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事務局 松山市一番町 4 1 5 一誠ビル 7Ｆ ＴＥＬ
（089）932−4426 会長 林純之介 幹事 三原英人

2006‐2007年度国際ロータリーのテーマ
2010〜2011年度国際ロータリーのテーマ

地域を育み、
大陸をつなぐ
2010〜2011年度
2006〜2007年度
国際ロータリー会長

Ray
Klinginsmith
ウィリアム
B・ボイド

例会予定
₆月₇日㈫…「誓いのコイン
地域文化の担い手として」
ゲスト…坊っちゃん劇場 役者 近藤 誠二氏
₆月14日㈫…「ウイスキーのおはなし」
淺井 清司会員
₆月21日㈫…役員・委員長退任挨拶
₆月28日㈫…役員・委員長退任挨拶

巻頭メッセージ

2010−11年度を振り返って
幹事

三

原

英

人

2010－11年度も残り僅かになりました。
当年度は松山ロータリークラブにとっても、
各会員にとってもいろいろ貴重な経験をした年ではないでしょうか。
（東日本大震災
という未曾有の大災害とその影響については、全国民が未だ体験真只中です。
）
まずは亀井ガバナーを輩出したクラブであったことです。四国内の他のクラブから
も何かと注目され、また地区事務所運営という数十年に一度の役割を担いました。亀
井ガバナーからは、日本各地のクラブの活動や、また国際的なロータリー活動の様子
を直接伝え聞くことができ、我々自身もガバナー公式訪問に随行することによって四
国内の他のロータリーの雰囲気を体感することができました。
また、₁年以上かけて地区大会の運営準備をすることで、クラブとしての問題意識
や結束力も高まったと思います。残念ながら縮小開催となりましたが、この経験はあ
と₁年少し先に迫ってきた当クラブの75周年にきっと活かされるものと思います。
私自身は幹事として、林会長の迅速で的確な指示を受け、毎週の例会運営を中心と
した責務を果たすので精一杯でしたが、年間を通したクラブの運営や愛媛第二分区の
会長幹事会、他のクラブの周年式典への参加などを経験することで、入会₇年目にし
てようやくロータリー活動の全体像をつかむこともできました。また、多くの他のク
ラブのロータリアンとの出会いもあり、たいへん有意義な体験をしました。
₁年間ご協力頂いた役員、会員の皆さん、森さんはじめ事務局の皆さんに深く感謝
申し上げるとともに、この経験を今後の活動に活かしてまいりたく存じます。ありが
とうございました。

例会記録
第3064回例会

2011年５月10日（火）

出席会員 69（59）名中53名 出席率82.81％
前回訂正出席率89.23％
欠席会員 16名 遠藤、泉川、市川、御木、三
好、森本
（惇）
、長尾、関
（啓）
、高須賀、浦岡、
山本
（泰）
（麻生、藤山、松岡、宮田、関
（宏）
）
ニコニコ箱
加藤
崇 本日卓話をします。宜しくお願い
致します。
柏原 康弘 加藤会員、今日の卓話楽しみにし
ています。
北村 一明 加藤さん、卓話宜しくお願いしま
す。
佐々木 淳 加藤さん、卓話頑張ってください。
濱本 道夫 （会員誕生祝）地区協議会に参加
の会員の皆様お疲れ様でした。
米山 徹太 亀井ガバナー、玉置社長、先日は
大変お世話になりました。又、先
日の地区協議会お疲れ様でした。
清田 明弘 会員誕生祝
結城
旬 結婚記念祝
児玉 義史 （創業記念祝）₅月₂日で開業27
周年を迎えました。
佐藤 昭美 （創業記念祝）₅月₂日で開院45
周年を迎えました。
永木 昭彦 クールビズでしたが、ネクタイ着
用で来ました。
林 純之介 阪神早くも絶望か。
（なんとなくニコニコ）五味、河田（10連休を
のんびりしました）
、森本
（三）
、
田嶋、吉田、渡辺
（基）
（₅/₈は
息子の誕生日でした）
早 退
土居、川瀬、西村（尊敬するヴァイ
オリニスト浦川先生が東京城西RC
のメンバーであることが分かり、お
互い喜び合いました。
）
、玉置

卓

話

「みずほの足跡」

加藤
崇 会員
先ず以て今年の₃月に起こしましたみずほ銀
行のシステム障害につきまして、皆様方にご心
配やご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び
申し上げます。そのような中ではありますが、
みずほ銀行が設立されてから今年で10年目を迎
えますので、設立から今日に至るまでの歴史を
簡単に振り返りたいと思います。
「みずほ」は第一勧業銀行と日本興業銀行、
富士銀行の₃行の統合により出来た銀行です。
1999年₈月に「我が国を代表し世界の五指に入
る強力なプレイヤーになる」ことを目標に掲げ
統合を発表しました。その後多くの銀行が相次
いで合併を発表しますので当行はその先駆けで
ありました。そして2002年₄月にはみずほ銀行
とみずほコーポレート銀行が発足致しました。
その時皆様ご承知の「システム障害」が発生し
たのです。苦難の船出となった訳ですが、2003
年の₁兆円増資以降、公的資金完済、ニューヨー
ク証券取引所上場等着実に改善をして参りまし
た。2008年にはリーマンショック、サブプライ
ムローン問題などもありましたがそれも乗り越
えて今日に至ります。
冒頭申しあげましたこの₃月のシステム障害
ですが、現在専門家による調査委員会を立ち上
げており調査中の段階です。色々なことが判明、
進展した際には皆様にもご説明申し上げたいと
思います。
最後にみずほ銀行松山支店のことをお話しし
ます。当店は昭和12年に農工銀行より日本勧業
銀行が譲り受けて以来73年の歴史を有しており
ます。メガバンクでは唯一松山市内に支店を構
えており、その期待は極めて大きいと認識して
おります。地元に根差し、少しでも皆様のお役
に立てるよう行員一同頑張っていきたいと思い
ます。引き続きロータリーの会員皆様方のご指
導ご鞭撻をお願い致します。
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例会記録
第3065回例会

2011年５月17日（火）

出席会員 69（59）名中44名 出席率68.75％
前回訂正出席率84.62％
欠席会員 25名 遠藤、二神、原田、市川、加藤、
川瀬、河田、北村
（忍）
、清田、河内、児玉
（聡）
、御木、森本
（惇）
、永木、佐野、関
（啓）
、
高岡、高須賀、浦岡、渡辺
（基）
（麻生、藤
山、松岡、宮田、中住）
ニコニコ箱
森本 三義 本日卓話をさせていただきます。
林 純之介 森本学長、卓話楽しみにしていま
す。
平原 立志 森本学長、卓話楽しみにしていま
す。
北村 一明 森本先生卓話よろしく。
三原 英人 一昨日、今治北ロータリークラブ
創立30周年記念式典に会長と伺っ
て参りました。鎌田實先生の講演
に感動しました。
佐藤 昭美 今年度に入ってロータリーの友の
₇月号と₅月号の₂回、記事を掲
載していただきました。
長尾 芳光 先週所用で欠席しました。申し訳
ありませんでした。皆様引き続き
よろしくお願いします。
大森 克介 あと₁ヶ月半です。
西村 真也 山内様、先日は有難うございまし
た。
三好 哲生 休みがちでしたので…。
（なんとなくニコニコ）江田、五味、名本、小川、
米山
早 退
土居、白石、玉置
卓

話

「松山大学のさまざまな活動について」
森本 三義 会員
今日、大学に期待される役割として、教育・
研究活動に加えて社会貢献が求められるように
なりました。大学では正課としての授業はもち

ろんのこと、正課外活動として産官学連携活動、
生涯教育活動およびサークル活動などさまざま
な活動を推進しています。
産官学連携活動を推進するために「MSPO（松
山大学ソーシャル・パートナーシップ・オフィ
ス）」を設置しています。現在、伊予銀行、内
子町、愛媛大学、南海放送、松山市および松山
商工会議所と連携協定を結んでいます。今後も
連携先を増やし、活動領域を拡大したいと考え
ています。
生涯教育活動を推進するために「松山大学コ
ミュニティ・カレッジ」設置しています。前期
では「金融講座〜金融情報サイトの利用とパソ
コン操作〜」をはじめ11講座を開設しています。
松山大学の人材を活用して社会のニーズに応え
たいと考えています。将来は授業外のエクステ
ンション・プログラムも開講して、在学生と社
会人の皆さんが共に学ぶことができれば、在学
生にも良い影響があるものと思います。皆さん
も是非受講してください。また、新しい講座開
講の提案もお願い致します。
サークル活動、特に体育系サークル活動には、
従来から文武両面での教育の必要性から力を入
れてきました。前年度では、トルコのエルズル
ムで開催されたユニバーシアード冬季競技大会
において、スノーボード・ハーフパイプの種目
で、青野令君が金メダル、藤田一海君が銀メダ
ルを獲得しました。これが評価されて、松山大
学は、「第₉回えひめスポーツメセナ賞」大賞
を受賞しました。また、創部₃年目で女子駅伝
部が第28回全日本大学女子駅伝対抗選手権大会
（仙台）において４位となり、次大会のシード
権を獲得しました。今年こそ、日本一を目指し
て頑張ってくれるものと期待しております。最
後に、愛媛朝日テレビのご協力により、女子駅
伝部の活躍の様子を約10分間、映像でご覧いた
だきました。有難うございました。
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例会記録
第3066回例会

2011年５月24日（火）

出席会員 70（60）名中42名 出席率63.64％
前回訂正出席率77.61％
欠席会員 28名 淺井
（清）
、浅井
（人）
、土居、
原田、石橋、市川、柏原、加藤、亀井、河田、
北村
（忍）
、清田、河内、眞鍋、御木、三好、
森本
（惇）
、小川、白石、高須賀、田嶋、渡
辺
（基）
、山本
（博）
、吉田（麻生、松岡、宮
田、田代）
ゲスト
₁名 後藤 俊輔
（愛媛第Ⅱ分区ガバナー補佐）
ビジター ₂名 大久保圀彦（大洲RC会長）
佐々木善教（松山北RC）
ニコニコ箱
愛媛第Ⅱ分区ガバナー補佐
後藤 俊輔 ₁年間ガバナー補佐として、何と
か済みました。有難うございまし
た。
林 純之介 ・後藤ガバナー補佐、最後のおつ
とめようこそいらっしゃいまし
た。
・松山北RC佐々木善教さま、₆
月のロータリー青少年交換研究会
ではすっかりお世話になっており
ます。
白塚 重典 新入会します。どうぞよろしくお
願いします。
北村 一明 二神さん卓話よろしく。
高橋 伸定 二神さん卓話楽しみにしていま
す。
江田 和彦 二神さん石橋さん高橋さん、大変
お世話になりました。
米山 徹太 関さん川瀬さん石橋さん、先日は
お世話になりました。
平原 立志 ビアガーデンがスタートしまし
た。
玉置
泰 創業記念祝
（なんとなくニコニコ） 五味、佐々木、浦岡
早 退
遠藤、三原、関（啓）
卓

話

「三輪田米山書石文めぐり」
二神 良昌

会員

一昨年の卓話でご紹介させていただきました
が、私は₂つ職業を持っていまして、一つは病
院給食のシンセイフードサービスの役員、もう
一つは伊台の客王神社の宮司をさせて頂いてい
ます。
その客王神社の名前を書いた天然石の神名石
と天地一指と書かれた注連縄の左右の石塔が三
輪田米山の書いたものです。
私自身はお札をたまに書く程度で書道の心得
は全く無いので、米山にはあまり興味は無かっ
たのですが、₃月に突然三輪田米山を研究して
いるマドンナチームの田中ですと女性から連絡
がありお会いしました。
正直言って、どうせ本を買ってくれとか寄付
をしてくれという話と思って、これも税金のう
ちだろうなと思って会いましたら、開口一番に
『宮司さん米山の書を残すのは松山に生まれた
人間の使命ですよ』と情熱的に米山の魅力を話
され、『忘れられていく米山の石文を世間に知
らしめるのは神主の後輩である貴方たちの仕事
ですよ』と説教されてしまいました。
2008年米山生誕100年展が椿神社で開催され
た事は知っていましたのでいかにも興味がある
振りをしていたら米山の本と石文めぐりとのぼ
りめぐりを渡されて、お金は売れたときで良い
ですから世の中に知らしめる活動をして下さい
と言われましたので今回、卓話とさせて頂きま
した。
買ってくださいとは言いませんので、回覧し
ていますので見ていただけたら幸いです。ちな
みに、本は2,000円と2,200円、石文めぐりとの
ぼりめぐりは200円ですので興味があればお願
いします。リベートは頂戴していません。
三輪田米山の略歴はレジメに書かせて頂きま
した。久米の八幡神社の宮司さんで江戸時代か
ら明治時代に活躍されたそうです。
その頃の話として、私の祖母からまだ小さい
ときに自分の家である中島の忽那島八幡神社に
米山という大きなおいさんが来て大酒を飲んで
字を書いて帰ったという話を聞いたことが有り
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例会記録
ましたので、きっといろいろな神社に行って酒
を飲みながら滞在してはそのお礼に書を書いて
いたのだろうと想像します。
米山が有名になったのは死後の事ですので、
その時にお金を払ってまで書いて貰ったかはさ
だかでは有りません。

第3067回例会

私 が と や か く お 話 し す る よ り は、 一 昨 年
NHKの新日曜美術館で米山についての番組が
有りましたので、それを見て頂けたらと思いま
す。
長いですので途中までにはなりますが、ご覧
下さい。

2011年５月31日（火）

出席会員 71（61）名中41名 出席率63.08％
前回訂正出席率80.30％
欠席会員 30名 土居、遠藤、二神、五味、原田、
泉川、市川、川瀬、児玉
（聡）
、御木、三好、
森本
（惇）
、森本
（三）
、永木、佐野、佐々木、
白塚、関
（啓）
、高岡、高須賀、田嶋、玉置、
渡辺
（基）
、結城、吉田（麻生、藤山、松岡、
宮田、関
（宏）
）
ゲスト
₂名 池田 一敏
（自衛隊愛媛地方協力本部長
一等陸佐）
久松 定智
（2011〜12年度ロータリー財団
国際親善奨学生）
ニコニコ箱
亀井 義弘 国際大会終了しました。
安保 利和 新入会です。どうぞ宜しくお願い

いたします。
林 純之介 池田一等陸佐、部隊のご苦労うか
がい知ることはできませんが国民
の一人として深く感謝いたしま
す。
北村 一明 池田様、本日の卓話よろしくお願
いします。
眞鍋 次男 復興に向けての自衛隊の皆様に敬
意をはらって。
米山 徹太 復興に向けての自衛隊の皆様に敬
意をはらって。
北村
忍 来週で例会出席は最後となりま
す。
淺井 清司 先週休ませて頂きました。
（なんとなくニコニコ） 清田
早 退
加藤（申し訳ありません）、小川
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理事会報告
平成23年₅月度理事会決議事項
₅月10日㈫
① ₆/₄､₅ ロータリー日本青少年交換研究
会の件 承認。
（新旧（新世代・社会奉仕、
国際青少年）委員に登録依頼40名を目指す）
② 事務局移転費用の件（再確認）
（※内装工事と書棚に問題ありのため、敷金・
日割・仲介手数料の明細、正和ビルからの保
証金返還を東RCに確認する）
③ 退会者 日本銀行 秋山 修会員（転勤の
ため） 承認。
④ 新入会員 日本銀行松山支店 支店長 白

平成23年₅月度臨時理事会決議事項
₅月24日㈫
① 事務局移転費用について（再々確認） 承
認。

塚重典氏（秋山修氏後任） 承認。
⑤ 「口と足で描く芸術家協会」よりはがき等
購入依頼の件 否認。
⑥ （事後報告）₅/₁ローターアクト会長幹事
登録料の件 （石橋次期新世代活動委員長出
席：5,000円を林会長に確認の上、各種会合
派遣費より拠出済）承認。
⑦ 創立75周年記念実行委員会の立上げ 委員
長を白石会員とし、各会長経験者を委員にお
願いする。承認。
（開催日を早期に決定すべき）
⑧ ₆/14 新入会員オリエンテーション開催
の件 承認。

②入会者 住友生命(相) 松山支社長
和氏（木村敏久氏後任） 承認。

安保利

クラブニュース
新入会員紹介
勤

氏名：白塚

務

先：日本銀行 松山支
店 支店長
三番町₄－10－₂
TEL 933－2216
生 年 月 日：昭和40年₃月29日
入会年月日：平成23年₅月24日
趣
味：サッカー（プレー
観戦）、読書
重典

勤

氏名：安保
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利和

務

先：住友生命(相)

松

山支社 支社長
三番町₄－11－₁
TEL 941－4416
生 年 月 日：昭和39年₇月18日
入会年月日：平成23年₅月31日
趣
味：ゴルフ

クラブニュース
５月のお祝い

配 付 物

誕生祝

以下₄名 濱本（₃日）、清田（₇日）、高須
賀（₈日）、御木（16日）
結婚祝 以下₇名 名本
（₅日）
、津田
（12日）
、三好
（17日）
、結城
（18日）
、加藤
（20日）
、川瀬
（25
日）
、関
（啓）
（26日）
創業祝 以下₇名 玉置
（₁日）
、泉川
（₁日）
、北村
（忍）
（₁日）
、佐藤
（₂日）
、児玉
（義）
（₂日）
、

₁．ガバナー月信
₁．ライト＆ライフ
₁．近隣ロータリークラブ例会予定表
₁．会報₃月号

浦岡
（17日）
、森本
（三）
（29日）

３・４月２ヵ月皆勤
橋、玉置、渡部
（浩）
、山本
（泰）
、結城、米山、深見、
飯尾、中住、関
（宏）
、田代、山内

以下33名 浅井（人）、二神、五味、浜田、濱本、林、
平原、石橋、亀井、川瀬、清田、眞鍋、三原、三好、
名本、西村、大森、佐藤、白石、関（啓）、高岡、高

松山ロータリー・ゴルフ会

５月例会

平成23年₅月22日（日）
於：サンセットヒルズカントリークラブ
参加者 石橋、川瀬、関（啓）、渡部（浩）、米山、山内、

順

位

氏

優

勝

居村

準優勝

河合

₃

関

位

名

居村亥明、河合俊彦（₂名非会員） 計₈
名

OUT

IN

亥明

45

51

Total Hdcp
96

29.0

67.0

Net

俊彦

52

55

107

33.0

74.0

啓三

45

43

88

9.0

79.0

５月中の出席報告
区分

会員数

出席会員数

欠席会員数

10日

69（59）

53

16

82.81％

5

89.23％

0

17日

69（59）

44

25

68.75％

11

84.62％

0

24日

70（60）

42

28

63.64％

10

77.61％

2

31日

71（61）

41

30

63.08％

12

80.30％

0

平均

69.8（59.8）

45

24.8

69.57％

9.5

82.94％

0.5

例会日

当日出席率 メークアップ数 前回訂正出席率 ビジター数

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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