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　　 S. A. A.

　S. A. A. という役職に就任いたしました。
　さて、このS. A. A. という役柄は、何をすればいいのか。桐生ロータリークラブ石
井省三氏の著書、『ロータリー役員必携』にはこう書いてあります。「S. A. A. の任務
は会場監督で、“SERGEANT AT ARMS”の頭文字をとり、略してS. A. A. といいま
す。戦場における武装軍曹という意味で、例会を内外から守り、無事完了させる責任
があり、私語制止、早退防止の勇気が必要」とされております。又、例会出席率向上
の陰の立役者でもあります。通常理事会メンバーとして指名され、理事会の議決にも
加わります。
　上記の様に、S. A. A. はロータリークラブ例会にとって重要な任務でありますが、
我が松山ロータリークラブの例会において、本日迄S. A. A. の出番があった事はあま
りありません。出番が無いという事は例会がスムーズに行われ、いつも楽しい例会を
心がけていらっしゃる山本幹事のお力をありがたく思っています。
　残り半年間のS. A. A. の任務をまっとうし、楽しい例会の会場監督の役目をはたし
たいと思っております。

S. A. A.　濱　本　道　夫

巻頭メッセージ

₁月₁日㈫…祝日の為、休会
₁月₈日㈫…「年男は語る」
₁月15日㈫…中間クラブ協議会
₁月22日㈫…「建物登記探訪：松山城、

道後温泉本館、東京スカイツリー」
ゲスト…日本土地家屋調査士連合会副会長

岡田潤一郎氏
₁月29日㈫…「ことばの話あれこれ」
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例会記録

　第3139回例会　2012年12月４日（火）

出席会員　75（68）名中55名　出席率74.32%
前回訂正出席率77.03%

欠席会員　20名　二神、羽牟、原田、市川、河田、
菊池、児玉（聡）、御木、西野、大塚、佐々
木、清水、白石（恒）、白石（省）、白塚、田
中、和田、結城、横山（宮田）

ニコニコ箱
玉置　　泰 来週のガバナー公式訪問、多数の

方のご出席をお願いします。
濱本　道夫 12/₂㈰、ロータリー財団セミナー

高知へ役員・委員の方、ご苦労様
でした。

林　純之介 浦岡先生、先日は大変お世話にな
り、ありがとうございました。

兒玉　義史 突然子供の病気が減って、久しぶ
りに来ることができました。

宮内　義憲 今年の冬も無理にならない範囲の
節電のご協力、よろしくお願いい
たします。

加藤　　崇 恒例の年末ジャンボ宝くじの販売

が始まりました。皆様「みずほ」
でお買い求めください。

高岡　隆雄 三好さん、お車どうも有難うござ
いました。

米山　徹太 私は政党名全部は言えません。
河内　広志 本名「松山カズオ」こと五木ひろ

しさんの紅白歌合戦出場決定につ
き、是非「夜明けのブルース」を
歌って頂けるよう、二番町の忘年
会を盛り上げて参りましょう。

三原　英人 バッジ忘れ。
泉川　孝三 （会員誕生祝）
深見　邦芳 （会員誕生祝）
清田　明弘 （結婚記念祝）

（なんとなくニコニコ）森本、高橋
早　退　　北村（結婚記念祝）、土居、長尾（₁

か月ぶりの例会出席ですが、今日
も早退で申し訳ありません。＂貧乏
暇無し＂です。）、関（啓）

愛媛第Ⅱ分区ガバナー補佐

　第3140回例会　2012年12月11日（火）

−木村ガバナー公式訪問例会−
出席会員　75（68）名中55名　出席率75.34%

前回訂正出席率78.38%
欠席会員　20名　土居、市川、伊藤、勝見、兼

平、御木、宮内、長尾、永木、大塚、小野、
佐野、清水、白石（省）、高岡、和田、矢野、
吉川（飯尾、宮田）

ゲスト　　₅名　木村大三郎
　　　　　　　　（第2670地区ガバナー）
　　　　　　　　木村久美子（ガバナー令夫人）
　　　　　　　　小竹　和夫
　　　　　　　　（随行者：高松西RC会長）
　　　　　　　　濱本　道夫

　　　　　　　　（愛媛第Ⅱ分区ガバナー補佐）
　　　　　　　　金　　勝男
　　　　　　　　（当クラブ米山奨学生）
ニコニコ箱
木村大三郎 公式訪問例会謝礼
玉置　　泰 木村ガバナーようこそ。
亀井　義弘 木村ガバナーお世話になります。
五味　久枝 木村ガバナーようこそいらっしゃ

いました。
河田　正道 木村ガバナーようこそいらっしゃ

いました。よろしくお願いいたし
ます。

清田　明弘 木村ガバナー、奥様、小竹会長、

国際ロータリー第2670地区ガバナー
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例会記録

ようこそいらっしゃいました。
林　純之介 木村ガバナーよくいらっしゃいま

した。お話を楽しみにしておりま
す。

石橋　和典 木村ガバナーようこそおいで下さ
いました。財団では大変お世話に
なっております。

大森　克介 木村ガバナーようこそいらっしゃ
いました。

米山　徹太 木村ガバナーようこそおいで下さ
いました。

二神　良昌 （会員誕生祝）
佐々木　淳 （ 創 業 記 念 祝 ）12/₁ に 衣 山 で

IMAXデジタルシアターがオープ
ンしました。中四国初の導入です。
007スカイフォールがお勧めです。
14日からは朝一回の上映です。是
非オシャレをして奥様とお出かけ
下さい！！

田中　昌生 先週欠席でスミマセン。
（なんとなくニコニコ）小川、高橋
早　退　　棟方（食後失礼します）、関（啓）

—  3 —



例会記録

　第3142回例会　2012年12月25日（火）

出席会員　75（68）名中43名　出席率58.90%
前回訂正出席率70.27%

欠席会員　32名　安保、土居、濱本、原田、石
橋、泉川、市川、伊藤、勝見、加藤、兼平、
亀井、北村、清田、兒玉（義）、御木、三原、
諸橋、長尾、永木、岡崎、大塚、小川、佐野、
清水、浦岡、矢野、山本（克）、横山、吉川

（深見、宮田）
ニコニコ箱
玉置　　泰 クリスマス例会、親睦委員の皆様

お世話になりました。有難う御座
居ます。

 「えひめ愛顔の助け合い基金」贈
呈式無事終わりました。取材の手
配をして下さったマスコミの会員
の皆様、お世話になりました。

 何とか半分（半年）終わりそうで
す。

森本　三義 大変お世話になり、ありがとうご
ざいました。

　第3141回例会　2012年12月18日（火）

−クリスマス忘年家族例会−
於：伊予鉄髙島屋₉階「ローズホール」

出席会員　75（68）名中41名　出席率56.94%
前回訂正出席率66.22%

欠席会員　34名　安保、土居、羽牟、原田、平
原、泉川、市川、伊藤、児玉（聡）、兒玉（義）、
御木、宮内、三好、永木、西野、大塚、小川、

佐々木、佐藤、佐野、白石（恒）、白塚、関
（啓）、髙石、高岡、浦岡、渡部、和田、山
本（泰）、結城、吉川（深見、宮田、中住）

ゲスト　　₁名　金　　勝男
　　　　　　　　（当クラブ米山奨学生）
ご家族　　32名
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例会記録

林　純之介 私の卓話、正直なところ手抜きで
す。早退の方、ご遠慮なくどうぞ。

平原　立志 林さん、卓話ご苦労様です。
三好　哲生 12/18㈫のクリスマス例会、私は

親睦委員長でしたが欠席致しまし
た。委員会メンバーの方々にお礼
申し上げます。

飯尾　寛治 クリスマス例会お世話になりまし
た。

水口　義継 先週のクリスマス家族会では、約
20年ぶりにサンタさんになりまし
た。小さなお子様達の夢を壊した
のではと心配しています。

白塚　重典 クリスマス例会欠席してすみませ
んでした。

佐々木　淳 クリスマス会に参加できず申し訳
ありません。来年こそはチビ₂人
を連れて参加します。林さん2012
締めの卓話、楽しみにしています。

二神　良昌 今年一年皆様お世話になりまし
た。来年もよろしくお願いします。

五味　久枝 今年一年お世話になりました。皆
様良い年をお迎え下さい。

羽牟　正一 ₈月に入会させて頂きました。来
年も宜しくお願いします。

河田　正道 来年もよろしくお願いいたしま
す。

大森　克介 一年間色々お世話になりました。
米山　徹太 今年もお世話になりました。
棟方　信彦 本日メリークリスマス！
髙石　義浩 クリスマスで。
佐藤　昭美 忘年会の皆勤賞、有難うございま

した。
渡部　浩三 ₄人目の孫が出来ました。もう一

人のおじいちゃんが東クラブにい
ます。

高橋　伸定 （ご夫人誕生祝）
（なんとなくニコニコ）宮内
早　退　　浜田（今年も皆様にお世話になりま

した。皆様良いお年をお迎え下さ
い。）、児玉（聡）（今年一年、あり
がとうございました。）、西野（今

年一年、ありがとうございました。）

卓　話　「年の終わりに」
林　純之介　会員

　間もなく入会10年。₄回目の卓話。また、会
長として₁年間、例会ごとに挨拶というか、お
話をしてきて、新しくお話しすることはそんな
にない。仕事から手を引いてからもずいぶん
経ったので、きょうは「手抜き」卓話というこ
とでご容赦願いたい。今年のロータリーは、先
週のクリスマス家族例会で、区切りが着いたよ
うにも思うので。
　腰を痛めてからの私はゴルフを止めた。ロー
タリー以外にやることがないのは寂しいので、
女房の勧めもあって油絵を始めた。とても大器
晩成とはいかないが、絵を描いているときは、
腰の痛みもいつの間にか忘れているので、まあ、
よかったかと思っている。
　去年、年賀状に自分の絵をプリントして送っ
たところ、昔の会社の先輩から「良く描けてい
る。これからは林画伯とお呼びしなければなり
ませんなあ」と返事がきて、恥ずかしながらニ
ンマリした。しかし、「画伯」には、「絵を売っ
て生活の糧とする」というような意味があるの
では、と気になって調べてみたら、①絵を描く
人、②①の尊称とあって、売れるかどうかとは
関係がないことが分かった。しかし「尊称」と
あるからには、自分で「画伯」を名乗るのはお
かしいようだ。
　次に。NHKの放送で知ったのだが、「愛媛₂
位」「香川₅位」「徳島18位」「高知20位」、これ
はいったい何に関してと思われますか。実はこ
れ、2011年に各県で発生した万引きの件数を、
人口比で並べた場合の悪い方からの順位。ちょ
いと情けないと思いました。
　NHKの放送はこのうち香川に絞っていまし
た。というのも、香川は前の年は堂々のワース
ト₁だったそうです。そこで香川県警と香川大
学で「何とかしよう」ということで知恵を絞っ
た結果、₅位まで下がった、ということでした。
その「秘策」とは、隠しカメラや、警備員の
増強などではなく、「お客さんに声をかけよう」
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理事会報告

12月₄日㈫
①　退会届　宮田　信凞会員　（体調不良によ

り、12月末付で退会）　承認。

平成24年12月度理事会決議事項

という、金のかからない手。「こんにちは」「い
らっしゃいませ」はもちろん「何をお探しです
か？」「よろしかったらこの籠をお使いくださ
い」などなど。声をかけられた客の方では「顔
を見られた」「万引きをしようにもやりにくい
な」となったらしい。まだ、高松を拠点にする
ホームセンターと何店舗かを持つ本屋だけでの
実験だが、無視できない変化といえるだろう。
　さて、次は四国に月輪熊はいるだろうか？
私は10年前から四国には熊はいない、いやいな
くなったと信じていたのだが、高知のNPO法
人が調べたところ、10数頭の目撃情報が寄せら
れており、推測では30頭ほどいるとされるとの
こと。目撃情報が寄せられたのは高知と徳島、
それに愛媛の県境が交差するあたりの非常に狭
い範囲。この辺りは民家も少なく、熊のアタマ
数からすれば、餌を探すのに苦労がないのかも
しれない。月輪熊は四国では「絶滅危惧種」に
なっているそうだ。
　最後に。日経新聞木曜日のスポーツ面のコラ
ム欄に、むかし強打で鳴らした豊田泰光（西鉄
ライオンズ）が書いていた、今年の日本シリー
ズでの一場面。
　日本ハムファイターズの攻撃で、ランナー二
塁。巨人のキャッチャー阿部が、ショートと澤

村に「二塁に牽制球」のサインを出したらしい
（私はテレビでも見ていない）。しかし、ショー
トはすかさずベースカバーに入ったが、澤村は
普通のセットポジションのまま。「澤村のサイ
ン見落とし」と察知した阿部が、すぐタイムを
要求し、猛烈な勢いでマウンドに駆け寄り、澤
村をいきなりポカリとやった。叩いた強さはと
もかく、形相と罵倒する勢いは相当なものだっ
たらしい。阿部が澤村のサイン見落としに気づ
くのがもう少し遅かったら、澤村がそのまま投
げていたら、バッターが打ったボールが、がら
空きになったショートにとびヒットになったか
もしれない。しかし、₂塁ランナーも帰塁して
いただろうから、シングルヒットでは本塁には
帰れなかっただろう。とすれば見落としの怖さ
も、この場面ではそう大きいとは言えない。し
かし、それを阿部は見逃さずに₅万人の観衆の
前で激しく叱った。「澤村という男はそれぐら
いでメゲてしまうようなヤワなやつではない」
…ことも阿部の計算に入っていたら、なお立派
だが。
　いずれにしても、こんな小さな「管理」の積
み重ねが、ことしの巨人の絶対的な強さの裏に
あったのだろう。

例会記録
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退会のお知らせ

㈶永頼会　松山市民病院
理事長　
宮田　信凞会員は、健康上の都
合により12月31日付で退会され
ました。ロータリー歴は40年
₃ヶ月でした。

学校法人松山大学
理事長・学長
森本　三義会員は、退任のため
12月31日付で退会されました。
ロータリー歴は₄年₁ヶ月でし
た。

12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
₄日 75（68） 55 20 74.32％ 2 77.03％ 0

11日 75（68） 55 20 75.34％ 3 78.38％ 0

18日 75（68） 41 34 56.94％ 8 66.22％ 0
25日 75（68） 43 32 58.90％ 9 70.27％ 0
平均 75（68） 48.5 26.5 66.38％ 5.5 72.98％ 0

例会日 区分

クラブニュース

誕生祝　 以下₄名　亀井（12日）、二神（14日）、泉
川（20日）、深見（28日）

結婚祝　 以下₈名　白石（省）（₅日）、北村（₈日）、
浦岡（₉日）、清田（15日）、吉川（18日）、
菊池（21日）、佐々木（22日）、白石（恒）（24日）

創業祝　 以下₇名　結城（₈日）、羽牟（10日）、
濱本（20日）、和田（20日）、佐々木（28日）、
田代、児玉（聡）

12月のお祝い

₁．ガバナー月信
₁．会報10月号・11月号
₁．ライト＆ライフ
₁．近隣ロータリークラブ例会予定表

配　付　物

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/

（木村ガバナー公式訪問例会）

（クリスマス忘年家族例会）
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