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巻頭メッセージ

₅月₂日㈫…定款適用により休会
₅月₉日㈫…「�三井トラストグループのご紹介

〜奉仕開拓の精神等〜」
甕　哲也会員

₅月16日㈫…「ガスシステム改革について
〜メディアに出ない「自由化」の裏側」

林　章二会員
₅月23日㈫…「座って行うラジオ体操」

菅井　久勝会員
₅月30日㈫…「�ロボティクス
-野村のアナリストが熱く語ります-」

柳谷　葉一会員

例会予定

副幹事　上　甲　　　泰

　児玉副会長からご指名ですと、三好会長から連絡をいただき大変驚きました。役の

重さもよくわかりませんでしたが、三好会長の「いつかはまわってくるけん、受けと

きなさい」の一言で決心できました。

　昨年の₇月以降、石橋幹事の手際の良さを横から拝見して自分にはできるのだろう

かという不安は今もありますが、₆月末まで何度か幹事の補佐をさせていただきなが

ら、やがてくる₇月以降の一年に備えていきたいと思います。

　来年は「変化をもたらす」というテーマが地区協議会で知らされました。次年度の

ガバナーからは「定款の改定など風の如くやりなさい」とのことですが、不安も一杯

です。何しろ自分がよく理解できていません。変化は他にもいろいろあろうかと思い

ますが、後に振り返ったときにあの一年の変化がよかったねといわれる一年になるよ

うに努めたいと思います。

　会員の皆さまの温かいご指導と優しいご助言をお願いいたします。（^^）



例会記録

　第3343回例会　2017年４月４日（火）

−お花見家族例会−
於：常信寺

出席会員　70（61）名中32名　出席率50％
前回訂正出席率66.18％

欠席会員　38名　土居、福田、浜田、原田、星野、
石橋、泉谷、市川、伊東、岩橋、勝見、窪、
小林、真鍋、三ッ矢、永木、西原、西村、
大塚、大橋、小野里、酒井、左納、塩崎、

清水、髙石、田中、鶴田、豊田、浦岡、結城、
吉村（深見、飯尾、亀井、中住、佐藤、関（宏））

ゲスト　　₄名� 渡邉　興祐（松山RAC会長）
� � 井上　愛華（松山RAC幹事）
� � 長野　佑紀（松山RAC直前会長）
� � 川口　　愛（松山RAC）
ご家族　　11名

出席会員　70（61）名中50名　出席率73.53％
前回訂正出席率84.29％

欠席会員　20名　二神、濵本、羽牟、市川、菊
野、真鍋、村井、西原、大塚、大橋、小野里、
佐々木、左納、関（啓）、鶴田、豊田、結城、
吉村（関（宏）、山内）

ゲスト　　₁名� 糸長　孝泰（国際ホテル松山
TOH-KA-LINソムリエ）

ニコニコ箱
泉谷八千代� ₄月₈日、初孫が産まれました。

それもこの松山でです。正真正銘
愛媛県産の“媛”でございます。

塩崎千枝子� 美しい桜の花に心満たされていま
す。

伊東　毅嗣� ₄/₂植樹、₄/₈ゴルフ会と₂週
連続でさわやかな週末を過ごすこ
とができました。お世話になった

皆様、ありがとうございました。
高橋　伸定� 常信寺花見例会、親睦委員会の皆

様お疲れ様でした。
米山　徹太� 先日のゴルフ会、お疲れ様でし

た。これからはゴルフのシーズン
です。皆様のご参加お待ちしてお
ります。

勝見　安美� 明日は第40回入園式です。
窪　　仁志� 四国DCが始まりました。
河内　広志� 今日、11日はガッツポーズの日で

す。私たちロータリアンが写真に
収まる時、ロータリーポーズで写
るのもイイですね！

浜田　修一�（会員誕生祝）
林　　直樹�（会員誕生祝）最近欠席が多くて

すいません。
三好　哲生�（会員誕生祝）

　第3344回例会　2017年４月11日（火）
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例会記録

児玉　義史�（ご夫人誕生祝）土居社長、お世
話になりました。

三原　英人�（ご夫人誕生祝）
野村　靖記�（結婚記念祝）
飯尾　寛治�（結婚記念祝）
森　　隆士�（創業記念祝）
（なんとなくニコニコ）　酒井（欠席ばかりでし

たので…）
早　退　　西村（先日の植樹皆様お疲れ様でし

た）、菅井、田中（折角の桜に雨、
残念です。“早退”につき失礼いた
します）、玉置

卓　話　「ちょっとためになるワインの話」
国際ホテル松山TOH-KA-LINソムリエ

糸長　孝泰　氏
　知っていると、少し差が付く話題をいくつか
ご紹介いたします。
①アロマ（香り）について
　ワインのアロマには、第一、第二、第三と₃
つのアロマがあります。第一アロマは、ワイン
を注いでスワリングせずにそのままグラスのワ
インから上がってくるアロマを言います。
　一般的にブドウ品種固有のアロマと言われて
います。第二アロマは、アルコール発酵をする
際に生じるアロマです。最後の第三アロマです
が、こちらは熟成する際に生じるアロマです。
②シャンパンが高い訳
　昔、生産国のフランスから輸送する際によく
瓶が割れていたそうです。現代とは違い瓶の品
質が良くなかった為のようです。輸送コストや
瓶が割れる事を前提としていたので値段が高く
設定されていたことが、慣習として残った側面

があるようです。
③各国で違うワイン法
　当たり前と言えば当たり前ですが、国によっ
て変わります。皆さんご存知のようにワインの
ラベルにブドウ品種の書かれたワインボトル
がありますが、あの表示があっても必ずしも
100％その品種だけで出来ているとは限らない
ということは、ご存知でしたか？
④日本のワインと国産ワイン
　違いがあるのですが、皆さんわかりますか？
日本のワインとは、国内で採れたブドウだけを
使用し、作られたワインのことです。では、国
産ワインとはどのようなワインかといいます
と、濃縮還元で輸入された果汁で作られたワイ
ンの事を指します。ですので、作る際に水を足
しても構いません。ボトルの裏の表示を見ると
確認出来ます。次に、国内のワイン生産量の第
一位は、山梨県。では第二位は？それは神奈川
県です。神奈川県には港があり、ワインを生産
する工場が隣接して建てられているためです。
⑤飲むこととテイスティングの際のワインの味
わいの違い
　皆様は、ソムリエがテイスティングする際に
口に含んだ後、そのワインを口から出してコメ
ントをする場面を見たことがございますか？実
は、飲む時と出した時では、味わいが違うので
す。口から出したほうが、よりいろいろな味わ
いを感じることが出来ます。これは口から出し
た後で、香りが鼻へと抜けることによりいろい
ろな情報が得られる為です。
　お店では出来ませんが、ご自宅などで一度試
してみてください。味わいの感じ方、余韻の違
いが感じられるはずです。

出席会員　72（63）名中52名　出席率73.24％
前回訂正出席率84.51％

欠席会員　20名　二神、林（直）、星野、泉谷、

泉川、市川、清田、河内、村井、村山、甕、
森、西原、大塚、佐々木、左納、塩崎、柳谷、
吉村（玉置）

　第3345回例会　2017年４月18日（火）
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例会記録

出席会員　72（63）名中46名　出席率66.67％
前回訂正出席率73.24％

欠席会員　26名　土居、羽牟、林（直）、市川、

伊東、勝見、菊野、真鍋、村井、村山、甕、
森、西原、大塚、大橋、左納、清水、関（啓）、
高梨、田中、鶴田、柳谷、吉村（亀井、関

　第3346回例会　2017年４月25日（火）

ニコニコ箱
三好　哲生� 先日の地区大会、たくさんの登録

と出席、誠に有難うございます。
無事終える事が出来ました。

石橋　和典� 地区大会のご参加、ご登録して下
さった皆様本当にありがとうござ
いました。舘様、高梨様、御入会
おめでとうございます。上甲さん
卓話楽しみにしています。

上甲　　泰� 楽しい卓話を心掛けます。お耳汚
しお許し下さい。

児玉　義史� 地区大会にご出席の皆様、お疲れ
様でした。上甲さん卓話楽しみに
しています。

米山　徹太� 地区大会お世話になりました。上
甲さん卓話楽しみにしています。

浜田　修一� 先日京都、下鴨神社で“君が代”
で歌われる「さざれ石」を見てき
ました。

永木　昭彦� 上甲さん卓話頑張って下さい。
野村　靖記� 上甲さん卓話楽しみにしています。
田中　和彦� 上甲さん卓話楽しみにしています。
大橋　裕一� 長期の欠席すみません。
菅井　久勝�（結婚記念祝）舘さん入会おめで

とうございます。宜しくお願い致
します。

（なんとなくニコニコ）　羽牟、豊田（しばらく
さぼっていました）

早　退　　土居、勝見、小林、三ッ矢、小野里

卓　話　「ＳＯＮＹとソニー生命と私」
上甲　　泰　会員

　SONYの前身は東京通信工業　創業は昭和21

年₅月₇日。創立当初はラジオの修理、改造、
短波放送の聴けるコンバータ開発などが主な事
業。次に開発をしたのは電気炊飯器、電気ざぶ
とん、レコードのピックアップなど。ちなみに
電気ざぶとんは会社名を変えて「銀座ネッスル
商会」で販売。熱を発するでネッスルか？
　SONYの社名について。「どうせ変えるのなら、
いい名前にしよう」。それが一致した意見であっ
た。それには、いろいろ条件がある。覚えて
もらいにくいのも困るし、言いづらいのもだめ
だ。なるべく簡単な名前で、どこの国の言葉で
も大体同じように読めて、発音できるというこ
とが大事な要素になる。一番簡単なのは、₂字
の名前だ。しかしローマ字で₂字というのは、
不可能に近い。すると₃字だ。₃字では米国の
RCA、NBC、CBSあるいは日本のNHK（日本
放送協会）といろいろあって、他社と間違われ
る可能性もある。東通工の頭文字をとってTKK
というのも考えたが、これだと東京急行電鉄の
TKKと混乱してしまう。結局₄字しかない。こ
れで、いろいろな組み合わせを考えることにし
た。この時、盛田たちが一番苦心したのは発音
だ。井深はアメリカに行くと“イビューカ”と
呼ばれてしまう。それで、いろいろ考えた結果
が「SONY（ソニー）」というわけだ。音「SOUND」
や「SONIC」の語源となったラテン語の「SONUS
（ソヌス）」と、小さいとか坊やという意味の
「SONNY」－これは、自分たちの会社は非常に
小さいが、それにも増して、はつらつとした若
者の集まりであるということにも通じる－を掛
け合わせて作った言葉である。これで決まった。
盛田は「SONY」の名前を付けた製品を持って、
勇躍アメリカに渡って行った。などなど…。
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（宏）、玉置）
ゲスト　　₂名� 松下　博幸（公益社団法人サン
� � フィールド国際人材育成協会）
� � 大澤　美樹（　　　〃� ）
ニコニコ箱
米山　徹太� 先日の土・日に余島にて、ライラ

カウンセラーミーティングがあり
ました。本番に向け、関係者一同
結束力が大きくなりました。

佐々木　淳� 先日20日の鹿児島県姶良市にシネ
マサンシャイン姶良をオープンしま

した。当社シネコンとしては14か所
目になります。鹿児島にお越しの際
にはぜひ見学にいらしてください。

河内　広志� 今日₄/25は世界マラリアDAYで
す。ポリオ撲滅と同じくマラリア
に挑戦しているロータリアンが多
くいると聞いています。

（なんとなくニコニコ）　浜田、浦岡
早　退　　鮒田、星野、泉川（深見さん昨日は

おいしい「竹の子」ありがとうご
ざいました。）、清田

例会記録

理事会報告

平成29年₄月度理事会決議事項

₄月11日㈫
①退会届　山本　克司会員　承認。
②退会届　中川　創太会員　承認。
③第39回RYLAセミナーについて　当クラブよ
り山内いのりさんを推薦します。　承認。

④₄/23㈰第₂回RAC連絡会議登録料について
承認。
⑤新入会員申し込み　サントリー酒類㈱　高梨
明治氏　承認。
⑥新入会員申し込み　日本生命保険（相）　舘　
誠一氏　承認。

クラブニュース

新入会員紹介

氏名：舘　　誠一

勤　務　先：日本生命保険（相）
� 松山支社　支社長
� 一番町₃-₃-₃
� 菅井ニッセイビル内
� TEL�941-9585
生 年 月 日：昭和42年12月₅日
入会年月日：平成29年₄月18日
趣　　　味：ゴルフ、自転車、

アクアリウム
氏名：高梨　明治

勤　務　先：サントリー酒類㈱
� 松山支店　支店長
� 二番町₃-₅-₅
� 松山二番町第一生

命ビル₂階
� TEL�933-5611
生 年 月 日：昭和43年₄月₈日
入会年月日：平成29年₄月18日
趣　　　味：ゴルフ、野球、ト

ライアスロン
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クラブニュース

４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 70（61） 32 38 50.00% 13 66.18% 0

11日 70（61） 50 20 73.53% 9 84.29% 0

18日 72（63） 52 20 73.24% 8 84.51% 0

25日 72（63） 46 26 66.67% 4 73.24% 0

平均 71（62） 45.0 26.0 65.86% 8.5 77.06% 0

例会日 区分

　平成29年₄月₈日㈯に道後ゴルフ倶楽部にて開
催されました。参加者は中住会員、村井会員、二
神会員、伊東会員、柳谷会員、洞出正俊さん、米
山の₇名でした（洞出正俊さんは二神会員のお知
り合い）。
　心配された雨は降りませんでしたが重いグリー
ンに苦労しました…。

　伊東会員・柳谷会員はそれぞれ₂回目のご参加
を頂きありがとうございました。
　これからも色々なゴルフ場を選んでプレーして
いきたいと思います。
　皆様の御参加お待ちしております。

（記・米山　徹太）

ゴルフ会より　第361回 松山ロータリークラブ・ゴルフコンペのご報告

ダブルペリア

敬称略

順　位 氏　　　名 OUT IN 計 HDCP Net
優　勝 洞出　正俊 47 46 93 22.8 70.2
₂　位 中住　義晴 46 49 95 22.8 72.2
₃　位 村井　重美 49 49 98 22.8 75.2

同ＮＥＴは年長者

（ゲスト）

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₇名　市川（₃日）、大塚（₇日）、大
橋（₉日）、河内（10日）、浜田（13日）、
三好（14日）、林（直）（27日）

結婚祝　�以下₈名　窪（₄日）、濵本（₉日）、菊野
（12日）、野村（16日）、飯尾（20日）、泉川
（20日）、菅井（29日）、左納（30日）

創業祝　�以下₄名　福田（₁日）、村井（₁日）、森
（₁日）、岩橋（₁日）

４月のお祝い

₁．ガバナー月信
₁．会報₃月号
₁．近隣RC例会予定表

配　付　物

（お花見家族例会）
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