取組みとしてはビル
内直流給電システムを採用することで、従来の
交流給電システムと比較して給電効率を約40%
向上、スペースを約35%削減することを進めて
いる。NTTの比較的大規模なビルでは、災害時
には蓄電池に加えて非常用発電機や移動電源車
による電力供給も可能である。そのため、蓄電
池の電気を社外のBCP対策や電気自動車の充電
への活用等を進めることで、周辺エリアと一体
となった防災対策を進めていく。

例会記録

理事会報告

平成30年₉月度理事会決議事項

₉月₄日㈫
①11/10㈯松山北RC創立40周年記念式典
　登録料及びお祝いについて　承認。

②第20回サマースクール会計報告　承認。
③愛媛県保健福祉部社会福祉医療局より
　「愛媛県臓器移植普及推進月間」後援につい
て　承認。
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新入会員紹介

氏名：堂野　敦司

勤　務　先：日本銀行
� 松山支店　支店長
� 三番町₄−10−₂
� TEL�933−2216
生 年 月 日：昭和42年₄月₈日
入会年月日：平成30年₉月11日
趣　　　味：�スポーツ（ランニン

グ等）、釣り

クラブニュース

誕生祝　�以下₅名　岩橋（₇日）、柳谷（10日）、立
松（16日）、高岡（18日）、太田（30日）

結婚祝　�以下₅名　岩橋（₂日）、宮崎（₄日）、深
見（14日）、堂野（23日）、太田（28日）

創業祝　�以下₆名　石橋（₁日）、大塚（₁日）、小
野里（₁日）、甕（₂日）、土居（11日）、
守谷（26日）

９月のお祝い

以下27名　福田、浜田、濵本、林、石橋、泉川、伊藤、
上甲、清田、河内、児玉、三原、三好、名本、西村、
野村、大森、菅井、関（啓）、高橋、柳谷、米山、深
見、亀井、中住、関（宏）、田代

７・８月２ヶ月皆勤

₁．ガバナー月信
₁．会報₇月号・₈月号
₁．近隣RC例会予定表

配　付　物

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
４日 74（65） 51 23 75.00% 10 85.92% 0

11日 75（66） 48 27 68.57% 11 80.82% １

18日 75（66） 45 30 65.22% 14 81.94% 0

25日 75（66） 41 34 60.29% 17 80.56% 0

平均 74.8（65.8） 46.3 28.5 67.27% 13 82.31% 0.25

例会日
区分

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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