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　　 会長退任のご挨拶

　₆月25日の会長として50回目の例会で当日ご出席の会員の皆様には直接ご挨拶させ
ていただきましたが、この場をお借りしましてもう一度会長退任のご挨拶を申し上げ
ます。
　松山ロータリークラブ創立75周年の記念すべきこの₁年間が恙無く終わることがで
きましたのは偏に会員全員の皆様のおかげでございます、本当に有難うございます。
　最初の例会は₇月₃日火曜日でしたが、同じ週の土曜日が75年前の発会式と同じ₇
月₇日でしたので、この日に記念式典を行いました。最初の₁週間で燃え尽きてしまっ
たというのが正直な気持ちでした。しかし、その後も他クラブの周年行事や濵本ガバ
ナー補佐主催のインターシティミーティング、75周年記念誌の発行等々、決して毎年
有るわけではない沢山の仕事が待っていました。
　私は1984年₇月に入会しましたので、ロータリー歴は丁度満29年になります。入っ
て直ぐの1987年には幹事をさせていただきその後も色々な役を任命されましたので、
何と無くロータリーのことは難しいことは別としてだいたいは分かっているつもりで
した。しかし副会長になってからの研修を通じ更に会長としての₁年の任期を体験し
て、私はそれまでロータリーのことを全く知らなかったことに気がつきました。もち
ろん今でもロータリーのだいたいが分かったわけではないのですが、以前よりは分
かったつもりです。
　まだ会長を経験されていない方々に申し上げます。正直な話、会長は結構大変です。
しかし会長にならないと出来ない経験も沢山有りますし、多くはありませんが楽しい
ことも有ります。せっかくロータリーに入会されたなら是非会長になってみてくださ
い。2017年は創立80周年ですし他クラブの周年行事も多いので、それまでに会長をさ
れることをお勧めしてご挨拶を締めたいと思います。有難うございました。

会長　玉　置　　　泰
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例会記録

　第3163回例会　2013年６月４日（火）

出席会員　72（65）名中58名　出席率80.56%
前回訂正出席率86.11%

欠席会員　14名　五味、原田、泉川、市川、河
田、児玉（聡）、御木、水口、佐々木、清水、
白石（省）、横山（亀井、中住）

ビジター　₁名　守谷　　通（観音寺RC）
ニコニコ箱
吉川　幸司	 名古屋へ異動します。お世話にな

りました。
浜田　修一	 吉川さん、お世話になりました。

楽しく過ごさせていただきまし
た。お元気で頑張って下さい。

洲﨑　　浩	 本日から入会させていただきまし
た。近畿日本ツーリストの洲﨑で
す。よろしくお願いします。

三原　英人	 洲﨑さんの入会を歓迎します。
河内　広志	 洲﨑支店長、本日のご入会大歓迎

です。大変ありがとうございます。
渡部　浩三	 私の近ツー洲﨑さん（僕も以前か

ら知り合いですが）の入会をおよ
ろこび申し上げます。

棟方　信彦	 卓話失礼いたします。
濵本　道夫	 棟方様卓話楽しみにしています。
菊池　三春	 棟方さん、卓話楽しみにしていま

す。
玉置　　泰	 河田さん、ギャラクシー大賞の受

賞オメデトウございます。
北村　一明	 河田さん、ギャラクシー大賞の受

賞おめでとうございます。
林　純之介	 浦岡先生お世話になりました。₁

年間安心して過ごします。
山本　克司	 髙石先生健康診断ありがとうござ

います。
兒玉　義史	 バッジ忘れ（受付で借りました）
長尾　芳光	（会員誕生祝）₆月30日で53歳に

なります。気持ちは35歳です。引
き続きよろしくお願いします。

大塚　岩男	（会員誕生祝）（なんとなくニコニ
コ）棟方さん卓話ありがとうござ

います。
髙石　義浩	（創業記念祝）₆/₆です。就職し

て13年目ですが頑張っていきま
す。

（なんとなくニコニコ）羽牟、小川、米山
早　退　　伊藤（社内行事のため早退させて頂

きます）、兼平、清田、西野

卓　話　「くまモン誕生秘話」
棟方　信彦　会員

　くまモン、今やその存在を知らない人が珍
しい程の有名キャラクター。₂月の愛媛新聞
の報道によれば、関連商品の2012年の年間売上
が290億円を超えたという。もはや熊本県を越
えて全国区の人気モンとなっている。くまモン
の誕生に関わった者として、くまモン成功の
秘密？の一端をご紹介したい。第一はキャラ
クターのプロフィールをしっかりと奥行きあ
る形で作り、そこから色々な展開を可能とし、
ニュースを絶やさないように出来たこと。次に
効率的な浸透を図るため、知的財産権の整理
を行い、利用者が無償で使えるようにしたこ
と。この効果が絶大であった。も一つ無視でき
ないのは、普及の当初に厳格なターゲット戦略
を行ったことだ。そのベースは数年前から検討
されたKANSAI戦略と熊本県の新幹線開通時
に向けての親戦略があったことが重要。ちなみ
にくまモン誕生の母体となった委員会は新幹線
元年委員会であり、熊本サプライズと名付けら
れた開通時キャンペーンのキャラクターとして
生み出されたという経過があった。つまり関係
者の間には全体の枠組みが共有化されていたこ
とと、県のコミュニケーションとしても長期的
な一貫性を保つ基盤が用意されていたのだ。こ
の枠組みを踏まえたターゲット戦略は実は涙ぐ
ましい程の地道な活動で、いわば「足で距離を
稼ぎ」ながら、直接人々との接点を作る方法を
駆使した。このことで実現出来たくまモンのイ
ンパクトのある存在感と彼？が持つ親しみに訴
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例会記録

　第3164回例会　2013年６月11日（火）

出席会員　71（64）名中51名　出席率72.86%
前回訂正出席率81.69%

欠席会員　20名　安保、原田、石橋、市川、菊池、
清田、御木、三原、宮内、三好、長尾、西
野、岡崎、大塚、白石（恒）、白石（省）、田
中、浦岡、矢野（亀井）

ビジター　₂名　藤本　篤志（東京北RC）
　　　　　　　　佐々木善教（松山北RC）
ニコニコ箱
佐々木善教	 メーキャップします。
清水　哲司	 大変お世話になりました。楽しく

忘れられない松山でした。ありが
とうございました。

渡部　浩三	 卓話をさせていただきます。
大森　克介	 佐々木ガバナーノミニーよくい

らっしゃいました。渡部さん卓話
楽しみにしています。

五味　久枝	 渡部さん卓話楽しみにしていま
す。

濵本　道夫	 渡部さんの卓話楽しみにしていま
した。

泉川　孝三	 渡部様、卓話楽しみにしています。
河田　正道	 渡部家住宅のお話を楽しみにして

います。
飯尾　寛治	 浩三さん卓話ガンバッて
林　純之介	 ゴルフを断念して替わりに始めた

油絵ですが、この程上野の森美術
館主催の「日本の自然を描く」展
覧会に出品してみたところなん

と！上位入選の知らせが来まし
た。これで葬式の時写真の隣に飾
るものができました。

勝見　安美	 園児といっしょにホタルを見に行
きました。

髙石　義浩	 林さんコンサートチケットありが
とうございました。

（なんとなくニコニコ）玉置、米山
早　退　　河内（渡部さん、早退の為卓話を聞

けず申し訳ありません）、兼平、小
野、結城

卓　話　「重要文化財渡部家の歴史」
渡部　浩三　会員

　棟札（重文指定）によると右側に万延元年
（1860年）₄月新造（造り始める）、左側に上棟
式（完成式）慶応₂年（1866年）とある（明治
維新の前年）。建設に₆年の歳月を要している
ことがわかる。棟札の中心には「本宅　渡部三
郎兵衛源長綱代」とありこの人が施主である。
渡部三郎兵衛長綱は天保₂年生まれ、戒名を「高
源院幽翁因阿居士」という。東温市南方の南昌
寺にある位牌の裏面に「高源院は元南方村渡部
治兵衛昌長の三男、治郎兵衛長裕の弟、三郎兵
衛長綱と称す。此人天保15年に君命を奉して東
方村へ入庄屋として分家し勤務節験にして能
人の模範となり家富栄常に俳句を好み地方に聞
ゆ。雅名を因阿と称す。遂に明治29年65にて没
す」とある。後に渡部操長綱と改称。なお天保

えるキャラクターとの直の出会いの体験は、当
事者の記憶に強く印象を与える結果、更に周囲
の人々への口コミによる波及効果が生じ、加速
的に人気を広げていったと考えられる。この地
道な活動を担った熊本県の担当者は、若き頃某
大手広告代理店にて₁年間の研修経験があった
ことも、コミュニケーションの勘所を捉えた実

施に無縁ではなかったものと思われる。とは言
えこれらの全ての前提には、くまモンのキャラ
クターとしての形や振る舞いの完成度の高さが
あったこと、全てのターゲットから好まれたと
いう基本があったことを忘れてはならないだろ
う。

松山北RC
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例会記録

　第3165回例会　2013年６月18日（火）

出席会員　71（64）名中57名　出席率81.43%
前回訂正出席率88.73%

欠席会員　14名　土居、五味、原田、石橋、市
川、御木、西野、大塚、佐々木、白石（恒）、
白石（省）、関（啓）、結城（亀井）

ビジター　₂名　中村　重敏（長崎RC）
　　　　　　　　柿川　純正（長崎東RC）
ニコニコ箱
北村　一明	 ₈年間ありがとうございました。
宮内　義憲	 いろいろとお世話になり、感謝申

し上げます。

濵本　道夫	 I. M. の報告書がやっと完成致し
ました。ガバナー補佐といたしま
して本当に有難うございます。特
にI. M. 実行委員長他関係者には
お世話になりました。

玉置　　泰	 中村先輩わざわざ長崎から有難う
ございます。

永木　昭彦	 役員の皆様お疲れ様でした。あり
がとうございました。

高岡　隆雄	 広島銀行岡崎支店長様、有難うご
ざいました。

15年といえば渡部操はまだ満13歳であり、昔は
いくら早熟とはいえ庄屋をつとめるには若すぎ
る。東温市南方渡部本家の父親または兄が後ろ
盾になっていたのだろう。なぜ東方村に入庄屋
したかについては、当時の東方村は百姓一揆が
起こるなど村の経営が混乱、年貢米が藩に上納
されない状態であり、それまでの庄屋は廃され、
松山藩から村再建の役割を命じられたためと言
われている。なお、村の再建には成功したとは
いえ、万延元年（重文の建設を始めた年）は操
29歳であり、これだけの家を建てる財力はどこ
にあったのかは謎である。明治₆年、明治政府
による地租改正は日本全国の農村に激震が走っ
た。税金が年貢という現物（米）から土地の所
有面積に応じた金納（現金）に変わった。南方
の渡部本家は大地主であったため地租の重圧で
没落したといわれている。一方、東方の初代渡
部操は米蔵の米を担保（動産担保）に群中銀行
などから借り入れを起こし、地租で困窮した中
小地主から土地を買った。これがテイクオフと
なり、所有土地が増えればさらにそれも担保に
使えるという乗数効果が成立。こうして大地主
になれた。
　二代目渡部綱興は明治12年生まれ。操48歳の

ときの子。上に長男寛三郎、次男がいて三男で
あったが、明治29年操亡きあと17歳で家督を継
ぐ。綱興が家督を継いだころは先にも言ったよ
うにすでに渡部家は大地主であった。従って
若くして村会議員、明治44年32歳で県会議員に
なっている。果樹振興に熱意を傾け大正₂年、
伊予果物業組合創設、初代会長となった。大正
₇年、世界に吹き荒れた大正風邪がもとで現役
の県会議長のまま39歳の若さで亡くなった。
　三代目渡部七郎は明治35年生まれ。綱興23歳
のときの子（長男）。大正₇年、父綱興が亡く
なったときは16歳であり、松山中学の学生だっ
た。その後、旧制松山高校、東京帝国大学を卒業。
昭和5年、荏原村村長（28歳）。昭和16年、豫州
銀行（八幡浜本店、義兄佐々木長治氏が頭取）
に入行（39歳）。なおこの年に豫州、五十二、
今治商業の三銀行が合併して伊豫合同銀行（現
在の伊予銀行の前身）が発足している。昭和21
年まで湊町支店長。昭和27年、大阪支店長（50
歳）、昭和29年東京支店長（52歳）。昭和44年、
頭取就任（67歳）。昭和58年会長（81歳）。平成
₂年没（88歳）。松山ロータリークラブの会員
でもあった。

（愛媛第Ⅱ分区ガバナー補佐）
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例会記録

米山　徹太	 渡部さん、二神さんゴルフお世話
になりました。

高橋　伸定	（結婚記念祝）本日結婚26年目を
迎えました。朝、嫁さんに「今日
は何の日か」と聞くと返事無く、
もう一度聞くと「明日結婚記念日

ね」「……」「おい、今日だろう！」
普通は逆でしょう。この先不安で
す。

（なんとなくニコニコ）小川、浦岡
早　退　　清田、三好、佐藤（学校検診のため

早引きさせていただきます）

　第3166回例会　2013年６月25日（火）

出席会員　69（62）名中48名　出席率69.57%
前回訂正出席率78.26%

欠席会員　21名　安保、土居、五味、石橋、泉川、
市川、伊藤、勝見、河田、児玉（聡）、御木、
棟方、村上、大塚、大森、小川、白石（恒）、
関（啓）、高岡、浦岡、結城

ニコニコ箱
玉置　　泰	 一年間お世話になりました。有難

う御座居ます。
山本　克司	 玉置会長、一年間大変お世話にな

りました。心より感謝しています。
二神　良昌	 玉置会長、山本幹事、一年間お疲

れ様でした。
濵本　道夫	 松山ロータリークラブの皆様一年

間御苦労様でした。来年度も宜し
くお願い申し上げます。

平原　立志	 玉置会長、山本幹事、一年間御苦
労様でした。

清田　明弘	 玉置さん一年間御苦労様でした。
西野　佳和	 玉置会長一年間本当にお疲れ様で

した。今後ともよろしくお願い致
します。

髙石　義浩	 役員の方々お疲れ様でした。

米山　徹太	 玉置会長、山本幹事、一年間お疲
れ様でした。

河内　広志	 一年間理事を務めさせていただき
ました。ありがとうございました。

渡部　浩三	 一年間ニコニコご協力ありがとう
ございました。お陰様で無事ニコ
ニコ委員長の任を終えることが出
来ました。

佐藤　昭美	 ₂月16日のインターシティ・ミー
ティングの立派な記録誌を作って
いただき有難うございました。

水口　義継	 そら豆を原料にした焼酎が完成し
ました。何とも言えぬ香りです。

（なんとなくニコニコ）兒玉（義）、横山
早　退　　羽牟、三原（会長・幹事はじめ皆様、

一年間お疲れ様でした。諸橋さん、
洲﨑さん、先日は楽しいひと時を
ありがとうございました）、長尾（す
みません。先週末、初めて長男夫
婦が松山に来ました。「落ち着いた
いい街やなぁ」と言って帰りまし
た…）、西村（玉置会長一年間お世
話になりました）、佐々木
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理事会報告

₆月₄日㈫
①　【事後報告】退会届　山本泰正会員（₅月
末付で退会）　承認。
②　退会届　北村一明会員（退任の為）　承認。
③　退会届　吉川幸司会員（転勤の為）　承認。

④　退会届　宮内義憲会員（転勤の為）　承認。
⑤　退会届　清水哲司会員（退職の為）　承認。
⑥　RAC助言委員会よりお願い　₁クラブ₂
名以上、RAC会員を推薦してほしいとの要
請　承認。
⑦　コイノニア松山乳児院より寄付のお願い　
否決。

平成25年₆月度理事会決議事項

退会のお知らせ

NHK松山放送局
局長
吉川　幸司会員は転勤の為、₆
月₄日付で退会されました。ロー
タリー歴は₁年₅ヶ月でした。

㈱愛媛朝日テレビ
取締役会長
北村　一明会員は、退任の為₆
月18日付で退会されました。ロー
タリー歴は₇年10ヶ月でした。

㈱NTT西日本−四国
代表取締役社長
清水　哲司会員は退職の為、₆
月11日付で退会されました。ロー
タリー歴は₁年10ヶ月でした。

四国電力㈱　松山支店
常務執行役員　松山支店長
宮内　義憲会員は転勤の為、₆
月18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。

クラブニュース

勤　務　先：㈱近畿日本ツーリスト
	 中国四国　松山支店
	 支店長
	 三番町4−9−5
	 松山センタービル₃F

TEL	941−4533
生 年 月 日：昭和38年₄月₂日
入会年月日：平成25年₆月₄日
趣　　　味：温泉めぐり、食べ歩き氏名：洲﨑　　浩

新入会員紹介

勤　務　先：学校法人　松山大学　理事長
	 松山大学　学長
	 文京町4−2

TEL	925−7111
生 年 月 日：昭和31年₃月18日
入会年月日：平成25年₆月18日

氏名：村上　宏之
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クラブニュース

誕生祝　	以下₅名　原田（₂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₁名　高岡（16日）

６月のお祝い

₁．ガバナー月信
₁．2012−2013年度　I. M. 報告書
₁．近隣ロータリークラブ例会予定表

配　付　物

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
₄日 72（65） 58 14 80.56％ 3 86.11％ 1
11日 71（64） 51 20 72.86％ 7 81.69％ 2
18日 71（64） 57 14 81.43％ 6 88.73％ 2
25日 69（62） 48 21 69.57％ 6 78.26％ 0
平均 70.8（63.8） 53.5 17.3 76.11％ 5.5 83.70％ 1.3

例会日 区分
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