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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
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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
₇月５日㈫…理事役員・委員長就任挨拶
（渡辺ガバナー補佐訪問クラブ協議会）
₇月12日㈫…「美馬ガバナー公式訪問例会」
₇月16日㈯…松山近隣８RC合同例会
於；松山全日空ホテル
₇月19日㈫…松山近隣８RC合同例会の振替休会
₇月26日㈫…理事役員・委員長就任挨拶

巻頭メッセージ

退任のご挨拶
会長

林

純之介

何やらわかりにくい国際ロータリーのテーマよりも、亀井ガバナーが採用された「ロー
タリーの心と原点」
「Back to basics」の方がずっと理解しやすいと考え、私も例会重視・
基本に返ろうを掲げて行動しました。ガバナーを出した母体クラブがいかに大変かを繰り
返し訴えさせていただき、会員の皆さんの協力を仰ぎました。万全？の体制で準備してい
た、最大のイベント地区大会が、東日本大震災への配慮から縮小と決まったのが、残念と
いえば残念でしたが、あまたあったホストクラブならではの仕事を、ガバナー事務局はも
ちろん、
会員の皆さんの協力で乗り切ることができました。ガバナーを出したことによって、
大量の仕事と責任が舞い込みましたが、これらと真剣に向かい合っている間に、ロータリー
についての会員の皆さんの理解が深まったことも事実だと思いました。五味会長・林副会
長の時代にCLP（クラブ・リーダーシップ・プラン）に取り組み、クラブ内組織を変えま
したが、これはホストクラブとしての忙しさに紛れて、長所も短所も浮かび上がらないう
ちに₁年が経ってしまったという感じです。いつでも見直そうということで始めた組織で
すから、濱本会長はじめ会員が変更あるいは改善を求めるのであれば、妨げるものは何も
ありません。
年度替わり早々で70人に届いた会員数は、その後松岡会員の退会などもあって（６月30
日現在の見込みでは）65名に落ち込んでいますが、転勤族の転出外が直近で集中し、後任
がまだ入会の手続きを終えていないなども原因で、早晩70名には復帰する見込みです。い
ずれにしても69名から74名を目指そうという目標が、達せられなかったのは残念でもあり、
申し訳なく思います。
次年度は格別大きな事業はありませんが、12年₇月にやってくる、創立75周年への動きが、
前倒しで始まりますので、余裕で構えていい年ではありません。さっそく濱本会長・玉置
副会長が別の旗印を掲げることになりますが、皆さんの変わらぬご協力をお願いいたしま
す。₁年間、
至らぬ会長を支えていただきありがとうございました。心から感謝いたします。
ありがとうございました。
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2011年６月７日（火）

出席会員 71（61）名中42名 出席率63.64％
前回訂正出席率77.61％
欠席会員 29名 淺井
（清）
、土居、遠藤、原田、
泉川、市川、亀井、川瀬、河内、児玉
（義）
、
御木、三原、三好、森本
（惇）
、永木、長尾、
小川、佐々木、佐野、白石、白塚、高須賀、
浦岡、山本
（博）
（麻生、藤山、松岡、宮田、
中住）
ゲスト
₁名 近藤 誠二
（坊っちゃん劇場 役者）
ビジター ₁名 米山 徹朗（松山西RC）
ニコニコ箱
北村 一明 近藤さん、卓話楽しみにしていま
す。坊っちゃん劇場思い切り宣伝
してください。
林 純之介 近藤様、今日の卓話楽しみにして
います。
北村
忍 本日、退会届を提出しました。永
い間本当にお世話になりました。
有難うございました。
米山 徹太 先日の青少年交換会議、お疲れ様
でした。
高橋 伸定 林会長、ゲスト卓話にてご配慮あ
りがとうございました。
加藤
崇 会員誕生祝
関
宏康 会員誕生祝
安保 利和 結婚記念祝
児玉
聡 結婚記念祝
（なんとなくニコニコ）五味、田嶋、吉田
早 退
清田、玉置、渡辺
（基）
卓

話

「誓いのコイン～地域文化の担い手として～」
坊っちゃん劇場 俳優 近藤 誠二氏
愛媛朝日テレビの北村社長に紹介していただ
いた今回の卓話、正直なところ大変光栄でもあ
りましたが、プレッシャーでもありました。
私、近藤誠二は1972年松山市生まれの39歳で
す。今年で創立₆年目となる坊っちゃん劇場の
舞台に立たせてもらってから早５年目になりま
す。

転機となった坊っちゃん劇場初年度の作品、
劇場名誉館長ジェームス三木さん作・演出、
ミュージカル『坊っちゃん！』を客として観劇
させてもらった日が昨日のことのように感じま
す。当時、大阪が活動拠点でしたが、祖母の
葬儀の折に帰省し、身内の話題に出てきたのが
オープン間もない坊っちゃん劇場でした。劇場
の概要や経営指針など、詳細は知りませんでし
たが、何か強烈な『縁』を感じました。
嫁と二人の娘（当時・幼稚園の年長さんと₂
歳）を引き連れての家族大移動。独り身ならば
簡単であろうことも、生活基盤に乗った大阪で
の生活を離れ、松山に戻ることは意外に簡単な
ことではありませんでした。
四国の小さな町に出来た常設劇場が、今後末
永く運営出来るのか？ 誰もが思うように僕自
身も思いました。有名な大きな劇団といえば『劇
団四季』や『宝塚歌劇団』でしょう。それぞれ
拠点は東京・大阪の大都市圏です。集客の利便
性も当然のこと。しかし、坊っちゃん劇場のあ
る愛媛県東温市は人口₃万₅千人ほどの小さ
な町。果たして年間270回を超える公演を重ね、
集客をキープできるのか…。無謀とも言える挑
戦かもしれません。
『やってみよう…。』一念発起の思いで故郷へ
戻りました。
現在坊っちゃん劇場では『誓いのコイン』と
いうミュージカルを上演中です。
初年度の『坊っちゃん』から『吾が輩は狸で
ある』『龍馬！』『鶴姫伝説』『正岡子規』を経
る中で感じること。『これはいけるかもしれな
い…。』
地域に認知され、愛媛県下、多くの小中高校
が来場し始めている今、坊っちゃん劇場の役割
は、ただ上質の舞台芸術を発信するだけではな
く、地元に根ざした活動や交流を深めるという
公共性を増しているのです。
松山ロータリークラブさんとの出会いも同じ
なんですね。日本国内でも非常に稀なこうした
活動が、次第に実を結び、県民の誇れる場所と
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して今後も活動できるよう、私自身精一杯励ん
で参ります。
この会報をご覧の皆様
松山のおもてなしの心や純粋な愛を描いた

第3069回例会

ミュージカル『誓いのコイン』。
笑いあり、涙あり、歌あり、踊りありの素晴
らしい作品に仕上がっています。
役者一同、皆様のお越し心よりお待ち申し上
げます。

2011年６月14日（火）

出席会員 70（60）名中48名 出席率72.73％
前回訂正出席率84.85％
欠席会員 22名 安保、浜田、石橋、市川、柏原、
清田、河内、児玉
（義）
、御木、三好、森本
（惇）
、
長尾、小川、白石、高岡、高須賀、渡部
（浩）
、
渡辺
（基）
（麻生、藤山、松岡、宮田）
ニコニコ箱
遠藤 景子 お世話になり、ありがとうござい
ました。
山本 博敏 お世話になりました。
林 純之介 遠藤局長、山本博敏社長、短い間
でしたがお世話になりました。新
天地での益々のご活躍をお祈りい
たします。
河田 正道 遠藤局長、山本社長、お疲れさま
でした。
淺井 清司 本日卓話をさせて頂きます。皆さ
んにウイスキーファンになってい
ただければ幸いです。
北村 一明 淺井さん、卓話よろしく。ウイス
キーの話、楽しみです。
佐々木 淳 淺井さん、卓話頑張って下さい。
今晩卓話の続きは二番町で聞けま
すか？
米山 徹太 亀井ガバナー、大森先生、ローター
アクトクラブ地区大会お疲れ様で
した。公式行事終わりましたね。
山内
建 大森さん、浦岡さん、先週はお世
話になりました。
結城
旬 先週土曜日に新しいホールを古川
にオープン致しました。工事中は

お騒がせし、又たくさんの激励を
いただきありがとうございまし
た。
白塚 重典 先週出張でお休みしたので。
原田 満範 （会員誕生祝）忘れていました。
玉置
泰 （ご夫人誕生祝）
（なんとなくニコニコ）五味、森本（三）、大森
早 退
土居、川瀬
卓

「ウイスキーのおはなし」
淺井 清司 会員
最近復調の兆しのあるウイスキーについてお
話しさせていただきます。ウイスキーとは「蒸
留酒の一つで、大麦、ライ麦、トウモロコシな
どの穀物を麦芽の酵素で糖化し、これを発酵さ
せ蒸留したものである」と定義されます。同じ
穀物で造られるビール、焼酎、ウイスキーで比
較すると、ビールは穀物を仕込み発酵させたも
の、焼酎はその上に₁回蒸留させたもの、ウイ
スキーは₂回蒸留させそれを熟成させたもの。
他のお酒との違いは簡単に言えば₂回の蒸留と
熟成という事となります。ウイスキーについて
はオーケストラを連想して下さい。様々な楽器
でいろいろな音色を奏でます。指揮者が様々な
音をひきだし調和させる事で非常に重厚な素晴
らしい音楽となります。ウイスキーについては
より多くの特徴的な原酒を持つという事で洗練
された複雑味あふれるウイスキーが誕生いたし
ます。特徴的な原酒を造るために仕込み発酵、
蒸留、熟成において様々な製造方法を用います。
熟成においては樽の材質、大きさ、異なる前歴
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等々のプロセスが大事であり、それぞれが特徴
的な原酒を産み出します。樽の熟成庫の環境の
影響も大きいです。ウイスキーが樽の中で呼吸
をしている為です。象徴的なのはアイラ島のボ
ウモア蒸留所、海抜₀メートルの海岸沿いにあ
り潮風の影響を強く受けています。実際ボウモ
アを飲むと潮の香りがするのは気のせいでしょ
うか？ またウイスキーは食中酒です。私の経
験談からいうと串揚げとウイスキーの相性は抜

第3070回例会

2011年６月21日（火）

出席会員 68（58）名中43名 出席率66.15％
前回訂正出席率80.00％
欠席会員 25名 二神、市川、柏原、勝見、加
藤、清田、河内、三好、森本
（惇）
、森本
（三）
、
小川、佐々木、白石、白塚、関
（啓）
、高岡、
高須賀、田嶋、玉置、浦岡、渡辺
（基）
、山
本
（泰）
（藤山、松岡、宮田）
ビジター ₁名 髙田 修（神奈川東RC）
ニコニコ箱
神奈川東RC
髙田
修 横浜の神奈川東RCより参りまし
た。本日は宜しくお願いいたしま
す。
麻生 俊介 退会します。

第3071回例会

群です。一度是非お試し下さい（一杯目からウ
イスキー水割りです）。最後にウイスキーは体
にとってもいい飲み物です。カロリーが低く、
糖分は殆どなく、プリン体からの尿酸生成を抑
制し尿酸を排出する作用もあります。非常に体
にいい飲み物ですが、とはいえ健康の為には適
量飲酒が何よりも大切な事はいうまでもありま
せん。皆さん、今晩よりウイスキーを是非お楽
しみ下さい。

長尾

芳光 （会員誕生祝）₆月30日、51歳に
なります。いつまでも若くいたい
と思っています。
林 純之介 ポリオプラスの件、間際になって
のお願いで恐縮です。よろしくお
願いします。
河田 正道 玉置さん、伊丹十三記念館の入場
者10万人おめでとうございます。
御木 徳久 お久しぶりでございます。欠席ば
かりで申し訳ございません。
児玉 義史 バッジ忘れ
（なんとなくニコニコ） 五味、佐藤
早 退
児玉（聡）

2011年６月28日（火）

出席会員 67（58）名中46名 出席率68.66％
前回訂正出席率86.15％
欠席会員 21名 土居、二神、泉川、市川、柏原、
勝見、川瀬、御木、森本
（惇）
、長尾、永木、
佐々木、関
（啓）
、高岡、高須賀、玉置、津
田、山本
（克）
、米山（松岡、宮田）
ニコニコ箱
田嶋 德之 退会ご挨拶

林

純之介 一年間本当にお世話になりまし
た。至らぬ会長を支えていただき
本当に有難うございました。
三原 英人 一年間幹事として皆様にたいへん
お世話になりました。ご指導・御
協力いただきましてありがとうご
ざいました。
濱本 道夫 本年中、大変お世話になりました。
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五味

久枝

平原

立志

三好

哲生

来期宜しくお願い申し上げます。
林会長いよいよ今日が最終です
ね。腰の痛い中で一年間大変お世
話になりありがとうございまし
た。
林会長、三原幹事、一年間ご苦労
様でした。
先日は火曜会でのご利用、ありが
とうございました。又、林会長・
三原幹事をはじめ、今年度役員の
方、ご苦労様でした。

西村

真也 林会長、一年間お世話になりまし
た。
眞鍋 次男 皆様の善意のご寄付で目標達成す
ることができました。一年間本当
にありがとうございました。
江田 和彦 ロータリーの友₇月号を配布しま
した。是非ご一読下さい。
佐藤 昭美 浦岡先生、先週娘が大変お世話に
なりました。
（なんとなくニコニコ）白塚（来週から出張等
で数回欠席します。）、小川

理事会報告
平成23年₆月度理事会決議事項

③

₆月₇日㈫
① 第13回サマースクール開催の件 日程：₈
月₃日㈬〜₆日㈯とする 承認。
② “新入会員オリエンテーション”をメー
キャップ扱いとする件 承認。

退会届 四国電力㈱ 北村 忍会員（転勤
のため） 承認。
④ 退会届 ㈱NTT西日本 山本 博敏会員
（転勤のため） 承認。
⑤ 退会届 松岡 健三会員（ご家族より代筆・
健康上の都合のため） 承認。

クラブニュース
退会のお知らせ
四国電力㈱松山支店 取締役
松山支店長
北村忍会員は転勤の為、₆月₇日
付で退会されました。ロータリー
歴は１年₈ヶ月でした。
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NHK松山放送局 局長
遠藤景子会員は転勤の為、₆月14
日付で退会されました。ロータリー
歴は₂年でした。

クラブニュース
㈱NTT西日本-四国

代表取締役

㈱伊予銀行 相談役

社長
山本博敏会員は転勤の為、₆月14
日付で退会されました。ロータリー
歴は₁年11 ヶ月でした。

麻生 俊介会員は人事異動の為、
₆月21日付で退会されました。ロー
タリー歴は16年11 ヶ月でした。

松山リハビリテーション病院 名
誉院長
松岡健三会員は健康上の都合によ
り、₆月28日付で退会されました。
ロータリー歴は32年₅ヶ月でした。

㈱テレビ愛媛 代表取締役会長
田嶋 德之会員は退任の為、₆月
28日付で退会されました。ロータ
リー歴は₈年11 ヶ月でした。

６月のお祝い

配 付 物

誕生祝

以下₄名 原田（₂日）、加藤（₉日）、
関（宏）（23日）、長尾（30日）
結婚祝 以下₄名 田嶋（₄日）
、安保（15日）
、高
橋（18日）
、児玉
（聡）
（28日）
創業祝 以下₃名 宮田（₁日）
、大森（₁日）
、高
岡（16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₄月号
₁．2011〜12年度 地区大会のご案内

６月中の出席報告
区分

会員数

出席会員数

欠席会員数

₇日

71（61）

42

29

63.64％

10

77.61％

₁

14日

70（60）

48

22

72.73％

₈

84.85％

₀

21日

68（58）

43

25

66.15％

₉

80.00％

₀

28日

67（58）

46

21

68.66％

10

86.15％

₀

平均

69（59.3）

44.8

24.3

67.80％

9.3

82.15％

0.3

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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