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ロータリーに
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　　 会 長 退 任 の ご 挨 拶

　松山ロータリークラブ会長に就任し、早や一年たち、会員皆様のおかげで無事職務
を終えることができました。会員皆様のご協力とご支援に厚くお礼申し上げます。あ
りがとうございました。特に清田SAA、河内副会長、菅井副幹事そして理事の皆様
に助けられ、高橋幹事には短期交換留学分区委員との兼任にもかかわらず、幹事とし
て私を支えていただき心より感謝もうしあげます。
　さて、今年度は佐々木ガバナー公式訪問時に佐々木ガバナーより「現在当クラブ定
款は、2001年に一部改定をしたのみで、RI標準定款と大きく乖離したものとなって
いる」とご指摘頂き、定款変更を求められました。その後、クラブ情報委員会の深見
会員、大森会員そして市川会員を中心に定款、細則の見直し作業に着手して頂き、何
とか私の任期中に定款及び細則の変更決議を総会で行うことが出来ました。深見会員、
大森会員そして市川会員には本当に感謝いたしております。
　今後はSAAの立場として、河内会長を支えて輝く歴史と伝統ある松山ロータリー
クラブがいま以上に楽しんで自己修練の場になるよう、そして親睦活動で友情を育て
られるように努力いたしますので宜しくお願い申し上げます。
　最後に、お世話になりました全ての皆様方に感謝申し上げ、退任のご挨拶と致しま
す。

会長　泉　川　孝　三

巻頭メッセージ

₇月₇日㈫…役員・委員長就任挨拶
₇月11日㈯…松山近隣₈RC合同例会

於：東京第一ホテル松山
₇月14日㈫…「ロータリーをともにして」

愛媛第Ⅱ分区ガバナー補佐　池田　彰氏
池田ガバナー補佐訪問クラブ協議会

₇月21日㈫…振替休会（合同例会に）
₇月28日㈫…山田ガバナー公式訪問例会

例会予定



例会記録

　第3256回例会　2015年６月２日（火）

出席会員　73（64）名中48名　出席率67.61%
前回訂正出席率81.94%

欠席会員　25名　二神、五味、原田（達）、原
田（雅）、市川、伊東、上甲、勝見、菊池、
河内、三原、村井、村上、長尾、永木、西野、
大塚、大橋、白石（省）、菅井、田中（和）、
田中（昌）、浦岡（片井、亀井）

ニコニコ箱
兒玉　義史	 中住さん卓話を期待しておりま

す。
米山　徹太	 この前の日曜日の松山ロータ

リークラブゴルフ会、優勝させ
て頂きました。皆様お世話にな
りました。

原田　満範	（会員誕生祝）
中地　　修	（会員誕生祝）欠席がつづき、申

し訳ありませんでした。
関　　宏康	（会員誕生祝）
早　退　　林、清田、村山、中川、佐々木、

関（啓）、高岡、鶴田（会員誕生祝）、
玉置

卓　話　「ゴルフとわたし」
中住　義晴　会員

ゴルフ程素敵なスポーツはない
　太陽を一ぱいに浴び広い芝生の上で、友人
と又は家族と語らいながら歩いて打って終日
をすごすゴルフは奥の深い、そして楽しい“我
が人生”といえる程のものです。
ゴルフ場
　日本全国には2,332のゴルフ場があります。
ゴルファーはゴルフ場が育てるといわれます
が、私がプレイしたコースは国内では160ヶ所、
海外では18ヶ所位です。筆おろしは福岡の和
白コースでしたが、所属した計₈つのゴルフ
場が私を育ててくれました。福岡は西戸峠の
米軍キャンプの中のブレディーコースでは野
芝の上でのアイアン・バッティング、次の玄
海ゴルフクラブではドライバーとバンカー、

京都上賀茂GCでは小さなグリーンへのアプ
ローチ、松山GC（川内）ではOBをしない打ち
方等々夫々のコースが私を育ててくれました。
教えてくれた人々
　勤務した㈱電通九州支社では10名以上の先
輩方や同輩達、プロでは藤井義将（日本オー
プン優勝）氏、中村寅吉氏、杉本英世氏、樋
口久子さん等々、皆さんから受けたご教示を
今では折り節反

ハン

芻
スウ

しながら練習しています。
ゴルフ道具
　始めた頃（昭和30年代）は選択肢の少ない状況、
いいものはアメリカ製ばかり。ブレディーで
米兵から譲り受けた15,000円のマグレガーター
ニーフルセットは友人にも自慢できる貴重な
クラブでした。ボールも1個100円のBSGボー
ルかロストボール、早くマックスフライを使
いたいと思ったものです。
ハンディキャップ
　自己のベストをハンディとするのが基本で
す。それでこそ全ての競技者が平等にプレイ
を楽しめるのです。現在採用されているJGA
のハンディキャップインデックス（スロープレ
イティングシステム）はよい方法です。以前は₈
を貰ったことはありましたが今は18.5です。フ
ロントティーからプレイすれば20となります。
エイジシュート
　74歳で74を出し、この₅月に83打で52回目
を達成しました。世界では3,000回以上、日本
でも1,000回達成という猛者がいます。あくま
で自己申告のスコアですから、まわりに達成
者が出れば祝福してあげましょう。ホールイ
ンワンは事故ですから保険金が出ますが、AS
は実力の結果ですからおめでとうだけ。
最後に
　90歳までゴルフをしたい。そして年齢数だ
けのASを達成出来れば望外の幸せです。
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例会記録

出席会員　73（64）名中54名　出席率75.00%
前回訂正出席率83.33%

欠席会員　19名　星野、市川、伊東、貴船、
三好、村井、村上、中川、中地、永木、大橋、
佐々木、白石（恒）、白石（省）、鶴田、浦岡、
安永、結城（玉置）

ビジター　₁名　柳田　泰山（東京東RC）
ニコニコ箱
原田　達也	 本日で退会します。松山は本当に

素敵な町でした。皆様のご健勝と
ご発展をお祈りします。

片井　祥雲	 日本の書道界の第一人者でありま
す、東京東ロータリーの柳田泰山
先生のメーキャップを記念して。

浜田　修一	 今日、卓話をさせていただきます。
拙い話ですみません。

藤村　健一	 浜田さん卓話楽しみにしておりま
す。

飯尾　寛治	 浜田さん卓話ガンバッテ！
石橋　和典	 中住さん、先週の卓話大変勉強に

なりました。浜田さん、卓話楽し
みにしております。

佐藤　昭美	 ₂週間前から坐骨神経痛にかかり
歩けなくなりましたが、深見さん
から杖をいただき大変助かってい
ます。

米山　徹太	 本日母の誕生日なので
長尾　芳光	（会員誕生祝）₆月30日に55歳に

なります。気持ちは₇掛けの38歳
です！

（なんとなくニコニコ）五味
早　退　　林、河内（浜田さん早退で卓話聞け

ず、申し訳ありません）、西野、関（啓）

卓　話　「鎌倉…」
浜田　修一　会員

　鎌倉時代とは、1185年源頼朝が全国68ヶ所に
守護・地頭を設置した年より始まり1333年まで
をいいます。

「将軍・源頼朝」誕生までの簡単な経緯は、
1159年、平治の乱で父源義朝が平清盛に敗れ、
源氏の血をひく男子二人、頼朝（13歳）は伊豆へ、
弟、牛若（義経₁歳）は鞍馬へ流される。時は
経ち1180年、頼朝は兵を挙げ、平家討伐を開始、
一の谷、屋島、壇ノ浦にて平家滅亡、1185年、
鎌倉幕府誕生となる。
　途中、従弟兄の源義仲（木曽義仲）も味方に
加わり大活躍をしますが、仲間割れのような形
で義経と戦い、近江にて敗死（1184年）、その
墓は、滋賀県の膳

ぜ

所
ぜ

の義
ぎ

仲
ちゅう

寺
じ

に巴御前と松尾
芭蕉とともにあります。
	芭蕉は大の義仲ファンで、遺言としてこの寺
に葬るようにと。（行く春を　近江の人と　惜
しむける）
　源頼朝、₂代頼家、₃代実朝で源氏の男子は
断絶、続いて、執権北条氏の時代が1333年まで。
主な出来事は、①1221年承久の乱、これは後鳥
羽上皇が北条氏に対して反乱を起こしますが敗
れ、隠岐に流され、その地で死去。（武家社会に）
②1232年、御成敗式目（貞永式目）武士による
初めての51ヶ条から成る法律の制定。③元寇
（1274、1281年の₂度）これにより、幕府の力
は弱まり（大きな出費他）④元弘の乱（1333年）
にて幕府滅亡。
　そして、鎌倉時代の特徴は、
　①武家政権の誕生
　②鎌倉新仏教の誕生
　六つの宗派が誕生
　③「彫刻」が盛んになる
　　院派、円派、慶派（仏師）
　④「お茶」（抹茶が宋から伝わる）
　　栄西により伝わり、高山寺に日本最初の茶
　畑がある。
　日本茶は奈良時代から有り、当時は牛乳も飲
み物としてあり、牛乳から「蘇

そ

」も作られた。
これが鎌倉時代の概略であります。

以上。

　第3257回例会　2015年６月９日（火）
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　第3258回例会　2015年６月16日（火）

出席会員　72（63）名中52名　出席率75.36%
前回訂正出席率81.43%

欠席会員　20名　土居、五味、羽牟、市川、貴船、
村井、村上、永木、大塚、白石（省）、関（啓）、
髙石、高橋、田中（和）、鶴田、浦岡、安永（片
井、亀井、玉置）

ゲスト　　₂名　長野　佑紀（松山RAC会長）
　　　　　　　　	渡邉　興祐（　		〃	　幹事）
ニコニコ箱
大橋　大樹	 本日最終日です。たいへんお世話

になりました。
原田　雅仁	 本日で退会することとなりまし

た。大変お世話になりました。
清田　明弘	 本日卓話です。よろしくお願いし

ます。
泉川　孝三	 菅井さん幹事よろしくお願いしま

す。清田さん卓話楽しみにしてい
ます。

石橋　和典	 白石さん、原田さん、大橋さん、
今まで大変お世話になりありがと
うございました。今後とも宜しく
お願い致します。清田先生、卓話
を楽しみにしています。

伊東　毅嗣	 清田先生、卓話楽しみにしており
ます。

河内　広志	 下田支店長、昨日は大変失礼いた
しました。清田さん卓話楽しみで
す。

兒玉　義史	 清田さん、卓話を楽しみにしてお
ります。

中川　創太	 清田会員の卓話を楽しみにしてお
ります。

菅井　久勝	 清田先生卓話楽しみにしておりま
す。

高岡　隆雄	 清田さん、卓話のタイトル良いで
すね。私の趣味です。楽しみにし
ています。

米山　徹太	 長野君、渡邉君ようこそ
白石　恒二	（会員誕生祝）6月23日の誕生日

に！年金生活を祝って！
早　退　　菊池、佐々木（清田先生頑張ってく

ださい）

卓　話　「列車と本」
清田　明弘　会員

₁．東北新幹線　　
　₅月の連休明けに、羽田経由、東北新幹線で
八戸に行きました。折角なのでグランクラスの
席を近畿日本ツーリストの村山さんにチケット
をお願いし、行きの席が₃A、帰りが₄Aでし
たから、往復とも最上の席で、村山さんに感謝
します。食事は洋食と和食を選択できます。行
きは和食にしました。お酒飲み放題、CAさん
が運んでくれます。八戸へ着いたら会議が予定
されており、ワインもう一本とアサヒ、サント
リーの缶ビール各１本で終わりにし、後は紅茶
と日本茶を頼みました。１車両で16席です。帰
りのグランクラスでの食事は洋食にしました
が、単なるサンドウィッチでした。仙台駅では
後ろに秋田新幹線こまちを連結しました。
₂．内田百閒
　内田百閒は阿房列車シリーズを書いておりま
す。当時の国鉄職員のヒマラヤ系君と一緒に乗
りに行きます。ただ列車に乗るだけです。
　内田百閒は黒沢明監督の遺作映画である「ま
あだだよ」という映画の主人公です。内田百閒
を松村達男が演じており、所ジョージが甘木君
という名前で出ております。この甘木君ですが、
某君をばらすと甘木君になります。阿房列車を
漫画にした本もあります。
₃．阿川弘之
　阿川弘之にはアガワ渓谷紅葉列車、という話
があり、アガワなる駅が二つある、一つは山口
県にある「阿川」駅、もう一つがカナダ、オ
ンタリオ州にある「アガワ」駅。この駅があ
る渓谷に紅葉を観に行った帰りに飛行機の時間
まで中華料理屋に晩飯を食いに行った時のこ
と。その町の電話緒にAGAWAが₈件ならん

例会記録
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でいた。人口二百数十万のトロントには一人
のAGAWAもいないのにこの小さな町に８家
族のAGAWAさんがいるとは甚だ以外で、長
男の阿川尚之さんに電話を掛けさせると、８
件のAGAWAさんは全てインディアンで親
戚。インディアン語でアガワはwinding	rive	の
shelterの意味だそうです。日本語の阿川です
が、阿川の阿には「曲がりくねったところ」「水
流の隅」「水ほとりの崖」という意味があるら
しい。川はriverですから、あとはShelterを何
と解するかですが、水の崖でいいとすると、イ
ンディアン語と日本語の意味が一致し、恐ろし
くなった、と書いております。
₄．宮脇俊三
　北杜夫とは隣人同士でありました。宮脇俊三
は最初に中央公論社に入社し、編集者として阿
川弘之の本を手掛けたりしておりますが、北杜

夫がマグロ船に半年間船医として乗りこんだ話
をどくとるマンボウ航海記の本にしたのが彼で
す。本が売れ、お金がたまり、自宅を建てる段
になって土地中、宮脇俊三の隣の土地が空いて
おり、見に行って即決、隣人同士の付き合いが
始まったということです。
　彼は中央公論社の役員をしていた時に当時の
国鉄全線を踏破するというあまりにも馬鹿げた
ことをやり遂げ、それを本にしたのが、「時刻
表₂万キロ」です。この本は第₅回日本ノンフィ
クション賞を受賞しており、選者の会田雄次氏
が見事な本だ、と褒めておられます。その後、
最長片道切符の旅に出ます。当時北海道の広尾
から鹿児島の枕崎まで同じところを通らずに旅
行するという、これも涙ぐましいお話です。枕
崎までの途中下車印を押された切符は見事なも
のです。　　　　　　　　　　　　　　　以上。

例会記録

　第3259回例会　2015年６月23日（火）

出席会員　69（60）名中51名　出席率76.12%
前回訂正出席率85.29%

欠席会員　18名　五味、濵本、羽牟、市川、菊池、
清田、兒玉、棟方、村上、中地、小野、関（啓）、
田中（昌）、浦岡、柳田、山本（片井、中住）

ビジター　₁名　巻木　通浩（高松RC）
ニコニコ箱
巻
（高松RC）

木　通浩	 ごぶさたをしております。いつも
西野がお世話になっています。

下田　知行	 本日退会となります。約₂年間大
変お世話になりました。

佐々木　淳	 下田さん、本当にお世話になりま
した。またお会いできる日を楽し

みにしております。
米山　徹太	 先日ローターアクトクラブ年次大

会に参加して来ました。
村井　重美	 久しぶりの出席です。
早　退　　大塚（会員誕生祝、なんとなくニコ

ニコ）土居、二神、貴船（申し訳あ
りません！）、永木、西野（本日18：
30より火曜会ご出席の皆様、全日
空ホテル様屋上ルーフガーデンに
て開催となります。よろしくお願
い申し上げます）、左納、高岡、玉置、
山内

—  5 —



　第3260回例会　2015年６月30日（火）

出席会員　68（59）名中51名　出席率78.46%
前回訂正出席率85.07%

欠席会員　17名　濵本、林、星野、市川、勝見、
三好、村上、中川、長尾、大塚、小野、関
（啓）、田中（昌）、柳田（片井、亀井、関（宏））

ニコニコ箱
泉川　孝三	 一年間お世話になりました。
高橋　伸定	 一年間ご指導ありがとうございま

した。菅井さん来週より宜しくお
願いいたします。

二神　良昌	 泉川会長、高橋幹事、一年間あり
がとうございます。河内新会長、
菅井新幹事、これからよろしくお
願いします。

五味　久枝	 泉川会長、高橋幹事、一年間お世
話になりました。

野村　靖記	 今年度役員の皆様、ご苦労様でし
た。

菅井　久勝	 泉川会長、高橋幹事、清田SAA
そして皆様、一年間お疲れ様でし
た。佐々木さんセッション試写会
有り難うございました。良い映画
です。皆さんも是非！

浦岡　正義	 役員の皆様、一年間お疲れでした。
私も真面目に出席するよう努力し

ます。
西野　佳和	 親睦委員の皆様、入会依頼₃年

₉ヶ月ありがとうございました。
今度は出席委員ということでお世
話になります。

米山　徹太	 泉川会長、高橋幹事、お疲れ様で
した。

深見　邦芳	 泉川会長一年間御苦労様でした。
私以来の名会長でした。

	 28日神戸でライラの反省会があり
ました。ライラは兵庫県と四国の
合同で開催しているものですが、
兵庫はガバナー初めパストガバ
ナー₂名、ガバナーノミニーが出
席しますのに、四国はお一人も登
録ありませんでした。佐々木ガバ
ナーにその旨伝えましたところ、
万障繰り替えてご出席くださいま
した。有り難うございました。

早　退　　土居、佐々木（泉川さん、高橋さん、
一年間大役お疲れ様でした。河内
さん、菅井さん、₇月からよろし
くお願いいたします）、左納、結城、
玉置（ご夫人誕生祝）

例会記録

理事会報告

平成27年₆月度理事会決議事項

₆月₂日㈫
①　短期交換派遣　関家瑛二郎さん派遣費用に
ついて　承認。
②　三井住友信託銀行の周年記念準備会計につ
いて　承認。
③　【事後報告】第37回ライラセミナー推薦に

ついて　承認。
④　退会届　白石　恒二会員　承認。
⑤　退会届　大橋　大樹会員　承認。
⑥　退会届　原田　雅仁会員　承認。
⑦　退会届　原田　達也会員　承認。
⑧　次年度当クラブHP更新費用について　承
認。
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誕生祝　	以下₅名　原田（満）（₂日）、小野（21
日）、関（宏）（23日）、白石（恒）（23日）、
長尾（30日）

結婚祝　	以下₂名　原田（雅）（₄日）、高橋（18日）
創業祝　	以下₃名　鶴田（₁日）、髙石（₂日）、高

岡（16日）

６月のお祝い

₁．ガバナー月信
₁．会報₄月号・₅月号
₁．近隣RC例会予定表

配　付　物

クラブニュース

退会のお知らせ

NHK松山放送局　局長
原田達也会員は転勤の為、₆月
₉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。

西日本電信電話㈱　愛媛支店長
大橋大樹会員は転勤の為、₆月
30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
原田雅仁会員は転勤の為、₆月
16日付で退会されました。
ロータリー歴は₁年₉ヶ月でし
た。

伊予鉄道㈱　専務取締役管理本
部長
白石恒二会員は交代の為、₆月
16日付で退会されました。
ロータリー歴は₃年₅ヶ月でし
た。

日本銀行　松山支店　支店長
下田知行会員は転勤の為、₆月
23日付で退会されました。
ロータリー歴は₁年10ヶ月でし
た。
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クラブニュース

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/

　第350回松山ロータリークラブゴルフコンペを平
成27年₆月14日㈰にサンセットヒルズカントリー
クラブで₈名の参加を得て行った。参加者及び競
技成績は以下の通り。
　競技はダブルペリア方式で行った。なお₈名参

加のうち₃名は外部の方だった。松山クラブには
ゴルフをされる方は結構おられるはずです。ロー
タリー精神に則ってもっと参加していただきたい
ものです。

（記・渡部　浩三）

順　位 氏　　　名 G HD NT

優　勝 関　　啓三 84 12 72

準優勝 洞出　正俊 80 6 74

₃　位 田中　義晃 93 18 75

₄　位 渡部　浩三 92 16.8 75.2

₅　位 塩見　　勉 82 6 76

₆　位 二神　良昌 98 21.6 76.4

₇　位 星野　耕一 93 15.6 77.4

₈　位 中地　　修 97 19.2 77.8

（ゲスト）

松山ロータリー・ゴルフ会　６月例会

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
₂日 73（64） 48 25 67.61％ 10 81.94％ 0
₉日 73（64） 54 19 75.00％ 6 83.33％ 1
16日 72（63） 52 20 75.36％ ₅ 81.43％ 0
23日 69（60） 51 18 76.12％ 7 85.29％ 1
30日 68（59） 51 17 78.46％ 6 85.07％ 0
平均 71（62） 51.2 19.8 74.51％ 6.8 83.41％ 0.4

例会日 区分

（ゲスト）

（松山南RC）
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