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　　 S . A . A .

　カレンダーが₆月から₇月へ変わり例会の席が二つ移動しただけで、松山ロータ
リークラブの例会の様子がこれほど様変わりして見えるとは思いませんでした。
　S. A. A. と会長はどちらが月か分かりませんが『月とスッポン』くらい違うことを
知りました。ではS. A. A. の役割とは何でしょうか？半年間体験して思いますのは『会
長の気持ちを忖度して代わりに口に出して言う』ことかなです。
　それで言いますと『せっかく会長が一所懸命話しているんだから、もう少し静かに
聞いてよ』です。ホンの一部の方ですが、結構大きい声で楽しそうに話しています、
お若い方も目立ちます。今年の会長挨拶は少し長めなので会員相互のコミュニケー
ションの時間が取れないというご意見も有ろうかとは思いますが、優先順位として会
長挨拶と、出席・ニコニコ・幹事の三大報告はしっかり聞いていただきたいですね。
何も、一切話すなというのではなく音量に気をつけてくださいねと言っておりますの
でご理解ください。
　私も松山ロータリークラブに入会して、もう少しで30年がきますが一番嬉しく誇り
に思っておりますのは『松山ロータリークラブのメンバーは皆さん紳士で年齢が上だ
からとか、ロータリー歴が長いからといって偉そうにしたり無理な注文をする人がい
ない。これこそ真のジェントルメンの集まりだ』です。
　どんな組織も時間の経過とともに変質し劣化することが多いようですが、数多くの
素晴らしい先輩会員の方々が作ってくださった会風ですので、私の任期中にそれと違
うと感じたときはハッキリと指摘させていただきますので宜しくお願い申し上げてお
きます。

S. A. A.　玉　置　　　泰

巻頭メッセージ

₁月₇日㈫…「年男は語る」

₁月14日㈫…「胃・大腸癌で死なないために」
浦岡　正義会員

₁月21日㈫…中間クラブ協議会

₁月28日㈫…中間クラブ協議会2006〜2007年度
国際ロータリー会長
ウィリアム B・ボイド

2006‐2007年度国際ロータリーのテーマ

2013〜2014年度
国際ロータリー会長
ロン・バートン

2013〜2014年度国際ロータリーのテーマ

ロータリーを実践し

みんなに豊かな人生を

例会予定



例会記録

　第3188回例会　2013年12月３日（火）

　第3189回例会　2013年12月10日（火）

出席会員　74（67）名中57名　出席率79.17%
前回訂正出席率83.78%

欠席会員　17名　土居、五味、林、原田（満）、
市川、伊藤、菊池、御木、水口、三原、三
好、村上、長尾、大森、鶴田、浦岡（亀井）

ビジター　₁名　則内　健司（京都モーニングRC）
ニコニコ箱
清田　明弘	 年次総会です。よろしくお願いし

ます。
河田　正道	 来年度の役員の皆さま宜しくお願

い致します。
佐藤　昭美	 11月26日の新入会員を対象とした

オリエンテーションにおいて皆様
熱心に勉強していただき、嬉しく
思いました。

髙石　義浩	 ロータリーとはなんぞや、ご教授
ありがとうございました。

関　　宏康	 松山商工会議所の節電コンテスト

でSPCが最優秀賞を受賞しました。
玉置　　泰	 欠席が続きました。
二神　良昌	（会員誕生祝）
深見　邦芳	（会員誕生祝）
泉川　孝三	（ご夫人誕生祝）本日はよろしく

お願いします。
佐々木　淳	（結婚記念祝）12／22（創業記念祝）

12／28
白石　恒二	（結婚記念祝）12／24です。
白石　省三	（結婚記念祝）
濵本　道夫	（創業記念祝）12／20
和田　敏希	（創業記念祝）12／20　今月で農
	 林中央金庫は創立90年になります。
結城　　旬	（創業記念祝）大正₂年12／₈　

100周年です。今後ともよろしく
お願いいたします。

（なんとなくニコニコ）原田（達）、大塚、米山

出席会員　74（67）名中50名　出席率69.44%
前回訂正出席率75.68%

欠席会員　24名　羽牟、原田（満）、市川、兒玉
（義）、御木、水口、三原、三好、村上、諸
橋、長尾、永木、西野、西村、岡崎、大塚、
下田、白石（省）、洲﨑、田中、鶴田、浦岡
（亀井、中住）

ニコニコ箱
上甲　　泰	 卓話がんばります。
石橋　和典	 上甲さん、卓話何卒宜しくお願い

致します。
河内　広志	 上甲さん、クリケットの話大変楽

しみです。
菅井　久勝	 上甲さん卓話楽しみにしておりま

す。

髙石　義浩	 上甲会員、卓話ありがとうござい
ます。

小野　　茂	 上甲会員の卓話、楽しみにしてい
ます。

渡部　浩三	 上甲さん期待しています！
原田　雅仁	 先週、山本克司会員に従業員向け

に「日本国憲法における基本的人
権」について、講義をして頂きま
した。大変好評でした。教授に感
謝の意を込めて、ニコニコです。

山本　克司	 原田先輩、先週は四国電力で人権
講和をさせて頂きありがとうござ
いました。

矢野　秀俊	 12月ゴルフ会、北条カントリーク
ラブ　自然に囲まれた広々とした
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例会記録

フェアとグリーンを楽しみまし
た。

米山　徹太	 矢野さん、先日のゴルフ優勝おめ
でとうございます。中住さん、誕
生日割引券ありがとうございまし
た。

五味　久枝	 欠席が続き申し訳ありませんでし
た。

和田　敏希	 バッジ忘れ
佐野　秀司	（ご夫人誕生祝）12／12
清田　明弘	（結婚記念祝）12／15
（なんとなくニコニコ）林
早　退　　（土居、河田、佐々木、関（啓）、玉置）

卓　話　「ザ・クリケット」
上甲　　泰　会員

　It’ s	 not	 cricket.（フェアじゃない！）と言
われるほど公平性を大切にするスポーツ。
　クリケット（英：cricket、英語発音：クリ
キットゥ）は、フィールド上₁チーム11名の₂
チームによって半径70メートルほどの広大なオ
ヴァル：oval（楕円）でバットとボールを使用
する。
　オヴァルの中央には長さ22ヤードの長方形の
ピッチがある。一方のチームは打ち、出来るだ
け多くのラン（点）を得ようと試み、もう一方
のチームはボールを投げ・守備を行い、打者を
アウトにし攻撃側の得点を抑えようと試みる。
得点は打者がボールをバットで打ち、ピッチの
反対側の端に走り、アウトになることなくク

リースに触れることで加算される。イニングが
終わると攻撃と守備を交代する。
　全面芝のフィールドでプレイされ、試合中に
はティータイムもある。その優雅な雰囲気から、
「紳士のスポーツ」と言われる。英国ではラグ
ビーと共に上流階級がたしなむスポーツとされ
ており、イートンなど名門校の体育では必修種
目とされている。
　プロの試合の長さは₁チーム20オーバー（₁
オーバーは₆球）から、₅日間に渡って行われ
るテストまである。競技規則は国際クリケッ
ト評議会（ICC）およびメリルボーン・クリ
ケット・クラブ（MCC）によって維持されて
いる。16世紀に英国南部で初めてプレイされ、
18世紀末までには、国民的スポーツへと発展し
た。大英帝国の拡大によって海外でプレイさ
れるようになり、19世紀中頃には初の国際試合
が開催された。英国発祥のスポーツであるた
め、IND、PAK、BGD、LKA（スリランカ）、
AUS、NZL、ZAF（南アフリカ）、ZWE（ジ
ンバブエ）、West	Indies（西インド諸島）といっ
た英連邦では、ラグビーやサッカーと並び絶大
な人気を誇る。現在では100以上の国と地域で
プレイされている。
　競技人口はサッカーに次ぐ世界第₂位。オ
リンピックでは1900年のパリ大会において₁
度だけ採用されている。ちなみにICCはIOCと
FIFAに並ぶ世界₃大スポーツ競技組織団体と
考えられている。

　第3190回例会　2013年12月17日（火）

出席会員　74（67）名中46名　出席率63.89%
前回訂正出席率66.22%

欠席会員　28名　土居、二神、原田（達）、原田
（雅）、原田（満）、市川、伊藤、勝見、兼平、
菊池、清田、児玉（聡）、御木、水口、三原、

棟方、村上、長尾、永木、西村、大塚、佐
野、鶴田、浦岡、渡部、矢野（関（宏）、山内）

ビジター　₁名　石田　信正（道後RC）
ニコニコ箱
石田　信正	 本日お世話になります。
道後RC
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　第3191回例会　2013年12月24日（火）

−クリスマス忘年家族例会−
於：㈱松山三越

出席会員　74（67）名中47名　出席率65.28%
前回訂正出席率68.92%

小川　純生	 大変お世話になりました。今後と
も宜しく御願いします。

和田　敏希	 本日卓話をやらせていただきま
す。よろしくお願いします。

石橋　和典	 和田さん卓話宜しくお願い致しま
す。小川宮司さん大変お世話にな
りありがとうございました。今後
とも宜しくお願い致します。

玉置　　泰	 清田会長、折り返し点、目の前で
すね。

平原　立志	 クリスマス家族例会の大盛会を祈
りまして!!（来週欠席で申し訳あ
りません。）

西野　佳和	 日曜日、明年四国八十八ヵ所1200
年を前祝で松山市内八ヶ寺を一日
かけて何とか歩きました。

米山　徹太	 二神さん、高橋さん、先日は大変
お世話になりました。

福田　正史	 寒いので！
小野　　茂	（ご夫人誕生祝）12／22
（なんとなくニコニコ）五味、髙石（小川さん

お世話になりました。）
早　退　　河内、河田、佐々木（小川さん、本

当にお世話になりました。お疲れ
さまでした。）、関（啓）

卓　話　「農林中金90周年」
和田　敏希　会員

　農林中央金庫は2013年12月20日に90周年を迎
えます。組織の概要や歴史等をお話し致します。
　農林中央金庫は、農林中央金庫法を根拠法と
する民間の金融機関で、農林中金や農中の略
称で呼ばれています。JA（農協）、JF（漁協）、

JForest（森林組合）等の農林水産業者の協同
組織からの出資により設立され、JAバンクや
JFマリンバンクの安定的な資金調達基盤を背
景に、農林水産業者、農林水産業に関連する
企業等への貸出や国内外での多様な投融資を行
い、資金の効率的な運用を図り、出資者への安
定的な収益還元に努めています。
　系統組織について、農業の場合、農業者等を
組合員として、市町村段階でJAが、県段階で
は販売や金融等の事業ごとに県連合会や県本部
が、全国段階でも県段階と同様に事業ごとに全
国連が設置されています。そのなかで、農林中
金は貯金や貸出を行う信用事業の全国連です。
　農林中金の生い立ちですが、大正12年に産業
組合中央金庫として設立されました。当時、協
同組合を産業組合と呼んでいました。金庫設立
以前においても、農林水産業への融資を行う金
融機関は存在しましたが、当時の疲弊した農山
漁村の状況に鑑み、より積極的な対応をおこな
うべく、国策として政府出資もいただき設立さ
れました。
　昭和18年には農林中央金庫に改称し、戦後の
農地改革や農協等の発足を受け、農山漁村の復
興に尽力、昭和34年には政府出資の消却が完了
し、民間金融機関となりました。現在において
も、日本の農林水産業を支えていくこと、ひい
ては日本に暮らす全ての皆様に貢献することが
農林中金の使命となっています。
　県内においては、平成10年に32あったJAが
現在では効率的な経営等を目指して12に合併が
進んでいます。農業者や農業法人、そして地域
の皆様から愛され、選ばれる金融機関を目指し
てがんばっています。
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理事会報告

12月₃日㈫
①　退会届　水口義継会員（12月末で退会希
望。）　承認。
②　【事後報告】12／23㈪ロータリー財団地区
管理セミナー参加費について（副会長・副幹
事・次期財団委員長が出席。締切が間近だっ
たため、会長に確認の上、₁万円を各種会合
派遣費より拠出済みです。）　承認。
③　NPO法人国際地雷処理・地域復興支援の
会より寄付のお願い　否決。

④　ガバナー事務所より、フィリピン台風被害
支援について　否決。（独自支援を検討中）
⑤　第36回ライラセミナー費用の件　※参加費
は例年クラブ負担とし、交通費のみ本人負担
としています。（募集人数₁〜₂名）　承認。

12月10日㈫
①　退会届　小川純生会員（12月末で退会）　
承認。

平成25年12月度理事会決議事項

平成25年12月度臨時理事会決議事項

欠席会員　27名　安保、土居、原田（達）、原田
（雅）、原田（満）、平原、市川、伊藤、兼平、
菊池、御木、水口、棟方、村上、岡崎、大

塚、小川、佐野、白石（恒）、関（啓）、鶴田、
浦岡、和田、結城、横山（深見、関（宏））

ご家族　　46名
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退会のお知らせ

水口酒造㈱
代表取締役社長
水口　義継会員は、一身上の都
合により12月31日付で退会され
ました。ロータリー歴は18年で
した。（再入会分含む）

愛媛縣護國神社
宮司
小川　純生会員は、奉務の都合
により12月31日付で退会されま
した。ロータリー歴は₂年₉ヶ
月でした。

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/

誕生祝　	以下₅名　亀井（12日）、二神（14日）、泉川（20日）、福田（25日）、深見（28日）
結婚祝　	以下₆名　白石（省）（₅日）、浦岡（₉日）、清田（15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）、濵本（20日）、和田（20日）、佐々木（28日）、田代、児玉（聡）

12月のお祝い

クラブニュース

平成25年12月₈日㈰
於：北条カントリークラブ
参加者　�矢野、二神、佐々木、米山　計₄名

　第342回松山ロータリークラブゴルフ会が、平成
25年12月₈日㈰北条カントリークラブで開催され
ました。

　参加者は矢野会員・二神会員・佐々木会員・米
山の₄名です。優勝は矢野会員です（₂か月連続）。
　当日は天気も良く、少数ながらも非常に楽しく
プレイできました。₁月₂月は寒いためゴルフ会
は休会にする予定です。再開後は多くの皆様のご
参加をお待ちしております。　　（記・米山　徹太）

松山ロータリー・ゴルフ会　12月例会

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
₃日 74（67） 57 17 79.17％ 5 83.78％ 1
10日 74（67） 50 24 69.44％ 6 75.68％ 0
17日 74（67） 46 28 63.89％ 3 66.22％ 1

24日 74（67） 47 27 65.28％ 4 68.92％ 0
平均 74（67） 50 24 69.45％ 4.5 73.65％ 0.5

例会日 区分

（クリスマス忘年家族例会）
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