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巻頭メッセージ

　　社会奉仕委員会
担当理事　村　井　重　美

　本年度の社会奉仕委員会を担当させていただく村井です。
　今回で、この委員会の理事は３回目となり何か定番化した様です。今から四年前
にゴミ拾いについて、環境保全委員長の時に環境保全委員会は何をしたら良いので
すかと聞くと、植樹委員会のお手伝いをお願いしますと聞き、それでは環境保全の
意味として植樹委員会を手伝いながら何かできる事を思い、植樹の後に二人１組で
粟井の海岸やその近辺の国道１９６号や風和里の里、近辺の道路沿いなどのゴミ拾い
と、家族で出来る環境保全活動が始まりました。毎年少しずつですが継続する事で
地域のゴミが綺麗になっていると思います。
　この目的は一人一人がゴミを出さない習慣を持ってもらえる事だと思います。
　又今年はコロナウイルスの影響で大々的なゴミ拾いや植樹の催しをすることは縮
小しながら参加人数を最小限に抑えて昨年植えたメンテナンス含めて植樹の植え込
みをいたします。６年前より北条の此の海岸に植樹した黒松が徐々に大きく育って
おり、今後１５年ぐらいすると大きな森となり小鳥や小動物の遊び場となり動物の鳴
き声が聞こえると思います。
　この活動が継続し地域社会の人に役に立つことを願っております。

例会予定
 4 月 7 日㈫…定款第６条第一節適用によ

り、休会

 4 月１4日㈫…定款第６条第一節適用によ
り、休会

 4 月2１日㈫…定款第６条第一節適用によ
り、休会

 4 月28日㈫…定款適用により、休会
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例会記録

第3481回例会　2020年３月３日（火）

出席会員　69（64）名中47名　出席率71.21％
　　前回訂正出席率74.24％
欠席会員　22名　堂野、鮒田、伊東、勝見、河

野、児玉、三好、名本、西原、大塚、大橋、
大美、塩梅、志鷹、清水、髙石、立松、筒
井、浦岡（亀井、田代、玉置）

ニコニコ箱

林　　章二　3/26付で今治に転勤となりまし
た。短い間でしたがお世話になり
ました。どうもありがとうござい
ました。

三原　英人　先週の夜間例会では高梨さん河内
さんお世話になりました。

石橋　和典　木下さん、卓話楽しみにしていま
す。

倉田　　剛　木下さんの卓話楽しみです。
菅井　久勝　高梨さん、河内さん先週は有難う

ございました。木下さん卓話楽し
みにしています。

吉村　紀行　木下さん、卓話楽しみにしており
ます。

米山　徹太　第42回ライラセミナーが中止にな
りました。残念です。

窪　　仁志　ダイヤ改正（３月14日）のダイヤ
を配布させていただきました。

田中　和彦　昨日、腕時計を見たらカレンダー
が2月31日になっていました（笑）
本当の春が早く愛媛に来ますよう
に。

佐々木　淳　コロナパニックが早く収束すると
いいですね。

河内　広志　今月３月３日は語呂合わせから

「耳の日」です。松山クラブの大
先輩佐藤先生は偉大な耳鼻咽喉科
のお医者さまでした。

守谷みどり　バッジ忘れました。
加藤　修司　（会員誕生祝）
菊野　先一　（会員誕生祝）、（創業記念祝）本

日で創業145周年を迎えました。
今後共宜しくお願い致します。

宮﨑　修一　（会員誕生祝）
大森　克介　（会員誕生祝）、（結婚記念祝）
尾谷　牧夫　（結婚記念祝）
早　退　　土居、原田、倉田（満）、左納

卓話　自己紹介と会社紹介

� 木下　裕介　会員

　私は2019年11月に入会をさせて頂きましたの
で、早く皆様に私の事を覚えて頂ける様、この
度の卓話は、改めての自己紹介と会社紹介をさ
せて頂きます。
～改めて自己紹介～
 ・生年月日＝昭和５2年８月2０日（42歳）
 ・家族構成＝ 妻１人、子供３人（長女＝小学５

年生・長男＝小学３年生・次女＝
小学１年生）

 ・趣味＝ゴルフ、テニスその他スポーツ全般
 ・座右の銘＝ 過去は運命・未来は可能性、一期

一会
 ・資格＝ 電気工事士、１級電気工事施工管理技

士、消防設備士、2級船舶etc.

～社会人になってからの歩み（抜粋）～
1997年　三徳電機株式会社入社
1999年　人生最大のピンチ
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激しい喉の痛みと4０℃の高熱により、
病院を受診したところ、咽頭がんの可
能性が高いと診断され、四国がんセン
ターへ入院。しかし手術及び検査を
行った結果、がんでは無く重度の扁桃
炎であった事が判明し、事なきを得ま
した。

2008年　結婚いたしました。
2011年　東京出張時に東日本大震災に遭遇

東京都内にて出張の業務を終え、羽田
空港へ向かう途中、品川付近走行中の
電車内にて東日本大震災発生により電
車内に約2時間閉じ込められました。
脱出後は帰宅難民の一人となってしま
い、深夜まで徒歩で都内をさまよいま
した。後日、運行再開した新幹線で愛
知県まで行き、飛行機にて何とか愛媛

へ戻ることが出来ました。
2014年９月　代表取締役社長に就任し現在に至

る…。

～会社紹介～
　三徳電機株式会社は、1976年の創業以来、電
設事業とシステム事業を融合させた総合技術力
で、公共工事・民間工事における様々な電気設
備及び弱電・通信設備の構築に取り組む会社で
ございます。これからも複雑に変化し続ける社
会環境に対応しながら、技術の進歩に合わせた
新たなチャレンジを行ってまいります。そして
お客様のご要望に的確にお応え出来る企業であ
り続けるとともに、電気設備・通信設備のプロ
フェッショナルとして安全・安心で豊かな社会
づくりに貢献してまいります。
　今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

出席会員　69（64）名中40名　出席率59.70％
　　前回訂正出席率67.16％
欠席会員　29名　堂野、鮒田、浜田、林、伊東、

勝見、清田、窪、河野、児玉、三好、守谷、
名本、西原、西村、大塚、大橋、大美、塩
梅、志鷹、清水、髙石、高岡、高梨、筒井、
鶴田、浦岡（田代、玉置）

ゲスト　１名　中河　　裕（野村證券㈱支店長）

ニコニコ箱

加藤　修司　 尾谷さん卓話楽しみにしていま
す。

二神　良昌　 柳谷さん栄転おめでとうございま

す。コロナウイルス退散を祈願し
て。

佐々木　淳　 バッジ忘れ。柳谷さんお世話にな
りました。新天地でのご活躍をお
祈りしております。

亀井　義弘　 久し振りのクラブ訪問です。うれ
しくてニコニコしております。

宮﨑　修一　この環境下での開催に感謝です。
濵本　道夫　コロナに勝つ。
大森　克介　 早く新型コロナがおさまりますよ

うに。
左納　和宜　 コロナが早くおさまりますよう

に。

第3482回例会　2020年３月24日（火）
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前田　克哉　今日は在宅勤務からの参加です。
吉村　紀行　 久しぶりのロータリー開催を祝し

て＆コロナ終結を祈って。
米山　徹太　頑張ろう日本！
五十嵐　修　 本日は職場見学できず申し訳ござ

いません。
田中　和彦　 聖火ランナーをふるさと伊予市で

走れる予定だったのですが、まぼ
ろしになりそうです。ロータリー
再開を祝して。

河内　広志　 ３/24の３は、創造・自己表現を、
2は思いやり・協力を象徴し、４
は全体をつくる数とされ、ホスピ
タリティ関連が多く含まれること
から、思いやりのある社会を築く
ために、ホスピタリティを実現す
る日です。ホテル・旅館の日でも
あります。

卓話　名字について

� 尾谷　牧夫　会員

　私は昨年６月に大阪から松山に赴任してきま
した。
　「尾谷（オタニ）」という名字は結構珍しく、
日本の名字の多い順で4657番目だそうです。電
話でもよく「小谷（コタニ）さん」「大谷（オ
オタニ）さん」と間違えられます。
　一方、私の父方の実家は大阪の千早赤阪村と
いうところですが、ここには尾谷という名字の
家がたくさんあります。
　「尾谷」という名字の由来は“山の尾根・谷”

から来ているらしく、確かに千早赤阪村は尾根
と谷だらけです。
　私自身、子供のころから親戚に連れられてよ
く大阪近郊の山を歩いていました。やがて北ア
ルプスなどにも行くようになり、テレビ局に就
職後、カメラマンになってからも、なぜか山が
らみの撮影仕事を多くやりました。たとえば「富
士山からの生中継」「台湾の奥地での野鳥撮影」
「中国雲南省の高山地域の長期取材」、そして「ア
フリカのキリマンジャロ登山」まで経験しまし
た。
　これまでの自分の人生の一部は　「尾谷」と
いう名字に誘導されてきたような気もします。
　先日、松山城に登る道を歩いていると、「尾
谷門跡」という場所を偶然見つけました。なぜ
こんな珍しい名前の場所があるのか興味が湧
き、図書館に行って調べてみました。もしや大
阪の千早赤阪村とつながるのではないか……。
しかし、「尾谷門」について書かれている資料
はほとんどなく、またある本には「このあたり
の建造物は全く残っておらず、いつ、なぜ、消
滅したのか不明」と書かれてありました。残念
ながら結局、疑問は解けませんでした。
　私は、これまで愛媛県には住んだこともなく
親戚もいませんので、自分で自分をなんとなく
“よそ者”みたいに位置づけていたような気が
します。
　しかし、私が赴任するよりもはるかに昔から
松山市のど真ん中に、同じ珍しい名字の場所が
あったことを知り、松山と自分が少し近づいた
気がして嬉しくなりました。



―  5  ―

例会記録

出席会員　68（63）名中36名　出席率55.38％
　　前回訂正出席率64.62％
欠席会員　32名　堂野、浜田、林、原田、五十嵐、

泉川、伊東、勝見、菊野、窪、河野、児玉、
三好、守谷、名本、西原、西村、大塚、大
橋、左納、塩梅、志鷹、清水、髙石、高梨、
立松、筒井、鶴田、浦岡（亀井、田代、玉置）

ニコニコ箱

三原　英人　 村井さん、太田さん、石橋さん先
日の植樹ありがとうございまし
た。

加藤　修司　コロナに負けるな!!
尾谷　牧夫　１日も早くコロナ収束を願って。
村井　重美　コロナをコロットヤツケテ。
佐々木　淳　 加戸元知事／志村けんさん他コロ

ナ被害者の方々のご冥福をお祈り
いたします。

米山　徹太　志村けんさん、残念です。
倉田　　満　 バッジを忘れました。すみません。

本日で松山営業所を閉じますが、
引き続き松山におりますので、よ
ろしくお願いします。

鮒田　好久　 ふなやではお弁当をはじめまし
た。よろしくお願い致します。

河内　広志　 今日は３・３・１（耳に一番）と
いう語呂合わせからオーケストラ
の日でもあります。→松山モー
ツァルト会長の西村真也会員にピ
アノ伴奏をして頂いていることに
も感謝です。

松田　安啓　 （創業記念祝）お陰様でeatは25周
年を迎えました！

（なんとなくニコニコ）　土居
早　退　　中住

第3483回例会　2020年３月31日（火）



―  6  ―

３月３日㈫

①今後の例会開催について
　３/10、３/17休会とする　承認。
②今年度お花見家族例会について
　４月７日㈫　於：ふなや　承認。
③【連絡】次回理事会は４月14日㈫に行います。
　承認。

令和２年３月度理事会決議事項

３月24日㈫

①３/28㈯　植樹事業の件（報告）　承認。
②３/31㈫　例会開催の件　承認。
③４/７㈫　お花見家族例会の件　承認。

クラブニュース

理事会報告

退会のお知らせ

野村證券㈱松山支店　支店長　
柳谷　葉一会員は転勤により、
３月24日付で退会されました。
ロータリー歴は３年11か月でし
た。

四国ガス㈱取締役　常務執行役
員　林　章二会員は転勤によ
り、３月31日付で退会されまし
た。
ロータリー歴は３年７か月でし
た。

住友生命保険（相）松山支社　
支社長　河野　次郎会員は転勤
により、３月31日付で退会され
ました。
ロータリー歴は2年10か月でし
た。

東京海上日動火災保険㈱愛媛支
店長　筒井　政行会員は転勤に
より、３月31日付で退会されま
した。
ロータリー歴は１年11か月でし
た。

サントリー酒類㈱松山支店　支
店長　高梨　明治会員は転勤に
より、３月31日付で退会されま
した。
ロータリー歴は2年11か月でし
た。
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クラブニュース

誕生祝　 以下６名　鮒田（３日）、宮﨑（４日）、大森
（19日）、髙石（22日）、加藤（23日）、菊野
（27日）

結婚祝　 以下９名　高梨（６日）、山添（７日）、亀井
（17日）、西村（20日）、大森（24日）、尾谷
（24日）、原田（29日）、木下（英）（30日）、
村井（31日）

創業祝　 以下３名　菅井（１日）、菊野（３日）、大美
（22日）

１．ガバナー月信
１．会報１月号

３月のお祝い 配 付 物

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 69（64） 47 22 71.21％ 2 74.24％ 0

24日 69（64） 40 29 59.70％ 5 67.16％ 0

31日 68（63） 36 32 55.38％ 6 64.62％ 0

平均 68.7（63.7） 41 27.7 62.10％ 4.3 68.67％ 0

３月中の出席報告

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/

１・２月２ヶ月皆勤

以下29名　浅田、二神、浜田、濵本、林、石橋、泉
川、上甲、木下（英）、木下（裕）、清田、倉田（剛）、
河内、児玉、前田、三原、村井、西村、太田、大

森、菅井、関、高橋、立松、柳谷、結城、米山、深
見、中住




