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例会予定
12月 7 日㈫…年次総会︰次年度役員選出

12月14日㈫…クリスマス忘年例会
  於︰道後プリンスホテル

12月21日㈫…「大学院留学の決意と抱負」
ゲスト…第2670地区グロー
　　　　バル補助金奨学生

飯塚　友哉さん

12月28日㈫…定款適用により、休会

　ロータリー財団委員会
担当理事　上　甲　　　泰

　ロータリー財団委員会の担当理事をさせていただいています上甲です。人前で話すことも人一
倍苦手ですが、文を書くのも苦手なために失礼があったらお許しください。
　ロータリー財団委員会はロータリー財団委員会と米山奨学委員会の２つの小委員会で構成され
ています。財団委員長は窪会員、米山奨学委員長は鶴田会員、担当理事の私も含め3人がフレッ
シュな役を1年お預かりしております。
　財団委員会も米山奨学委員会もロータリークラブには活動の大きな柱になっています。財団か
らは当クラブでも社会奉仕活動の植樹の支援を受けておりますし、何より国際ロータリーでのエ
ンド・ポリオ（ポリオ撲滅）活動は地球全体での大きなものです。昨年は私が推薦させていただ
いた学生がイギリスの大学院に留学を果たすこともできました。志半ばで体調を壊し帰国したこ
とは残念でなりませんが、若者にこういった機会を与えることがこの活動の良心だと感じること
ができました。
　なお、地区役員として大森会員、菅井会員が活躍されており、2670地区での松山クラブの地位
を保っていただいています。
　一方、米山奨学は日本に留学してくる他国の学生に対して使われるものですが、日本での学生
生活を補助することができます。その結果、世界平和の貢献につながる活動の一つとなります。
　どの委員会も寄付を集めることが活動となりますので皆さんにはお願いばかりとなります。6
月までまだ時間はあります。目標の数字となりますように何卒どうかご協力よろしくお願い申し
上げます。
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例会記録

出席会員　72（66）名中46名　出席率67.65％

　　前回訂正出席率72.46％

欠席会員　26名　会田、伊澤、伊東（秀）、勝見、

加藤、菊野、三好、中河、西村、大塚、越

智、塩梅、清水、菅井、髙石、高岡、立松、

谷山、鶴田、梅津、浦岡、吉村（深見、亀

井、児玉、玉置）

ニコニコ箱

上甲　　泰　卓話がんばります。お耳汚しお許

しください。

秋山　影明　上甲さん卓話楽しみにしています。

伊藤　茂喜　上甲さん、卓話楽しみにしています。

河内　広志　今日は「キッチンバスの日」です。

道後プリンスホテルはバス会社を

立ち上げました。オープントップ

バスをキッチンを乗せた改造車両

のキッチンバスにする計画です。

間違えました。今日は台所のキッ

チンと風呂の日でした。

塩崎千枝子　皆様に大変お世話になり良い結果

をいただきました。心から御礼申

し上げます。

二神　良昌　塩崎さん、ご子息の衆議院当選お

めでとうございます。

濵本　道夫　塩崎あきひさ様のご当選おめでと

うございます。又、誕生日おめで

とうございます。

守谷みどり　設立記念月です。おかげさまで29

年目を迎えます。

土居　英雄　（会員誕生祝）

第3532回例会　2021年11月２日（火）

村井　重美　（会員誕生祝）

武田　一宏　（会員誕生祝）（結婚記念祝）（創

業記念祝）村井会長ほか今月の方、

誕生日おめでとうございます。

（なんとなくニコニコ）　鮒田、井上、木下（裕）、

米山

早　退　　小野川

卓　話　「お笑い生命保険営業道」

  上甲　　泰　会員

　簡単な自己紹介から。愛媛生まれ、愛媛育ち。

愛媛に就職したものの、富士通時代の10年間は

ほとんど県外生活。ソニー生命に転職してから

念願の大好きな愛媛での生活。そんな中での営

業活動から…。

　前週の菅井会員の卓話で笑いが元気な長寿に

繫がるとのことでしたので成功談も失敗談も笑

いに変えてお届けしました。

⓪ 　富士通時代のトレーナーの逮捕劇。一年間

信用していた先輩の住民基本台帳の悪用の所

業。全国ニュースに流れた「こちらが犯行に

およんだ犯人が普段座っているデスクです」

とＴＶに映ったデスクは私のもの…。その隣

なんだけど…。

① 　お子さまの教育資金の準備に学資保険提案

契約から面前での授乳からカスタマーセン

ターにクレーム、そして解約。

② 　銀行員からの紹介を受けて訪問した先で美

人局に出会いそうになりながらも難を逃れた
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出席会員　72（66）名中43名　出席率62.32％

　　前回訂正出席率65.71％

欠席会員　29名　浅田、原田、泉川、井関、伊

藤（茂）、井上、勝見、窪、松本、宮﨑、仁

科、西村、大塚、大西、越智、左納、塩崎、

清水、菅井、髙石、立松、谷山、鶴田、梅

津、浦岡、海野（深見、亀井、児玉）

ニコニコ箱

野上　和雄　本日、卓話デビューさせていただ

きます。皆様、温かい視線をお願

いします。

二神　良昌　野上さん卓話頑張って下さい。

上甲　　泰　野上さん、卓話楽しみにしており

ます。

村井　重美　野上さん卓話宜しくお願いします。

尾谷　牧夫　野上様、卓話楽しみにしております。

秋山　影明　暖かい立冬でしたが、これから気

を付けていきましょう。

河内　広志　11月９日は11（いい）９（空気）と読

む語呂合わせで換気の日です。コ

ロナ禍の以前に習近平ツーリズム

がありました。集→集まってはダ

メ。近→密になるから近づいては

ダメ。閉（ペイ）→閉めてはダメで

換気。習近平はダメ。

木下　英雄　先週は早退してしまい、スミマセ

ンでした。

（なんとなくニコニコ）　大金、米山

早　退　　 土居、鮒田、中河、小野川、高岡、

第3533回例会　2021年11月９日（火）

ところ文身にて沈む。

③ 　ソニー生命のＴＶＣＭに1か月半出演。一

日14回の放映で「あの人から生命保険に加入

したい」という電話０件。

　ただし、既契約者のお客さまからＴＶＣＭ

を利用したご紹介は約50件！

④ 　変額保険の運用が良過ぎて疑われてカスタ

マーセンターにまたもや入電。普段やさしい

お客さまが「松山支社にジョウコウヤスシと

いう男は実在するのか、俺はコイツに騙され

たんだー」と。人が変わる瞬間を感じました～

⑤ 　刑務所でのライフプランセミナーの講演依

頼。約700人の前で２時間のセミナーはヘト

ヘトでした。

⑥ 　迂回禁止箇所での迂回で交番にて切符を

きったお巡りさんは今では大事なお客さま。

生命保険も自動車保険もお預かりしていま

す。人間万事塞翁が馬。この日以来何度も何

度もお巡りさんにご縁がありますが、契約に

は繫がりません。今後は道路交通法を守りた

いと思います。

　皆さんの元気な長生きに繫がるといいのです

がいかがでしょうか。

例会記録
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津野（すみません。今日早抜け致し

ます）、吉村

卓　話　「そうぞく小話」

  野上　和雄　会員

　幸福寿命を延ばし、生き生きと生活できる状

態を維持することに加えて、元気なうちに、相

続に関する備えを行うことの重要度が高まって

います。と言いますのも、昨今、「相続」が「争

続」に発展するケースが増えているからです。

　先の税制改定で相続税の基礎控除額が改定前

の4割減に及びました。課税対象範囲が広がり、

親族間の関係希薄化等も相俟って、「争族」が

拡大傾向にあります。

　「争族」を回避する上では、遺言を残すこと

が有効です。遺留分を侵害しない限り、遺言内

容が民法に定められた法定相続に優先します

し、個々の財産の具体的な割振りも可能となる

からです。遺言を作成する際に、「なぜ遺言を

残すのか」「なぜこの配分にしたか」等の理由や、

生前の感謝の気持ちを表明する等、「遺言者の

想い」を付言事項として記しておくと、相続人

の理解が深まり、結果的に無用な争いを防ぐ効

果も期待できます。

　なお、遺言は何度でも書き直せます。「相続

人の状況、財産額、本人の感情」等は変わりま

すので、変化に応じて見直すこともできます。

遺言には、公証人が作成する「公正証書遺言」

と自ら作成する「自筆証書遺言」がありますが、

遺志を確実に実現するには公正証書遺言で作成

するのが無難でしょう。

　遺言が無い場合、遺産分割協議を行う必要が

ありますが、相続人全員同意を要するため相当

の労力を要します。頻繁に発生する手続ではな

く、相続人にノウハウが無いのが一般的ですし、

忙しい中、時間を確保するのが難しい場合もあ

ります。しかし、死亡届提出から相続税申告・

納付まで、わずか10 ヶ月しかありませんので

放置もできません。

　以上踏まえると、元気なうちに、「遺産分割

対策」「相続手続対策」「相続税対策」等の準備

を行い、後顧の憂いを断っておくことが争族回

避の上で非常に重要ということになります。専

門機関に相談するのも手です。

　信託銀行もその一つですので、どうぞお気軽

にご相談いただければ幸いです。

出席会員　72（66）名中45名　出席率65.22％

　　前回訂正出席率71.43％

欠席会員　27名　土居、二神、泉川、伊東（秀）、

勝見、窪、松本、三原、守谷、中河、西村、

大塚、大西、越智、佐々木、左納、清水、

髙石、立松、津野、鶴田、浦岡、結城、吉

村（深見、亀井、児玉）

ニコニコ箱

村井　重美　仁科さん卓話宜しく。楽しみにし

第3534回例会　2021年11月16日（火）
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ています。

木下　裕介　本日幹事の佐々木さんの代わりに

司会進行を務めさせていただきま

す。よろしくお願いいたします。

米山　徹太　本日指名委員会の皆様、お世話に

なります。立松先生、先日はお世

話になりました。

秋山　影明　久万高原の黄葉が素晴らしい。

梅津　信助　 今週木曜日は、ボジョレーヌー

ヴォー解禁日です。ぜひ、街で、

ご家庭でお楽しみ下さい。

河内　広志　11月16日は「幼稚園記念日」です。

当クラブ会員の勝見先生のエンゼ

ル幼稚園では「SDGs宣言」をされ、

優しい子供の育成に取り組んでお

られます。

鮒田　好久　（結婚記念祝）

卓　話　「「地域における知の拠点」としての今

　　　　とこれから」

  仁科　弘重　会員

　令和3年11月1６日の松山ロータリークラブ例

会で卓話を担当させていただき、最近までの愛

媛大学の活動と今後目指すべきものについて、

話題提供させていただいた。本稿は、その内容

を取り纏めたものである。

　愛媛大学は、世界的レベルで先端研究を行っ

ている3つのセンター（地球深部ダイナミクス

研究センター、沿岸環境科学研究センター、プ

ロテオサイエンスセンター）が、文部科学省の

（全国）共同利用・共同研究拠点（令和４年４

月から6年間）に認定された。一方、経済誌の

調査「大学の地域貢献度」の総合ランキングで

５位となり、本学は地域貢献活動でも高い評価

を受けた。

　愛媛大学には、地域連携を目的とするセン

ターが多数設置されており、それらの特徴は「そ

のセンターが必要な地域に、実際に設置してい

る」ことであり、これは特筆に値する取組みで

ある。具体的には、南予水産研究センター、紙

産業イノベーションセンター、また、地域協働

センター西条、地域協働センター南予などであ

る。

　企業との共同研究をベースとする産学連携に

ついても、愛媛大学社会連携推進機構研究協力

会からの支援、本学からの支援、学外組織とし

て設置した「一般社団法人えひめベンチャー支

援機構」による支援などを組み合わせて、オー

プンイノベーション、大学発ベンチャー、学生

起業塾などを推進している。

　現在、人口減少や少子高齢化、温暖化を始め

とする地球環境問題、頻発する自然災害、新型

コロナウイルスによる感染拡大など、本質的か

つ深刻な問題が私たちの前に立ちはだかってい

る。新たな価値観の創造も含めて、社会システ

ムの再構築が求められており、Sustainableな

（持続可能な）社会と、Resilientな（復元力の

ある）地域社会を、早急に構築する必要がある。

愛媛大学は、構成員や組織のダイバーシティ化

を進めるとともに、SDGs、カーボンニュート

ラル、DＸなどの社会的課題に取り組んでいき

ます。
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出席会員　72（66）名中46名　出席率66.67％
　　前回訂正出席率71.43％　
欠席会員　26名　泉川、井関、伊藤（茂）、伊東
（秀）、勝見、菊野、河内、宮﨑、中西、仁
科、西村、大金、大塚、尾谷、越智、佐々
木、左納、清水、髙石、武田、立松、鶴田、
浦岡（深見、亀井、児玉）

ニコニコ箱

二神　良昌　浅田さん卓話楽しみにしています。
鮒田　好久　浅田会員卓話楽しみにしておりま

す。
井上　隆史　卓話楽しみにしております。
村井　重美　卓話浅田さん宜しくお願いします。
菅井　久勝　浅田さん卓話楽しみにしておりま

す。
梅津　信助　 浅田社長卓話楽しみにしていま

す。
吉村　紀行　卓話浅田さん楽しみにしておりま

す。
米山　徹太　次年度役員指名委員会の皆様、お

世話になります。
木下　裕介　前回に引き続き司会進行を務めさ

せていただいております。宜しく
お願いします。あとバッジを忘れ
ました。スミマセン。

秋山　影明　オミクロンの水際対策を！
塩崎千枝子　コロナに負けない冬になりますよ

うに♡
三原　英人　リーダーへの信頼感のもとベテラ

ン中堅若手が見事に融合した東京
ヤクルトスワローズの日本一に感
動して！

河内　広志　今日はシルバーラブ「老いらくの
恋」の日です。古希を過ぎたロー
タリアンの皆様、老いらくの恋は
精神性に重きを置いたものなので
「ときめく人」に出会えるよう豊
かな感性を持ちましょう。

窪　　仁志　 ブランシエラ道後（マンション）
売り出しです。チラシを配付させ
ていただきました。

早　退　　中河、海野、塩梅

卓　話　「地方百貨店再生モデルへのチャレンジ」

  浅田　　徹　会員
　松山三越リニューアルオープンまでの経緯を
ご紹介。赤字続きで閉店の危機に直面した松山
三越が、三越伊勢丹グループの地方百貨店モデ
ルの一つとなるまでの3年間の様子。「地域協
業」と「立地の必然性」をキーワードに地域企業、
各団体等と一緒にエリア活性化を目指す新しい
取組と、従業員によるプロジェクトチームによ
る徹底したマーケットリサーチを展開。データ
分析に頼らない、自分達の五感で調べ上げたプ
ラン作りを開始。
　色々な壁がある中で、地域の皆さんのご協力
により、12月10日のグランドオープンを迎える
松山三越。どうぞご期待ください！

第3535回例会　2021年11月30日（火）
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理事会報告

11月2日㈫

①【報告事項】事務局移転について　承認。
②当クラブ指名委員会の立ち上げについて
　承認。
③クリスマス忘年例会について

令和３年11月度理事会決議事項

　12月14日㈫道後プリンスホテルにて開催
　承認。
④周年記念準備会計・三井住友信託銀行定期預
金継続　承認。

クラブニュース

退会のお知らせ

エム・アンドエム　深見邦芳会
員は一身上の都合により、11月
30日付で退会されました。
ロータリー歴は32年２か月でし
た。

誕生祝　 以下７名　村井（２日）、吉村（２日）、大西
（3日）、清水（７日）、土居（20日）、大金
（25日）、鶴田（28日）

結婚祝　 以下6名　土居（3日）、塩梅（3日）、松本
（3日）、伊藤（茂）（５日）、武田（18日）、
二神（25日）

創業祝　 以下４名　仁科（11日）、武田（15日）、守谷
（17日）、宮﨑（18日）

1．ガバナー月信
1．会報10月号
1．近隣RＣ例会予定表

11月のお祝い 配 付 物
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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/

区分例会日 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 72（66） 46 26 67.65％ 4 72.46％ 0

 9 日 72（66） 43 29 62.32％ 3 65.71％ 0

16日 72（66） 45 27 65.22％ 5 71.43％ 0

30日 72（66） 46 26 66.67％ 5 71.43％ 0

平均 72（66） 45 27 65.47％ 4.3 70.76％ 0

11月中の出席報告

クラブニュース

10 月 皆 勤

以下33名　秋山、浅田、二神、鮒田、浜田、濵本、
石橋、井関、伊藤（茂）、井上、上甲、木下（英）、木
下（裕）、清田、桑野、河内、松本、三原、村井、西

村、野上、佐々木、塩梅、菅井、関、高橋、津野、
梅津、結城、米山、深見、中住、大森


