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ロータリーを実践し

みんなに豊かな人生を

　　 幹事一年間を振り返って

　昨年の今頃は2013－2014年の幹事をどのようにやれば良いか考えていましたが、そ
の場その場で一生懸命やっていけば何とかなるもので後₁ヶ月の任期となりました。
（適当にその場限りでこなしたと言う事では有りません　笑）
　会長・副会長・ＳＡＡに聞きながら又、副幹事に助けてもらい会員の皆様に御協力
頂きこの一年間無事役割終了しそうで感謝の言葉しか有りません。
　特に₈月には初期がんが見つかり内視鏡手術で例会を₃回も連続欠席させて頂きま
した。しかし、この経験は私にとって自分の死生観を変える大きな教訓となりました。
　口では世の中で死なない人間は誰一人いないのだから死ぬ時は運命と諦めて粛々と
受け入れれば良い。自分は絶対に慌てないと思っていましたが、最初の告知をされた
ときは流石に少し早いんじゃないの？と落ち込みました。幸い初期ガンという事で完
治の可能性が高いと知りほっとしたというのが正直な気持ちです。
　その後、₃週間で入院治療も終わり、がん保険200万円は厄落としのつもりでゴル
フの会員権を購入しました。住友生命の安保会員からは保険金の入金をしてその日に
会員権を購入したのは前代未聞と笑いを通り越してポジティブな生き方とお褒めの言
葉を頂戴しました。
　私も来年還暦を迎える年になり、会社の中でもそろそろバトンタッチの準備という
言い訳で面倒な事をできるだけ部下の皆に振ってきましたが、幹事をさせて頂きまだ
まだ現役続行の自信を持つことが出来ました。
　日々を精一杯大切に生きる事をあらためて教えて頂いた一年になりました。これか
らもどんな事にもポジティブに頑張りますので幹事退任後も宜しくお願いします。

幹事　二　神　良　昌

巻頭メッセージ

₆月₃日㈫…「瀬戸内の塩づくり　縄文から現代まで」

深見　邦芳会員

₆月10日㈫…「やさしい相続の話」

佐野　秀司会員

₆月17日㈫…役員・委員長退任挨拶

₆月24日㈫…役員・委員長退任挨拶

例会予定



例会記録

　第3207回例会　2014年５月13日（火）

出席会員　69（61）名中48名　出席率69.57%
前回訂正出席率72.46%

欠席会員　21名　土居、福田、市川、河田、菊
池、清田、河内、兒玉、御木、三好、村上、
中地、長尾、大塚、白石（省）、洲﨑、田中、
玉置、浦岡、和田、柳田

ゲスト　　₁名　藤岡　　忠
（㈱イープレス常務取締役）

ビジター　₁名　東　　　武（松山南RC）
ニコニコ箱
上甲　　泰	 藤岡さん、卓話楽しみにしており

ます。
米山　徹太	 松山ローターアクトクラブ藤岡さ

ん、本日卓話宜しくお願いします。
高橋　伸定	 ₅／10㈯、11㈰短期交換最終面接

において、ニュージャージーへ
行く26名の学生が決定致しまし
た。二神さん、参加者全員へサー
ティーワンのアイスの差し入れあ
りがとうございました。

佐藤　昭美	 ₁）連休の₃日間、北海道の函館
で過ごしましたが、五稜郭はじめ
各地の桜が満開で目を楽しませて
くれました。

	 ₂）羽田空港で移動中、歩くのが
遅いため係員に車椅子を勧められ
生まれて初めて利用しましたが、
やはり楽でした。

	 ₃）（創業記念祝）
佐野　秀司	 上甲さん、先日有難うございまし

た。
濵本　道夫	 朝ドラ「花子とアン」を見ていま

す。葉山家の白蓮事件、今から楽
しみです。

髙石　義浩	 バッジ忘れました。すみません。
名本二六雄（結婚記念祝）
小野　　茂	（結婚記念祝）₅月₂日結婚記念

日でした。
関　　啓三	（結婚記念祝）

結城　　旬	（結婚記念祝）
（なんとなくニコニコ）五味、勝見、白石（恒）、

菅井
早　退　　兼平、西野、佐々木

卓　話　「ＲＡＣ活動と活動を通じて学んだこと」
松山ローターアクトクラブ会員　㈱イープレス常務取締役

藤岡　忠　氏
　この度は、貴重な機会をいただき有難うござ
います。また、松山ローターアクトクラブへの
ご支援、ご理解、ご協力をいただいております
ことを心より感謝し御礼申し上げます。
　松山ローターアクトクラブ（以下、松山
ＲAC）は現在14名で活動を行っております。
　月₂回開催している例会では会員各々の仕事
についてや、得意分野について卓話や実習を中
心に行っております。会員の仕事について知る
ことで仕事に対する視野を広げ、自己研磨する
ことへのモチベーションを高めることができま
した。
　マイロード清掃活動では、松山市の三番町通
りを清掃しております。この活動は第₈回松山
市都市景観賞「きらめき奨励賞	まちなみ部門」
において表彰していただきました。ボランティ
ア活動を行うことで人間としての価値観を考え
るきっかけになりました。
　その他、地区内の活動を積極的に取り組むた
め地区内交流会や会長幹事会を松山で開催させ
ていただき松山大学ＲACと協力して成功させ
ることができました。地区内の活動を行うと準
備の大変さを痛感します。準備や段取りの大変
さを知ることで、その他で参加する会に対し準
備してもらえることへの感謝の気持ちを持つこ
とができます。また、準備する中で段取力・判
断力など様々なスキルを向上することができま
した。
　様々な活動を通して多くの学びを得られる
ＲAC活動ですが、松山ＲACでは会員減少に対
する課題を抱えております。松山大学ＲACの
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例会記録

出席会員　70（62）名中43名　出席率62.32%
前回訂正出席率68.57%

欠席会員　27名　土居、五味、原田（達）、原田
（満）、市川、伊藤（慎）、伊東（毅）、勝見、
菊池、河内、御木、三好、村上、西野、大塚、
大橋、佐々木、白石（省）、菅井、洲﨑、関
（啓）、玉置、鶴田、渡部、柳田、結城（中住）

ニコニコ箱
安永　眞澄	 四国ガス松山本社、新入致しまし

た。今後共よろしくお願いいたし
ます。

亀井　義弘	 本日は卓話をさせて頂きます。
飯尾　寛治	 亀井さん卓話がんばって。
石橋　和典	 亀井さん卓話を楽しみにしており

ます。宜しくお願い致します。
上甲　　泰	 亀井さん卓話楽しみにしておりま

す。
小野　　茂	 亀井会員の卓話、楽しみにしてい

ます。
河田　正道	 ₃週間空きました。亀井さんの卓

話、よろしくお願い致します。
佐藤　昭美	 亀井パストガバナーの卓話、たの

しみにしています。
濵本　道夫	 原田支店長、先週は御指導ありが

とうございました。
佐野　秀司	 林さん、有難うございました!!
清田　明弘	 先週、欠席しました。
白石　恒二	 バッジを忘れました。すみません。
中地　　修	（会員誕生祝）
和田　敏希	（会員誕生祝）先週お休みにつき。
兒玉　義史	（創業記念祝）30周年です。

浦岡　正義	（創業記念祝）₅月17日　開業27
年目になりました。

（なんとなくニコニコ）林（早退）、髙石、米山
早　退　　羽牟、永木、山本

卓　話　「論語とロータリー」
亀井　義弘　会員

　論語は、2600年前の孔子のお言葉です。ロー
タリーは、110年以前に創立されました。その
論語とロータリーは、共通点があります。ポー
ルハリスは「ロータリアンは、厳選された人
達である。」と言っています。ロータリアンは、
徳のある人達です。「徳は孤ならず、必ず隣あり」
（孔子）。道徳観心を身につけた人は、孤立せず
必ずその徳を慕って人が集まってきます。95年
度のR₁会長テーマは、“Be	 a	 Friend”です。
友達になろうです。90年度のテーマは“Enjoy	
Rotary”です。私は常々新入会員の皆様に言っ
ております。「ロータリーに入会すれば友達を
作って、多いに楽しんでください。」
　道元禅師は、「私が、霧の中を歩くと覚えざ
る如く、衣が濡れている。私が、よき人達の
中に入ると、知らぬ間によき人になっている。」
その良き人とは、₁．徳のある人　₂．自分の
利より道義を重んじる人　₃．自分の事より他
人の事を先に考える人、を言います。この様に
自分を徳ある人間にすると侘しい人生を歩むこ
とはありません。「友達になろう」の友人を選
ぶ基準を、孔子は、益者三友で示しています。「直
きを友」－正直、素直で、言葉に裏表のない友
を言う。「諒を友」－誠実な事を言う、この様

　第3208回例会　2014年５月20日（火）

卒業生や、ロータリアンの方へのお願い等を
行っておりますが会員が減少傾向にある状態
です。一人でも多くの会員を迎え様々な活動を
行っていきたいと考えておりますのでご入会い

ただける方をご紹介いただけると助かります。
　最後になりましたが松山ＲACの活動を今後
もお支え頂けたらと思いますので宜しくお願い
致します。
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例会記録

　第3209回例会　2014年５月27日（火）

出席会員　70（62）名中51名　出席率72.86%
前回訂正出席率74.29%

欠席会員　19名　五味、原田（雅）、原田（満）、市
川、伊東（毅）、河内、御木、三好、村上、永木、
大橋、佐々木、白石（恒）、関（啓）、玉置、浦岡、
和田、安永、柳田

ニコニコ箱
平原　立志	 大変お世話になりました。
石橋　和典	 平原さん、大変お世話になりあり

がとうございました。今後も宜し
くお願い致します。田代先生、卓
話宜しくお願い致します。楽しみ
にしております。

河田　正道	 平原さん、ご苦労さまでした。映
画「瀬戸内海賊物語」が24日から
封切になりました。皆さん観て下
さい。早退します。

田代　信吾	 駄辯で申し訳ありません。
飯尾　寛治	 田代先生卓話がんばって。
勝見　安美	 田代先生卓話楽しみにしていま

す。
白石　省三	 欠席が続いていました。
髙石　義浩	 法人理事長に就任いたしました。

職員の為、地域住民の為、関係の

皆様のためがんばります。
清田　明弘	（会員誕生祝）
大塚　岩男	（会員誕生祝）（結婚記念祝）なん

となくニコニコ、早退
（なんとなくニコニコ）二神、林、菊池、米山
早　退　　土居、原田（達）、西野

卓　話　「インテリジェンスオフィサー」
田代　信吾　会員

　愛媛県出身の産経新聞論説委員岡部伸氏の著
書「消えたヤルタ密約緊急電」を紹介させて頂
きました。これは日本のインテリジェンスオ
フィサー陸軍少将小野寺信の孤独な戦いについ
て書いた本です。小野寺氏が戦火の中で得た“ソ
連はドイツ降伏後₃ケ月で日本に宣戦布告す
る”と言うヤルタ協定の密約情報を陸軍奥の院
で握りつぶされ日本の為に生かされることはあ
りませんでした。もしこの貴重な情報が生かさ
れておれば日本の終戦が₃～₄ケ月早まり、運
が良ければ①沖縄の玉砕、②広島・長崎の原爆
投下、③中国滞在の日本兵のシベリア抑留、④
中国残留孤児、⑤北方領土問題等の困難な事例
は起こらなかったとも想像され当時の軍隊内部
の混乱が大変遺憾に思われます。

な友といると自分の心まで洗われて、誠実な人
間に変化している。「多聞を友」－博学を言い
ます。物事をよく知っている人、よく勉強して
いて見識豊かな人です。自分も知識が増えて、
視野が広がります。そのため正しい判断が下せ
ます。さらに、益者三楽を述べています。「礼楽」
－礼儀と心を和らげる音楽「人の善を言う楽し
み」－他人の長所を語る楽しみは益なり。「賢
友多きを楽しむ」－多くの賢人と交わる楽しみ。
以上の益者三友、益者三楽は、ロータリーの世

界です。精神の交流する友というものが必要で
す。白楽天、一人の楽しみを楽しめば、人もま
た楽しみを楽しむ。他人の楽しみを、我がこと
の様に楽しめば、他人も自分の楽しみを喜んで
くれる。ロータリアンは、寛容な人、他人の良
さを認める人、他の人と親しく交わり、助け合
うことが出来る人。自らの境地が高まり倫理的
に向上する立派なロータリアンになるよう励み
ましょう。
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理事会報告

₅月20日㈫
①　新入会員申込み　みずほ銀行松山支店　齋
藤　明弘氏　承認。

②　当クラブ周年記念準備会計について　承
認。

平成26年₅月度理事会決議事項

クラブニュース

新入会員紹介

勤　務　先：四国ガス㈱松山本社
	 常務執行役員・松山

本社長・営業本部長
	 味酒町₁－10－₆
	 TEL	945－1211
生 年 月 日：昭和25年₉月25日
入会年月日：平成26年₅月20日
趣　　　味：スポーツ観戦、ゴルフ等氏名：安永　眞澄

退会のお知らせ

松山全日空ホテル
代表取締役社長
平原　立志会員は退任の為、₅
月31日付で退会されました。ロー
タリー歴は₅年₇ヶ月でした。

誕生祝　	以下₆名　濵本（₃日）、清田（₇日）、
和田（₉日）、大橋（₉日）、御木（16日）、
中地（28日）

結婚祝　	以下₇名　小野（₂日）、名本（₅日）、
伊藤（慎）（14日）、大塚（15日）、三好（17
日）、結城（18日）、関（啓）（26日）

創業祝　	以下₇名　玉置（₁日）、泉川（₁日）、
原田（雅）（₁日）、佐藤（₂日）、兒玉（₂
日）、浦岡（17日）、村上（29日）

５月のお祝い

以下28名　浜田、濵本、林、石橋、泉川、上甲、清田、
三原、長尾、名本、西村、大森、佐々木、佐藤、菅井、

関（啓）、髙石、高橋、田中、渡部、米山、深見、飯尾、
亀井、中住、関（宏）、田代、山内

３・４月２ヶ月皆勤

₁．2014－15年度組織一覧㈱
₁．近隣ロータリークラブ例会予定表

配　付　物

案
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クラブニュース

５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
13日 69（61） 48 21 69.57% 2 72.46% 1
20日 70（62） 43 27 62.32％ 5 68.57％ 0
27日 70（62） 51 19 72.86％ 1 74.29％ 0
平均 69.7（61.7） 47.3 22.3 68.25 2.7 71.77％ 0.3

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/
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