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　　会長退任挨拶
会長　三　原　英　人

　皆さん、１年間たいへんお世話になりました。ありがとうございました。
　「ロータリー活動を充実させよう！」をスローガンとして委員会活動に数値目標を掲げ
て頂き、隔月の夜間の例会を企画して、歩んで参りました。
　前半は、近隣８クラブ合同例会、ガバナー訪問例会、サマースクール、夜間例会（ふな
や）、職場訪問例会（松山地方裁判所）、夜間例会（国際ホテル）、地区大会（徳島）、年次
総会、クリスマス忘年家族例会（三越）と順調に各行事を行うことができました。
　後半は、数値目標達成に向けて自ら励む思いでスタートしましたが、１月末に佐藤昭美
名誉会員の逝去という悲しいお知らせがあり、また、２月以降は新型コロナウィルスの影
響が広がりました。そして、26日の夜間例会（道後プリンスホテル）以降は、例会の開催
も是非が問われる状況となり、３月中旬に２回、４・５月は計６回を休会とし、植樹は縮
小開催、職場訪問例会とお花見家族例会は開催を断念しました。その間、電話や書面で理
事会を運営し、６月の再開に繫ぐことができました。
　活動がない約３ケ月間、皆さんにとって松山ロータリークラブの存在は、いかがだった
でしょうか？　私自身、今まで、現在、これからの活動を見直す良き機会を得ました。６
月２日からは、感染防止に努めて例会を開催し、30日の夜間例会（ふなや）をもって会長
職を退任させて頂きました。
　会長職を全うできたのは、全ての会員の皆さんのおかげです。特に私を支えて頂きつつ、
数値目標を意識して活動に励んで頂いた理事、委員長の方々には、深く感謝致します。
　また、通年とは異なる運営を何度も支えて頂いた事務局の森さんにも御礼申し上げます。
そして、結城幹事とは、2017年４月15日の約束をお互いに果たせたことを労いたいと思い
ます。
　今でも、これからも良きことを守り、新しきことに挑戦する松山ロータリークラブの発
展を祈念し、お礼の挨拶とします。

例会予定
 7 月 7 日㈫…役員・委員長就任挨拶

 7 月14日㈫…役員・委員長就任挨拶

 7 月21日㈫…「「必殺」のお話」
松田　安啓会員

 7 月28日㈫…「Go To キャンペーン」
秋山　影明会員
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例会記録

第3484回例会　2020年６月２日（火）

出席会員　67（61）名中41名　出席率64.06％

　　前回訂正出席率69.23％

欠席会員　26名　土居、堂野、浜田、伊東、勝

見、加藤、三浦、三好、守谷、名本、西原、

西村、太田、大塚、大橋、左納、志鷹、清

水、菅井、髙石、高岡、浦岡、吉村（亀井、

児玉、田代）

ニコニコ箱

三原　英人　例会の再開と新入会員入会を祝し

て。

石橋　和典　久し振りの例会、大変嬉しく思い

ます。

上甲　　泰　お久しぶりです。みなさんに会え

てうれしいです。

菊野　先一　早く通常に戻りますように。

倉田　　剛　 会社はまだまだ厳しい状況です

が、ロータリー再開嬉しく思いま

す。

前田　克哉　ロータリー再開嬉しいです。個人

的には４月に単身解消しました。

宮﨑　修一　再開の御礼。

大森　克介　新型コロナウイルスに負けない様

に。

田中　和彦　お久しぶりです。やっと我が阪神

タイガースが6/19から仕事を始め

ます。

中住　義晴　皆様お元気でしたか。久しぶりの

背広でしたが見事にズボンが入り

ませんでした。

河内　広志　1582年の今日は、本能寺の変で明

智光秀が信長を襲撃した「裏切り

の日」です。四つのテストもさる

ことながら、人を裏切らずまた、

あざむかず、誠意を尽くす、その

ことが奉仕とするなら、これこそ

がロータリアンのプライドと言え

るのではないでしょうか。

米山　徹太　10回分のニコニコです。

浅田　　徹　（会員誕生祝）

原田　満範　（会員誕生祝）

清田　明弘　（会員誕生祝）

関　　啓三　（結婚記念祝）

立松　良之　（結婚記念祝）

鶴田　直丈　（創業記念祝）４月に社長に就任

しました。引き続きよろしくお願

い致します。

（なんとなくニコニコ）窪、倉田（満）、村井、

尾谷（久しぶりで…）、塩梅（久

し振りの出席です）

早　退　　二神（コロナ退散）
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出席会員　69（63）名中44名　出席率66.67％

　　前回訂正出席率70.15％

欠席会員　25名　堂野、浜田、泉川、伊東、勝見、

加藤、倉田（満）、三好、守谷、名本、西原、

太田、大塚、大橋、志鷹、清水、菅井、髙石、

鶴田、浦岡、梅津、吉村（亀井、児玉、田代）

ニコニコ箱

三原　英人　武田さん、中河さんの入会を歓迎

します。

伊藤　茂喜　先週、新しく入会させて頂きまし

た。

武田　一宏　本日より入会させて頂きます。若

輩者ですが宜しくお願い致しま

す。

深見　邦芳　四国ガス武田支店長いい男です。

仲良くしてあげて下さい。

田中　和彦　梅雨の中休みは本日までと聞いて

います。晴れの日は良いですね。

村井　重美　今年度最後の６月、一年間ありが

とうございました。

窪　　仁志　６月13日から通常ダイヤで運行し

ます。

河内　広志　道後プリンスホテルでは県民限定

のテレワークプランを６月末まで

無料にて実施しております。

今日は語呂合わせで楽曲の「ロッ

クの日」です。忌野清志郎のロッ

ク調で「手に手つないで」や「四

つのテスト」を歌ってみたいと思

います。

（なんとなくニコニコ）松田、米山、木下（裕）

早　退　　濵本

第3485回例会　2020年６月９日（火）

第3486回例会　2020年６月16日（火）

－役員・委員長　退任挨拶－

出席会員　69（63）名中39名　出席率68.18％

　　前回訂正出席率66.67％

欠席会員　30名　堂野、二神、浜田、濵本、伊

藤（茂）、  伊東（秀）、  勝見、加藤、窪、倉田

（満）、三好、守谷、名本、西原、大塚、大橋、

大美、左納、志鷹、清水、菅井、関、髙石、

高岡、鶴田、浦岡（亀井、児玉、田代、玉置）

ゲスト　２名　髙橋　宏文

　　　　　　　 （2019－20年度愛媛第Ⅱ分区ガ

バナー補佐）

　　　　　　　日田　良介

　　　　　　　 （2020－21年度愛媛第Ⅱ分区ガ

バナー補佐）

ニコニコ箱

髙橋　宏文　一年間お世話になりました。本当
（2019－20年度愛媛第Ⅱ分区ガバナー補佐）
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－役員・委員長　退任挨拶－

出席会員　69（63）名中45名　出席率69.23％

　　前回訂正出席率71.21％

欠席会員　24名　土居、堂野、伊東（秀）、勝見、

窪、宮﨑、三好、守谷、中河、名本、西原、

大塚、大橋、大美、志鷹、清水、菅井、髙

石、浦岡、吉村（亀井、児玉、田代、玉置）

ニコニコ箱

三原　英人　昨日の新旧役員理事懇談会お疲れ

さまでした。二神さんお世話にな

りました。充実した良い会でした。

田中　和彦　６年間お世話になりました。あり

がとうございました。来月から新

社長の大西がお世話になります。

三浦　　明　３年間、大変お世話になりました。

二神　良昌　三浦さんご栄転おめでとうござい

ます。田中社長退会残念です。

浅田　　徹　三浦さん、田中さん、ありがとう

ございました。

石橋　和典　田中会員、三浦会員、大変お世話

になりました。今後共松山クラブ

を宜しくお願いします。

結城　　旬　お昼の例会最後ということで１年

間大変お世話になりました。

松田　安啓　先週金曜日「飛鳥乃湯泉」につかっ

てきました。スタッフの皆さんも

リ・オープンを大いに喜んでおら

れました。頑張れ！道後の湯。

梅津　信助　道後温泉の再開に。

河内　広志　第２次大戦後の今日、ＩОＣは6/23

をオリンピックDAYに決めまし

第3487回例会　2020年６月23日（火）

にありがとうございました。

日田　良介　7/1よりガバナー補佐をつとめま

す八幡浜ＲＣの日田です。よろし

くお願いします。

三原　英人　本年度ガバナー補佐髙橋様、次年

度ガバナー補佐日田様の来訪を歓

迎します。

高橋　伸定　 髙橋AG大変お世話になりました。

日田AG宜しくお願い致します。

田中　和彦　３か月間「飲み会」なしのおかげ

で極めて健康になってしまいまし

た。6/30のロータリー夜間例会楽

（2020－21年度愛媛第Ⅱ分区ガバナー補佐）
しみにしています。

河内　広志　先週、愛媛県民限定テレワークプ

ランのお話を致しましたが、大好

評につき７月末までテレワークを

無料にて延長します。

今日は「和菓子の日」であり玉置

さんの「一六の日」でもありま

す。→和菓子を神前に供えて疫病

退治、健康祈願をしたことに始ま

りました。

（なんとなくニコニコ）米山

早　退　　清田、武田、山添
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た。日本ではJOＣが主催となり毎

年各地でオリンピック・ランが開

催され、オリンピアンやロータリ

アンが2.6㎞のジョギングにチャ

レンジします。

倉田　　満　（結婚記念祝）

（なんとなくニコニコ）　米山

早　退　　五十嵐、菊野、清田、立松

第3488回例会　2020年６月30日（火）

－夜間例会（年度末）－

於︰ふなや

出席会員　68（62）名中33名　出席率52.38％

　　前回訂正出席率69.23％

欠席会員　35名　堂野、濵本、原田、五十嵐、

石橋、伊東（秀）、勝見、加藤、木下（裕）、

倉田（剛）、松田、宮﨑、三好、守谷、名本、

西原、西村、大塚、大橋、大美、尾谷、佐々

木、左納、志鷹、清水、菅井、髙石、鶴田、

浦岡、吉村（深見、亀井、児玉、田代、玉置）

ゲスト　１名　高梨　明治（元会員）

ニコニコ箱

三原　英人　 皆さん一年間お世話になりまし

た。感謝！

二神　良昌　三原会長、結城幹事、一年間ご苦

労様でした。美味しいお酒を召し

上がって下さい。

国際ホテル松山本日閉館となりま

した。皆様のご愛顧心より感謝申

し上げます。

高梨　明治　３年間本当にお世話になりありが

とうございました。今日ずうずう

しくもゲストで参りました。よろ

しくお願いします。

鮒田　好久　三原会長、結城幹事、ありがとう

ございました。本日もご利用あり

がとうございます。

上甲　　泰　一年間ありがとうございました。

三原さん、結城さん、皆様、また

来年もよろしくお願いします。

関　　啓三　三原会長、大変な一年となりまし

たが、無事終わり何よりでした。

ご苦労様でした。

米山　徹太　三原会長、結城幹事、一年間お世

話になりました。

浅田　　徹　一年間ありがとうございました。

三原さん、結城さん、皆様、また。

河内　広志　 今日６月30日は「ハーフタイム

デー」。一年も残すところ半分と

なる日です。

会長・幹事大変ご苦労さまでした。

やっと２番テーブルから解放され

る30日（みそか）の日です。あり

がとうございました。

（なんとなくニコニコ）木下（英）



―  6  ―

６月２日㈫

①６月30日㈫例会について
　夜間例会でいいかどうか。　承認。
②退会届　田中　和彦会員　承認。
③新入会員申込み　南海放送㈱
　大西　康司氏（田中氏後任）　承認。

令和２年６月度理事会決議事項

④次年度年会費請求について　承認。
⑤第22回サマースクール開催について
　中止とする。
⑥三井住友信託銀行・周年記念準備会計
　定期預金について　承認。

理事会報告

例会記録
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クラブニュース

退会のお知らせ

㈱ドコモＣＳ四国愛媛支店　支
店長　三浦　明会員は転勤の
為、６月23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。

南海放送㈱　代表取締役社長　
田中　和彦会員は退任の為、６
月30日付で退会されました。
ロータリー歴は５年11か月でし
た。

新入会員紹介

勤　務　先︰ 住友生命保険（相）
松山支社　支社長

　　　　　　三番町4－11－1
　　　　　　TEL 941－4423
生 年 月 日︰昭和39年７月16日
入会年月日︰令和２年６月２日
趣　　　味︰ ゴルフ

氏名︰会田　雅之

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42年10月24日
入会年月日︰令和２年６月２日
趣　　　味︰ ゴルフ氏名︰伊藤　茂喜

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45年12月25日
入会年月日︰令和２年６月２日
趣　　　味︰ 映画鑑賞、料理、

食べ歩き氏名︰梅津　信助

勤　務　先︰ 四国ガス㈱
　　　　　　 取締役執行役員営

業本部長
　　　　　　味酒町1－10－6
　　　　　　TEL 945－1212
生 年 月 日︰昭和37年３月31日
入会年月日︰令和２年６月9日
趣　　　味︰ ゴルフ、百姓

氏名︰武田　一宏

勤　務　先︰ 野村證券㈱松山支
店　支店長

　　　　　　千舟町5－7－3
　　　　　　TEL 933－0335
生 年 月 日︰昭和51年７月15日
入会年月日︰令和２年６月9日
趣　　　味︰ ゴルフ、スポーツ

観戦

氏名︰中河　　裕
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誕生祝　 以下３名　原田（２日）、塩梅（21日）、守谷
（27日）

結婚祝　 以下８名　立松（４日）、吉村（６日）、前田
（11日）、大橋（15日）、高橋（18日）、倉田
（満）（21日）、会田（25日）、中河（29日）

創業祝　 以下３名　鶴田（１日）、髙石（２日）、高岡
（16日）

１．会報２月号、３月号、４・５月合併号
１．次年度組織一覧
１．近隣ＲＣ例会予定表

６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

 2 日 67（61） 41 26 64.06％ 4 69.23％ 0

 9 日 69（63） 44 25 66.67％ 3 70.15％ 0

16日 69（63） 39 30 60.00％ 5 68.18％ 0

23日 69（63） 45 24 69.23％ 2 71.21％ 0
（夜間例会）

30日 68（62） 33 35 52.38％ 12 69.23％ 0

平均 68.4（62.4） 40.4 28 62.47％ 5.2 69.60％ 0

６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/


