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　　 会　長　挨　拶

巻頭メッセージ

２月₅日㈫…「帽子の話ほか、あれこれ」
林　　章二会員

２月12日㈫…「東京2020の話題など」
桜田　武司会員

２月19日㈫…「『木』で世界が変わるかも」
森　　隆士会員

２月26日㈫…「�ビジネス　エグゼクティブ
ファッション」

浅田　　徹会員

例会予定

会長　浜　田　修　一

　明けましておめでとうございます。

　平成もあと４ヶ月、寂しい気もします。しかし次の元号には興味も湧きますが時間、

時代は止まることなく進んでいる事は確かです。

　私達もそれを見極め対応し、随所に主となるようにお互いに頑張りましょう。

　当クラブも児玉前会長からの堅実なる運営を引き継ぎ、今年度は「楽しんでロータ

リー」を実践することが目標でしたが、皆様のご協力により順調に推移しているので

はないかと思います。

　ありがとうございます。

　残り６ヶ月は職場訪問、I.M.、植樹、お花見家族例会等楽しい行事が待っています。

　更に例会時は歓談、情報交換、親睦、良き卓話など有意義な素晴らしい時間を共有

して、更なる成長と発展をしていこうではありませんか。

　引き続き、皆様のご指導とご鞭撻をお願いすると共に、クラブ会員とご家族の皆様

のご多幸、ご健勝をお祈り申し上げます。



例会記録

出席会員　72（66）名中44名　出席率63.77%
前回訂正出席率70.00%

欠席会員　28名　浅田、土居、堂野、福田、二
神、原田、五十嵐、市川、岩間、上甲、倉田、
三浦、三原、宮崎、三好、森、西原、大塚、
大橋、佐々木、左納、清水、田中、筒井、
鶴田（亀井、田代、浦岡）

ニコニコ箱
浜田　修一� 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致しま
す。

米山　徹太� 明けましておめでとうございま
す。

関　　啓三�（会員誕生祝）年男です。今年も
宜しくお願い致します。

窪　　仁志� 年男です!!
菊野　先一� 年男です。
羽牟　正一� 今年もよろしくお願いします。
石橋　和典� 本年も宜しくお願いします。
河野　次郎� 本年もよろしくお願いいたしま

す。
児玉　義史� 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します。
村井　重美� 明けましておめでとうございま

す。
大森　克介� 明けましておめでとうございます。
小野里俊哉� あけましておめでとうございます。
桜田　武司� あけましておめでとうございます。
髙石　義浩� 本年もよろしくお願いいたしま

す。
高橋　伸定� 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。

塩崎千枝子� 皆様お幸せで実り多き一年になり
ますように。

玉置　　泰� 明けましておめでとうございま
す。今年も宜しくお願いします。

河内　広志� 平成という元号が30年前の今日から
スタートしました。今年も一年ロー

タリーを楽しみたいと思います。
深見　邦芳�（ご夫人誕生祝）おめでとうござ

います。年賀状を頂いた方々有難
うございました。歳をとりました
ので、お返事は欠礼させていただ
いております。お許しください。

（なんとなくニコニコ）　林（お正月なので）、守
谷、舘

早　退� 清田、西村（本年もどうぞよろし
くお願い致します）、太田（あけま
しておめでとうごさいます。）

卓　話　「年男は語る」
関　　啓三　会員（昭和22年１月11日生）

　あけましておめでとうございます。
　₆回目の年男を迎える新年は、色々と感慨深
いものがあります。毎年₁月には、昨年を振り
返っての反省と、今年の目標決意をします。
　１つ目は健康です。₁年間元気で来れたこと
に感謝です。不摂生の自戒と食事のバランス、
適度な運動の実行決意です。₂つ目は仕事で
す。昨年１年を無事乗り越えたことへの感謝で
す。社員が元気に新年を迎えたことへの感謝で
す。今年もしっかり有意な目標設定をする決意
です。₃つ目は趣味です。ゴルフは、年18回の
ラウンドと₂ケタスコアを目標に取組み達成し
ました。RCゴルフでは米山さんにはいつもお
世話になり有り難うございます。旅行について
は、昨年『下町ロケット』で話題の種子島に行
きました。とても良い思い出ができました。
　今、大変気になることは『働き方改革』です。
当社も₄月からは完全週休二日に移行します。
発想を変えてチャレンジする一年になります。
　今年もよろしくお願いいたします。

卓　話　「年男は語る『退職』をまえに」
窪　　仁志　会員（昭和34年₅月₂日生）

　私は今年退職を迎え、大きな節目として今ま

　第3427回例会　2019年１月８日（火）
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出席会員　72（66）名中42名　出席率60.87%
前回訂正出席率67.14%

欠席会員　30名　土居、堂野、福田、二神、羽
牟、原田、五十嵐、泉川、市川、岩間、勝
見、加藤、河野、児玉、三原、宮崎、西原、
大塚、大橋、左納、塩崎、高岡、高梨、舘、
田中、結城、吉村（亀井、田代、浦岡）

ニコニコ箱
浜田　修一� 今日の₃分間スピーチの皆さん、

楽しみにしています。よろしくお
願い致します。

米山　徹太� 本日卓話していただく皆様、宜し
くお願いします。

三浦　　明� 本年も宜しくお願いいたします。
鮒田　好久� 道後温泉本館が本日から営業しな

がらの改修が始まりました。₇年
間かかります。どうぞよろしくお
願い致します。

河内　広志� 今日₁/15は小正月。元日から₇
日までを「大正月」というのに対
し、₁/15までは道後では松の内
と呼んでいます。明日より正月気
分をロータリー活動再開に切り替
えたいと思います。

佐々木　淳�（会員誕生祝）本年もよろしくお
願いいたします。

（なんとなくニコニコ）　清田、村井
早　退　　濵本、倉田

例会記録

　第3428回例会　2019年１月15日（火）

でのJR（旧国鉄）人生を₃つのステージに分
け振り返りました。
　まず、プレイヤー（一般社員）時代では、つ
らく苦しい仕事でも逃げないことで仕事に対す
る「達成感」や「やりがい」を知りました。次
に、プレーイングマネジャー（助役）の時代は、
とにかく様々な事案に対してガムシャラに仕事
をしました。結果や成果が現在も形として受け
継がれ、残っていることをうれしく思います。
最後は、現在のマネージャー（管理者）時代で
す。社員が能力を発揮し目標を必達する職場環
境を作る「現場力」や「意気込み（モチベーショ
ン）」を上げるコミュニケーションスキル、「危
機管理」を学ぶ事ができました。
　各ステージで、会社にとって大きな出来事が
あり、その中で責任ある仕事をさせていただき
ました。その過程で多くのことを学んだ事が自
分自身の転機となり、社会人としての成長に繫
がったことを感謝しています。最後まで前向き
に「猪」のように進みたいと思います。

卓　話　「年男は語る」
菊野　先一　会員（昭和46年₃月27日生）

　明けましておめでとうございます。
　今年で₄回目の年男、48歳になります。
　年男として何を語ろうかと迷いましたが、ま
だまだ趣味とは言えない程度のゴルフについて
お話しさせていただきます。
　一昨年の暮れに初めてホールインワンを達成
しました。その時には運を使い果たしたなと周
りから散々言われ、少し悲しく思っていました。
　しかし、昨年₂回目のホールインワンを達成
することが出来、自分の運もまだまだ残ってい
る事を確信しました。
　今年は年男です。今まで以上に素晴らしい事
があると楽しみにしています。
　最後になりますが、弊社も創業明治₈年の亥
年生まれの144歳になります。会社も私も良い
年になるよう頑張って参りますので、今後とも
宜しくお願い致します。
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例会記録

−職場訪問例会−
於：㈱よんやく本社

出席会員　72（66）名中35名　出席率53.03%
前回訂正出席率66.67%

欠席会員　37名　浅田、土居、堂野、二神、鮒
田、羽牟、原田、五十嵐、市川、勝見、加藤、
清田、倉田、児玉、三原、森、名本、西原、
大塚、大橋、小野里、塩崎、清水、菅井、
関（啓）、高岡、高梨、舘、立松、筒井、米
山（深見、亀井、中住、田代、玉置、浦岡）

ゲ ス ト　₁名　泉　　広行
（㈱よんやく営業本部営業制
作部営業開発室課長）

ニコニコ箱
浜田　修一� 髙石理事、田中委員長、今日のお

世話ありがとうございます。
村井　重美� よんやくさんお世話になります。
菊野　先一� よんやく様�新築工事ではお世話

になりました。
河野　次郎� よんやく様本日はありがとうござ

います。
甕　　哲也� よんやくさんお世話になります。
吉村　紀行� よんやく様訪問受入れありがとう

ございます。
三好　哲生� 本日はお弁当をご注文いただいて

います。ありがとうございました。
宮崎　誠司� 年末ジャンボで初めて1万円当た

りました。
（なんとなくニコニコ）　三浦、太田（早退）

　第3429回例会　2019年１月22日（火）

出席会員　72（66）名中50名　出席率72.46%
前回訂正出席率82.86%

欠席会員　22名　福田、濵本、原田、泉川、市川、
伊藤、勝見、河野、児玉、三好、森、守谷、
名本、西原、太田、大塚、舘、田中、吉村
（亀井、田代、浦岡）

ビジター 　₁名　曽我　　都
（平塚湘南RC）

ニコニコ箱
曽
（平塚湘南RC）

我　都� 本日は、お邪魔させていただきあ
りがとうございます。大好きな松

山へ来て松山RC例会に出席する
ことができて大感激で、うれしい
でーす!!

浜田　修一� ◦先週の職場訪問、髙石さん、田
中さんお世話になりありがとうご
ざいました。

　　　　　　◦今日の「つぶやき₃分リレー」
楽しみにしています。

二神　良昌� 今年初めての出席になります。本
年もよろしくお願いします。

加藤　修司� ₁月欠席がちでスミマセン…。

　第3430回例会　2019年１月29日（火）
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例会記録

三原　英人� しばらく欠席が続きましたので。
米山　徹太� 佐々木さん先日はありがとうござ

いました。
河内　広志� 今日は「昭和基地の記念日」で

す。42.195㎞を走る南極マラソン
もあるそうです。2/10の愛媛マラ
ソンを走るロータリアンの皆さま
頑張ってください。菅井さん生誕

50周年おめでとうございます。50
にして天命を知る。

菅井　久勝�（会員誕生祝）本日29日誕生日で
す。

（なんとなくニコニコ）　大橋
早　退　　土居、関（啓）、立松

理事会報告

平成31年１月度理事会決議事項

１月８日㈫
①退会届　関　宏康会員　承認。

②クリスマスチャリティオークション売上金
￥127,000をロータリー財団寄付とする件　
承認。
③佐藤　昭美会員について　承認。

誕生祝　�以下₆名　浦岡（₁日）、佐々木（４日）、勝見
（10日）、関（啓）（11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）、加藤（₁日）、桜田（₁

日）、中住（₇日）

１月のお祝い

₁．ガバナー月信
₁．会報11月号・12月号
₁．近隣RC例会予定表

配　付　物

クラブニュース

以下34名　福田、浜田、濵本、林、石橋、泉川、伊藤、
岩橋、上甲、菊野、清田、河内、児玉、三浦、三原、
宮崎、三好、甕、名本、西村、野村、太田、大森、

小野里、菅井、関（啓）、高橋、立松、柳谷、結城、
米山、深見、亀井、中住

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/

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

₈日 72（66） 44 28 63.77% ₅ 70.00% 0

15日 72（66） 42 30 60.87% ₅ 67.14% 0
（職場訪問例会）

22日 72（66） 35 37 53.03% 10 66.67% 0

29日 72（66） 50 22 72.46% ₈ 82.86% 1

平均 72（66） 42.8 29.3 62.53% ₇ 71.67% 0.25

例会日 区分

クラブニュース

お知らせ

佐藤　昭美会員は、₁月₁日付
で名誉会員に推戴されました。
（期間　2019年₁月₁日から2020
年₆月30日迄）
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