
ロータリーは
世界をつなぐ

2019～2020年度国際ロータリーのテーマ

2019～2020年度
国際ロータリー会長
マーク・ダニエル・マローニー

巻頭メッセージ

　　S.A.A. として
S.A.A.　浜　田　修　一

　2019－2020年度も半年が経とうとしています。

　例会も、全員の協力で順調に進んでいると思います。

　短時間の例会なので、今後も会長・幹事はじめ会員で無駄をなくし、有意義な時

間を共有し、会を盛り上げ、例会への出席意欲が湧くようにしましょう。

　昨年あたりから出席率が低く少し寂しい気がします。

　皆さんご多忙とは思われますが、“火曜はロータリー”の意識を強く持っていた

だきまして、例会出席され、多くの人達と親睦を深め、情報を得たり提供したり、

全員でこの例会の価値を高め出席することが楽しみで意義あるものにしようではあ

りませんか。

　各人この意識を共有し、出席率を上げましょう。

　S.A.A.としての任務から少し外れるかもしれませんが、この機会を借りまして述

べさせていただきます。

  “火曜はロータリー”

例会予定
 1 月 7 日㈫…「年男は語る」

 1 月14日㈫…「ウイスキーあれこれ」
高梨　明治会員

 1 月21日㈫…中間クラブ協議会

 1 月28日㈫…中間クラブ協議会
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例会記録

第3471回例会　2019年12月３日（火）

出席会員　70（65）名中47名　出席率69.12％

　　前回訂正出席率76.81％

欠席会員　23名　土居、堂野、二神、鮒田、市

川、菊野、河野、三好、守谷、名本、西原、

大塚、大橋、大森、尾谷、左納、菅井、髙

石、鶴田、浦岡、山添（亀井、田代）

ゲスト　２名　 伊藤　克己（第5100地区オレゴ

ンセーラムサンライズＲＣ）

　　　　　　　伊藤　泰子

ニコニコ箱

三原　英人　オレゴンから来て頂きました伊藤

様ご夫妻のご出席を大歓迎いたし

ます。

中住　義晴　久しぶりにオレゴンから伊藤夫妻

をお迎えでき、うれしい限りです。

浜田　修一　伊藤さん、よくおいで下さいまし

た。今日はゆっくりして楽しんで

下さい。

宮﨑　修一　孫の誕生

吉村　紀行　職場訪問例会に皆様ご協力いただ

きありがとうございます。

田中　和彦　ラグビー早明戦は敗け、ゴルフの

渋野も賞金女王になれず、ＦＣ今

治も最終戦勝てず。応援するチー

ムがすべてだめだった土・日でし

た。

河内　広志　今日12/ ３は「サン（３）クス」の

語呂合わせから一年の最後の日で

ある12月に一年の労をねぎらい、

妻に感謝する日です。ロータリア

ンの皆様頑張りましょう。

深見　邦芳　（会員誕生祝）泰子さんをお迎え

し良い誕生記念になりました。

五十嵐　修　（結婚記念祝）（創業記念祝）

清田　明弘　（結婚記念祝）

佐々木　淳　（結婚記念祝）（創業記念祝）

結城　　旬　（創業記念祝）

（なんとなくニコニコ）　米山　

早　退　　木下（英）、倉田（満）、玉置、佐々木

卓話　「人生色々」

第5100地区オレゴンセーラムサンライズRC

 伊藤　克己氏

　御紹介いただきました国際ロータリー 5100

地区青少年交換委員会元日本担当委員長の伊藤

です。生まれは昭和18年３月18日東京で幼少時

は、東京奥沢で過ごし、奥沢小学校は５年生

迄、そして６年生の時、品川区の第３日野小学

校転校で、  両親の転校理由は、病弱で依頼心の

強かった性格向上の為でした。日野中学にも通

い、両親は私に常に苦言を呈していました。そ

れは：“初心を学べ、又初心を成就せんば再び

此の地を踏まず”との教えでした。独協高校に

進み、その当時から徐々に独立心と世界市民と

しての目覚めに気がつく様になり、北海道大学
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例会記録

で教鞭を執られたウィリアム・クラーク博士の

名言“少年（少女）よ大志を抱け、若者は大き

な志を持つことによって、大きな夢を達成出来

る”に感銘を受け、その後、一橋スクールオブ

ビジネスを第一期生で卒業し、夏休みを沖縄琉

球ホテルでホテルマネジメントの修行をし、大

学は上智大学国際学部で２年間学び、その後英

語の勉強をして、“百聞は一見に如かず”の心

に従って当時ではあまり例のなかったアメリカ

海外留学を決め、両親の承諾の元、米国西海岸

のオレゴン州都セーラム市にある西部で一番

古く設立されたウィラメット大学に３年編入

で1967年9月から卒業迄の２年間（1967年９月

→1969年５月）をオレゴン州セーラム市で過ご

しました。

　ウィラメット大学への転入学前の１ヶ月

（1967年７月より８月迄）は99ドル99日間有効

なグレイハウンドバスでのアメリカ観光旅行を

して西海岸、東海岸、カナダ主要都市と米南部

等を旅行しながら英語の研修に励みました。

　ウィラメット大学卒業後の1969年５月中旬か

ら２週間は東京家政学院大学和裁科教授の母と

アメリカの西部と東部にある家政科の大学等の

視察旅行に通訳として同行しました。

　セーラム市に戻った後は、1969年６月より１

年間学生ソーシャルワーカー研修生としてオレ

ゴン州立精神病院で精神病患者の治療方法等を

学び、又1970年６月より2003年６月迄33年間オ

レゴン州の公務員として厚生局勤務し、局内５

部局で働きました。

　1969年11月オレゴン州セーラム市にて地元女

性と結婚し、グリーンカード（永住権）を取得し、

1989年６月に離婚、子供は１男１女を授かり、

現在はそれぞれ独立してニューヨークとバージ

ニアに住んでいます。

　この経験から学んだ事は、“忍耐は成功の父

であり、寛容は成功の母である”との事です。

1996年６月３日当時松山ロータリークラブ事務

局に勤めていた山内泰子と再婚して、今日迄一

緒に苦楽を共にしながら生活しています。ロー

タリー入会は1987年２月23日セーラムサンライ

ズクラブのチャーターメンバーの一人で入会

し、その後クラブ青少年交換委員長、クラブ

会長、地区分区代理、ガバナー補佐、地区青少

年交換委員会の副委員長、委員長等を歴任して

2019年７月１日付で23年間の奉仕後、勇退しま

した。

　この間国際ロータリー青少年交換プログラム

運営上の悲劇等も経験し、そこから現在使用さ

れている危機管理のマニュアル化の原本の作成

等も行いました。

　D2670とD5100との青少年交換プログラム

は、私の前の日本担当委員長の故レイフィール

ド氏が1970年代後半に設立後、私の日本担当指

令後も脈々と継続しており、今後の継続も切望

致します。

　昨年（2018－2019）は、D5100対伊予ロータ

リークラブとの青少年交換プログラムに加え、

D5100対松山北ロータリークラブとの青少年交

換プログラムも始まりました。青少年交換の真

髄は、国際親善大使としての役割を通し、国際

理解を深め、又友情を育み、国際社会人、又指
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－年次総会‥次年度役員選出－

出席会員　70（65）名中48名　出席率70.59％

　　前回訂正出席率78.26％

欠席会員　22名　浅田、五十嵐、石橋、市川、

木下（裕）、清田、松田、三浦、三好、名本、

西原、大橋、大美、左納、志鷹、髙石、高

梨、田中、浦岡、柳谷（亀井、田代）

ビジター　１名　立部　祐道（宗像ＲＣ）

ニコニコ箱

中住　義晴　12月７日　奥道後で行われた８ク

ラブ合同コンペでドラコン賞を頂

きました。

前田　克哉　中住さん、エージシュートおめで

とうございます。

米山　徹太　 先日の第Ⅱ分区合同ゴルフ楽し

かったですね。

鮒田　好久　清水社長、みきゃんパークオープ

ンおめでとうございます。

伊東　秀訓　年末ジャンボ宝くじ購入ありがと

うございました。

河内　広志　今日は「世界人権デー」です。Ｒ

Ｉも人権が根っこにあり、様々な

活動をしております。

窪　　仁志　来週のクリスマス例会に出席でき

ません。よろしくお願いします。

二神　良昌　（会員誕生祝）

（なんとなくニコニコ）河野、守谷（早退）

早　退　　土居、倉田（満）、大塚、筒井（申し

訳ありません）

第3472回例会　2019年12月10日（火）

導者として国際平和の為、寄与する事です。

　かつての国際ロータリー会長のウィルヘル

ム・ステムハマー氏（スウェーデン出身）が言

われた言葉があります。

　“もし、全世界中の17歳の若者が青少年交換

プログラムに参加するならば、きっと世界平和

は実現するだろう”

　青少年交換プログラムは本当に素晴らしい企

画であり、これからますます進化発展してもら

いたいと思います。
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－クリスマス忘年家族例会－

於‥松山三越

出席会員　70（65）名中32名　出席率48.48％

　　前回訂正出席率58.82％

欠席会員　38名　土居、堂野、浜田、原田、市川、

伊東、勝見、加藤、菊野、清田、窪、倉田

（剛）、倉田（満）、河野、児玉、松田、宮﨑、

三好、守谷、名本、西原、大塚、大橋、大

美、尾谷、左納、志鷹、清水、筒井、鶴田、

浦岡、山添、結城、吉村（深見、亀井、田

代、玉置）

ご 家 族　26名　

第3473回例会　2019年12月17日（火）
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理事会報告

12月３日㈫

①当クラブホームページについて　承認。
②松山東ＲＣ村上会長より、伊予銀行のネット
バンキング開設依頼について　承認。

令和元年12月度理事会決議事項

誕生祝　 以下５名　亀井（12日）、二神（14日）、西原
（16日）、泉川（20日）、深見（28日）

結婚祝　 以下４名　五十嵐（８日）、浦岡（９日）、清
田（15日）、佐々木（22日）

創業祝　 以下９名　結城（８日）、尾谷（10日）、濵本
（20日）、倉田（満）（20日）、柳谷（25日）、
五十嵐（27日）、佐々木（28日）、鮒田（28
日）、田代

１．ガバナー月信
１．近隣ＲＣ例会予定表

12月のお祝い 配 付 物

クラブニュース

退会のお知らせ

弁護士法人松山中央法律事務所　所長　市川　武志会員は
一身上の都合により、12月31日付けで退会されました。
ロータリー歴は10年８か月でした。
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クラブニュース

区分例会日 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 70（65） 47 23 69.12％ 6 76.81％ 0

10日 70（65） 48 22 70.59％ 6 78.26％ 1
（クリスマス忘年家族例会）

17日 70（65） 32 38 48.48％ 8 58.82％ 0

平均 70（65） 42.3 27.7 62.73％ 6.7 71.30％ 0.3

12月中の出席報告

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

　令和元年12月７日㈯に奥道後ゴルフクラブにて開
催されました。
　今回は北条RCにお世話をして頂きました。北条・
松山西・松山南・松山北・道後・松山の６クラブか
ら39名のロータリアンが参加しました。松山RCか
らは、中住会員・関会員・二神会員・結城会員・菅
井会員・前田会員・木下（裕）会員・米山の８名が
参加しました。
　各クラブ上位３名のスコアで競うチーム対抗戦で
は松山RCは５位でした。このような中、特に奮闘

して頂いたのは中住会員でした。46：44の90でラウ
ンドし117回目のエージシュート。又、90歳でドラ
コン獲得！さすがです！また今回初参加の木下（裕）
会員も45：42で11位と活躍して頂きました。これか
らも宜しくお願いします。
　今回も他クラブとの懇親を深めることができ、と
ても楽しい会となりました。
　お世話頂きました北条RCの皆様に感謝申し上げ
ます。
 （記　米山　徹太）

団体戦優勝は松山西ロータリークラブ
個人戦優勝は道後ロータリークラブ　渡部　晋爾会員
中住会員　117 回目のエージシュート　ドラコン獲得

団体戦結果
順位 クラブ名
優勝 松山西RC
２位 松山北RC
３位 松山南RC
４位 道　後RC
５位 松　山RC
６位 北　条RC

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/
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クラブニュース
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