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　　 職業奉仕月間

　10月は職業奉仕月間であります。私は、職業奉仕と言えばすぐに思いつくのが「４つの
テスト」です。この、「₄つのテスト」は、単純な言葉で、当たり前のことを謳っています
が、本当に全うするのは非常に難しいことであると思います。ある松山RCの大先輩が、「今
の政治家にこの₄つのテストを教えてやりたいものだ。」とおっしゃっていたのを思い出し
ます。私も同感です。ただ、私に置き換えてみますと、偉そうなことは言えません。時々
その場しのぎの行動をしたり、えこ贔屓するときがあったりします。まだまだ、立派なロー
タリアンにはなれません。
　また、職業奉仕は字のごとく地域に職業をつうじて奉仕する事です。昨今の、若年層の
失業率減少に少しでもお役に立てるよう、努力して行かなければならないと思っています。
更に、ロータリーの縦・横のつながりを活かし、ローターアクトやインターアクトの就職
活動のお役に立てるような活動ができればとも思っています。
　さて、当クラブの職場訪問は渡部浩三会員の旧宅「渡部家住宅」にお邪魔させて頂きま
した。多くの皆様の御参加有り難うございました。
　渡部会員には、場所の御提供、分かりやすい御説明をして頂き、この場をお借りしてお
礼申し上げます。又、₁時間以上前に来て頂き、駐車場の誘導をしてくださいました高橋
会員、石橋会員、お食事・食卓の御準備をして頂きました三好会員、本当に有り難うござ
いました。ご参加頂きました会員の皆様も充実したお時間を過ごせたことと思います。又、
今回欠席された会員の皆様も一度「渡部家住宅」に足をお運びください。感心する事が多
いと思います。

職業・社会奉仕担当理事　米　山　徹　太
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例会記録

　第3084回例会　2011年10月４日（火）

出席会員　67（59）名中45名　出席率70.31％
前回訂正出席率84.62％

欠席会員　22名　土居、二神、原田、泉川、市川、
亀井、川瀬、河田、御木、宮内、三好、佐々
木、清水、関（啓）、高須賀、渡部（浩）、渡
辺（基）、山本（克）、吉田（藤山、宮田、関（宏））

ビジター　₁名　米山　徹朗（松山西RC）
ニコニコ箱
濱本　道夫	 10/₇〜10/₉　2670地区大会が開

催されます。会員の皆様よろしく
御願い申し上げます。

大森　克介	 ₉月30日でガバナー事務所を閉鎖
しました。皆様のご協力に感謝し
ます。

佐藤　昭美	 ハワイ島の「すばる天文台」に勤
める長女が昨年10月から今年₉月
までの₁年間、毎週金曜日に愛媛
新聞の「四季録」を担当させてい
ただき、有り難うございました。
土居社長に感謝申し上げます。

浜田　修一	 佐藤先生、お嬢様の「四季録」掲
載お疲れさまでした、とお伝えく
ださい。

加藤　　崇	 来週は会議があり欠席します。申
し訳ありません。

淺井　清司	（会員誕生祝）10/₃、昨日が誕生
日でした。52歳です。ありがとう
ございます。

白石　省三	（会員誕生祝）早退
米山　徹太	（会員誕生祝）
飯尾　寛治	（会員誕生祝）
児玉　義史	（結婚記念祝）10月₂日㈰小児科

₁日相談ダイヤルを催しました。
マスコミ各社のご協力ありがとう
ございました。

玉置　　泰	（結婚記念祝）
永木　昭彦	（創業記念祝）お蔭様で松山三越

は昭和21年10月₆日開店から65年
目を迎えることができました。大
変ありがとうございました。これ
からもよろしく御願いします。

（なんとなくニコニコ）五味、林、上甲、清田、
森本、小川

早　退　　平原、北村、河内（深見さん早退の
　　　　　ため卓話を聞けず申し訳ありません）

　第3085回例会　2011年10月11日（火）

出席会員　68（60）名中44名　出席率66.67％
前回訂正出席率81.82％

欠席会員　24名　原田、石橋、泉川、市川、上
甲、勝見、加藤、川瀬、河内、児玉（義）、
眞鍋、御木、三好、永木、名本、小川、佐々木、
白石、白塚、高須賀、渡辺（基）、吉田（藤
山、宮田）

ニコニコ箱
西野　佳和	 新入会員でございます。どうぞよ

ろしく御願いいたします。
安保　利和	 本日卓話をさせていただきます。

宜しくお願いいたします。
濱本　道夫	 地区大会、皆様の出席ありがとう

ございました。
玉置　　泰	 地区大会、途中参加でしたが行っ

て参りました。
結城　　旬	 四国大会、みなさまお疲れ様でし

た。
五味　久枝	 地区大会に参加された皆様、お疲

れ様でした。基調講演の藤川パス
トガバナーのお話に感銘を受けま
した。
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例会記録

米山　徹太	 地区大会お疲れ様でした。
亀井　義弘	 ①此の度、「我が心の原点　ロー

タリー」という冊子を作りました。
入門書なので、若い会員様にお届
けします。ご一読頂ければ幸いで
す。②徳島の地区大会でRI会員
増強と拡大賞をいただきました。

浜田　修一	 亀井さん、「我が心の原点　ロー
タリー」ありがたく頂きました。
ありがとうございます。

中住　義晴	 昨日、松山ロータリーゴルフ月例
会で久し振りに優勝させてもらい
ました。

渡部　浩三	 昨日のゴルフ会お疲れさまでし
た。

関　　宏康	 母校の東京工大の130周年記念に
出席し、その後、元日銀松山支店
長・横山さん、樋爪さん、本家さ
んと歓談することができました。

佐藤　昭美	 松山秋祭りの₃日間、町内の「み
こし」を当院であずかりました
が、この間、ムラタホールの職員
の方々にご協力いただき、大変お
世話になりました。結城会員に厚
く御礼申し上げます。

二神　良昌	 秋祭り、けが人なく盛大に終了し
ました。

高橋　伸定	 二神さん、客王神社にて願いを叶
えて頂きました。ありがとうござ
います。すごいパワーです。

山本　克司	（会員誕生祝）本日誕生日です!!
三原　英人	（創業記念祝）地区大会参加の皆

様、お疲れ様でした。
河田　正道	（創業記念祝）10月₁日は58回目

の会社創立記念日です。
平原　立志	（結婚記念祝）
清水　哲司	 なかなか出席できずにすみませ

ん。
大森　克介	 バッジを忘れました。
（なんとなくニコニコ）林、清田
早　退　　土居、関（啓）

卓　話　「伝統ある松山ロータリーに入会して
〜会社の紹介と私の紹介を少し…〜」

安保　利和会員
　₅月に伝統ある松山ロータリークラブに入会
させていただきありがとうございます。入会し
て₄ヶ月が経ちました。まだまだ慣れないとこ
ろがあって、全員の皆さんにしっかりご挨拶が
出来ておりません。お詫びいたします。
　本日は卓話の機会を頂戴致しました。少しで
も私のこと、そして働いている会社のことを紹
介出来ればと思います。
　私は昭和63年に住友生命に入社、今年で23年
となります。最初の配属は東京本社に₂年間、
以来21年間ずっと全国の支社の営業現場で勤務
しており、松山支社で₈回目の転勤となります。
前任地は静岡県沼津支社、その前は青森でした。
青森から沼津への転勤の時は「リンゴの国から
みかんの国、沼津から松山への転勤は「みかん
の国からみかんの国」で代わり映えしない転勤
と揶揄されました。
　生まれは昭和39年、東京オリンピックの年に
秋田県で生まれました。小学校₂年から父親の
仕事の関係で千葉県船橋市で育ちました。39年
のトピックスは東京オリンピックの開催の他、
新潟地震・佐藤栄作内閣がスタート、この年の
流行歌はザ・ピーナッツの恋のバカンスであり
ます。入社の昭和63年はバブルの終わりかけで
したが、生命保険会社は資産運用部門が花形部
門でした。そんな花形部門は一度も経験するこ
となく、本社の経験も最初の₂年程で全国各地、
営業畑一筋で現在に至ります。
　前任地の沼津でもロータリークラブに所属、
父親も千葉でロータリークラブに所属しており
ましたので、ロータリークラブは常に身近に感
じることが出来ます。社交場であるロータリー
クラブに出席して、いろいろな立場ある方のお
話を聞くことが出来るのは、転勤族のロータリ
アンならではと思っております。
　今後とも松山ロータリークラブの一員とし
て、宜しくお願い致します。
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例会記録

　第3086回例会　2011年10月18日（火）

出席会員　68（60）名中40名　出席率62.50％
前回訂正出席率71.21％

欠席会員　28名　淺井（清）、安保、土居、二神、
原田、市川、加藤、河田、河内、児玉（聡）、
児玉（義）、御木、三原、宮内、長尾、永木、
名本、佐々木、白石、関（啓）、高須賀、浦
岡、渡辺（基）、山本（克）（深見、藤山、飯
尾、宮田）

ニコニコ箱
濱本　道夫	 皆様、本日は職場訪問ご苦労様で

す。
玉置　　泰	 渡部さん、今日は有り難うござい

ます。
五味　久枝	 渡部さん、お世話になります。

浜田　修一	 渡部さん、今日はお世話になりま
す。

林　純之介	 渡部さんいろいろとお世話になり
ます。

平原　立志	 渡部会員、本日はお世話になりま
す。

眞鍋　次男	 本日はお世話になります。
小川　純生	 渡部会員、今日は大変お世話にな

ります。
山本　泰正	 渡部様、本日はお世話になります。
米山　徹太	 渡部さん、お世話になります。
（なんとなくニコニコ）上甲、森本、白塚
早　退　　清田（渡部さん、お世話になります。）

〈職場訪問例会〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　於：国指定 重要文化財渡部家住宅 　
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例会記録

　第3087回例会　2011年10月25日（火）

出席会員　68（60）名中45名　出席率70.31％
前回訂正出席率81.82％

欠席会員　23名　淺井（清）、浅井（人）、安保、
二神、浜田、市川、清田、河内、児玉（聡）、
御木、三好、森本、永木、名本、小川、清水、
高須賀、渡辺（基）、山本（泰）（藤山、宮田、
中住、関（宏））

ゲスト　　₂名　大西　聖和
　　　　　　　　（川之江RC・米山奨学カウンセラー）
　　　　　　　　呂　偉（米山奨学生）
ニコニコ箱
渡部　浩三	 先週は拙宅にて多数ご来駕たまわ

り誠にありがとうございました。
土居　英雄	 呂偉さん、卓話よろしくお願いい

たします。
山内　　建	 米山奨学生呂偉さんとカウンセ

ラーの川之江RC大西さんをお迎
えして

五味　久枝	 一昨日、地区のロータリー財団セ
ミナーに出席してまいりました。
来週の卓話でご報告致します。

濱本　道夫	 五味さん、地区ロータリー財団セ
ミナーに出席ありがとうございま
した。

米山　徹太	 トルコ大地震お見舞い申し上げま
す。

石橋　和典	 先週10月22日は私の敬愛するフラ
ンツ・リストの生誕200年でござ
いました。

北村　一明	（会員誕生祝）（早退）来週休みま
すので

（なんとなくニコニコ）林、大森、玉置
早　退　　平原、泉川、眞鍋、宮内（申し訳

ありません。早退させていただきま
す）、佐野（早退させて頂きます）、
白塚（すみません）、関（啓）

卓　話　「日本での経験談」
ゲスト　米山奨学生　呂　偉氏

　皆様に日本での経験について、お話ししたい

と思いますが、その前に、簡単な自己紹介をさ
せていただきます。四国中央市の川之江ロータ
リークラブに所属しております呂偉と申しま
す。中国の大連から参りました。
　私は大学₃年生の時、学校の推薦で、経済産
業省と文部科学省が行ったアジア人財資金構想
のプログラムに参加しました。私の人生で大変
貴重な経験になったと思います。大学の勉強を
しながら、それとは別にアジア人材資金構想の
プログラムの授業に参加するのは、非常に大変
でしたが、₂年間で大学の授業では勉強できな
い様々な体験と知識を学ぶことができました。
　本来アジア人材資金構想は、日本での就職を
目指すプログラムですが、せっかく日本に来ま
したし、そして進学してほしいという母の願い
もありましたので、私は大学院に進学しました。
大学院に進学したおかげで、ロータリークラブ
に入ることができました。これはロータリーク
ラブとの一つの縁だと思います。
　私がロータリークラブに入って、もう₇ヶ月
になりました。私が所属している川之江ロータ
リークラブで、色々お世話になっております。
クラブの会員のみなさんも大変親切に声を掛け
てくださいますし、そして、工場見学や紙の資
料館の見学など、大変有意義で貴重な経験をさ
せていただいております。
　₇年間の留学生活で様々なことを経験し、そ
してそれらの経験を通して、日本の良いところ
がわかるようになりました。日本の良いところ
を知るうちに、自分の母国の良いところはどこ
にあるかも考え始めました。これからより多く
の両国の良いところを知り、日本と中国の人々
に伝えたいと思っています。
　最後に、この場をお借りして、私のような私
費留学生をずっとご支援くださったロータリア
ンの皆さまにお礼を申し上げます。皆さまにご
恩を返すため、私も米山奨学生としての誇りを
持って、自分の夢に向かって精一杯努力したい
と思います。
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クラブニュース

10月のお祝い

誕生祝　以下₈名　淺井（清）（₃日）、上甲（₇日）、
高橋（10日）、山本（克）（11日）、飯尾（16日）、
佐野（17日）、米山（18日）、白石（19日）

結婚祝　以下14名　浦岡（₃日）、小川（₄日）、玉
置（₇日）、清水（₈日）、児玉（義）（₉日）、
高須賀（10日）、平原（21日）、高岡（23日）、
三原（24日）、勝見（25日）、石橋（26日）、
白塚（27日）、宮田、田代

創業祝　以下10名　河内（₁日）、林（₁日）、河田（₁
日）、渡部（浩）（₄日）、永木（₆日）、三好（₈
日）、白塚（10日）、深見（15日）、清水（23
日）、三原（28日）

配　付　物

₁．ガバナー月信
₁．ライト＆ライフ
₁．近隣ロータリークラブ例会予定表
₁．会報₈月号
₁．2010〜11年度　地区大会記録誌

10月₄日㈫
①　新入会員申し込み　アサヒビール㈱松山支
社支社長　西野　佳和氏（柏原氏後任）　承
認。

平成23年10月度理事会決議事項 ②　住友信託銀行・周年記念準備会計口座の件
承認。（11月で満期。₁年継続する。）
③　10/23㈰地区ロータリー財団セミナー登録
料の件（会長・幹事・Ｒ財団委員長が出席義
務）各クラブ15,000円。各種会合派遣費より
拠出　承認。

理事会報告

勤　務　先：アサヒビール㈱　
松山支社支社長　
一番町₁−15−₂　
松山一番町ビル内
TEL	921−0195

生 年 月 日：昭和39年10月17日
入会年月日：平成23年10月11日
趣　　　味：スキー、映画鑑賞、旅行氏名：西野　佳和

新入会員紹介
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平成23年10月10日（月・体育の日）
於： 松山ゴルフクラブ川内コース

参加者　 関（啓）、渡部（浩）、米山、中住　計₄名

松山ロータリー・ゴルフ会　10月例会

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 67（59） 45 22 70.31％ 10 84.62％ 1
11日 68（60） 44 24 66.67％ 10 81.82％ 0

18日 68（60） 40 28 62.50％ 7 71.21％ 0
25日 68（60） 45 23 70.31％ 8 81.82％ 0
平均 67（59） 43.5 24.3 67.45％ 8.8 79.87％ 0.3

例会日 区分

10月中の出席報告

順　位 氏　　　名 OUT IN Total Hdcp Net

優　勝 中住　義晴 43 47 90 17.0 73.0

準優勝 米山　徹太 53 44 97 16.0 81.0

クラブニュース

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/

（職場訪問例会）
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