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例会予定
₇月₂日㈫…役員・委員長就任挨拶
₇月₉日㈫…役 員・委員長就任挨拶、髙橋
ガバナー補佐訪問クラブ協議会
₇月13日㈯…松山近隣₈RC合同例会
於：ANAクラウンプラザホテル松山
₇月16日㈫…松山近隣₈RC合同例会の振替休会
₇月23日㈫…大島ガバナー公式訪問例会
₇月30日㈫…「₃泊₄日RYLAセミナーで学んだこと」
ゲスト…第41回RYLAセミナー受講生
髙橋 直美氏

巻頭メッセージ

会長退任ご挨拶
浜

田

修

一

「楽しんでロータリー」を掲げた一年でしたが米山幹事に支えられ、また皆様に
もご協力・ご支援をうけまして無事に任期を終えることが出来そうです。ありがと
うございました。
この一年、例会の30分を如何に有効に使うか、幹事報告後から卓話まで、つまり
歓談・情報交換する時間を15分と目標にしてまいりました。
皆さんの時間を無駄にしないよう、私の話も₃分以内にし全員で時間を共有する
よう努め、更に例会への参画意識をもってもらうため、30数名の方に₃分間スピー
チをして戴きました。そして“楽しい例会”“楽しい親睦活動”“楽しい奉仕活動”
を目標に火曜会・クリスマス家族例会・お花見例会・サマースクール・植樹などに
多くの皆様にご参加、お世話して戴きました。お蔭で楽しいクラブ運営が出来たの
ではないかと満足しています。
この素晴らしい松山ロータリークラブが永遠に続くことを祈念して皆様と共に歩
んで行きたいと思います。
ありがとうございました。

例会記録
第3447回例会

2019年６月４日（火）

出席会員 69（63）名中47名 出席率70.15％
前回訂正出席率76.47％
欠 席 会 員 22名 浅田、土居、堂野、原田、
五十嵐、市川、伊藤、加藤、倉田
（満）
、河野、
児玉、三原、森、西原、志鷹、田中、筒井、
鶴田、柳谷、山添（亀井、浦岡）
ニコニコ箱
羽牟 正一
浜田

修一

米山

徹太

村井
上甲

重美
泰

菊野 先一
三浦

明

三好

哲生

太田 茂樹
吉村

紀行

窪

仁志

清田

明弘

河内

広志

守谷みどり

長い間大変お世話になりました。
ありがとうございました。
羽牟さん、ありがとうございまし
た。お元気でご活躍して下さい。
羽牟さん、大変お世話になりまし
た。
今日の卓話宜しくお願いします。
村井さん、卓話楽しみにしており
ます。
村井さん卓話楽しみにしていま
す。
村井さん、卓話楽しみにしており
ます。
村井様、卓話宜しくお願いします。
高梨様（山添様）
、すし組合の総
会参加ありがとうございます。
村井さん卓話楽しみにしていま
す。
村井さん、卓話楽しみにしており
ます。
退職しました。退職後嘱託社員と
して今までどおり愛媛にいます。
愛媛弁護士会と四国税理士会で事
業承継の連携協定を締結しまし
た。愛媛新聞に載りました。
今日は国連が主催する侵略による
罪のない幼児犠牲者の国際DAY
です。国際ロータリーでも幼児ハ
ラスメントに大変関わっておりま
す。
（会員誕生祝）

大塚 岩男 （会員誕生祝）
（結婚記念祝）
立松 良之 （結婚記念祝）本日6/4記念日です。
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） 大塚
早 退
髙石、鮒田、佐々木（村井さん卓
話頑張ってください）
、左納
卓

話 「私と会社のプロフィールと趣味」
村井 重美 会員
今回で三回目の卓話をさせて頂きました。私
もこの₆月で入会₅年が経ちました。あっとい
う間の₅年でした。これも会員の皆様のお陰と
思っています。
今回の卓話の主眼は私の事業の上で自分なり
に学んだ事の感想と私のストレスの解消の方法
と今後の会社のビジョンの三つの話をさせて頂
きます。
「一つ目」は仕事上のお茶一筋に45年間で学
んだ事としてのポイントで「素直に全力で深堀
しながら継続し続ける事」が大事である。
「二つ目」は仕事でストレスが溜まると自分
の好きな₃つの趣味で心のバッテリーの補給充
電をする事です。その趣味で、また文献の教え
で学んだ、ストレスの打開方法を仕事に趣味に
再度実践する事にしています。趣味のゴルフの
時にティーショットにて本当に平常心で出来る
か、心不安の時は「平常心」を心の中で唱えて
います。又ビジネス上の中にも同じ事が言える
と思います。その時にいつも思うことは、その
時に合った、ことわざを思い出して唱えること
です。
文献の中で「平常心をもって一切の事をなす
人、これを名人と言うなり」と江戸初期の剣豪、
柳生宗矩の言葉を知りました。
又ある文献に「人は未完に生まれるが学び又
気づき創意と工夫を重ねる事」だそうです。
「三つ目」はこれからの新しい事業ビジョン
「農業の事業に参入する」目標。
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例会記録
今は取りあえず、お茶の関連で放置の茶畑を
開墾してお茶の原点であります、生葉の生産を
少し出来るようにしました。生まれて初めての
現場での作業、昨年の₇月後半より始めました
が約一年前には83キロあった私の体重が今では
73キロと10キロ痩せました。フィットネスクラ
ブに行かなくても趣味を実行するだけで体重も

第3448回例会

減り一石二鳥となりました。この農業部門をお
茶生産以外でも、この松山の地元の農家さんと
提携し生産して松山の名産物を作り、今後の仕
事の柱となる様に努力してまいりたいと思って
います。
継続は変化対応である。

2019年６月11日（火）

出席会員 68（62）名中44名 出席率68.75％
前回訂正出席率75.38％
欠席会員 24名 堂野、林、原田、市川、加藤、
菊野、窪、河内、宮崎、村井、森、守谷、
西原、大塚、大橋、左納、清水、高梨、高橋、
結城（亀井、田代、玉置、浦岡）
ビジター ₁名 増井 聡彦（下関西RC）
ニコニコ箱
野村 靖記 ₅年間ありがとうございました。
岩間 正之 お世話になり有難うございまし
た。
浜田 修一 野村さん、岩間さん、今後もお元
気で楽しい人生をお送り下さい。
石橋 和典 野村さん、岩間さん大変お世話に
なり、ありがとうございました。
今後共宜しくお願いします。高岡
さん卓話を楽しみにしています。
二神 良昌 野村さん、岩間さん退会残念です。
田中 和彦 たくさんのロータリアンが人事異
動で退会される₆月です。少しさ
みしいですね。
高岡 隆雄 今日は、私の趣味の鉄道模型をご
覧いただきます。よろしく。
三好 哲生 本日の卓話、高岡会員様宜しくお
願いします。会員様卓話は今期、
本日をもって、打ち止め!!です。
一年間、数々の方々にご助力頂き
ました。ありがとうございます。

河野

次郎 高岡さん卓話楽しみにしておりま
す。
中住 義晴 ₆月₈日ロータリー月例ゴルフ
会で準優勝しました。84打は私に
とって110回目のエイジシュート
達成となりました。
米山 徹太 先日の松山ロータリーゴルフ会お
疲れ様でした。優勝させて頂きま
した。中住さん、40-44の84、110
回目のエイジシュートおめでとう
ございます。
三原 英人 ₆月₈日、₅時間リレーマラソン
に職場チームで出場しました。₁
周1.2㎞を社員₇名と共に55周し
ました。職場対抗199チーム中23
位、過去最高位でした。
福田 正史 ロータリーバッジを着けていない
ので！
早 退
伊藤、清田、倉田
（満）
、佐々木、関、
筒井
卓

私の趣味「鉄道模型」
高岡 隆雄 会員
私の趣味は、
小～中学校は「切手」のコレクショ
ン、中学・高校・大学・社会人と写真（カメラ）
が続きました。中学・高校の頃は、
現像・焼き付け・
引き伸ばしなど自分でやっていまいた。社会人
となってからは撮影一本で、特に女性のポート
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話

例会記録
レート専門で、モデル撮影会に参加し応募し「特
選入賞」もたくさん致しました。
大学・社会人となってオーディオにも興味を
持ち、アンプやスピーカーなどをそろえていわ
ゆる「オトキチ」になりましたが、これは家や
部屋の改造にまでなってしまうのでやめてしま
いました。その後ビデオ撮影（特に海外旅行）
が主になり、カメラはサブになりました。ビデ
オは、編集（アナログ）でタイトルを入れたり、
バックグラウンドミュージックを入れたり、旅
行参加者の名前や名所・旧跡の解説テロップを
流したりして楽しんでいましたが、アナログ編
集に満足できず、パソコン編集にチャレンジし
ましたが、これはなんとも難しく結局挫折して
しまいました。
その頃、ちょうど15～16年位前から鉄道模型
に興味を持ち、あいていた一部屋全部にジオラ
マ（線路、町、駅、鉄橋）を₈年かけて作り上げ、
日本の鉄道、ヨーロッパ（特にドイツ）の鉄道
模型を集めて走らせて楽しんでいます。今日は
皆さんに「鉄道模型」をビデオに撮ってご覧頂
くことにしました。

私の趣味「鉄道模型」
⑴ レイアウト紹介写真ビデオ
⑵ 雑誌・新聞等の掲載
⑶ カメラカーによる情景撮影（2017/12）
⑷ レイアウト解説VIDEO
⑸ レイアウト夜間走行シーン
⑹ Nゲージコントローラー＆レールチェンジ
説明
⑺ HOゲージDCCコントローラー操作説明
⑻ Nゲージ日本の鉄道模型
⑼ HOゲージ日本の鉄道模型
Cut
⑽ Nゲージ欧州の鉄道模型
Cut
⑾ HOゲージ英国の鉄道模型
⑿ HOゲージ欧州（除く英国）の鉄道模型
Cut
⒀ Nゲージ北米の鉄道模型
⒁ HOゲージ北米の蒸気機関車模型
⒂ HOゲージ北米の電機＆ディーゼル機関車模型
⒃ HOゲージオリエンタル急行新旧列車紹介

（
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120分オリジナルビデオを32分に圧縮編集
しましたので、お見苦しい点がありますが
お許しください。
尚、No10・11・13は、時間の関係でオー
ルCutしています。

例会記録
第3449回例会

2019年６月18日（火）

出席会員 66（60）名中42名 出席率66.67％
前回訂正出席率73.44%
欠席会員 24名 堂野、林、原田、泉川、市川、
勝見、菊野、河内、森、西原、太田、大塚、
大橋、左納、清水、菅井、高岡、高梨、鶴田、
柳谷、結城（亀井、田代、浦岡）
ニコニコ箱
伊藤 謙一 ₂年間、皆さまには大変お世話に
なりました。ありがとうございま
す。
宮崎 誠司 大変短い間でしたが、お世話にな
りました。
浜田 修一 伊藤さん、宮崎さん、新任地でも
お元気でご活躍されることをお祈
りいたします。
二神 良昌 宮崎さん、伊藤さん、御栄転おめ
でとうございます。退会は残念で
す。
石橋 和典 宮崎さん、伊藤さんお世話になり
ありがとうございました。これか
らも松山クラブを宜しくお願いし
ます。
加藤 修司 宮崎さん、伊藤さん、大変お世話

第3450回例会

になりました。新天地でのご活躍
をお祈りしております。
三浦
明 伊藤さん、₂年間お世話になりま
した。
米山 徹太 先日の土曜日、日曜日、高松にて
2670地区ローターアクトクラブ地
区大会があり、参加して来ました。
今年も素晴らしい内容でした。
佐々木 淳 環境保全委員長を一年務めまし
た。ありがとうございました。宮
崎さん、伊藤さんお世話になりま
した。新天地でもお元気で。
田中 和彦 65歳になり「介護保険料」をはじ
めて支払うことになり、なんだか
年を感じています。
児玉 義史 鮒田さん、日曜日には大変お世話
になり、ありがとうございました。
玉置
泰 （ご夫人誕生祝）
高橋 伸定 （結婚記念祝）朝、気が付きまし
た！
（なんとなくニコニコ） 村井
早 退
土居、関

2019年６月25日（火）

出席会員 64（58）名中34名 出席率55.74%
前回訂正出席率77.42%
欠席会員 30名 土居、堂野、鮒田、濵本、原
田、五十嵐、石橋、市川、勝見、窪、倉田
（満）
、河内、三浦、三好、森、西原、大塚、
大橋、佐々木、左納、志鷹、清水、関、高岡、
田中、柳谷、結城（亀井、玉置、浦岡）
ゲスト ₁名 髙橋 宏文
（愛媛第Ⅱ分区次期ガバナー補佐）

ニコニコ箱
髙橋 宏文 来月から₁年間よろしくお願いし
ます。
福田 正史 今週会社を退任します。今日が最
後の出席となります。ありがとう
ございました。
浜田 修一 一年間、ありがとうございました。
これからもよろしくお願い致しま
す。

（愛媛第Ⅱ分区次期ガバナー補佐）
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例会記録
米山

徹太

三原

英人

村井

重美

高梨

明治

二神

良昌

皆様一年間大変お世話になりまし
た。多々不手際があったと存じま
すが、お許し下さい。
浜田会長、米山幹事、一年間お疲
れ様でした。次年度は御指導とア
ドバイスをよろしくお願いしま
す。
今期一年間ありがとうございまし
た。次年度も宜しく。
ニコニコ一年間皆様のご協力あり
がとうございました。
昨日、都市計画決定となりました。
（一番町₁丁目・歩行町₁丁目都
市開発事業）
。昨日、東温市に第

２惣菜工場完成しました。₉月ハ
ラール認証を目指します。
林
章二 ₂週連続欠席のお詫び。
清田 明弘 四国税理士会の会長をもう一期₂
年務めることになりました。
河内 広志 今日は何の日→何かようかい。火
曜会。久しぶりに35名のご参加を
頂き、盛大に開催が出来ます。本
日は道後プリンスホテルをご利用
下さりありがとうございます。
倉田
剛 初めての火曜会参加、楽しみであ
ります。
早 退
加藤、吉村

理事会報告
令和元年６月度理事会決議事項
６月４日㈫
①新入会員申し込み みずほ銀行
氏（岩橋氏後任） 承認。

伊東

秀訓

②次年度ホームページ更新費用について
承認。
③三井住友信託銀行・周年記念準備会計につい
て 承認。

クラブニュース
退会のお知らせ
㈱テレビ愛媛 代表取締役社長
羽牟 正一会員は、退任により、
₆月₄日付で退会されました。
ロータリー歴は₆年10か月でし
た。
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松山総合開発㈱ANAクラウン
プラザホテル松山 代表取締役
社長
野村 靖記会員は、退職により、
₆月11日付で退会されました。
ロータリー歴は₄年11か月でし
た。

クラブニュース
NHK松山放送局 局長
岩間 正之会員は、転勤により、
₆月11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。

西日本電信電話㈱ 四国事業本
部長兼愛媛支店長
伊藤 謙一会員は転勤により、
₆月18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。

四国電力㈱ 愛媛支店 執行役
員 愛媛支店長
宮崎 誠司会員は、転勤により、
₆月18日付で退会されました。
ロータリー歴は₁年₁か月でし
た。

㈱愛媛朝日テレビ㈱ 会長
福田 正史会員は、退任により、
₆月25日付で退会されました。
ロータリー歴は₅年11か月でし
た。

ナイスホーム四国㈱ 代表取締
役社長
森 隆士会員は、退任により、
₆月30日付で退会されました。
ロータリー歴は₃年₇か月でし
た。

６月のお祝い

配 付 物

以下₃名 原田
（₂日）
、宮崎
（26日）
、守谷
（27
日）
結婚祝 以下₅名 立松
（₄日）
、吉村
（₆日）
、大橋
（15
日）
、高橋
（18日）
、倉田
（満）
（21日）
創業祝 以
 下₃名 鶴田
（₁日）
、髙石
（₂日）
、高岡
（16
日）

₁．ガバナー月信
₁．会報₅月号
₁．近隣RC例会予定表

誕生祝

６月中の出席報告
区分

会員数

出席会員数

欠席会員数

₄日

69（63）

47

22

70.15%

5

76.47%

0

11日

68（62）

44

24

68.75%

5

75.38%

1

18日

66（60）

42

24

66.67%

5

73.44%

0

25日

64（58）

34

30

55.74%

14

77.42%

0

平均

66.8（60.8）

41.8

25

65.33%

7.25

75.68%

0.25

例会日

当日出席率 メークアップ数 前回訂正出席率 ビジター数
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クラブニュース
ゴルフ会より 第374回 松山ロータリークラブゴルフコンペのご報告
中住会員、110回目のエージシュート達成!!
令和元年₆月₈日㈯北条カントリー倶楽部に
て開催されました。参加者は中住会員、中住慎
一さん（中住会員ご子息）
、五十嵐会員、結城
会員、菅井会員、米山の₆名でした。五十嵐会
員は初参加でした。有難うございました。
天気予報では雨でしたが快晴で気持ちの良い
気候の中のゴルフでした。優勝は私米山でし

順

位

氏

優

勝

米山

₂

位

₃

位

名

た。中住会員におかれましては110回目のエー
ジシュート達成されました。相変わらず素晴ら
しいゴルフを拝見することが出来ました。
多くの笑いあり、歓声ありのゴルフコンペで
した。皆様のご参加お待ちしております。
（記 米山 徹太）

ダブルペリア

OUT

IN

計

HDCP Net

徹太

50

42

92

19.2 72.8

中住

義晴

44

40

84

4.8 79.2

中住

慎一

52

50

102

敬称略

22.8 79.2

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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