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　　 会長退任ご挨拶

巻頭メッセージ

₇月₄日㈫…役員・委員長就任挨拶

₇月11日㈫…役員・委員長就任挨拶

₇月15日㈯…松山近隣₈RC合同例会
於：松山全日空ホテル

₇月18日㈫…振替休会（合同例会に）

₇月25日㈫…松山RC創立80周年記念夜間例会

例会予定

会長　三　好　哲　生

　兎に角、一年間をしっかりと…と臨んだ会長職でしたが、振り返ってみますとそ
の間は、「其疾風如」。何も出来ないままに過ぎ去ったというのが実感です。
　まさに、松山ロータリー会員の皆様にご理解を頂き、理事の皆様に励まされ、諸
先輩方に色々とご指導を頂き、事務局の方々に大いに迷惑を掛けた一年間でありま
した。感謝以外の言葉が見つかりません。
　
　ロータリークラブの概念や歴史的な理解、実践理論などなど、著名で立派な先輩
ロータリアンの方々に導いて頂くことは大変有意義なことだと思います。
　加えて、今回は何かに参加して協力して触れ合って得る物の大きさも改めて体感
した次第です。
　言葉足らずで恐縮致しますが、ロータリーは、その根源を成す「親睦」に尽きる
のだと、勝手に思い込んだりしております。
　
　力不足の私ではございましたが、皆様に、深く深く感謝申し上げまして、退任の
ご挨拶と致します。本当にありがとうございました。



例会記録

　第3351回例会　2017年６月６日（火）

出席会員　71（61）名中53名　出席率76.81%
前回訂正出席率82.61%

欠席会員　18名　土居、林、原田、市川、伊東、
河野、三ッ矢、森、西原、野村、太田、大塚、
高岡、鶴田、豊田、吉村（玉置、浦岡）

ニコニコ箱
泉谷八千代	 素晴らしい松山ロータリークラブ

が本日最後となってしまいました。
	 皆様とのご縁が末永く続く事を願

いつつ。感謝です。
石橋　和典	 泉谷さん、ご栄転おめでとうござ

います。今後とも松山RCを宜し
くお願いします。高梨さん卓話を
楽しみにしています。

関　　宏康	 一昨日、朝の散歩の途中ではから
ずも道後みこしの鉢合わせを見る
ことができました。

	 今月23日、卒寿を迎えます。この
後、10月に飯尾さん、11月に佐藤
さんが卒寿を迎えられます。

高梨　明治	 本日の卓話頑張ります。よろしく
お願いいたします。

二神　良昌	 高梨さん卓話よろしくお願いします。
児玉　義史	 高梨さん、卓話を楽しみにしてい

ます。
村井　重美	 高梨さん卓話よろしく。
結城　　旬	 ギャラクシー賞にたくさんのお祝

いを頂き、誠にありがとうござい
ました。

田中　和彦	 次年度プログラム委員長として、
今皆さんに「卓話スケジュール」
のお願いに廻っております。よろ
しくお願いいたします。

河内　広志	 ₆/18は父の日ですが、今日は「兄
の日」です。ロータリアンのお兄
さんへ、日頃の感謝を込めて。

窪　　仁志	 日台観光サミットが無事、終わり
ました。

（なんとなくニコニコ）　米山
早　退　　泉川、岩橋、菊野、関（啓）

卓　話　「世界の五大ウィスキーとその特徴」
高梨　明治　会員

◦ウィスキーの製造工程
　ウィスキー・焼酎・ビールの違いはウィスキー
は₂回蒸留しその後熟成させるが焼酎は₁回蒸
留で熟成なし、ビールは蒸留がないという違い
がある。
◦ウイスキーの成分と体へ作用
　低カロリー・糖質、プリン体₀。またポリフェ
ノールが含まれている。
◦ウィスキーの種類
　大麦麦芽のみで単式蒸留されたモルトウィス
キーと穀物原料（主にとうもろこし）から、連続
式蒸留器で作られたグレーンウィスキーがある。
　単一蒸留所のモルトウィスキーのみで製品化
されたものをシングルモルトウィスキーとよび
モルトウィスキーとグレーンウィスキーをブレン
ドしたものをブレンディッドウィスキーと呼ぶ。
◦世界の五大ウィスキー
　ウィスキーは12世紀にアイルランド（アイ
リッシュウィスキー）で大麦が蒸留された記録
が残っている。その後スコットランド（スコッ
チウィスキー）に伝播し19世紀に北米（アメリ
カンウィスキー、カナディアンウィスキー）と
20世紀に日本（ジャパニーズウィスキー）に伝
播した。
　上記₅つのウィスキーを量・質の観点から世
界の五大ウィスキーと呼ぶ。
◦五大ウィスキーの特徴
（蒸留所ごとに違うが大きく特徴を捉えると）
　スコッチ：ピート（泥炭）を麦芽乾燥時に使
用するのでスモーキーな味わいと香りが特徴。
　アイリッシュ：麦芽乾燥時にピートを使わない
（近年は使っているが伝統あるアイリッシュは使
わない）ので味・香りともに軽やかでクリーン。
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　アメリカン（バーボン）：とうもろこしを
51％以上使い、熟成は新しいホワイトオークを
使用。バニラ・キャラメルのような味と香りが
特徴。
　	カナディアン：ライ麦主体の原料。原料由来
のライトでスムーズさが特徴。アメリカ禁酒法

時代により一層評価を高めた。
　	ジャパニーズ：スコッチのように蒸留所間の
原酒の売買がないのでそれぞれの蒸留所で様々
な原酒を作り分けている。日本人の舌の繊細さ
にマッチするように作られている。

例会記録

出席会員　71（61）名中45名　出席率68.18％
前回訂正出席率85.51％

欠席会員　26名　二神、林、市川、勝見、窪、
河内、小林、三ッ矢、森、永木、西原、大塚、
大橋、酒井、左納、菅井、舘、高梨、鶴田、
柳谷、吉村（亀井、中住、関（宏）、玉置、
浦岡）

ゲスト　　₁名	 山内いのり
	 	 （第39回RYLAセミナー受講生）
ニコニコ箱
加藤　修司	 本日よりロータリークラブに入会

させて頂きます。よろしくお願い
致します。

児玉　義史	 山内いのりさん、卓話期待してい
ます。

塩崎千枝子	 山内いのりさんようこそ。とても
嬉しいです。

星野　耕一	 山内いのりさん、卓話楽しみにし
ています。

米山　徹太	 山内いのりさん、卓話宜しくお願
いします。ライラ宣伝してください。

山内　　建	 ビーチバレージャパンツアー第₂
戦の女子の部で東雲女子大₃年の

村上礼華チームが準優勝しまし
た。なお本日卓話の女子大₃年の
山内いのりは私の孫です。

田中　和彦	 日曜日の「えひめFC」勝利に！！
現在₇位です。ちなみに₆位の東
京ヴェルディとの年間予算は約半
分です。お金は仕方ありませんの
で会場での応援をお願いします。

浜田　修一	 先日は久しぶりの当クラブのゴル
フ会に参加させていただき、大変
楽しいゴルフありがとうございま
した。

村山　邦孝	 小野里会員、いろいろとお手間を
おかけしています。

三好　哲生	 明確な規定は存じ上げませんが、
上着を持たずに出席してしまいま
した。

太田　茂樹	 しばらくご無沙汰していました。
申し訳ございません。

髙橋　伸定	（結婚記念祝）
早　退	 名本、西村（山内いのりさん、頑張っ

て下さい。卓話全部聞けず申し訳
ありません）、佐々木

　第3352回例会　2017年６月13日（火）
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例会記録

−役員・委員長退任挨拶−
出席会員　71（61）名中46名　出席率66.67％

前回訂正出席率75.36%
欠席会員　25名　二神、羽牟、市川、清田、河内、

小林、三ッ矢、村山、森、西原、大塚、大橋、
酒井、佐々木、左納、塩崎、清水、関（啓）、
舘、田中、鶴田、結城、吉村（玉置、浦岡）

ニコニコ箱
星野　耕一	 本日退会します。大変お世話にな

りありがとうございました。
	 皆様のますますのご活躍とご健勝

をお祈りしております。
三好　哲生	 一年間、本当に皆様にはお世話に

なりました。感謝申し上げます。

石橋　和典	 星野さん、今後とも松山RCを宜
しくお願いします。

	 火曜会にご参加下さった皆様、あ
りがとうございました。

	 幹事としての一年間、大変お世話
になり、本当にありがとうござい
ました。

児玉　義史	 皆様、一年間有難うございました。
来る一年間も宜しくお願いします。

浜田　修一	 三好会長、石橋幹事、ご苦労様で
した。お世話になりありがとうご
ざいました。

永木　昭彦	 三好会長、石橋幹事、役員の皆様、
一年間お疲れ様でした。

　第3354回例会　2017年６月27日（火）

−役員・委員長退任挨拶−
出席会員　71（61）名中46名　出席率68.66％

前回訂正出席率76.81％
欠席会員　25名　土居、二神、羽牟、泉川、市川、

岩橋、清田、三原、森、永木、西原、大塚、
大橋、佐々木、左納、塩崎、高岡、高梨、舘、
豊田、吉村（亀井、中住、玉置、浦岡）

ニコニコ箱
三ッ矢高章	 本日が最後のロータリー出席とな

ります。今まで本当にありがとう
ございました。

石橋　和典	 三ッ矢さん、今後とも松山RCを
宜しくお願いします。菅井さん、
アトランタ世界大会お疲れさまで
した。役員・委員長の皆様、退任
ご挨拶宜しくお願いします。

山内　　建	 四国高校選手権で数少ない運動部
のアーチェリーで東雲学園が団体

と個人で優勝しました。
米山　徹太	 前の日曜日、ローターアクトクラ

ブ地区大会が開催されました。大
変感動致しました。

河内　広志	 今日20日は「世界難民の日」です。
国際ロータリーは色々な方面から
支援を続けております。また、本
日の火曜会ご利用ありがとうござ
います。

児玉　義史	 田中社長、先週は素晴らしい
DVDを有難うございました。

飯尾　寛治	 ご苦労様でした。
（なんとなくニコニコ）　三好
早　退　　田中（夜の部の火曜会出席の皆さん

よろしくお願いします。すみません
が、昼の部、早退させて頂きます。）、
鮒田、勝見、窪、酒井、柳谷

　第3353回例会　2017年６月20日（火）
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例会記録

理事会報告

クラブニュース

平成29年₆月度理事会決議事項

₆月₆日㈫
①【事後報告】退会届　真鍋　正臣会員　承認。
②退会届　林　　直樹会員　承認。
③退会届　泉谷八千代会員　承認。
④親入会員申し込み　日本銀行松山支店支店長
金沢　敏郎氏　承認。
⑤新入会員申し込み　㈱電通西日本松山支社支

社長　加藤　修司氏　承認。
⑥休会届　浦岡　正義会員　承認。
⑦第19回サマースクール開催について
　※₈月₂日㈬〜₅日㈯とする　承認。
⑧【事後報告】三井住友信託銀行の周年記念準
備会計の件　承認。
⑨次年度ホームページ更新費用について　承認。
⑩₆/20火曜会のメイクアップについて　承認。

米山　徹太	 三好会長様、石橋幹事様、大変お
世話になりました。

菅井　久勝	 会長、幹事、S.A.A.をはじめとす
る皆様、一年間お疲れ様でした。

福田　正史	 先週株主総会が無事終わり、新社
長を迎え、我が社は新体制で再ス
タートします。今後ともよろしく
お願いします。

窪　　仁志	 ₇月11日火曜会（松山RCビール
トロッコ）多数のご参加をお願い
します。

	 ※楽しいですヨ！！
（なんとなくニコニコ）　村井
早　退	 岩橋（先日火曜会お疲れ様でした。

村山委員長、最後までありがとうご
ざいました。村井さんあっぱれです！）

退会のお知らせ

NHK松山放送局　局長　泉谷
八千代会員は、転勤の為、₆月
₈日付で退会されました。
ロータリー歴は₁年11か月でし
た。

農林中央金庫高松支店　松山営
業所　所長　星野　耕一会員は
転勤の為、₆月27日付で退会さ
れました。
ロータリー歴は₂年10か月でし
た。
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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．松山近隣RC例会予定表

配　付　物

西日本電信電話㈱　四国事業本
部長兼愛媛支店長　三ッ矢高章
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か月でし
た。

クラブニュース

氏名：加藤　修司

新入会員紹介

勤　務　先：㈱電通西日本
	 松山支社　支社長
	 三番町₄-₉-₆
	 NBF松山日銀前ビ

ル₄階
	 TEL	941-2177
生 年 月 日：昭和42年₃月23日
入会年月日：平成29年₆月13日
趣　　　味：旅行、スポーツ観

戦（プロ野球は広
島東洋カープ）、
音楽鑑賞

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
₆日 71（61） 53 18 76.81% 4 82.61% 0

13日 71（61） 45 26 68.18% 14 85.51% 0

20日 71（61） 46 25 68.66% 7 76.81% 0

27日 71（61） 46 25 66.67% 6 75.36% 0

平均 71（61） 47.5 23.5 70.08% 7.75 80.07% 0

例会日 区分
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クラブニュース

　平成29年₆月10日㈯に松山ゴルフ倶楽部にて開
催されました。参加者は中住会員、原田会員、浜
田会員、村井会員、星野会員、米山の₆名でした。
　優勝は中住会員でしたが、なんと中住会員は今
回で95回目のエージシュートでした。
　₈月の誕生日までにエージシュート100回達成を
目指すとおっしゃっていました。
　今回で星野会員は松山ロータリーゴルフ会を卒

業されます。転勤先でもゴルフに励んで下さい。
初めて80台を出したのが愛媛であるのが思い出で
すとおっしゃっていました。
　多数のご参加を頂き本当に有難うございました。
　逆に新入会員の皆様でゴルフを趣味と言われる
方は是非とも当ゴルフ会にご参加下さい。

（記・米山　徹太）

ゴルフ会より　第363回 松山ロータリークラブ・ゴルフコンペのご報告

ダブルペリア

敬称略

順　位 氏　　　名 OUT IN 計 HDCP Net
優　勝 中住　義晴 41 44 85 19.3 65.7
₂　位 原田　満範 44 42 86 16.1 69.9
₃　位 浜田　修一 48 50 98 24.2 73.8

同NETは年長者

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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