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巻頭メッセージ

₅月₁日㈫…定款適用により、休会
₅月₈日㈫…「ピアノの歴史」

石橋　和典会員
₅月15日㈫…「これからのMoney！

〜デジタルマネーの取り組み〜」
岩橋　　進会員

₅月22日㈫…「世界の新テクノロジーと新サービス」
（協力：野村證券㈱金融イノベーション推進支援室）

柳谷　葉一会員
₅月29日㈫…「道後オンセナートのブランド化」

河内　広志会員

例会予定

副幹事　米　山　徹　太

　一昨年の秋に、（現）浜田副会長から幹事のご指名を頂きました。浜田副会長は、

私にとってロータリアンの鑑ですから快諾させて頂きました。

　浜田副会長は、会長年度に多くのことを刷新しようとお考えです。クラブ会員がど

のようにしたら今以上に例会へ楽しく参加できるか、年中行事をどのようにしたらス

ムーズに実施できるかなど本当にクラブのことを常日頃お考えです。敬服致します。

これのお手伝いを少しでも出来るよう努力致します。

　来年度のRIのテーマは「インスピレーションになろう」です。なかなか、行動に

移せないテーマかも知れませんが、幹事を務めながら考え終わるころには理解し実行

出来ればと思います。

　クラブの皆様の親睦が深まるよう各行事のお手伝いをさせて頂き、更には、他のロー

タリークラブとの親交が発展するよう努力して参りますので宜しくお願い致します。



例会記録

ーお花見家族例会ー
於：ふなや

出席会員　69（61）名中38名　出席率60.32%
前回訂正出席率72.73%

欠席会員　31名　原田、石橋、市川、伊藤、岩橋、
勝見、加藤、窪、倉田、西原、西村、太田、
大塚、大橋、左納、塩崎、清水、髙石、高岡、
舘、鶴田、浦岡、柳谷、結城、吉村（飯尾、
亀井、中住、佐藤、関（宏）、玉置）

ゲスト　　₂名	 渡邉　興祐
（松山RAC直前会長）

	 	 原　　優也
（　　〃　幹事）　　

ご家族　　₆名
ニコニコ箱
大塚　岩男	 桝田、麻生元頭取が今年₁月18日、

₂月20日に逝去いたしましたが、
₃月₆日と本日、社葬を終えまし
た。皆様からお心のこもったご弔
意を賜り厚く感謝申し上げます。
二人とも松山ロータリーで大変お
世話になりましたこと、心からお
礼申し上げます。ありがとうござ
いました。

児玉　義史	 鮒田様、親睦委員会の皆様、本日
は大変お世話になります。

鮒田　好久	 本日は、ありがとうございます。
浜田　修一	 お花見、初の室内、児玉会長の心

配りありがとうございます。皆様
楽しい時間を過ごして下さい。

菅井　久勝	 鮒田さん本日は宜しくお願いしま
す。桜の花が素晴らしいです！有
難うございます。

福田　正史	 最後の桜に‼
羽牟　正一	 今年最後の花見になると思いま

す。
林　　章二	 ふなやさんお世話になります。い

いお湯でした。
菊野　先一	 花見なので。
森　　隆士	 ふなやさん、今日はよろしくお願

いします。
野村　靖記	 皆で楽しくお酒を飲みましょう。
米山　徹太	 ふなや様お世話になります。
河内　広志	 小野里さん御社のトルネードビー

ルは素晴らしいですね。本日も愛
するスーパードライおいしく頂き
ます。

三好　哲生	 河内社長、いつもお世話になりま
す‼

守谷みどり	 新入社員が₃名入りました。
三原　英人	（ご夫人誕生祝）
（なんとなくニコニコ）　三浦

　第3391回例会　2018年４月３日（火）
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例会記録

出席会員　70（62）名中54名　出席率78.26%
前回訂正出席率84.29％

欠席会員　16名　土居、二神、浜田、泉川、市
川、加藤、甕、森、西原、大塚、大橋、小
野里、左納、塩崎、髙石（関（宏））

ニコニコ箱
筒井　政行	 本日から参加をさせていただきま

す。これからどうぞよろしくお願

い致します。
児玉　義史	 筒井さん入会おめでとうございま

す。羽牟さん卓話楽しみにしてい
ます。

上甲　　泰	 筒井さんようこそいらっしゃいま
した。長いお付き合いよろしくお
願いします。

羽牟　正一	 本日卓話よろしくお願いします。

　第3393回例会　2018年４月17日（火）

出席会員　69（61）名中47名　出席率71.21%
前回訂正出席率76.47%

欠席会員　22名　林、市川、岩橋、勝見、加藤、
菊野、河野、三原、森、守谷、西原、大塚、
大橋、佐々木、左納、鶴田、浦岡、結城、
吉村（亀井、関（宏）、玉置）

ゲスト　　₁名	 戒田　節子
（南海放送㈱	アナウンサー）

ニコニコ箱
児玉　義史	 戒田節子様、ようこそいらっしゃ

いませ。先週のお花見家族例会、
皆様に大変お世話になりました。
（ご夫人誕生祝）

鮒田　好久	 先日はお花見例会ご利用頂きあり
がとうございました。

菅井　久勝	 お花見例会御出席いただいた皆様
有難うございました。

田中　和彦	 今月末で定年退職する戒田アナに
卓話を頂戴しました。お耳汚しお
許し下さい。戒田さんがんばって
下さい。

塩崎千枝子	 美しい季節に戒田さんをお迎えで
きてとてもうれしいです。

甕　　哲也	 娘が番町小学校に入学しました。

河内　広志	 30年前の今日、瀬戸大橋が開通し、
本日より様々なイベントが展開さ
れます。私も今日生誕66周年を迎
えます。

窪　　仁志	 河内社長、ハッピーバースデー。
関　　啓三	 ₄/₇のロータリーゴルフ会、強

風と雨模様の悪コンディションの
中、ハンデに恵まれて優勝させて
頂きました。楽しいゴルフが出来
ました。ありがとうございました。

二神　良昌	 風雨の中ゴルフお疲れさまでし
た。

米山　徹太	 先日のゴルフ、幹事の私が直前に
なって欠席となりすみませんでし
た。優勝狙っていたのですが。

浜田　修一	（会員誕生祝）
三好　哲生	（会員誕生祝）
濵本　道夫	（結婚記念祝）
金沢　敏郎	（結婚記念祝）昨日、結婚記念日

でした。
飯尾　寛治	（結婚記念祝）
（なんとなくニコニコ）　倉田、村井
早　退　　土居、泉川

　第3392回例会　2018年４月10日（火）
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例会記録

出席会員　71（63）名中46名　出席率67.65%
前回訂正出席率80.00%

欠席会員　25名　濵本、泉川、市川、清田、河
野、三浦、三原、三好、村井、甕、森、西原、
大塚、大橋、佐々木、清水、関（啓）、高岡、

筒井、鶴田、浦岡、吉村（亀井、関（宏）、
玉置）

ビジター　₁名	 佐々木善康（西条RC）
ニコニコ箱
児玉　義史	 浅田さん、御入会歓迎致します。

　第3394回例会　2018年４月24日（火）

石橋　和典	 羽牟会員、卓話を楽しみにしてい
ます。

伊藤　謙一	 卓話楽しみにしています。
河野　次郎	 羽牟さんお話楽しみにしております。
佐々木　淳	 羽牟さん卓話楽しみにしております。
菅井　久勝	 羽牟さん卓話楽しみにしております。
田中　和彦	 鹿児島はなんとなく憧れの街で

す。羽牟様、本日のお話楽しみに
しております。

吉村　紀行	 羽牟さん講話楽しみにしています。
米山　徹太	 羽牟さん卓話楽しみにしております。
勝見　安美	 入園式をしました。にぎやかにな

りました。
河内　広志	 今日は血友病の日です。RIのロー

タリークラブが血友病対策に取り
組んでいます。

窪　　仁志	 時刻表をお持ち帰り下さい。
三好　哲生	 小野里様、窪様、ご予約有難うご

ざいます。
早　退　　清田、三原、守谷、高梨

卓　話　「鹿児島いろいろ」
羽牟　正一　会員

　故郷鹿児島の話を、NHKの大河ドラマ「西
郷どん」が放送されているタイミングでもあり
ますのでさせて頂きます。
　鹿児島県は、人口165万人で全国24位そのう
ち鹿児島市は60万人を数えます。又、面積は全
国で10位で九州で一番広く、東京の約₄倍に
なっています。そして、鹿児島県の一番の特長

は、北の出水市から県最南端の与論島まで、年
間平均気温で約₇度、距離にすると約600㎞と
南北に長い県で、その気候・風土は温帯から亜
熱帯と変化に富んでいます。又、県全体が霧島
火山帯にあり、霧島の新燃岳、桜島、口永良部
島、諏訪之瀬島など最近も活発に噴火している
山が幾つもあります。当然温泉の数も多く大分
県に次いで₂位の源泉数を有しています。鹿児
島の多くの銭湯は温泉という事で煙突が見られ
ません。
　県内の、霧島・指宿温泉などは全国的に知ら
れております。
　桜島は、鹿児島市と錦江湾を挟んで約₄㎞離
れており、その雄大な姿などから鹿児島のシン
ボル的存在となっています。島であった桜島が
大正三年の大噴火で約400m離れた大隅半島と
地続きの半島となりました。季節によって火山
灰の被害を被りますが、刻一刻と山の色が変化
し一日中見ていても飽きないものです。
　そして、江戸時代薩摩の武士の子弟の教育と
して、郷中教育という独特の教育がありました。
領地内を一定の地域に分けてそこに住む子弟が
ともに学んだり体を鍛えたりする組織です。そ
の結束は固く一生続いたと言われています。中
でも有名な下加治屋町は、西郷隆盛を年長とし
て、大久保利通、大山巌、東郷平八郎、西郷従
道などを輩出しています。先輩西郷の人間の質
がそのまま教育の質となっているのでしょう。
是非機会があれば、鹿児島を訪ねてみて下さい。
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例会記録

菅井さん、卓話楽しみにしており
ます。

上甲　　泰	 浅田さんようこそいらっしゃいま
した。菅井さん卓話楽しみにして
おります。

菅井　久勝	 本日卓話致します。宜しくお願い
致します。

福田　正史	 菅井さんの卓話＂ホールインワ
ン！＂の評価を期待して！

二神　良昌	 菅井さん卓話頑張って下さい。
羽牟　正一	 菅井さん卓話楽しみにしております。
飯尾　寛治	 卓話に期待します。
石橋　和典	 菅井さん、卓話を楽しみにしてい

ます。
菊野　先一	 菅井さん楽しみにしています。
左納　和宜	 菅井さん卓話楽しみにしています。
土居　英雄	 河内さん、観光関係功労者大臣表

彰おめでとうございます。
加藤　修司	 河内社長、受賞おめでとうござい

ます。
田中　和彦	 雨で今夜のナイターが心配です。

松山のタイガースファンとしては…。
	 菅井さん楽しいお話をお願いします。
（なんとなくニコニコ）　米山
早　退　　窪（河内社長、大臣表彰おめでとう

ございます）、河内（お祝いのニコ
ニコをいただき誠にありがとうご
ざいます。ロータリアンの皆様のご
支援とご厚情の賜ものであります。
感謝を申し上げます。今日はダー
ビーの日ですので早馬のようにス
ミマセンが早退をさせていただき
ます）、守谷、小野里（河内社長、
観光関係功労者大臣表彰の受賞、お
めでとうございます）

卓　話　「南大東島　いろいろ」
菅井　久勝　会員

　南大東島は、沖縄本島の約400km東方（宮崎
県の真南）に位置する島で沖縄県内では₆番目
に面積が大きい島です。サンゴ礁が隆起して出

来た隆起環礁の島で周囲は断崖絶壁。島の北端
から北に10kmの位置にある北大東島のほか沖
大東島を除いては、周囲400kmにわたって陸地
のない絶海の孤島です。島の周りの海は非常に
深く、沖へ₂kmほど出れば水深は1,000mに達
します。島の歴史についてですが1820年、ロシ
ア人、ポナフィディンが島を発見し、「ボロジ
ノ島」と名付けられました。1885年、日本が北
大東島と共に領有を諸外国に宣言。沖縄県に編
入されました。それにより数年を経て₆名の開
拓使により開拓が試みられましたがいずれも失
敗に終わりました。1900年に玉置半右衛門を中
心とした八丈島からの23名の開拓団が開拓に成
功しサトウキビの産地の島となりました。
　この南大東島に今年の₂月下旬、島のサトウ
キビ収穫の時期に合わせて参りました。最初に
松山空港より沖縄空港へ。次に沖縄空港から北
大東島空港経由で南大東島空港へ。島に到着
後、最初に旧南大東島空港の跡地にあるラム酒
工場の見学に参り、島のサトウキビから造る無
添加のラム酒製造過程を見学。その後で島で唯
一のホテルの『よしざと』へ。夕食はホテル近
くの『ちょうちん』と言う島一番の居酒屋に行
き、島の名物である深海魚の『ナワキリ』と『バ
ラムツ』を頂きました。『ナワキリ』は刺身で
頂きましたが味はあっさりしておりました。一
方の『バラムツ』は食品衛生法により販売禁止
指定を受けており、通常市場には流通しない魚
です。理由はこの魚の脂は人間が消化できない
ワックス状のもので、大量に摂取すると消化不
良で腹痛や下痢などの症状を起こし、最悪の場
合は脱水症状を起こして昏睡状態になるとの事
です。今回このバラムツの揚げ物を少量頂きま
したが味は魚というより牛肉の脂のような味で
した。翌朝、南大東島気象台へ。地上からおよ
そ高度30kmの上空で気象データ観測のためゴ
ム気球で飛ばされる無線機付きの気象観測機器
『ラジオゾンデ』の自動観測機の見学に参りま
した。
　見どころ満載の絶海の孤島南大東島への旅行
にご興味ある方は是非お声がけください。
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新入会員紹介

氏名：筒井　政行

勤　務　先：東京海上日動火災保険㈱
	 愛媛支店長
	 本町₂−₁−₇
	 松山東京海上日動ビル内
	 TEL	915−0123
生 年 月 日：昭和45年₂月22日
入会年月日：平成30年₄月17日
趣　　　味：	旅行、ドライブ 氏名：浅田　　徹

勤　務　先：㈱松山三越
	 代表取締役社長兼店長
	 一番町₃−₁−₁
	 TEL	945−3111
生 年 月 日：昭和38年₅月23日
入会年月日：平成30年₄月24日

クラブニュース

誕生祝　	以下₇名　市川（₃日）、大塚（₇日）、高
梨（₈日）、大橋（₉日）、河内（10日）、
浜田（13日）、三好（14日）

結婚祝　	以下₉名　窪（₄日）、濵本（₉日）、金沢
（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₅名　福田（₁日）、村井（₁日）、岩
橋（₁日）、森（19日）、木下（20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

理事会報告

平成30年₄月度理事会決議事項

₄月10日㈫
①退会届　小林　史武会員　承認。
②退会届　伊東　毅嗣会員　承認。
③退会届　酒井　達夫会員　承認。
④退会届　村山　邦孝会員　承認。
⑤退会届　永木　昭彦会員　承認。
⑥退会届　豊田　真二会員　承認。
⑦新入会員申し込み　たてまつ眼科クリニック
院長　立松　良之氏（推薦者：児玉会長）　
承認。
⑧新入会員申し込み　㈱近畿日本ツーリスト中

国四国　松山支店　桜田　武司氏　承認。
⑨新入会員申し込み　東京海上日動火災保険㈱
筒井　政行氏　承認。
⑩新入会員申し込み　四国電力㈱　宮崎　誠司
氏　承認。
⑪新入会員申し込み　㈱松山三越　浅田　徹氏
承認。
⑫【事後報告】2018−19短期交換派遣学生につ
いて　山本　克司元会員のご子息、山本祥太
郎さんを推薦します。　承認。
⑬₄/15　第₂回RAC連絡会議登録料について
承認。
⑭次年度　中間クラブ協議会について　承認。
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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
（お花見家族例会）

₃日 69（61） 38 31 60.32% 10 72.73% 0

10日 69（61） 47 22 71.21% 5 76.47% 0

17日 70（62） 54 16 78.26% 5 84.29% 0

24日 71（63） 46 25 67.65% 10 80.00% 1

平均 69.8（61.8） 46.3 23.5 69.36% 7.5 78.37% 0.25

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

ダブルペリア

敬称略

順　位 氏　　　名 OUT IN 計 HDCP Net
優　勝 関　　啓三 46 46 92 20.4 71.6
₂　位

（ゲスト）

村田　利幸 46 54 100 25.2 74.8
₃　位 福田　正史 51 52 103 27.6 75.4
₄　位 中住　義晴 47 54 101 25.2 75.8
₅　位 原田　満範 41 48 89 13.2 75.8
₆　位

（ゲスト）

洞出　正敏 44 45 89 13.2 75.8
₇　位 菊野　先一 51 48 99 22.8 76.2
₈　位 村井　重美 49 47 96 19.2 76.8
₉　位 舘　　誠一 51 55 106 28.8 77.2
10　位 佐々木　淳 44 52 96 18.0 78.0
11　位 三浦　　明 53 44 97 18.0 79.0
12　位 二神　良昌 54 49 103 20.4 82.6
13　位 柳谷　葉一 59 58 117 32.4 84.6
14　位 菅井　久勝 66 61 127 36.0 91.0

同NETは年長者

　去る₄月₇日㈯奥道後ゴルフクラブで最近では
珍しい14名（うち₂名は二神会員のお友だち）の
参加で賑々しく行われました。
　しかし午前中は風と少しの雨、午後は強い雨風

と寒さに全員が悩まされましたが実力者関会員の
優勝で幕を閉じました。参加者の皆さんお疲れさ
までした。	 （記・幹事代行　中住　義晴）

ゴルフ会より　第367回 松山ロータリークラブゴルフコンペのご報告
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