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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　濱本道夫　幹事　結城　旬

６

　　 退 任 の ご 挨 拶

　ロータリー経験の未熟な私が会長という大任を拝命することとなり、早いもので一
年が経過し、「退任のご挨拶」の原稿を今書いている所です。今年で名門松山ロータリー
クラブは創立75周年を迎え、歴代会長の名簿を拝見し、＂責任＂という言葉を強く感じ
たことは、最初の会長挨拶に書いたとおりの気持ちです。この初めての会長職にあた
り、会長を補佐し、支えてくださった副会長、SAA、理事役員の方々、そして何よりも、
会長を補佐してくださった幹事の役割はほんとうに心強いものがありました。初めて
の会長幹事研修の折の、稲山徳島パストガバナーの言葉が今も忘れられません。それ
はこう言われました。＂会長は解っていることでも解らないふりをして下さい＂＂幹事
は解っていなくとも解るふりをして下さい＂＂幹事は総理大臣であり会長は天皇陛下で
す＂私はこの稲山パストガバナーのユーモアあふれる言葉が今も忘れられません。さ
て私が今年度目標としたテーマは₄つでした。①ロータリーの基本を学ぶ。②親睦の
中から奉仕を生み出す。③職業人としての地域社会の奉仕活動。④松山ロータリーク
ラブ創立75周年記念式典の立ち上げ。①から③のことについては、さてどうであった
か。私の気持ちとしては、すべてがまだ道なかばというところで、反省の気持ちでいっ
ぱいです。④の周年事業については、準備委員会を立ち上げ、委員会のメンバーが精
力的に準備をこなし、₇月₇日の日に備えているところです。
　以上一年間をふりかえり、反省の気持ちばかりではございますが、改めて思います
のは、ロータリーの組織の重要さは、理事役員の方々のささえがあってこそ、会の運営、
例会の進展があるのでは、と思います。一年間、至らぬ会長でありましたが、松山ロー
タリークラブの会員の皆様に支えていただいた事を心より感謝いたしますとともに、
次年度の会長幹事、理事の皆様への御支援御協力の程よろしく御願い申し上げます。

会長　濱　本　道　夫

巻頭メッセージ

₇月₃日㈫…「理事・役員就任挨拶」
₇月₇日㈯…松山RC創立75周年記念式典
₇月₈日㈰…松山RC創立75周年記念演奏会
₇月10日㈫…振替休会（75周年記念式典に）
₇月17日㈫…「理事・役員就任挨拶」
₇月24日㈫…振替休会（₈RC合同例会に）
₇月26日㈭…松山近隣₈RC合同例会

於：松山全日空ホテル
₇月31日㈫…「四国の電気について」

宮内　義憲会員
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例会記録

　第3115回例会　2012年６月５日（火）

愛媛第Ⅱ分区ガバナー補佐

出席会員　72（64）名中52名　出席率75.36%
前回訂正出席率78.57%

欠席会員　20名　五味、林、市川、伊藤、児玉
（義）、御木、三原、三好、棟方、森本、永
木、大塚、小川、佐野、白石（省）、関（啓）、
浦岡（深見、藤山、宮田）

ゲスト　　₁名　渡辺　重栄
　　　　　　　　（愛媛第Ⅱ分区ガバナー補佐）
ビジター　₁名　米山　徹朗（松山西RC）
ニコニコ箱
渡辺　重栄	 本日はガバナー補佐として、最後

のご挨拶に参りました。本年度は
大変お世話になりました。

兼平　泰之	 本日よりお世話になります。
濱本　道夫	 兼平さん入会おめでとうございま

す。
清水　哲司	 本日の卓話よろしくお願いしま

す。ドコモ兼平支店長をよろしく
お願いします。

宮内　義憲	 清水さん、卓話楽しみにしていま
す。

河田　正道	 ₆月₁日は電波の日です。
岡崎　裕一	 先日楽しいゴルフが出来ました。
河内　広志	 永らくの欠席を大変申し訳ありま

せん。そして渡辺先輩、本当にご
苦労様でした。

原田　満範	（会員誕生祝）
加藤　　崇	（会員誕生祝）
長尾　芳光	（会員誕生祝）30日に52歳になり

ます。気持ちはまだまだ38歳です。
白石　恒二	（会員誕生祝）₆月23日で60歳と

なります。気持ちだけは若くあり
たいです。

関　　宏康	（会員誕生祝）
玉置　　泰	（ご夫人誕生祝）
児玉　　聡	（結婚記念祝）
（なんとなくニコニコ）勝見、清田、吉川、米山
早　退　　西野（すみません）、佐々木（申し

訳ありません）

卓　話　「東日本大震災に立ち向かう」
清水　哲司　会員

　平成23年₃月11日に発生した東日本大震災
は、東北・関東地方の広域にわたるエリアを襲
い、甚大な被害を及ぼしました。加えて地震で
発生した大津波は、90もの中継伝送路ルートを
切断し、通信建物18ビルを全壊、更に23ビルを
浸水させるという被害をもたらし、多くの通信
設備を破壊しました。また、所外設備において
は、6.5万本もの電柱が流出・折損し、6,300km
にも及ぶケーブルが流出・損傷するなど多大な
被害を受けました。その結果、多くのお客様が
ご利用される通信サービスの提供ができない状
況に陥りました。
　NTT西日本グループは震災の発生直後から、
直ちに設備復旧支援活動を開始し、通信ケーブ
ル類の復旧、ポータブル衛星機器を利用した特
設公衆電話の設置、移動電源車による通信設備
への電源供給などに尽力しました。
　四国としては、平成23年₃月11日から約₃ヶ
月にわたり、岩手県南部を中心とした地域の設
備復旧支援活動に取り組みました。発災直後の
被災地は多くの瓦礫に埋もれ、継続的に余震が
続く非常に厳しい環境の中、延べ約150名の社
員が現地での設備復旧支援作業を行い、通信
サービスの早期復旧に奔走しました。設備復旧
支援活動への熱意と過去の経験で培われたノウ
ハウ及び日頃の訓練などにより、早期復旧を成
し遂げることができました。
　しかし、東日本大震災では、過去の被災想
定を遥かに超える大きな被害が発生しました。
NTT西日本は、東日本大震災の教訓を踏まえ、
今後、発生が想定される東南海沖地震等に対し、
戦略的防災設備構築計画を策定しています。具
体的には、津波到達時に想定される高さに応じ
た通信ビルの建物防護、津波による被災を回避
するための通信ビル間の迂回ルート化、発災後
における通信設備の早期復旧に備えた津波対策
などに、順次取り組んでいるところです。
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例会記録

　第3116回例会　2012年６月12日（火）

出席会員　72（64）名中50名　出席率72.46%
前回訂正出席率78.57%

欠席会員　22名　淺井、土居、市川、勝見、兼平、
亀井、河田、河内、児玉（聡）、御木、三好、
諸橋、白石（恒）、白石（省）、浦岡、渡辺（基）、
矢野、山本（泰）、結城（深見、藤山、宮田）

ゲスト　　₁名　金　　勝男
　　　　　　　　（当クラブ米山奨学生）
ビジター　₁名　二宮　生憲（横浜本郷RC）
ニコニコ箱
大塚　岩男	（会員誕生祝）₄/₇でした。お祝

いありがとうございました。
	 （結婚記念祝）₅/15です。
	 本日卓話をさせていただきます。
濱本　道夫	 大塚さん本日卓話楽しみにしてい

ます。
玉置　　泰	 大塚さん卓話ヨロシクお願いしま

す。
林　純之介	 大塚さん卓話楽しみにしておりま

す。
原田　満範	 大塚さん卓話楽しみにしておりま

す。
長尾　芳光	 本日の卓話は勉強させて頂きま

す。大塚さんよろしくお願いしま
す。

宮内　義憲	 大塚さん卓話楽しみにしておりま
す。

白塚　重典	 大塚さん卓話楽しみにしていま
す。よろしくお願いします。

平原　立志	 大塚さん卓話ご苦労様です。
米山　徹太	 ローターアクト地区大会で高松に

行って来ました。今年もすばらし
い大会でした。

五味　久枝	 先週東京スカイツリーにのぼって
きました。絶景でした！

小野　　茂	 前回誕生祝いただきまして、御礼
申し上げます。

二神　良昌	 関さん、中住さん、安保さん、渡
部さん、石橋さん、高橋さんゴル
フコンペご参加ありがとうござい
ました。秋は11月18日エリエール
レディスオープンの翌週11月24日
貸切りましたので、ロータリーの
皆さんぜひご参加ください。

（なんとなくニコニコ）森本、永木

卓　話　「愛媛の金融の移り変わり」
大塚　岩男　会員

　1868年明治新政府が誕生し、政府主導で近代
的な銀行制度が開始され、銀行という言葉が初
めて使われた明治₅年の「国立銀行条例」にも
とづいて、全国各地に銀行が設立されました。
愛媛県でも今から134年前の明治11年西宇和郡
川之石浦（現在の八幡浜市保内町）に、伊予銀
行の前身である「第二十九国立銀行」が県内初
の銀行として開業しました。
　明治から大正にかけ、日清・日露戦争、第一
次世界大戦を経て、好不況を繰り返しながらも
資本主義経済が成長、発展を遂げ、それととも
に銀行数も明治30年代には、全国で1,890行、県
内50行超とピークを迎えてきました。
　昭和初め、金融界は恐慌による大混乱に陥り、
県内でも有力銀行で当行の前身の一つが休業に
陥り、経営陣の私財をなげうった再建努力で営
業再開に至った例も生まれました。
　昭和16年、永年にわたる変遷を経て、東・中・
南予にあった「豫州銀行」「松山五十二銀行」「今
治商業銀行」の₃行が、「一県一行主義」の国
策に適応して「伊豫合同銀行」として₁行にま
とまり、昭和18年には県内₅つの無尽会社が合

　私たちNTT西日本グループは、お客様へ安定
的な通信サービスを提供するため、日々、絶え

間ない努力を続けてまいります。
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　第3117回例会　2012年６月19日（火）

　第3118回例会　2012年６月26日（火）

例会記録

併して現在の愛媛銀行の前身となる「愛媛無尽
株式会社」が発足し、金融統制が促進されてい
きました。
　終戦後、苦難の復興時代を経て高度経済成長
の時代に突入し、県内金融機関も業容拡大を続
けました。一方で金融行政は、効率化と再編成
が進められ、「愛媛相互銀行」「愛媛信用金庫」
が発足します。その後、右肩上がりの成長神話
が崩壊し、護送船団方式からの転換が図られ、
金融の自由化が一気に進展していきました。
　時代が平成へ移ると、日本中を浮き足立たせ
たバブル景気も崩壊し、経営難に陥って全国で

唯一の相互銀行として残っていた「東邦相互銀
行」を、我が国金融史上初の預金保険法発動の
もとで伊予銀行が救済合併しました。
　その後、わが国は構造的な低成長時代に移行
し、地域金融機関もこれまでにない変革が求め
られています。伊予銀行創業時に渋沢栄一翁か
ら贈られた“信は万事の本を為す”と書かれた
扁額は、お客さまからの信用や信頼こそが、い
かなる時代にも銀行の全ての仕事の基本にある
ことを意味しており、今後も重要な指針として
受け継いでまいります。

出席会員　72（64）名中52名　出席率75.36%
前回訂正出席率82.86%

欠席会員　20名　土居、市川、菊池、御木、三好、
森本、長尾、西野、大塚、小川、小野、清
水、白石（恒）、高橋、玉置、渡辺（基）、山
本（泰）（深見、藤山、宮田）

ニコニコ箱
濱本　道夫	 ₁年間ありがとうございました。
林　純之介	 少し早いですがSAAとして₁年

間、ご協力いただき有難うござい
ました。

佐々木　淳	 大森先生のおかげで広報・記録委

員長を₁年間無事に務めあげるこ
とができました。ありがとうござ
いました。

河田　正道	 勝見さん、エンゼル幼稚園の園内
の芝生化、おめでとうございます。
効果を期待しています。

米山　徹太	 先日友人の披露宴パーティーで
ANAホテルさんに大変お世話に
なりました。

（なんとなくニコニコ）平原、吉川
早　退　　加藤（申し訳ありません）、清田、

大森、浦岡、矢野

出席会員　72（64）名中52名　出席率77.14%
前回訂正出席率82.86%

欠席会員　18名　安保、原田、市川、伊藤、河田、
児玉（聡）、三好、棟方、西野、岡崎、佐々
木、清水、白石（恒）、関（啓）、玉置、吉川
（藤山、宮田）

ニコニコ箱
藤山　　薫	 本日欠席しますが、わたくし平成

24年₆月30日を以て退会いたしま
す。永らくお世話になりました。
ありがとうございました。

渡辺　基樹	（早退）この度₇/₁付けで本店へ
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例会記録

理事会報告

人事異動を命じられました。₃年
間大変お世話になりました。

濱本　道夫	 ₁年間ありがとうございました。
全会員の皆様のおかげでなんとか
大役をこなしてこられました。今
後共よろしくお願い致します。

結城　　旬	 ₁年間皆様大変お世話になりまし
た。

林　純之介	 ロータリーの規律を守るべき
SAAがバッジを忘れました。恥
ずかしい。

五味　久枝	 藤山先生、退会されるのは残念で
すが、大変お世話になりました。
例会で唱歌を唄うようになったの
は藤山会長の提案で、私がソング
リーダーの時でした。お身体をお
大事になさって下さい。

石橋　和典	 濱本会長、結城幹事、₁年間お世
話になり本当にありがとうござい
ました。

三原　英人	 ₁年間皆様お世話になりました。
お疲れ様でした。来週末の75周年
よろしくお願いします。

米山　徹太	 濱本会長、結城幹事お疲れ様でし

た。
平原　立志	 今年₁年間ニコニコ箱へのご協力

ありがとうございました。
深見　邦芳	 ₂ヶ月休み、ご心配お掛けしまし

た。大森先生にすっかりお世話に
なりました。先生の福角病院は、
明るくてスタッフもご親切な方ば
かりの快適な処でした。

北村　一明	 親睦委員長最後のお務めの火曜会
です。参加予定の皆さんよろしく
お願いいたします。盛り上がりま
しょう。

白塚　重典	 北村さん、火曜会楽しみにしてい
ます。

御木　徳久	 ホームクラブ最終例会に出席でき
ました。いつも大阪でメーキャッ
プに励んでいます。

宮内　義憲	 恵みの雨に感謝！
淺井　清司	 バッジを忘れました。失礼いたし

ました。
（なんとなくニコニコ）大塚（年度変わり）、小川、

菅井
早　退　　土居、大森、浦岡、渡部（浩）

平成24年₆月度理事会決議事項

平成24年₆月度理事会協議事項

₆月₅日㈫
①　2012〜13年度短期交換プログラム派遣費用
について（林いのりさん分）：派遣費用10万
円プラスオリエンテーション費12,000円　計
112,000円、ニコニコより拠出。　承認。
②　第14回サマースクール日程について
　→8/₁、₂、₃、₄の₄日間とする。　承認。
③　愛媛信用金庫・義捐金用の口座を解約して
よいかどうか（利息の₇円は一般会計に入れ
ます）。　承認。

④　【再入会申し込み】水口酒造㈱　水口　義
継氏　定款により、入会金は不要　承認。
⑤　「松山コイノニア乳児院」より寄付のお願
い　否決。
⑥　次年度I.M.開催場所に関する件　文教会館
にて行う。　承認。

　短期交換演奏会に留学生及びホストファミ
リーを30名招待すること
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退会のお知らせ

農林中央金庫
松山推進室　室長
渡辺基樹会員は転勤のため₆月30
日付で退会されました。ロータリー
歴は₂年10ヶ月でした。

藤山薫法律事務所　所長
藤山薫会員は一身上の都合のため
₆月30日付で退会されました。ロー
タリー歴は28年₆ヶ月でした。

誕生祝　	以下₆名　原田（₂日）、加藤（₉日）、
小野（21日）、関（宏）（23日）、白石（恒）（23
日）、長尾（30日）

結婚祝　	以下₃名　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）

６月のお祝い

₁．ガバナー月信　　₁．ライト＆ライフ
₁．会報₄月号　　　₁．近隣ロータリークラブ例会予定表

配　付　物

クラブニュース

新入会員紹介

勤　務　先：㈱NTTドコモ四国支社
愛媛支店　支店長
宮西2－9－33
TEL	923－5050

生 年 月 日：昭和36年₁月21日
入会年月日：平成24年₆月₅日
趣　　　味：乗馬、バイク、写真

氏名：兼平　泰之

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/

６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
₅日 72（64） 52 20 75.36％ 6 82.86％ 1
12日 72（64） 50 22 72.46％ 5 78.57％ 1
19日 72（64） 52 20 75.36％ 6 82.86％ 0
26日 72（64） 52 18 77.14％ 3 82.86％ 0
平均 72（64） 51.5 20 75.08％ 5 81.79％ 0.5

例会日 区分

松山ロータリー・ゴルフ会　６月例会

平成24年 6月 9日㈯
於：北条カントリー倶楽部
参加者　	（成績順）中住義晴、渡部浩三、中住富美

子（中住夫人）、関啓三、高橋伸定、安保
利和、石橋一典、二神良昌（スコアはダ
ブルペリア方式でした）

　今回はシンセイフードサービス（二神会員所属

会社）のコンペに参加させてもらいました。127名
参加の大コンペで、当クラブ内最上位の中住会員
は全体の中では11位でした。その他では関会員が
小波賞、渡部がニアピンを一つ取りました。梅雨
入りしてはいましたが、天候には恵まれました。

（記・渡部　浩三）
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