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　　 会長退任ご挨拶

　昨年のこの時期に「クラブに新風と活力を」を目標とし会長職を引き継ぎましてから、重責を背に急坂
を転がり落ちるような速さの一年間でありました。それだけ余裕が無かったという事かもしれません。ク
ラブ例会その他の活動や地区・分区の各行事に対し、何とか及第点の出席が出来ましたことにホッとして
いるのが偽らざる気持ちであります。₆月末に任期を終え、次年度役員の皆様に無事バトンをお渡しでき
るのも、会員皆さまのご支援あってこそと深く感謝申し上げます。
　クラブ創立78年目という永きにわたる歴史の中、「変える勇気」「守る責任」を強く意識しながら、平常
心を心がけ活動させていただきました。「変える勇気」としての事業や諸課題につきましては、大先輩から
新会員まで一丸となって熱心に取り組んでいただき、「守る責任」としては、永くクラブが引き継いできた
伝統や行事の充実についても、その灯を受け継ぎ絶やす事なく、次年度へ継承できるように最大限のご協
力をいただくことができました。各委員会においては、当初の計画に基づきそれを超える工夫を加味し、
委員会の枠を超えて協力しあう団結力で成果を納めていただきました。充実した例会プログラム、会員増
強や退会防止、寄付献金行為やロータリー情報の周知、環境保全活動援助や青少年奉仕事業の支援、出席
率向上や親睦活動の工夫、ITを駆使しての楽しい会報やクラブPRは、 内容は勿論、蓄積された資料の作成
技能、斬新な行動等を含めて内外から高い評価を受けております。 
　言行については、₁）真実かどうか ₂）みんなに公平か ₃）好意と友情を深めるか ₄）みんなのため
になるかどうか。これら₄つのテストに照らしてから行うことで「協力」や「共感」を得ることができ、
事業成果を上げることができたことを肌身で実感しました。この一年間は、ロータリーを通じて今までと
は異なる様々な方々とめぐり逢え、何物にも代えられないものを得ることが出来ました。この経験は、私
の将来において大きな糧に成ると思っています。 
　これからは日々の平常な営みの中で、ロータリアンの一人として、継続して実践すべきことは何かとい
うことを、あまり肩肘張らずに一歩引いて考えてみたいと思います。そこに、ロータリーの存在意義とか
活動の基本的なものが、改めて見えてくるのではないかと考えています。 
　最後に山田ガバナーが伝えられる仏教は、全てのものは相互に関係しあい、多くのものの力、恵みを受
けて生きていると説きます。全てお陰でいただいているものであって、何ひとつ自分の力だけで得たもの
はないのです。ですから全てに感謝です。
　行き届かぬ面が多々ありましたが、皆さまの大きな支えを頂くことで歩むことができた一年でありまし
た。例会組立全般を始め、それぞれのポジションで独自性を発揮し、私を強力にバックアップくださった
幹事並びに理事、そして全ての会員のご支援・ご協力に改めて厚くお礼申し上げ、退任の挨拶とさせてい
ただきます。 大変有り難うございました。

会長　河　内　広　志

巻頭メッセージ

₇月₅日㈫…役員・委員長就任挨拶

₇月12日㈫…役員・委員長就任挨拶

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㈫…振替休会（合同例会に）

₇月26日㈫…「登記」
泉川　孝三　会員

例会予定



例会記録

　第3303例会　2016年６月７日（火）

出席会員　76（66）名中58名　出席率79.45%
前回訂正出席率85.16%

欠席会員　18名　石橋、市川、菊池、真鍋、三ッ
矢、三原、三好、村上、永木、大橋、佐々木、
田中（昌）、浦岡、結城、横田、（片井、中住、
玉置）

ゲスト　　₁名　タン・チェンター
（当クラブ米山記念奨学生）

ニコニコ箱
安永　眞澄　退会のお礼です。お世話になりま

した。
星野　耕一　卓話よろしくお願いします。
藤村　健一　卓話楽しみにしています。
林　　直樹　星野さん卓話楽しみにしています。
村山　邦孝　星野さん卓話楽しみにしています。
米山　徹太　星野さん卓話楽しみにしています。
河内　広志　昨日の当ホテルでのパーティに参

加されたロータリアンの皆さんご
苦労さまでした。

窪　　仁志　バッジを忘れてしまいました！
関　　宏康　（会員誕生祝）まもなく88歳にな

ります。
原田　満範　（会員誕生祝）

（なんとなくニコニコ）　大塚
早　退　　鶴田（（創業記念祝）創業114年にな

りました）、左納、関（啓）

卓　話　「農林中央金庫について」
星野　耕一　会員

　農林中央金庫は、略して「農中」（のうちゅう）。
農林中央金庫法という特別法に基づいて設立さ
れた協同組織の全国金融機関で、今年創立95周
年、間もなく100周年となります。株主に相当
する出資者「会員」はJA、漁協、森林組合及
びそれらの連合会等で、法的にも完全な民間法
人です。拠点は国内が主に県庁所在地に、海外

が₅拠点あります。
　連結総資産は昨年100兆円を超え、厳しい金
融環境の中で低いながらも安定した黒字を続け
ています。これは、短期的な収益よりも長期的
な見通しに立った安定した経営成果を出してい
く運用方針に基づき、格付の高い債券運用を主
体としているためです。
　社長に相当するトップは理事長と言い、愛媛
県出身です。平成21年にプロパー初の理事長と
なりました。
　さて、昨年から農協法改正を始めとし、私ど
もをめぐる報道が見られ、ご心配をおかけして
いようかと存じます。例えば農業融資残高が
融資残高全体の0.1％という点。正確には、農
業団体や公庫受託資金を含めた農業関連融資は
2.0％、約4,000億円あります。また、JAバンク
の中で、JAや県段階の組織である信連との役
割分担があり、JAバンク全体で見た農業関連
融資は2.4兆円あります。これが少ないと言え
るのかどうか。欧米の農業融資残高を見ると、
名目GDPに占める農業生産額の割合と、融資
残高全体に占める農業関連融資の残高の割合に
は正の相関があり、日本は英米と同じ₁％前後、
多いロシアでも₄～₅％程度となっています。
また、日本の農家は農業以外の所得のある兼業
農家が₉割を超え、あまり負債を持たないこと
や、公的融資があること等を踏まえると、農業
の産業構造の特性がおわかりいただけると思い
ます。
　とは言え、農中の歴史を振り返れば、その時々
の変化に合わせて、20～30年ごとにビジネスモ
デルを変えてきています。今回も創業時の精神
に立ち返り「食と農」における新たなビジネス
モデルにチャレンジしていきたいと考えていま
す。
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例会記録

出席会員　74（65）名中54名　出席率73.97%
前回訂正出席率81.08%

欠席会員　20名　原田、星野、市川、伊東、河
内、三ッ矢、三原、村井、村上、中川、永
木、大塚、白石、高橋、鶴田、浦岡、渡部、
柳谷、結城、（亀井）

ゲスト　　₃名　長野　佑紀
　（松山ローターアクトクラブ会長）
　渡邉　興祐
　（松山ローターアクトクラブ幹事）
　奥田　葉月
　（松山ローターアクトクラブ）

ニコニコ箱
米山　徹太　奥田さん卓話宜しくお願いします。
菊池　三春　なかなか例会に出られず申し訳あ

りません。来期は出席担当となり
ますので頑張ります。

髙石　義浩　（創業記念祝）₆/₂でした。
吉村　紀行　（結婚記念祝）

（なんとなくニコニコ）　浜田
早　退　　佐々木（人生初の結膜炎にかかりま

した。子供の病気の感染力をなめ
ていました）、村山（九州の観光復
興支援のために、この夏は九州へ
お出かけになりませんか）、関（啓）、
土居、林、菊野、貴船、野村、玉置

（ご夫人誕生祝）

卓　話　「RYLAの魅力〜余島での₃泊₄日間〜」
松山ローターアクトクラブ　奥田　葉月　氏

　皆様は余島という島をご存知でしょうか。余
島は小豆島と隣接する小さな無人島です。干潮
時には小豆島へ続く道が現れ、そこには幸せの
天使が舞い降りると言い伝えられています。こ
の自然豊かな余島で37年間、リーダーシップ
育成を目的にRYLAセミナーが行われてきまし

た。私は第38回RYLAセミナーに参加させて頂
き、48人の仲間達と四日間共に生活しリーダー
について、家族について、そしてお互いに心を
開いて話し合う大切さについて学びました。
　RYLAでは48人を₄つの班に分け、各班に

「お父さん」「お母さん」と呼ばれるカウンセ
ラーさんが配属され一緒に活動していきます。
RYLAではあらゆる工夫が秘められています
が、班分けもその一つでした。男女比はもちろ
んのこと、知り合い同士が同じ班にならないよ
う分けられており、新鮮な気持ちで参加するこ
とができました。
　RYLAの主なプログラムとして、「家族」に
ついての講義、思索の時間、レクリエーショ
ン、バズセッションそしてフォーラムがありま
す。どのプログラムも工夫されており考えさせ
られましたが、私は特にバズセッション、そし
てフォーラムがRYLAで最も素晴らしいプログ
ラムであると思いました。まず、各班で「オー
ソリティとリーダーシップは同じなのか別物な
のか？」というテーマでバズセッション（蜂の
羽音のように討論すること）をしました。出会っ
てわずか₁日であるにも関わらず考えを率直に
述べ、気づけば深夜₂時というほどに熱く討論
しました。フォーラムでは、各班夜通し考えた
結論をまとめプレゼンし、三田ロータリアン安
行さんとともにリーダーについて考え、その素
質とは全ての人間にあるのではないかという結
論に至りました。
　この非日常で充実した四日間から多くのもの
を得ることができました。その一つが仲間です。
RYLAの魅力は四日間で一生の友達が出来るこ
とだと思います。四日で終わりではなくこれか
らもRYLAの仲間と切磋琢磨し人生を歩んで行
こうと思います。

　第3304回例会　2016年６月14日（火）
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例会記録

−役員・委員長退任挨拶−
出席会員　74（65）名中54名　出席率75.00%

前回訂正出席率86.49%
欠席会員　20名　鮒田、羽牟、市川、菊池、菊

野、清田、真鍋、三ッ矢、三原、村上、永
木、大塚、大橋、髙石、浦岡、柳谷、吉村、
米山、（亀井、玉置）

ゲスト　　₂名　山本　逸平
　（松山大学RAC会長）
　宮崎　暢之
　（松山大学RAC次期幹事）

ニコニコ箱
白石　省三　長い間お世話になりました。
河内　広志　地区ローターアクト大会にご参加

のロータリアンの皆さんありがと
うございました。

村上　邦孝　役員・委員長の皆様、₁年間お疲
れ様でした。

高橋　伸定　₆/18　28回目の結婚記念日に₃
人目の孫（女の子）が生まれまし
た。とてもうれしいです。

勝見　安美　子どもたちと田植えをしました。
伊東　毅嗣　東京に帰り、久しぶりに息子と丸

一日運動をしてきました。筋肉痛
です。

早　退　　土居、濵本、佐々木、星野、酒井、
左納、関（啓）、高岡

　第3305回例会　2016年６月21日（火）

−役員・委員長退任挨拶−
出席会員　74（65）名中48名　出席率65.75%

前回訂正出席率83.78%
欠席会員　26名　福田、藤村、二神、鮒田、濵本、

原田、泉川、市川、伊東、上甲、勝見、真
鍋、三ッ矢、村上、村山、太田、大塚、大
橋、清水、白石、関（啓）、高岡、鶴田、浦岡、
結城（亀井）

ニコニコ箱
渡部　浩三　₇年10か月お世話になりました。
河内　広志　ニコニコ委員会をはじめロータリ

アンの皆様、一年間ありがとうご
ざいました。

菅井　久勝　皆様一年間有難うございました。
渡部さん大変お世話になりました。

石橋　和典　渡部会員には同時期に入会したと
いうこともあり、大変お世話にな
りました。今後とも宜しくお願い
します。そして来週より幹事を務

めさせて頂きますので、ご迷惑を
おかけしますが、宜しくお願い致
します。

浜田　修一　河内会長さん、菅井幹事さん一年
間ご苦労様でした。

三好　哲生　河内会長、菅井幹事お疲れ様でござ
いました。

永木　昭彦　河内会長、理事役員の皆様₁年間
お疲れ様でした。

米山　徹太　河内会長、菅井さん₁年間お疲れ
様でした。

林　　直樹　野村さん、村山さんニコニコご苦
労様でした。

西村　真也　野村さま、一年間ご苦労様でした。
野村　靖記　₁年間ニコニコありがとうござい

ました。
貴船　正憲　会員のみなさまのおかげで本年度

の植樹も無事に成功致しました。
ありがとうございました。

　第3306回例会　2016年６月28日（火）
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例会記録

理事会報告

平成28年₆月度理事会決議事項

₆月₇日㈫
①退会届　片井　祥雲会員　承認。
②退会届　安永　眞澄会員　承認。
③退会届　白石　省三会員　承認。
④新入会員申し込み　三浦工業㈱代表取締役専

務執行役員　西原　正勝氏（白石氏後任）承
認。

⑤₇/16㈯松山近隣₈RC合同例会の登録料につ
いて　当クラブ主催のため、“全員登録”と
する。　承認。

⑥三井住友信託銀行の周年記念準備会計につい
て　承認。

⑦次年度ホームページ更新費用について　承認。
⑧2016-17年度短期交換プログラム派遣学生決定

通知と費用について：山本晃太郎さん　承認。

玉置　　泰　珈琲ラブズ和菓子2016のグランプ
リを一六タルトが頂戴し、愛媛新
聞に大きく掲載されました。

岩橋　　進　今年もサマージャンボよろしくお
願いいたします。₇月₆日より発
売開始です。

小野里俊哉　明日娘の誕生日です。

山内　　建　（創業記念祝）来月創業記念です
が前倒しで。

（なんとなくニコニコ）　清田、村井、森、中住
早　退　　菊野、名本、佐々木（2015～16年度

の河内会長、菅井幹事、理事、委
員長の皆様₁年間本当にお疲れ様
でした）
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クラブニュース

誕生祝　 以下₂名　原田（₂日）、関（宏）（23日）
結婚祝　 以下₃名　吉村（₆日）、大橋（15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
₁．近隣RC例会予定表

配　付　物

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
₇日 76（66） 58 18 79.45％ 5 85.16％ 0
14日 74（65） 54 20 73.97％ 6 81.08％ 0
21日 74（65） 54 20 75.00％ 10 86.49％ 0
28日 74（65） 48 26 65.75％ 14 83.78％ 0
平均 74.5（65.3） 53.5 21 73.54％ 8.75 84.13％ 0

例会日 区分

退会のお知らせ

安城寺　住職
片井　祥雲会員は一身上の都合
の為、₆月₇日付で退会されま
した。
ロータリー歴は26年₅か月でし
た。

四国ガス㈱　松山本社
常務執行役員　松山本社長
営業本部長
安永　眞澄会員は転勤の為、₆
月₇日付で退会されました。
ロータリー歴は₂年₁か月でし
た。

三浦工業㈱　相談役会長
白石　省三会員は一身上の都合
の為、₆月30日付で退会されま
した。
ロータリー歴は28年₉か月でし
た。

㈶重要文化財渡部家住宅保護財
団　理事長
渡部　浩三会員は一身上の都合
の為、₆月30日付で退会されま
した。ロータリー歴は₇年10か
月でした。
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例会記録クラブニュース

敬称略

　平成28年₆月12日㈰、今秋女子ツアーのあるエ
リエールゴルフクラブ松山にて開催しました。
　参加者は原田会員、関（啓）会員・村井会員・二
神会員・洞出正俊さん・白方基進さん・冨士原裕
さん（洞出さん・白方さん・冨士原さんは二神会
員のお知り合い）・星野の₈名でした。
　当日はあいにくの雨模様でしたが、心配した霧
も出ず楽しくラウンド出来ました。

　そんな中、ハイレベルな80台の混戦を冨士原さ
んが制して優勝しました。
　美しい緑と鳥の声とともに、半袖でプレーでき
る気持ちの良い季節になりました。
　ぜひ多くの会員の皆様及びお知り合いの方々の
参加をお待ちしております。

（記・星野　耕一）

ゴルフ会より　第355回 松山ロータリークラブ・ゴルフコンペのご報告

順　位 氏　　　名 OUT IN 計 HDCP Net
優　勝 冨士原　裕 43 42 85 14.4 70.6
₂　位 原田　満範 40 43 83 12.0 71.0
₃　位 洞出　正俊 41 43 84 9.6 74.4

ダブルペリア

（ゲスト）

（ゲスト）
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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/

ロータリーソングとピアノ伴奏

◦ 松山ロータリークラブの例会は西村会員のピア
ノ伴奏の歌唱で始まる。

◦ 西村会員の入会は、平成18年だからそれ以前は、
テープにあわせて歌っていた。

◦ 松山地区では、東クラブがガバナーをやられた、
松野一郎氏が愛媛交響楽団のメンバーでもあっ
たので、永年例会やロータリーの会合で、ピア
ノ伴奏をされていた。

◦ テープで歌うのと異なりものすごく歌いやすく、
当クラブでも何とかと思ってもこればかりは、
解決の仕様がなかった。

◦ 西村会員の伴奏は、素晴らしい、以来歌が上手
になったように思う。

◦ 川崎RCの笹部PGが、著書「ロータリーあれこれ」
で書かれている
ロータリー・ソング
　普通わが国のロータリアン達はロータリー・
ソングというと“奉仕の理想”とか“我等の生業”
とか、ロータリーのために特に作られたいくつ
かの歌を指すものとお考えで、良い曲ではある
ものの名曲とはまず言えない５つか６つの歌を
よく飽きもせず毎週繰返していらっしゃるので
あるが、誠に無邪気に変な声を出していらっしゃ
る。
　わが国のクラブではロータリー・ソングの伴
奏にレコードを使っていることが断然多いよう
である。そこで気をつけなければいけないこと
は、蓄音機をよく調整して、レコードの回転数

が規定より絶対に上がらないよう注意すること
で、寧ろやや下げた方が無難である。音楽上の
語でいうと３度位低い方がよいということであ
る。
　わが国のロータリアン諸氏はその平均のご年
配から見てもそのお声はテナーとは言えない。
勿論中には立派なテナーもバリトンもいらっ
しゃることはいらっしゃるがその数は僅かなも
のである。そこで一般のロータリアンが出し得
る最高の音声は音階上で言う“D”の音である。
そして元々書かれている楽譜では“奉仕の理想”
にしても“我等の生業”にしても“手に手つな
いで”にしてもその最高の声が“D”である。従っ
て不注意なS. A. A. が少しでも回転を速くしてレ
コードをかけると、最初は景気よく歌い出すが
やがて最高音になるともう声がおっつかない。
あがりかかった鮒みたいに上を向いて苦しそう
に口をパクパクさせているだけで聞える声はま
るでなしという悲惨な光景になる。こんな有様
は筆者何度も拝見した。
　最近の歌集は藤山一郎さんが編曲してロータ
リアンの声の質に合うように修正されている。

◦ 藤山一郎氏は東京西ロータリークラブの会員で、
東京で開催された（世界大会）その他で、指揮
を取られたり、クラブの例会で、伴奏をされた
りしていました。

◦ 現在、東京西RCでは、藤山氏のお嬢様が、伴奏
されているようです。

（ロータリー情報・クラブ研修委員　深見　邦芳）

会員だより
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