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₂月₆日㈫…「愛媛マラソンのおいたち」
ゲスト…愛媛陸上競技協会副会長

濱㟢　栄則氏
₂月13日㈫…「左氏珠山遭難の謎

〜西郷隆盛の挙兵と西南騒擾〜」
ゲスト…作家　青山　淳平氏

₂月20日㈫…「趣味と私（歴史 ROCK マラソン）」
三原　英人会員

₂月27日㈫…「報道の記者って？
（リクエストにより…）」

福田　正史会員

例会予定

会長　児　玉　義　史

　明けましておめでとうございます。
　2017－2018のロータリー年度も半ばをちょっと過ぎてしまいました。
　設立80周年の記念例会を皮切りに始まった今年度の当クラブ・地区・分区の様々な
イベントも、サマーキャンプ、ガバナー補佐を迎えてのクラブ協議会、ガバナー公式
訪問例会、高知での地区協議会、クリスマス忘年例会、四国電力での職場訪問例会、
大洲でのIM…と進んで参りました。あと、植樹、少年少女キャンプ、ライラセミナー
等、大切な行事もいくつか残っている状況です。
　私自身のことを申し上げるのは恐縮ですが、三好前会長の下で副会長を務めつつ、
次期理事役員・正副委員長の選任や80周年記念例会等の準備を始めたのが₁年数か月
前のことでした。そして昨年₇月からは、「みんなでロータリー」というテーマを掲げ、
この歴史ある松山ロータリークラブの会長としてクラブ運営に携わらせて頂いており
ます。私のような者がこんな大役を仰せつかること自体が大変名誉なことと自覚して
おりますが、この間、会員の皆様の温かいご協力・ご支援を頂戴し、心からの感謝の
気持ちで一杯です。
　そんな中で、次年度の準備は浜田副会長のもとで着々と進んでおります。来期の浜
田会長の手腕を楽しみにして頂ければと存じます。
　あと半年近く、またその後も、引き続き会員の皆様のご厚情・友情・ご指導・ご鞭
撻を、心からお願い申し上げます。



例会記録

出席会員　74（66）名中55名　出席率75.34％
前回訂正出席率79.73％

欠席会員　19名　鮒田、羽牟、林、市川、伊東
（毅）、加藤、金沢、河野、小林、野村、大
橋、佐々木、左納、清水、鶴田、豊田、柳谷、
吉村（亀井）

ビジター　₁名 菊池　城治（八幡浜RC幹事）
ニコニコ箱
児玉　義史 本年もよろしくお願いします。
上甲　　泰 明けましておめでとうございます。
三好　哲生 明けましておめでとうございます。
酒井　達夫 年男として語らせていただきます。
米山　徹太 年男になるとは…油断しておりま

した。
福田　正史 今年初の会合なので！
石橋　和典 明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。
窪　　仁志 明けましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いいたします。
村井　重美 寒いですが頑張って今年も宜しく

お願いします。
永木　昭彦 新年明けましておめでとうござい

ます。
西原　正勝 明けましておめでとうございます。

本年もよろしくお願い申し上げます。
塩崎千枝子 新年おめでとうございます。皆様

お幸せのよい年でありますように。
飯尾　寛治 今年もよろしくお願いします。
佐藤　昭美 新年に当たって。
玉置　　泰 明けましておめでとうございます。

今年のお正月はお天気も良く、グ
ループ各社とも良いスタートがき
れました。

河内　広志 株式市場は「犬笑う」という格言
があり、戌年は株価好調と言われ
ております。ロータリアンの職業
奉仕実践の場である、たくさんの
事業も順調に発展し、皆さんが笑
顔で送れる₁年と成りますよう。

菅井　久勝 Ｘマス例会ご出席された皆様なら
び親睦委員の皆様、本当に有難う
ございました。

結城　　旬 母校の箱根₄連覇おめでとうござ
います！

森　　隆士 例会欠席が多くて申し訳ありません。
関　　啓三 （会員誕生祝）明けましておめで

とうございます。今年も宜敷くお
願い致します。

深見　邦芳 （ご夫人誕生祝）昨日は嫁様に鏡開
きのしるこ作りで一日怒られました。

（なんとなくニコニコ）　大塚
早　退　　清田（明けましておめでとうござい

ます。新年早々、早退です）、倉田、
村山（長男が成人式を迎えること
ができました）、西村（今年もどう
ぞ宜しくお願い致します）、大森

卓　話　「年男は語る」
酒井　達夫　会員（昭和33年１月16日生）

　あけましておめでとうございます。昭和33年
₁月16日生まれです。
　この日に生まれた戌年男は、雑種・野良犬に
あたるそうで、そう言えばと思い出されるのが、
幼少期に飼っていた雑種犬。主人に牙を見せる
とんでもない奴でしたが、忽然と消えれば、さ
すがに心配することとなりました。そして、二
月あまり過ぎたある日、なにもなかったかのよ
うに近所の玄関先でのんびりと和んでいる姿を
発見。エル！と声を掛けようとしたその時、奥
からおばあさんが「金太郎や、ご飯をお食べ。」
と出てまいりました。お座りをするエル、お手・
おかわりをするエル、果ては待てまでこなすエ
ル。ついぞ見たことのない立派な振る舞いに、
これは別人格???金太郎が憑依したものと泣く
泣く、実は喜んで手放したのでありました。
　かくして、彼は金太郎としての人生を全うい
たしましたが、私もまた、出会った人々にしっ
かりと調教していただいたおかげで、無事に還

　第3379回例会　2018年１月９日（火）
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例会記録

−職場訪問例会−
於：四国電力㈱　原子力保安研修所

出席会員　74（66）名中49名　出席率69.01％
前回訂正出席率77.78％

欠席会員　25名　二神、市川、勝見、金沢、清田、
倉田、三原、森、守谷、名本、西原、大塚、
大橋、小野里、塩崎、清水、関（啓）、高梨、
舘、鶴田、浦岡、吉村（深見、飯尾、佐藤）

ニコニコ箱
酒井　達夫 ようこそお越しくださいました！
児玉　義史 酒井さん、佐々木さん、永木さん、

お世話になります。
上甲　　泰 酒井さんお誕生日おめでとうござ

います。今日はお世話になります。

林　　章二 酒井さん、本日はお世話になります。
河野　次郎 酒井さん本日は有難うございます。
佐々木　淳 酒井さん本日はご配慮ありがとう

ございました。よろしくお願い致
します。

柳谷　葉一 本日は、お勉強させていただきます。
米山　徹太 四国電力様、お世話になります。

ご安全に‼
三好　哲生 本日はお弁当をご利用頂きまし

た。ありがとうございます。
加藤　修司 新年のご挨拶が遅くなり失礼しま

した。本年もよろしくお願い致し
ます。

大森　克介 名札を持って帰って、今日持って
くるのを忘れました。

暦を迎えることができました。たくさんの顔を
思い浮かべながら、ひたすら感謝感謝で「年男
は語る」を終えたいと思います。

卓　話　「年男は語る」
米山　徹太　会員（昭和45年10月18日生）

　1970年生まれ48歳になります。私は当クラブ
に31歳で入会させて頂き36歳の時にも「年男は
語る」を致しました。あれから12年が経ちあっ
という間の₂回目の「年男は語る」です。油断
しておりました。前回の内容は「人生受け身に
ならず積極的に生きていこう。そして、人生の

伴侶についても積極的に見つけるぞ！」と述べ
た事を覚えています。
　が、未だに独身。油断しておりました。田代
先生に「あの時の公約はいつ達成するのかね？」
としばらく言われ続けましたが今ではそれも無
くなりました。48歳から次の年男である60歳ま
では更にあっという間だと思います。早く皆様
と同じような幸せを摑みたいと思います。又、
昨秋、母を亡くしましたし、年明け早々に父が
足首を骨折し入院致しました。これ以上の悪い
事は無いと思いますが、今後の人生何事にも油
断しないで取り組んで行こうと思います。

　第3380回例会　2018年１月16日（火）
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例会記録

−中間クラブ協議会−
出席会員　74（66）名中38名　出席率54.29％

前回訂正出席率68.06％
欠席会員　36名　土居、二神、鮒田、羽牟、泉川、

市川、伊東（毅）、岩橋、岩間、菊野、倉田、
河内、河野、村山、森、西原、太田、大塚、
大橋、酒井、佐々木、左納、清水、関（啓）、
高岡、高梨、舘、田中、鶴田、柳谷、結城、
吉村（飯尾、亀井、中住、玉置）

ニコニコ箱
児玉　義史 大洲でのI.M.に出席の皆様、お疲

れ様でした。愛媛県小児科医会長
に再任されました。あと₂年間の
任期です。しかし、今年₆月まで
はロータリー・ファーストでまい
ります。

上甲　　泰 土曜日I.M.お疲れさまでした。
浜田　修一 ・上甲さん、先日のI.M.お世話に

なりました。
 ・大洲ロータリークラブの皆さん

“芋炊き”でのおもてなしありが
とうございました。

米山　徹太 インターシティ・ミーティングお
疲れ様でした。

永木　昭彦 先週の職場訪問へのご参加ありが
とうございました。酒井さんお世
話になりました。

村井　重美 寒いですが皆さん身体に気をつけ
て。

林　　章二 （結婚記念祝）
早　退　　原田、金沢、清田、窪、守谷、塩崎

−中間クラブ協議会−
出席会員　74（66）名中53名　出席率73.61％

前回訂正出席率78.08％
欠席会員　21名　土居、二神、泉川、市川、勝

見、河内、河野、三好、村山、永木、西原、
大塚、大橋、塩崎、高岡、田中、鶴田、浦岡、
吉村（亀井、玉置）

ニコニコ箱
米山　徹太 ₁月28日に神戸で第10回全国RYLA

研究会が開催されました。2680地
区・2670地区の共同開催でした。

全国からロータリアン150名が集
まり今までにも増して有意義な会
でした。両地区のRYLA関係者の
結束力が更に高まりました。

森　　隆士 会社設立から本日で₄周年となり
ました。

豊田　真二 （会員誕生祝）遅くなりましたが、
₁月誕生日でした。

（なんとなくニコニコ）　児玉、村井
早　退　　金沢、甕、守谷、佐々木

　第3381回例会　2018年１月23日（火）

　第3382回例会　2018年１月30日（火）
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理事会報告

平成30年₁月度理事会決議事項

₁月₉日㈫
①クリスマスオークションの売上金¥198,000を

ロータリー財団寄付とする件　承認。

②第40回ライラセミナー参加費について　承認。
③₃月11日㈰地区研修・協議会借り上げバスに

ついて　承認。
④事務局員退職金支出のお願い　承認。

以下33名　福田、鮒田、浜田、濵本、林、石橋、泉川、
上甲、菊野、清田、河内、河野、児玉、小林、三原、
三好、甕、名本、西村、野村、大森、小野里、佐々木、

菅井、関（啓）、高橋、柳谷、米山、深見、亀井、中住、
関（宏）、田代

11・12月２ヶ月皆勤

クラブニュース

誕生祝　 以下₈名　浦岡（₁日）、佐々木（₄日）、
勝見（10日）、関（啓）（11日）、豊田（13日）、
酒井（16日）、田中（18日）、菅井（29日）

結婚祝　 以下₂名　林（27日）、上甲（28日）
創業祝　 以下₄名　上甲（₁日）、村山（₁日）、加

藤（₁日）、中住（₇日）

₁月のお祝い

₁．ガバナー月信
₁．近隣RC例会予定表

配　付　物

１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
₉日 74（66） 55 19 75.34% 3 79.73% 1

（職場訪問例会）

16日 74（66） 49 25 69.01% 7 77.78% 0

23日 74（66） 38 36 54.29% 11 68.06% 0

30日 74（66） 53 21 73.61% 4 78.08% 0

平均 74（66） 48.8 25.3 68.06% 6.25 75.91% 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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