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　　 会長退任ご挨拶

巻頭メッセージ

₇月₃日㈫…役員・委員長就任挨拶
₇月10日㈫…役員・委員長就任挨拶
₇月14日㈯…松山近隣₈RC合同例会

於：松山全日空ホテル
₇月17日㈫…�松山近隣₈RC合同例会の
� 振替休会
₇月24日㈫…「RYLAセミナーを活かして」
ゲスト…第40回RYLAセミナー受講生

山本　逸平氏
尾山ガバナー補佐訪問クラブ協議会

₇月31日㈫…「�松山全日空ホテルの現状と
リブランド」

野村　靖記会員

例会予定

会長　児　玉　義　史

　私に与えられました₁年間の会長任期が終わるにあたりまして、先ず申し上げたい
ことは、只々皆様への感謝の言葉です。
　私が住む医師の世界では昔から「医者の常識は世間の非常識」というやや自嘲的な
言葉がありますが、この言葉をそのまま体現しているような世間知らずの私に伝統あ
る松山ロータリークラブの会長が務まるだろうか、と尻込みしていた時に背中を押し
てくださったのは、三好前会長や入会以来見守ってくださっている飯尾大先輩を始め
とする数名の会員の方々でした。
　勇気を奮ってお引き受けし、「みんなでロータリー」というテーマを掲げてつたな
い船出を致しましたが、浜田副会長、上甲幹事、米山副幹事、各理事、各委員長、三
好S.A.A.�に支えていただき、また、諸先輩からはご指導・ご助言の数々を賜りました。
また、森様を始めとする事務局の方々には大変お世話になり、またご迷惑をお掛けし
ました。そして何よりも全会員の皆様に温かく迎えていただき、火曜会、クリスマス
家族例会、お花見会、植樹などのイベントにも多くの会員の皆様のご参加を頂きまし
た。皆様のお蔭で何とか無事に₁年間を終えることができました。
　₇月からは「楽しんでロータリー」というテーマのもと、浜田次期会長がリーダー
シップをとられます。私も引き続き「楽しんで」ロータリー活動に参加し、更なる自
己研鑽を積んでゆければと願っております。
　誰よりも力不足な私ではございましたが、改めて皆様に深く感謝申し上げまして、
退任のご挨拶と致します。本当に有難うございました。



例会記録

出席会員　75名（66）中46名　出席率63.01%
前回訂正出席率72.97%

欠席会員　29名　土居、濵本、羽牟、原田、泉川、
市川、伊藤、勝見、加藤、金沢、窪、倉田、
三浦、森、守谷、名本、西原、大塚、大橋、
佐々木、塩崎、清水、髙石、高梨、立松、
柳谷、吉村（浦岡、田代）

ニコニコ箱
関　　宏康� 骨折で入院しておりましたが

₅/27に退院しました。今後もリ
ハビリに励みたいと思います。

児玉　義史� 関宏康叔父様、退院おめでとうご
ざいます。木下さん初卓話楽しみ
にしています。

木下　英雄� 初めて卓話をさせて頂きます。不
慣れなものですから、お聞き苦し
いかもしれません。

二神　良昌� 木下さん卓話頑張って下さい。
上甲　　泰� 木下さん、卓話楽しみにしており

ます。
米山　徹太� 木下さん卓話楽しみにしています。
桜田　武司� 入会させて頂きありがとうござい

ます。
田中　和彦� 先週₆/₁㈮に「大洲のうかい」

スタートの川開きに参りました。
新造船も増えて楽に楽しめます。
是非行ってあげて下さい。

林　　章二� ₂週連続欠席のお詫び。
宮崎　誠司�（会員誕生祝）
玉置　　泰�（ご夫人誕生祝）
早　退� 河内（今日は語呂合わせで老後（ろ

うご）の日です。道後へどうご→老
後も道後。早退でスミマセン！）、岩
橋（超早退、お許し下さい…）、中住

卓　話　「㈱木下商店について」
木下　英雄　会員

　株式会社� 木下商店は、おかげさまで昨年

2017年に70周年を迎える事が出来ました。祖父
の代から製菓・製パンの原料卸として始まり、
父が給食関係の事業を拡大して現在に至ってお
ります。業務用食品卸として業容の拡大に努め
て参りましたが、今後は業務用食品の拡販をし
ながら治療食・介護食・非常食の部分で御奉仕
させて頂きたく存じます。
　柔らかければ介護食だと思われがちですが、
₁．歯茎でつぶせるか？
₂．食塊形成が容易に出来るか？
₃．喉への移送が容易か？
という₃点が介護食については重要だと考えま
す。脳内疾病や認知症の方は誤嚥性肺炎になり
易く、気管に食物が入ってしまっても咽るとい
う事が無く、肺炎を発症してしまうそうです。
また寝ている時に液状の食材ですと、胃から逆
流して逆流性誤嚥性肺炎を発症するそうです。
少子高齢化と言われる時代になりましたが、高
齢者の方もいきいきと生活できる社会の為に貢
献していきたいと考えます。
　治療食など通販で送料を払いながら購入され
ている患者の方等に「お気軽に松山市内で治療
食が購入できます」という事を発信しながら、
主治医の先生と相談したいという方には出来る
範囲でサンプルや資料も提供させて頂きたく
思っております。
　また、各種勉強会の御提案もさせて頂きたい
と思います。これから暑い季節を迎えますので
脱水症対策のセミナーや、病院・介護施設さん
での介護食に対する理解をさらに深めて頂く為
のセミナーを提案させて頂きます。
　㈱木下商店は「ただ物を売る」というスタン
スではなく、食品全般の情報を発信する情報産
業でなくてはならないと思います。その為には
治療・介護に携われる方や様々な業種の方の御
意見・御鞭撻を頂戴しながら精進して参ります
ので、今後とも宜しくお願い申し上げます。

　第3399回例会　2018年６月５日（火）
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例会記録

出席会員　75（66）名中55名　出席率76.39%
前回訂正出席率82.43%

欠席会員　20名　浅田、土居、林、市川、金沢、
三原、宮崎、森、名本、西原、大塚、大橋、
菅井、舘、鶴田、結城、吉村（浦岡、亀井、
田代）

ゲスト　　₂名� 伊藤　悠貴（チェリスト）
� � 入江　一雄（ピアニスト）
ビジター　₁名� 清水　貴暁（東京白金RC）
ニコニコ箱
清
（東京白金RC）

水　貴暁� 本日は大変素晴らしい時間を過ご
させて頂きました。今後とも愛媛
出張の際には顔を出させて頂けま
すと幸いです。

児玉　義史� 東京白金ロータリークラブ清水さ
ん、歓迎致します。伊藤さん、入
江さん、ようこそ我がクラブへ。
演奏楽しみにしております。

上甲　　泰� 本日はようこそ。伊藤様、入江様
ようこそお越し下さいました。連
日の素晴らしい音楽ありがとうご
ざいます。

石橋　和典� 伊藤様、入江様、松山クラブへよ
うこそ。ミニコンサート楽しみに
しております。

塩崎千枝子� 塩崎のいとこの演奏会で石橋さん

はじめ皆様に大変お世話になりま
す。どうぞ宜しくお願い致します。

河内　広志� 今日は「アンネの日記の日」です。
ホロコーストにより、15歳の命を
閉じたアンネ・フランクは「もし
神様が私を生きながらえさせて下
さるなら、世界の人類のために働
きます」と言いました。→まるで
ロータリーの様です。

福田　正史� 疑心暗鬼ですが、米朝会談の成功
を願って！

田中　和彦� いろいろあるでしょうが、とりあ
えず米朝会談ようございました。

濵本　道夫� 河内さん国土交通大臣賞おめでと
うございます。

三好　哲生� 小野里、高梨様、私共の業界にお
心遣い頂き、ありがとうございま
した。（於：県すし商総会）

三浦　　明� 先週はお休みして申し訳ありませ
んでした。

守谷みどり�（会員誕生祝）
髙石　義浩�（創業記念祝）
高岡　隆雄�（創業記念祝）
（なんとなくニコニコ）　勝見、河野、村井、米

山
早　退� 清田、関（啓）

出席会員　75（66）名中51名　出席率71.83%
前回訂正出席率86.30%

欠席会員　24名　二神、羽牟、五十嵐、泉川、
市川、岩間、菊野、清田、窪、森、名本、
西原、大塚、清水、関（啓）、髙石、舘、鶴田、
結城、吉村（浦岡、亀井、田代、玉置）

ニコニコ箱
上甲　　泰� 本日、理事・委員長の皆さまどう

ぞよろしくお願いします。
飯尾　寛治� 児玉会長はじめ皆様ごくろうさま

でした。
米山　徹太� 前の土曜、日曜で2670地区ロー

　第3400回例会　2018年６月12日（火）

　第3401回例会　2018年６月19日（火）
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例会記録

−役員・委員長退任挨拶−
出席会員　75（66）名中49名　出席率69.01%

前回訂正出席率75.68%
欠席会員　26名　二神、鮒田、濵本、五十嵐、

泉川、市川、岩間、勝見、窪、河内、森、
名本、西原、大橋、桜田、塩崎、清水、関（啓）、
高岡、高梨、田中、吉村（浦岡、亀井、中住、
田代）

ニコニコ箱
児玉　義史� 一年間、大変ありがとうございま

した。
上甲　　泰� 一年間ありがとうございました。

来年もよろしくお願いします。
浜田　修一� 児玉会長、上甲幹事、一年間大変

ご苦労様でした。おかげで楽しい
例会を過ごす事ができました。

石橋　和典� 児玉会長、上甲幹事、一年間お世
話になり、ありがとうございまし

た。
菅井　久勝� 会長・幹事�一年間お疲れ様でし

た。
髙石　義浩� 児玉会長、一年間お疲れ様でした。
米山　徹太� 児玉会長、上甲幹事、一年間お疲

れ様でした。
柳谷　葉一� 今日は加藤さんとマツダスタジア

ムに登板してまいります。雨です
が。

福田　正史� 柳谷さんと目が合ってしまったの
で‼

早　退� 土居、羽牟、加藤、河野、宮崎、
西村（児玉先生、一年間お疲れ様
でした）、大塚、佐々木（児玉会長、
理事、委員の皆様、一年間お疲れ
様でした）、玉置（児玉会長、一年
間有難うございました。）

　第3402回例会　2018年６月26日（火）

ターアクトクラブ地区大会に行っ
てきました。今年もすばらしい会
でした。

佐々木　淳� 大阪北部地震で被災された皆様に
お見舞い申し上げます。一年間理
事を務めさせていただきました。
来年は環境保全委員長を頑張りま
す。

田中　和彦� 今晩キックオフされるワールド
カップサッカーの“奇跡の引き分
け”を祈ります。

河内　広志� 今日は「元号の日」です。日本で
は645年の「大化の改新」の「大化」

から始まりました。それから平成
まで1373年で約180の元号がつけ
られました。そして皆様一昨日は
道後、ありがとうございました。

三好　哲生� 河内様、国交大臣表彰のお祝いの
席、大変華やかで、改めておめで
とうございます。

倉田　　満�（結婚記念祝）₆/21　今週です。
高橋　伸定�（結婚記念祝）30回目の結婚記念

日でした。
（なんとなくニコニコ）　児玉
早　退� 土居（欠席が続いてしまい、申し

訳ありません。）
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理事会報告

平成30年₆月度理事会決議事項

₆月₅日㈫
①休会届　浦岡　正義会員　承認。
②【事後報告】三井住友信託銀行の周年記念準
備会計について　承認。
③短期交換派遣費用について　山本祥太郎さん

（山本元会員ご子息）　承認。
④ボーイスカウト松山第16団助成金について　
承認。
⑤次年度ホームページ更新費用について
　承認。
⑥第20回サマースクール開催について
　※₈月₁日㈬〜₄日㈯とする　承認。

クラブニュース

誕生祝　�以下₅名　原田（₂日）、桜田（15日）、関（宏）
（23日）、宮崎（23日）、守谷（27日）

結婚祝　�以下₄名　吉村（₆日）、大橋（15日）、高
橋（18日）、倉田（21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
₅日 75（66） 46 29 63.01% 7 72.97% 0

12日 75（66） 55 20 76.39% 6 82.43% 1

19日 75（66） 51 24 71.83% 11 86.30% 0

26日 75（66） 49 26 69.01% 6 75.68% 0

平均 75（66） 50.3 24.8 70.06% 7.5 79.35% 0.25

例会日 区分
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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/

クラブニュース

ダブルペリア

敬称略

順　位 氏　　　名 OUT IN 計 HDCP Net
優　勝 佐々木　淳 46 43 89 15.6 73.4
₂　位 宮崎　誠司 49 48 97 22.8 74.2
₃　位 羽牟　正一 47 46 93 18 75

同NETは年長者

　平成30年６月23日㈯に北条カントリー倶楽部に
て開催されました。参加者は羽牟会員、宮崎会員、
佐々木会員、結城会員、今井裕子さん（今井さん
は米山の知り合い）、米山の６名でした。宮崎会員
と結城会員は初参加でした。有難うございました。
　優勝は佐々木会員でした。前半はかなり雨が降
りスコアメイクに苦しみましたが後半は雨も上が
りゴルフを楽しめました。

　ところで結城会員はゴルフを始めて４カ月位と
お聞きしましたが素晴らしいスコアでしたことを
ご報告致します。100切りも間もなくでしょう。こ
れからのご参加を心よりお待ちしております。
　４月以降、新入会員さんも増えました。愛媛の
ゴルフ場を楽しんで頂きたいので皆様のご参加を
お待ちしております。� （記・米山　徹太）

ゴルフ会より　第369回 松山ロータリークラブゴルフコンペのご報告
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