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　　 新年を迎えて

　久しぶりに正月らしい寒波が列島を襲い、南予はともかく、中国山地に護られて温
暖なはずの松山でも厳しい寒さに見舞われました。松山の初詣客も例年に比べて少し
減ったそうです。しかし寒さを別にすれば、天候には恵まれ、まずは穏やかなお正月
だったと思います。政治の世界の闇は深く先が読めませんが、全国に競うように現れ
たタイガーマスクたちの話題は、世の中まだまだ捨てたものではないと、少しばかり
気持ちを明るくしてくれました。
　さて、今年は我々にとって最大のイベントといえる地区大会が₄月にやってきます。
去年の夏ごろから毎週のように例会後の打ち合わせが行われ、そのためのスタッフも
補強され、着々と準備が進んでいます。亀井ガバナーを起てた時点で決まっていた必
然の試練でもあります。₁月中旬、四国の各ロータリーに宛てて、膨大なパンフレッ
トや資料、参加人数、松山までの足を尋ねるなど、諸々の資料がガバナー事務所から
送り出されました。返送されてくる資料のまとめもまた大変な作業になります。また
3,000人に迫る参加予定のロータリアンに、少しでも有意義に過ごしてもらうための
準備も、いよいよ追い込みに入ります。
　しかしながらこの大きな目的に向かって進むことが、いま松山ロータリーを強くし
てくれている、とも感じます。今まで以上に組織が引き締まって感じられるのは、私
だけでしょうか？　大会まで残された期間はいくらもありません。全員参加の下で見
事にこの事業をやりとげ、「流石に松山ロータリーの仕事」といわれようではありま
せんか。

会長　林　　　純之介

巻頭メッセージ

₂月₁日㈫…「三井と三越」
坂本　康真会員

₂月₈日㈫…「神社・神社参拝のミニ知識」
小川　純生会員

₂月15日㈫…「想いをかたちに
“サステナブル建築”

への取り組み」
伊賀上　久幸会員

₂月22日㈫…「香川県の漆芸」
ゲスト…漆芸家·日本伝統工芸会理事
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例会記録

　第3049回例会　2011年₁月11日（火）

出席会員　70（60）名中45名　出席率68.18％
前回訂正出席率72.73％

欠席会員　25名　浅井、土居、江田、伊賀上、
河田、北村（一）、北村（忍）、工藤、児玉、
眞鍋、御木、三好、森本（惇）、森本（三）、
小川、白石、高岡、田嶋、津田、渡辺（基）、
吉田（麻生、藤山、松岡、宮田）

ゲスト　　₁名　朱　　 娜
　　　　　　　　（当クラブ米山奨学生）
ビジター　₂名　三嶋　伸美（北条RC会長）
　　　　　　　　井上　貞人（　〃　 幹事）
ニコニコ箱
三嶋　伸美 北条RC40周年記念事業よろしく

お願いいたします。
井上　貞人 今年もよろしくお願いします。
秋山　　修 あけましておめでとうございま

す。
遠藤　景子 あけましておめでとうございま

す。
二神　良昌 あけましておめでとうございま

す。本年もよろしくお願いいたし
ます。

平原　立志 新年おめでとうございます。本年
もよろしくお願いいたします。

清田　明弘 あけましておめでとうございま
す。

坂本　康真 本年もどうぞよろしくお願いしま
す。良い年にしたいですね。

佐藤　昭美 本年もよろしくお願い申し上げま
す。

高須賀 征二郎 本年も健康に気をつけて頑張りた
いと思います。宜しくお願い致し
ます。

山本　克司 新年あけましておめでとうござい
ます。今年も宜しくお願いいたし
ます。

山本　泰正 今年も宜しくお願いします。
米山　徹太 今年も宜しくお願いいたします。
五味　久枝 今年は地区大会ホストクラブ。力

を合わせ万全の準備をいたしま

しょう。
中住　義晴 孫達との正月は久し振りの楽しさ

を味わいました。
林　純之介 ・あけましておめでとうございま

　す。今年は地区大会の年。よろ
　しくお願いします。

　　　　　　・誕生日です。お祝いありがとう
　ございます。（会員誕生祝）

佐々木　淳 （会員誕生祝）（創業記念祝）本年
も宜しくお願いいたします。

下別府俊也 （会員誕生祝）本年もどうぞよろ
しくお願いいたします。

関　　啓三 （会員誕生祝）今年も宜しくお願
いいたします。

深見　邦芳 （ご夫人誕生祝）年末の例会で、
久松元知事の卓話のことが中途半
端でした。事務局の森さんと古い
月信を調べ、コピーをお配りしま
す。

山内　　建 （会員誕生祝）（ご夫人誕生祝）
泉川　孝三 新年なのにバッジを忘れました。
早　退　　玉置（今年もヨロシクですが、今年

の地区大会をよろしくお願いしま
す。）、川瀬

卓　話　「年男は語る」
濱本　道夫　会員

　（昭和26年₅月₃日生）
　新年明けましておめでとうございます。私の
生まれは、昭和26年₅月₃日卯年生まれの年男
です。我が、松山ロータリークラブの会員の中
で卯年生まれは、現在幹事の三原英人君と私の
₂人だけという寂しさです。又、三原英人君は
昭和38年₇月₂日生まれで当年48歳と若く、私
よりも一回り若い青年であります。今年の新成
人は前年より₃万人少ない124万人でした。内、
男性が63万人、女性が61万人で₃年連続の減少
を更新しているとのことです。総務省の調査に
よりますと、日本の総人口₁億₂千736万人に
対して、0.97％と₁％を初めて割り込み、卯年

北条RC会長

北条RC幹事
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例会記録

生まれの年男、年女は1,008万人、総人口比7.9％、
十二支別で₃番目に少なく、男性490万人、女
性517万人、人口の少子化と言われる最近の状
況がこの調査結果を見るとよくわかります。人
口の少子化、反対に言えば少ないということは
稀少価値のある世代とも言えます。
　年男としての今年はじめての初詣では、特別
な気持ちで参詣（さんけい）をしましたが、参
詣の行事としてのおみくじの際、いつも私の頭
によぎることがあります。それは、私の30歳の
不動産業としての独立の折、京都は清水寺に
て、おみくじを引き、その結果が“凶”だった
ことです。当時、私は今年から不動産業者とし
てスタートする新たな希望に燃えている大切な
時期で、“凶”のおみくじは自分自身に冷水を
浴びせる出来事だったのです。私は思わず清水
寺の職員の方に「正月早々、凶はないでしょう」
と申したところ、「これ以下はありませんから」
と言われたとおり、私の商売も体の健康も開業
出発の時より悪くなることは今日もなっていま
せん。その10年後に清水寺に参詣した折、例の
ごとくおみくじを引きますと、また“凶”でし
た。その度に職員の方の言った「これ以下はあ
りませんから」との返事を思い出します。その
20年後の京都で今年は年男としての初詣で、清
水寺に参詣し、例のごとくおみくじを引きます
と、またまた“凶”でした。私は思わず苦笑し、
ほっとする自分に驚きました。清水寺の職員の
方に又言われました。「大吉よりもっと出にく
いんですよ。」私は思いました。“凶”ほど面白
いおみくじはない。次来るのが又、楽しみにな
りました。

　　三原　英人　会員
（昭和38年₇月₂日生）

　私の過去₄回の卯年に起きた人生の転機につ
いてお話しさせて頂く。
　1963年（昭和38年）₇月₂日、宇和島市で三

原家の第２子長男として誕生。この年、ケネディ
大統領暗殺というショッキングな出来事があっ
た。日本では、黒四ダムが完成し、「こんにち
は赤ちゃん」「高校三年生」がヒット曲。
　1975年（昭和50年）。弊社の三代目社長の祖
父が病に倒れ、翌年₈月松山から祖父が住む宇
和島へ転居。約₉年間住み慣れた松山を離れ、
中・高校時代を宇和島で暮らしたことは、宇和
島に事業基盤がある会社の経営者となった私に
は大いに有意義であった。この年、沖縄海洋博
が開催された。「岸壁の母」「およげ！たいやき
くん」がヒット曲。
　1987年（昭和62年）。大学卒業後、勤めてい
た会社をやめて、石油販売業界に身を置くこと
を決意。翌年₂月末に退職し、₃月に日本石油
の大手特約店に入社、その後１年間は、銀座の
ガソリンスタンドで、毎日、給油と手洗い洗車
作業に明け暮れ、石油業界の厳しい販売現場を
経験。この年、国鉄が分割されJR ７社が誕生。

「マルサの女」や「ハチ公物語」の映画がヒット。
　1999年（平成11年）。自社の思い切った経営
改革実行のために社長交代を父に提案し、10月
₁日に₅代目の社長に就任。事業の効率化、経
営幹部の世代交代を進め、₂年後に業績をＶ字
回復。自覚と責任が問われる社長業をスタート
した年。この年「だんご₃兄弟」がヒット曲。
ノストラダムスの大予言が外れて、ミレニアム
イヤーに湧きつつ、コンピュータの2000年問題
が話題に。
　2011年（平成23年）を迎えた。経済も政治も
混沌とした状態で、エネルギー業界も大きな変
化の真っ只中。私にとっては過去の卯年のよう
に、自分の人生や会社の未来に向けて決意し、
実行に向けて準備する年になりそうである。今
までの転機は、いずれも人生にとってプラスに
なった。今年もプラス思考で確りと意思決定し
たいと思う。
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例会記録

　第3050回例会　2011年₁月18日（火）

−中間クラブ協議会−
出席会員　70（60）名中44名　出席率67.69％

前回訂正出席率79.10％
欠席会員　26名　秋山、遠藤、濱本、原田、伊

賀上、石橋、泉川、市川、柏原、加藤、河
内、眞鍋、御木、三原、森本（惇）、森本（三）、
白石、関（啓）、玉置、渡部（浩）、渡辺（基）

（深見、藤山、松岡、宮田、関（宏））
ニコニコ箱
江田　和彦 先週欠席しましたので、改めてあ

けましておめでとうございます。

北村　一明 本年もよろしくお願いします。
小川　純生 新年初出席です。本年も何卒よろ

しくお願いいたします。
河田　正道 愛媛県に会社所有の絵画を寄付

し、紺綬褒章をいただきました。
林　純之介 松山RCの伊達直人です。小額で

すが有効にご活用下さい。
川瀬　文隆 バッジを忘れました。すみません。

（なんとなくニコニコ）土居、北村（忍）、大森、
坂本、田嶋、米山

早　退　　佐々木（申し訳ありません。）

　第3051回例会　2011年₁月25日（火）

−中間クラブ協議会−
出席会員　70（60）名中48名　出席率71.64％

前回訂正出席率77.61％
欠席会員　22名　浅井、遠藤、五味、原田、市川、

柏原、北村（一）、児玉、御木、三好、森本
（惇）、関（啓）、高岡、高須賀、玉置、津田、
浦岡、渡辺（基）、吉田（麻生、松岡、宮田）

ニコニコ箱
米山　徹太 ₂/₁〜地区大会実行委員会も正

式に開かれます。RC合同事務局
と同じ部屋になります。

河田　正道 地上波テレビのデジタル化まであ
と半年になりました。よろしくお
願い致します。

浜田　修一 今日はNO.₁の席を当てました。
（なんとなくニコニコ）秋山、林、伊賀上、森

本（三）、山本（泰）
早　退　　木村、清田、小川、田嶋、結城
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理事会報告

₁月11日㈫
①　㈳コイノニア協会松山乳児院より寄付のお

願い　否認。
②　㈳愛媛いのちの電話より、後援会入会及び

寄付のお願い　否認。
③　米山記念奨学会普通寄付増額申請の件　否

認。

平成23年₁月度理事会決議事項

④　当クラブサイトより入会希望者の件　㈱リ
パップ代表取締役　池田　千尋氏　会員増強
委員会の河田委員長と林会長が面談したが、
後日、辞退の申し出。

⑤　入会希望者の件　サントリービア＆スピ
リッツ㈱松山支店長　浅井　清司氏（玉置会
員推薦）　会員増強委員会で手続を進める。

₁月のお祝い

誕生祝　以下₈名　浦岡（₁日）、田嶋（₂日）、佐々
木（₄日）、勝見（10日）、関（啓）（11日）、
下別府（18日）、山内（21日）、林（27日）

結婚祝　以下₂名　麻生（21日）、森本（惇）（23日）
創業祝　以下₃名　吉田（₁日）、中住（₇日）、御木

以下37名　江田、二神、五味、浜田、濱本、林、平原、
伊賀上、石橋、泉川、勝見、亀井、川瀬、清田、眞
鍋、三原、三好、森本（三）、名本、西村、大森、佐

クラブニュース

配　付　物

₁．ガバナー月信
₁．地区協議会報告書
₁．ライト＆ライフ
₁．近隣ロータリークラブ例会予定表

藤、白石、関（啓）、高須賀、高橋、渡部（浩）、山本
（泰）、結城、吉田、米山、深見、飯尾、中住、関（宏）、
田代、山内

11・12月２ヶ月皆勤
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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/

クラブニュース

松山ロータリー・ゴルフ会　₁月例会

平成23年₁月30日（日）
於：�松山ゴルフクラブ川内コース
天候：曇り時々晴れ

スタート時の気温：-₂℃
日中の最高気温：₂℃（とにかく寒い一日でした）
参加者　�江田、二神、渡部（浩）、米山、中住（カー

ド参加）計₅名

順　位 氏　　　名 OUT IN Total Hdcp Net

優　勝 中住　義晴 42 45 87 21.0 66.0

準優勝 米山　徹太 49 53 102 22.0 80.0

₃　位 渡部　浩三 48 50 98 17.0 81.0

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
11日 70（60） 45 25 68.18％ 3 72.73％ 2
18日 70（60） 44 26 67.69％ 9 79.10％ 0
25日 70（60） 48 22 71.64％ 3 77.61％ 0
平均 70（60） 45.7 24.3 69.17％ 5 76.48％ 0.7

例会日 区分

₁月中の出席報告
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