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　　 S.A.A.として

巻頭メッセージ

１月１日㈫…元日のため、休会

１月₈日㈫…「年男は語る」

１月15日㈫…「つぶやき₃分リレー」

１月22日㈫…「職場訪問例会」
於：㈱よんやく

１月29日㈫…「つぶやき₃分リレー」

例会予定

S.A.A.　児　玉　義　史

　2018－2019年のロータリー年度が始まって半年が経とうとしています。
　浜田会長の提唱される「楽しんでロータリー」の言葉通りに、毎回楽しい例会が開
催されているように思います。ロータリークラブにとっては、「奉仕の精神」とともに、
会員同士の親睦や友情を深めることや毎週の例会を楽しむ精神を養ってゆくことも極
めて重要なことと思われます。
　毎週の例会における浜田会長の、歯切れよく、且つ深い知識と教養に溢れたご挨拶
は、まさに「楽しい例会」の始まりに相応しいものでありましょう。その楽しい例会
が更に楽しいものになりますよう、S.A.A.として、非力ながらお手伝いをしたいと考
えているうちに半年が経過してしまいました。毎週の例会以外にも、火曜会、クリス
マス家族例会や残り半年のうちに行われる植樹、お花見例会等々、全てが楽しく有意
義で、会員相互の親睦や相互理解に資するものになりますよう、浜田会長を側面から
応援してゆきたいと思っております。
　会員の皆様、残り半年も皆で精一杯楽しみながら、各々がクラブのために出来るこ
とを出来る限りやってゆきましょう。よろしくお願いいたします。



例会記録

−年次総会：次年度役員選出−
出席会員　75（66）名中51名　出席率73.91%

前回訂正出席率80.00%
欠席会員　24名　浅田、二神、林、原田、五十

嵐、市川、勝見、加藤、木下、河内、三浦、
森、西原、大塚、大橋、桜田、舘、柳谷（飯
尾、亀井、佐藤、関（宏）、田代、浦岡）

ニコニコ箱
名本二六雄	 復帰致しました。半年間留守を致

しました。何とか復帰出来ました
ので従来どおりよろしく御願い致
します。

石橋　和典	 名本先生、ご復帰おめでとうござ
います。三原副会長、日曜の財団
では大変お世話になり、ありがと
うございました。

田中　和彦	 昨夜、今年の伊丹十三賞を受けた
磯田道史さんのすばらしい講演を
きけました。

吉村　紀行	 三原さん会長選出おめでとうござ
います。

米山　徹太	 色々バタバタし始めましたね。
泉川　孝三	（会員誕生祝）、早退
村井　重美	（会員誕生祝）
野村　靖記	（会員誕生祝）（ご夫人誕生祝）
深見　邦芳	（会員誕生祝）
（なんとなくニコニコ）　伊藤、関（啓）、高橋
早　退	 土居、倉田、宮崎、西村、佐々木、

玉置（昨夜無事に伊丹十三賞受賞
記念、磯田道史さんの講演会が終
わりました）

出席会員　75（66）名中41名　出席率59.42%
前回訂正出席率72.86%

欠席会員　34名　堂野、二神、鮒田、羽牟、林、
原田、五十嵐、市川、伊藤、岩間、加藤、
倉田、三浦、三好、村井、甕、森、西原、
大塚、大橋、佐々木、左納、塩崎、菅井、
高梨、高橋、舘、鶴田（飯尾、亀井、佐藤、
関（宏）、田代、浦岡）

ビジター 　₁名　佐々木善康（西条RC）
ニコニコ箱
吉村　紀行	 卓話がんばらせていただきます。
菊野　先一	 吉村さん楽しみにしてます。
児玉　義史	 吉村さん、卓話楽しみにしており

ます。
浜田　修一	 先日の合同ゴルフコンペにて、松

山クラブが優勝致しました。あり
がとうございました。

米山　徹太	 先週土曜日の近隣RCゴルフコン
ペ、松山RCが団体戦優勝しまし
た。又、中住さん107回目のエー
ジシュートおめでとうございま
す。

河内　広志	 今日は世界人権デーです。全ての
人間は、生まれながらにして自由
であり、尊厳と権利について平等
である。平和は「人」から始まる
と考えるロータリーは平和推進者
の世界的ネットワークを築いてい
ます。

田中　和彦	 浅田真央があれだけ失敗したトリ
プルアクセルを、簡単にクリアー
した16歳!!　紀平さん、今度は₄
回転を目指すそうですね。時代は
変わりますね。

　第3424回例会　2018年12月４日（火）

　第3425回例会　2018年12月11日（火）
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例会記録

福田　正史	 寒いですねえ〜！
清田　明弘	（結婚記念祝）
（なんとなくニコニコ）　守谷
早　退　　筒井（申し訳ありませんが、本日早

退させていただきます。）

卓　話　「40年ぶりの相続法大改正」
吉村　紀行　会員

　民法の相続に関する法律部分等が約40年ぶり
に改正され、その内容をお話しさせていただき
ました。
　誤解を恐れずにざっくり申し上げますと①権
利者から請求があってからも六か月の居住権を
認める配偶者短期居住権の新設、②配偶者が亡
くなるまで自宅に住める権利を認め、不動産を
取得するよりも安く算定して配偶者の生活費も
算出できるようにしようとする配偶者居住権
の新設、③配偶者から生前に自宅不動産などを
贈与されていた場合は相続時に計算に入れなく
ても良いものとする持戻し免除の意思表示推定
規定、④相続人全員の同意が得られなくても金
融機関に対する一定の割合の預貯金の払戻請求
権を認めた制度の創設、⑤財産目録がパソコン
などで作成されていても自筆証書遺言として認
める自筆証書遺言の方式緩和、⑥法務局におけ

る自筆証書遺言の保管制度の創設（遺言書保管
法）、⑦遺留分減殺請求制度の見直し（㋐遺留
分権の行使によって共有関係が当然に発生する
ものではなく、遺留分侵害額に相当する金銭債
権が生ずるものとしつつ㋑受遺者等の請求によ
り、金銭債務の全部又は一部の支払につき裁判
所が相当の期限を許与することができるように
する。）、⑧相続人以外の者の貢献を考慮するた
めの方策、など弁護士からすればなかなかの大
改革といえる相続法改正の説明をさせていただ
きました。ちなみに改正法が施行されるのは以
下の日程です。
　身近でない法律の話をお話しするのは難しい
な、と思いながらの卓話でしたが、良い経験に
なりました。

原則　
　2019年（平成31年）７月１日
自筆証書遺言の方式の緩和　
　2019年（平成31年）１月13日
配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設
　2020年（平成32年）４月１日
法務局における自筆証書遺言の保管制度新設
　2020年（平成32年）７月10日

−クリスマス忘年家族例会−
於：㈱伊予鉄髙島屋

出席会員　75（66）名中42名　出席率61.76%
前回訂正出席率75.71%

欠席会員　33名　浅田、土居、堂野、原田、市川、
伊藤、岩間、勝見、加藤、清田、窪、倉田、
河内、三原、名本、西原、西村、野村、大塚、

大橋、左納、清水、関（啓）、舘、柳谷、吉
村（深見、飯尾、亀井、佐藤、関（宏）玉置、
浦岡）

ゲ ス ト　₁名　田村　祐子
　　　　　　　　（サンドアートパフォーマー）
ご 家 族 　26名

　第3426回例会　2018年12月18日（火）
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理事会報告

平成30年12月度理事会決議事項

12月₄日㈫
①退会届　飯尾　寛治会員　承認。

②出席免除者の皆勤賞取り扱いについて　　　
承認。
③次年度地区新世代小委員会委員選出について
承認。

クラブニュース

退会のお知らせ

飯尾小児科・内科　院長
飯尾　寛治会員は、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34年₂か月でし
た。

㈱SPC　取締役相談役
関　宏康会員は、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56年₆か月でし
た。

誕生祝　	以下₈名　舘（₅日）、亀井（12日）、二神
（14日）、西原（16日）、泉川（20日）、野村
（23日）、福田（25日）、深見（28日）

結婚祝　	以下₆名　森（₃日）、五十嵐（₈日）、浦岡（₉
日）、清田（15日）、佐々木（22日）、桜田
（23日）

12月のお祝い

₁．ガバナー月信
₁．近隣RC例会予定表

配　付　物

創業祝　	以下₉名　結城（₈日）、羽牟（10日）、濵
本（20日）、倉田（20日）、柳谷（25日）、
五十嵐（27日）、佐々木（28日）、鮒田（28
日）、田代
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クラブニュース

　平成30年12月₈日㈯に松山ゴルフ倶楽部にて開
催されました。今回は松山北RCにお世話をして頂
きました。松山北・松山東・松山西・松山南・道後・
松山の₆クラブから41名のロータリアンが参加し
ました。松山RCからは、浜田会長・中住会員・関（啓）
会員・村井会員・二神会員・宮崎会員・結城会員・
佐々木会員・米山の₉名が参加しました。各クラ
ブ上位₄名のスコアで競うチーム対抗戦では松山

RCが優勝しました。₂年連続です。また、個人の
スコアでは中住会員が89歳でスコア89を出し107回
目のエージシュートを達成されました。各クラブ
の会員と回り親睦が更に深まりました。重ね重ね
お世話をしていただいた松山北RCさんにお礼申し
上げます。これからも多くの皆様の参加をお待ち
しております。

（記、米山	徹太）

ゴルフ会より　愛媛第Ⅱ分区RC親睦合同ゴルフコンペのご報告

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/

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（66） 51 24 73.91% ₅ 80.00% 0
11日 75（66） 41 34 59.42% 10 72.86% 1

（クリスマス忘年家族例会）

18日 75（66） 42 33 61.76% 11 75.71% 0
平均 75（66） 44.7 30.3 65.03% 8.7 76.19% 0.3

例会日
区分

順位 クラブ GROSS HDCP Net
優勝 松 山 Ｒ Ｃ 387 87.6 299.4
₂位 松山南ＲＣ 405 103.2 301.8
₃位 松山北ＲＣ 370 66 304

団体の部 （各クラブ上位₄人のネット合計順）

（敬称略）

ダブルペリア

順位 氏　　　名 クラブ OUT IN 計 HDCP Net
優勝 東　　　武 松山南 52 42 94 22.8 71.2
₂位 浜田　修一 松　山 48 47 95 21.6 73.4
₃位 大塚　敏彦 道　後 43 48 91 16.8 74.2
₄位 中野　英文 松山東 41 49 90 15.6 74.4
₅位 村井　重美 松　山 52 48 100 25.2 74.8

同NETは年長者

個人の部

松山ロータリークラブ、チーム対抗戦 ₂年連続優勝‼
中住会員、107回目のエージシュート達成‼
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