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　今年度のクラブ広報委員会の活動基本指針の一つが「ホームページの充実活用」で
あります。IT時代において企業や団体がホームページのひとつぐらいを構えるのは
当たり前となりました。私は今年度の当クラブのクラブ計画書において、「クラブ広
報担当理事を仰せつかりましたが正直申し上げて松山ロータリークラブのホームペー
ジはほとんど見たことがない、会員専用ページに入るID・パスワードすら忘れていた」
と告白しました。もちろん担当理事を仰せつかった後、我が松山ロータリークラブの
ホームページを見ました。なかなか立派なホームページです。
　ところで、このホームページを作るのにどれくらい費用がかかったのか、事務局に
教えてもらいました。125万円とのことでした。財政力豊かな松山ロータリークラブ
ではありますが、さすがに一回払いではなく平成22年度から24年度にかけて三分割で
制作代金を支払っています。最初にIT時代を迎えホームページのひとつくらい構え
るのは当たり前だと申し上げましたが、結構費用がかかるものだと感じました。そし
てふと、コストパフォーマンス（費用対効果）という言葉を思い出しました。

クラブ広報担当理事　渡　部　浩　三

巻頭メッセージ

₄月₇日㈫…お花見家族例会
於：常信寺

₄月14日㈫…「私の愛する
東京ヤクルトスワローズ」

三原　英人会員
₄月21日㈫…「自己紹介」

齋藤　明弘会員
₄月28日㈫…定款適用により、休会

例会予定



例会記録

　第3245回例会　2015年３月３日（火）

出席会員　73（65）名中55名　出席率76.39%
前回訂正出席率81.94%

欠席会員　18名　石橋、市川、勝見、菊池、御
木、三好、棟方、村上、中地、大塚、大橋、
下田、白石（省）、関（啓）、田中（昌）、鶴田、
安永（玉置）

ビジター　₄名　福岡　初彦（松山南RC）
寺川　洋史（　  〃  　）
桑野　晋一（　  〃  　）
藤岡　大輔（　  〃  　）

ニコニコ箱
福
松山南RC

岡　初彦 本日は宜しくお願いいたします。
寺
松山南RC

川　洋史 本日は宜しくお願いいたします。
桑
松山南RC

野　晋一 本日は宜しくお願いいたします。
藤
松山南RC

岡　大輔 本日は宜しくお願いいたします。
西野　佳和 福岡様、寺川様、桑野様、藤岡様、

本日はようこそお越しくださいま
した。

河内　広志 村山支店長、業界の楽しい卓話期
待しております。

林　　直樹 村山さん、卓話がんばってくださ
い。

米山　徹太 PETS、DTTSお疲れ様でした。
村山さん、卓話楽しみにしていま
す。

野村　靖記 ₃人目の孫が生まれました。
福田　正史 ひな祭りなので！
佐野　秀司 ひな祭りを祝って。
菅井　久勝 ひな祭りおめでとうございます。
田中　和彦 パスポートの更新に行ったら、写

真審査が厳しくてびっくりしまし
た。パスポート更新記念として…。

貴船　正憲 佐野さんの目力はヤバスギです。
村山さん、卓話がんばって下さ
い！

大森　克介 （会員誕生祝）₃月19日で73歳に
なります。

髙石　義浩 （会員誕生祝）₃月22日バースデー
でした。ありがとうございます。

佐藤　昭美 （結婚記念祝）₃月₂日、₃月₃
日は「耳の日」です。

関　　宏康 （結婚記念祝）
山内　　建 （結婚記念祝）55周年です。

（なんとなくニコニコ）白石（恒）、原田（達）
早　退　　原田（満）（結婚記念祝）、五味、左納

卓　話　「2020　地域誘客について」
村山　邦孝　会員

　弊社では、スポーツ事業部を設置し、スポーツ
イベントに力を注いでいます。例えば、₂月22日
に開催された「東京マラソン」の運営、昨年11月
に錦織選手で話題となった「ATPワールドツアー
ファイナル」や₆月開催のFIFA女子ワールドサッ
カーの公式代理店を務めたりと、観戦ツアーを設
けお客様をご案内するだけでなく、スポーツイベ
ントの運営業務を通じ地元へお客様を誘客する事
業に携わっております。
　そして国内最大のビッグスポーツイベントとい
えば、2020年開催の「東京オリンピック」。ここ最
近は、オフィシャルスポンサーが続々決定し、メ
ディアにも「東京オリンピック」をキーワードと
した企業活動や広報活動が盛んになってき始めま
した。
　そして、今日本は「インバウンド」の言葉に象
徴される「訪日外国人」の増加が顕著になってい
ます。先週までは、中国の「春節」に時期を重ね、
マスコミでも「豪華客船でやってきた大勢の中国
人ツアー」や「爆買」などの言葉が賑わせており
ました。松山城や道後温泉でも多くの外国人を見
掛けることが多かったのではないでしょうか。東
京・大阪・京都のホテルの客室稼働率は、インバ
ウンド需要の効果で非常に高い数値を保っている
ようです。
　一方、訪日外国人を取りこむために、全国の自治
体・観光協会等では「地域誘客」をキーワードに地
元観光関連産業と様々な施策を打ち、誘客活動を
行っています。
　本日は、2020年の東京オリンピックをフックと
した、「地域誘客活動」の一つである『事前合宿の
誘致』に関して、御紹介をさせて頂きます。
　まずは、東京オリンピックの概要を。一昨年の
2013年₉月にブエノスアイレスの第125次総会にて
決定された2020年₇月24日から₈月₉日開催の第
32回オリンピック競技大会と₈月25日から₉月₆
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例会記録

日開催の第16回パラリンピック競技大会。東京を
中心としたコンパクトなエリアでの開催をうたっ
た大会とされています。
　世界最大のスポーツイベントである一方、「文化
オリンピアード」と称する日本全国の文化の紹介・
文化交流のプログラムが展開されたり、「情報通信
技術」「ボランティア風土の醸成」「都市計画」など
の進化も期待できる、とされています。「レガシー
＝遺産」もキーワードになっています。スポーツ文
化のレガシー、競技のレガシー、国際理解のレガ
シー、などを東京だけでなく日本の地域にも広げて
いく良い機会と捉えられています。
　この様な間接的な地域への影響に加え、開催都
市ではない地域への直接的なオリンピックの効果
の一つに「事前合宿」があり、地域ではその誘致
事業が活発化されつつあります。
　「事前合宿」とは、選手にとっては時差調整など
の競技に向けての最終コンディション作りの場で
あると共に、自治体にとっては、①各国代表選手
の合宿は、シティーセールスとして内外にアピー
ル（例、日韓サッカーＷ杯のカメルーン合宿を誘
致した大分県中津江村の事例は顕著です。）できた
り、②交流事業などの取り組みによるボランティ
アに代表される地域市民のアイデンティティの確
立と青少年育成・競技力向上・国際理解教育等の
場であるとされています。（例：宮城県のある市は

「ホッケーのまち」として、将来を担う子供たちに
世界レベルのプレイに接してもらおうと事前合宿
の誘致を希望されています。）
　また、宿泊や交通機関の利用や、帯同家族やマ
スコミなどの観光などによる経済波及効果や社会
的効果が期待できます。
　社会的効果には以下の事が考えられます。　

◦報　道＝ マスコミにより新聞、テレビ等の紹
介によるシティーセールス効果

◦継続性＝ 合宿が行われたことにより、オリン
ピック終了後も高校、大学、社会人
の合宿申込

◦育　成＝ 青少年競技力の向上と指導者のレベ
ルアップ

◦教　育＝ 選手と触れ合うことにより、国際理
解を深める

◦活性化＝ 施設及び環境作りによる、今後の有
効活用と街づくり・地域活性化

　　　　　例： 少子高齢化を見据えて、ボラン
ティアとしてのシニアの活用

◦持続性＝海外（誘致国）との友好関係の構築
　　　　　例： 2002年FIFAＷ杯時の中津江村（当

時）とカメルーン代表との関係
　　2008年北京オリンピック時の香川県では、選手・
役員のべ600名、見学者のべ3,000人の主に北欧選
手の事前合宿の誘致に成功しました。選手・家族
に対しては、日本文化の紹介や「うどん」のおも
てなしなどが展開され、香川県内での学校では、

「北欧についての学習」や「北欧給食メニュー」が
提供されたりと、国際理解教育が推進されました。
また、合宿競技である「陸上」や「カヌー」など
の指導者講習会や体験教室が行われ、スポーツ文
化や競技文化の振興が図られました。
　この様に、「事前合宿の誘致」は、単なる来日人
数の数量だけで測られる誘致活動ではなく、人と
人との交流から生まれる「文化」や「教育」のク
ロスロードとなる活動であり、地域が主体となっ
て地域資源の魅力を再発見・再認識する街づくり
事業であり、その象徴となる、地域ブランド創造
事業のひとつであります。

出席会員　73（65）名中54名　出席率75.00%
前回訂正出席率76.71%

欠席会員　19名　五味、石橋、市川、菊池、貴
船、御木、村上、村山、西野、大塚、小野、
白石（恒）、白石（省）、高岡、田中（昌）、鶴
田、浦岡、結城（山内）

ニコニコ箱
伊藤慎一郎 ₃月25日転勤です。

下田　知行 本日卓話宜しくお願い致します。
河内会員、TV拝見しました。₁
月₄日に泊まることにします。

伊東　毅嗣 下田さん、卓話楽しみにしており
ます。

上甲　　泰 下田さん、卓話楽しみにしており
ます。

渡部　浩三 下田支店長、昨日はお世話になり

　第3246回例会　2015年３月10日（火）
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出席会員　72（64）名中51名　出席率71.83%
前回訂正出席率74.65%

欠席会員　21名　土居、福田、二神、五味、羽牟、
原田（達）、市川、勝見、菊池、御木、棟方、
村上、中地、大塚、大橋、小野、左納、下

田、田中（和）（亀井、玉置）
ニコニコ箱
佐野　秀司 長い間大変お世話になりました。

松山ロータリーの益々のご発展を
お祈り申し上げます。

例会記録

　第3247回例会　2015年３月17日（火）

ました。本日の卓話も期待してお
ります。

勝見　安美 ₃月18日、第37回卒園式です。
田中　和彦 南堀端につづいて、会社正面の西

堀端の「梅」が咲いてきましたの
で…。

佐野　秀司 寒暖差に負けない様に…。
村井　重美 今日が最後の雪かな？
浜田　修一 佐野さんが暇そうなので。

（なんとなくニコニコ）米山
早　退　　土居、二神、林、長尾（22日の植樹

もご参集の程よろしくお願いしま
す）、大森、玉置

卓　話　「最近の金融経済情勢について」
下田　知行　会員

　足許の景気を見ると、企業収益は最高益更新、
株価も高値圏で堅調に推移、原油安も大きなメ
リットとなる。賃金も緩やかに改善、物価は前
年比の上昇幅を縮小しており、実質賃金は改善
方向にある。日本経済全体のパイは拡大方向と
いえるが、こうした好材料にもかかわらず、景
気回復の実感には乏しい。これは、経済のパイ
拡大のメリットが大企業・製造業や株式保有者
などに偏在していること、₈％の痛税感が消費
者マインドの慎重化を招いたこと、年金支給額
の調整が先送りされた結果、消費税率の引き上
げと過去分の調整の実施が重なり、年金額が実
質₄％程度引き下げられシニア層の買い控えを
招いたこと、などが要因として考えられる。

　原油安の景気押し上げ効果として、貿易収支
の改善幅を₇兆円程度とする推計がある。日本
の名目GDPは約500兆円なので、これだけで経
済成長を約1.4%引き上げる。これは、消費税率
を₈%から₅%に戻す位のインパクトに相当す
る。
　政府は₂％成長の持続的な達成に向けて、女
性の活用推進を柱の₁つにしている。ただ、ス
ウェーデンを上回る女性の労働参加率を達成し
ても、2040年の労働人口は現在比約500万人減
少する。1980～2013年度の間、日本は年率2.1％
で成長したが、これは労働力の0.4%増加と労
働生産性の1.7％向上によるものである。仮
に、今後の労働生産性向上も1.7％とした場合、
2040年では600万人の増加が必要となる。すな
わち、差し引き1,100万人の外国人労働者（我々
の職場の₆人に₁人が外国人となる計算）が必
要となる。これを現実的でないと考えるならば、
従来以上の生産性の向上が必須となる。₂％成
長実現のハードルは上がっていることを直視す
べきである。
　地方創生は、少子化対策と経済成長を両立す
るには地方の生産性を高めるしかないという問
題意識に立っている。人口動態でみると、松山
市は10代・20代の女性が流入する一方、20代・
30代の男性は転出超となっており、₁人当たり
の雇用者所得も減少傾向にある。こうした働き
盛り層や子育て層の人口動態の動きを分析し
て、地域毎に特性に応じたアクションプランの
立案が必要である。
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泉川　孝三 佐野様、お世話になりました。
高橋　伸定 佐野さん、ニコニコ委員長御苦労

様でした。松山RCを今後も宜し
くお願い致します。

石橋　和典 佐野さん、ご栄転おめでとうござ
います。原田さん卓話楽しみにし
ております。

貴船　正憲 佐野さん、ご栄転おめでとうござ
います！　目力良い思い出です！

村井　重美 佐野さん、有難うございました。
齋藤　明弘 原田さん、がんばって下さい。佐

野さん、ご栄転おめでとうござい
ます。

柳田　　剛 佐野さん、ご栄転おめでとうござ
います。

原田　雅仁 卓話させて頂くお礼です。
菅井　久勝 原田さん、卓話楽しみにしており

ます。
関　　宏康 原田さんの卓話に期待していま

す。
永木　昭彦 原田さん、毎日ウォーキングお疲

れ様です。本日卓話楽しみにして
います。

米山　徹太 先日は雨の中のゴルフ会お疲れ様
でした。

深見　邦芳 スマイルボックスの箱がやっと
帰ってきました。1995年までは
有ったのですが、全日空に例会場
が変わった時からなくなっていま
した。

早　退　　林、星野（ニコニコ箱の更新のお願
いです）、清田、三原、西野（佐野
さんご栄転おめでとうございます。
大変お世話になりました）、田中

（昌）

卓　話　「事務屋さんでもわかる原子力発電」
原田　雅仁　会員

　本日は原子力発電の必要性といったようなエ
ネルギー政策論はいたしません。私は我が国が、
今後、原子力発電をどのように活用していくべ

きか」といった話は、電力会社が決めるのでは
なく、国民一人一人が議論して決めるべき問題
だと認識しております。ただ、一言付け加えさ
せて頂きますと、何れの判断も客観的な「事実」
に基づいた上でなされたものであって欲しいと
願っております。
　さて、日本の原子力発電所は「軽水炉」と言
われるもので「核分裂に不可欠な中性子の減速」
や「炉心の冷却」、「蒸気を作ってタービンを回
すための熱伝導」など水が大変重要な役割を果
たしております。また、軽水炉には二つのタイ
プがありますが、伊方発電所では加圧水型軽水
炉（PWR）と呼ばれる原子炉を採用しており、
放射能を封じ込める観点からは、より優れた機
能を有していると言えます。
　事故を起こした東京電力の福島第一原子力発
電所とは、原子炉の型式、構造が異なるという
ことだけはご理解ください。
　ところで、福島第一の事故原因について、未
だに「揺れ」によるものだと主張する人がいま
すが、地震直後、東北地方にあった全ての原子
力施設（16施設）が安全に停止しております。
東北電力の女川原子力発電所には福島第一より
も強い揺れと高い津波が押し寄せたようです
が、同発電所は安全に停止し、現在、再稼働申
請を行っております。
　それでは何が事故原因かと言うと、津波によ
り電源を失ったことに尽きます。ポンプの駆動
が出来なくなり、水を循環させることが出来ず、
炉心の冷却が出来なくなって、燃料が溶けだし
たということです。
　最後になりましたが、福島事故を踏まえた伊
方発電所の安全対策につきましては、お手元の
小冊子に取りまとめておりますので、そういっ
た観点から、後ほどご覧頂けたらと思います。
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出席会員　71（63）名中49名　出席率70.00%
前回訂正出席率75.71%

欠席会員　22名　二神、五味、原田（雅）、星野、
市川、勝見、清田、河内、兒玉、御木、棟
方、村上、中地、長尾、永木、西野、大塚、
大橋、小野、齋藤、白石（省）（玉置）

ニコニコ箱
左納　和宜 つたない卓話ですみません。
泉川　孝三 左納さん、卓話楽しみにしていま

す。
菊池　三春 卓話楽しみにしています。
羽牟　正一 左納さん、卓話楽しみにしており

ます。
佐々木　淳 左納さん、頑張ってください。
下田　知行 左納さん、卓話を楽しみにしてい

ます。
渡部　浩三 左納さん、卓話期待しております。
石橋　和典 植樹お疲れ様でした。大森先生の

おかげでYou Tubeに初出演する
ことが出来ました。ありがとうご
ざいました。

野村　靖記 北条海岸での植樹、御苦労様でし
た。

米山　徹太 全国ライラ研究会に行って来まし
た。

原田　達也 松山東の初戦突破を祈願して。
佐藤　昭美 二人の娘と一緒に東高を応援して

います。
田中　和彦 OBではありませんが、甲子園で

₆年振りに初戦突破した今治西ナ
イン。そして明日の82年振りの舞
台が待つ松山東ナインの健闘を
祈って…。

山本　克司 甥が松山東の補欠で明日甲子園に
出場します。大差にならない負け
方を期待しています。

（なんとなくニコニコ）鶴田
早　退　　土居、原田（満）、貴船（左納さん卓

話がんばって下さい。本日早退す

みません）、西村（先日の植樹申し
訳ありませんでした。）

卓　話　「私のこと、スペインのこと」
左納　和宜　会員

　私は、西条生まれの松山育ちで、大学時代は
東京で演劇中心の生活でした。その後、当時の
DDI（現KDDI）に就職し、新電電が安い場合
は0077を付加する機能（α-LCR）やPHSのプ
ロジェクトなどを担当しました。家族の事情で
松山に帰らなければならなくなり、伊予テレ
ビ（現あいテレビ）に入社しました。ITVでは、
報道を振出しに事業、東京支社、編成、営業な
どを経験し、ローカルニュース『キャッチあい』
や情報番組『はなまる調査団』の企画制作。事
業では『吉村作治の早大エジプト発掘40年展』
や『インパク愛媛館』のプロデュースなどを手
がけました。
　本日は制作した番組の₁つ『道の旅人になる』
について紹介します。場所はスペイン。その北
西部に位置するキリスト教の聖地サンティアゴ
への巡礼路は、四国と同じ約1200年の歴史を持
ちます。出発地はフランスのトゥール、ヴェズ
レー、ルピュイ、サンジルの₄か所が有名で、
短いルートで約1,400キロ。これも四国巡礼と
ほぼ同じ距離です。フランス人の道と呼ばれる
北部のルートは、イスラム教に攻め込まれたラ
インを示していて、その後800年近く続いたレ
コンキスタによってイベリア半島がキリスト教
世界になるまで続いた運動の象徴ともなりまし
た。では、ルート上の街を紹介していきます。
　まずは牛追い祭りで有名なパンプローナ。こ
こから₁時間程度の場所にフランシスコザビエ
ルが生まれたハビエル城があります。次にレオ
ン。去年₃月、レオン王家のものと伝わるメノ
ウ製の杯が、聖杯ではないかというレオン大学
の発表によって大騒ぎになりました。そして残
り200キロ余りの街モリナセカ。四国との交流
が深く巡礼博物館や記念碑も設置されていま

　第3248回例会　2015年３月24日（火）
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例会記録

出席会員　71（63）名中51名　出席率72.86%
前回訂正出席率81.43%

欠席会員　20名　二神、原田（雅）、星野、石橋、
菊池、貴船、御木、三好、村井、村上、中
地、名本、大塚、佐々木、白石（恒）、白石

（省）、田中（昌）、渡部、結城（玉置）
ビジター　₁名　武内　英治（伊予RC）
ニコニコ箱
河内　広志 徳島市開催の地区研修・協議会に

出席の皆様、御苦労さまでした。
市川先生卓話楽しみです。

菅井　久勝 先日の地区研修・協議会ご出席く
ださいました皆様有難うございま
した。高橋さん、奥様、本当にお
世話になり有難うございました。

米山　徹太 地区研修・協議会お疲れ様でした。
西野さん、田中さん、ビールおい
しくいただきました。

原田　満範 46年間勤めた大学を本日つつがな
く退職することができました。

佐藤　昭美 28日の愛媛新聞に耳鼻科のシンボ
ルである額帯鏡と共に歩んだ60年
の人生を巧みに表現、紹介して頂
き嬉しく思いました。

清田　明弘 松山東、奇跡の一勝おめでとう。
関　　宏康 松山東高の健闘をたたえて。
西野　佳和 桜も咲いてきました。本日スー

パードライエクストラシャープ超
辛口発売です。来週の常信寺での
お花見よろしくお願い致します。

中住　義晴 久し振りに道後公園の花を楽しん
できました。八分咲きでしたが流
石のソメイヨシノ。美しさはひと

しおでした。
五味　久枝 新型カローラが発売となります。

よろしくお願いいたします。
福田　正史 明日、開局20周年を迎えます。
早　退　　棟方、村山、長尾（₃月22日の植樹

の際には、皆さんにご参集・ご協
力頂き有難うございました）永木、
田中（和）（本日、止むなく早退につ
き申し訳ありません）

卓　話　「ご存知ですか『法テラス』」
市川　武志　会員

₁ 　「法テラス」という名称を聞かれたことの
ある方々は、ある程度いらっしゃると思いま
すが、どのような活動をしている組織なのか
をご存知の方はかなり少ないと思います。正
式には、「日本司法支援センター」といい各
県に₁つはあります。愛媛にも松山市内にあ
り、正式には「日本司法支援センター愛媛地
方事務所」といいます。通常は「法テラス愛
媛」の名称が使われています。

₂ 　平成16年に総合法律支援法が制定され、同
18年₄月に発足し、同年10月₁日から業務を
開始しています。

　 　簡単に言いますと、国が設立した“法的ト
ラブル解決のための総合案内所”です。全国
どこでも法的トラブルを解決するための情報
やサービスの提供を受けられる社会の実現を
目的として、国民への法的支援を行う中心的
機関として設立されました。

₃ 　具体的な業務の主なものは次のとおりです。
　⑴　情報提供業務
　　 　法的な問題で困ったときに法テラスに問

す。番組はこの街からスタートしました。時間
が無くなりました。また機会がありましたら続

きの話をさせていただきます。

　第3249回例会　2015年３月31日（火）
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理事会報告

₃月₃日㈫
①　₄/₇㈫お花見家族例会　常信寺への謝礼に

ついて　承認。
②　【報告】2015−16年度　ロータリー財団地区

奨学生推薦　石崎　愛惟さん　承認。

③　第37回RYLAセミナー参加費について　承
認。

④　₃/29　地区協議会貸し切りバス代について
承認。

⑤　木製ニコニコBOX購入について　承認。
⑥　楽譜購入費用について　承認。

平成27年₃月度理事会決議事項

退会のお知らせ

三井住友信託銀行㈱松山支店
支店長
佐野　秀司会員は転勤の為、₃
月10日付で退会されました。ロー
タリー歴は₃年11 ヶ月でした。

日本生命保険㈱松山支社
支社長
伊藤　慎一郎会員は転勤の為、
₃月10日付で退会されました。
ロータリー歴は₁年11 ヶ月でし
た。

相

クラブニュース

例会記録

い合わせると、具体的な相談窓口等の情報
を提供します。

　⑵　民事法律扶助業務
　　 　経済的に困っている方に無料の法律相談

を実施したり、裁判に必要な費用（弁護士
に支払う着手金等）を法テラスが立替えて、
法的な権利行使を援助します。立替えです
から償還してもらうのが原則ですが、ご本
人の経済的状態によっては免除されること
もあります。

　⑶　国選弁護等関連業務
　　 　経済的理由等により自らの費用で弁護人

を頼めないとき、法テラスと契約している

弁護士を弁護人として裁判所に通知し、そ
の費用も原則として法テラスが負担しま
す。

　⑷　犯罪被害者支援業務
　　 　犯罪被害にあった方々で経済的に困って

いる方々に対して、法テラスが費用を負担
して弁護士等の被害者支援の援助を受ける
ことが出来ます。

　 　これ以外にも法テラスの業務はあります
が、何か法的問題で困ったとき、そのトラブ
ル解決のために、法テラスに連絡してみて下
さい。
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以下32名　浜田、濵本、林、石橋、泉川、上甲、清田、
三原、村井、長尾、名本、西村、野村、大森、佐藤、
佐野、菅井、関（啓）、高岡、高橋、渡部、安永、柳田、

結城、米山、深見、飯尾、亀井、中住、関（宏）、田代、
山内

１・２月２ヶ月皆勤

誕生祝　 以下₄名　村上（18日）、大森（19日）、
髙石（22日）、伊藤（慎）（23日）

結婚祝　 以下₈名　佐藤（₂日）、山内（₅日）、
亀井（17日）、西村（20日）、大森（24日）、
原田（満）（29日）、村井（31日）、関（宏）

創業祝　 以下₂名　菅井（₁日）、原田（達）（22日）

３月のお祝い

₁．ガバナー月信
₁．会報12月号・₁月号
₁．近隣ロータリークラブ例会予定表

配　付　物

クラブニュース クラブニュース

平成27年₃月15日㈰
於：松山ゴルフ倶楽部川内コース
参加者　�中住、中住会員奥様富美子様、同じくご

子息の慎一様、関（啓）、村井、長尾、佐々
木、星野、米山。　計₉名

　第348回松山ロータリークラブゴルフコンペは、

雨交じりの天候のせいか、出入りの激しいスコア
の方もいらっしゃいましたが、村井会員が優勝し
ました。これからは、ゴルフにとって良い季節に
なります。皆様、懇親を深めるためにも是非ご参
加願います。ご希望のゴルフ場もあればお知らせ
ください。　　　　　　　　　　（記・米山　徹太）

順　位 氏　　　名 OUT IN Total Hdcp Net
優　勝 村井　重美 49 40 89 19.2 69.8
準優勝 中住　義晴 46 46 92 21.6 70.4
₃　位 中住富美子 48 49 97 25.2 71.8（非会員）

松山ロータリー・ゴルフ会　３月例会

—  9 —



３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 73（65） 55 18 76.39% 4 81.94％ 4
10日 73（65） 54 19 75.00％ 2 76.71％ 0
17日 72（64） 51 21 71.83％ 2 74.65％ 0
24日 71（63） 49 22 70.00％ 4 75.71％ 0
31日 71（63） 51 20 72.86％ 6 81.43％ 1
平均 72（64） 52 20 73.22％ 3.6 78.09％ 1

例会日 区分

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/

クラブニュース
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