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　　 家族月間によせて

　今月23日、喜寿を迎えられた天皇陛下の会見を拝見しました。「加齢による症状は
若い人には想像しにくいことが多いのではないか？　高齢化が進む今日の社会におい
て、高齢者への理解がますます進み、高齢者へ十分配慮した建物や町が整備されてい
くことを切に願っている。」と高齢者問題にも触れられました。
　愛媛県では、現在65歳以上の人口が47.2％ですが、10年後の2020年には64.8％にな
ると予測されているそうです。我が松山ロータリーは、平均年齢が60.94歳。ほぼ横
ばいで安定しています。全員が毎年一歳ずつ歳を重ねる中で、若い会員が僅かながら
増えているという喜ばしい状況です。
　今年、亀井ガバナーからご自身の入会当時のお話を伺う機会が何度かありました。
若い亀井会員が大先輩の方々から多くのことを学んで今日のロータリアンになられた
ことは、我々にも等しく与えられているチャンスです。
　様々な年齢、様々な職種の方が一堂に会する例会で、親睦を深めると同時に、それ
ぞれの長所を吸収し合う大事さを改めて感じるこの頃です。
　また、ロータリアンの傍にはご家族がいらっしゃいます。この夏、交換学生のホス
トファミリーとして田代会員、三原会員、西村会員がご尽力下さいましたが、ご家族
の協力なしには不可能だったでしょう。ご家族のご理解に感謝です。ロータリアンと
その家族が思いを一つにしてこそ、奉仕の理想に近づけるのではないかと思います。
　来年₄月の地区大会、再来年₇月の75周年にむけて、ご家族もご一緒に、老若男女
それぞれの利点を発揮して力を合わせると同時に、学びの場にしたいものです。

S.A.A.　五　味　久　枝
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₁月₄日㈫…定款適用により休会

₁月11日㈫…「年男は語る」

₁月18日㈫…「中間クラブ協議会」
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例会記録

　第3046回例会　2010年12月７日（火）

−年次総会・次年度役員選出−
出席会員　69（59）名中43名　出席率66.15％

前回訂正出席率73.85％
欠席会員　26名　秋山、遠藤、原田、石橋、柏

原、亀井、河田、北村（一）、北村（忍）、木
村、清田、工藤、児玉、眞鍋、三好、森本
（惇）、佐々木、下別府、高岡、玉置、浦岡、
渡辺（基）（麻生、藤山、松岡、宮田）

ゲスト　　₁名　朱　　 娜
　　　　　　　　（当クラブ米山奨学生）
ビジター　₁名　石田　信正（道後RC）
ニコニコ箱
石田　信正	 本日、お世話になります。
濱本　道夫	 次年度よろしくお願いいたしま

す。
泉川　孝三	（会員誕生祝）公式訪問が松山を

残すのみとなりました。随行のご
協力ありがとうございました。

中住　義晴	 12/5短期交換学生オリエンテー
ションが観音寺高校で開催されま
した。往復大森先生に乗せてもら
いました。感謝！

米山　徹太	 御木先生、昨日はお世話になりま

した。
御木　徳久	 ・	ご無沙汰しております。亀井ガ

バナーの公式訪問を祝して。
	 ・	河田会員昨日はお世話になりま

した。
土居　英雄	 欠席が続いてしまいました。
坂本　康真	 11月RCへの出席が少なかったの

で…。
二神　良昌	（会員誕生祝）早退致します。
伊賀上久幸	（会員誕生祝）
深見　邦芳	（会員誕生祝）曽祖父は78歳、祖

父は53歳、父親は91歳、さて、昭
和₈年生まれは何歳まで息ができ
ます事やら。

白石　省三	（結婚記念祝）
山本　博敏	（結婚記念祝）
田嶋　徳之	（創業記念祝）テレビ愛媛は12月

10日が開局記念日です。
結城　　旬	（創業記念祝）
（なんとなくニコニコ）小川、森本（三）、五味、

林
早　退　　関（啓）

　第3047回例会　2010年12月14日（火）

出席会員　70（60）名中55名　出席率83.33％
前回訂正出席率85.07％

欠席会員　15名　遠藤、原田、柏原、川瀬、清
田、児玉、御木、森本（惇）、高岡、渡辺（基）、
山本（克）、山本（博）（麻生、松岡、宮田）

ゲスト　　₃名　亀井　義弘
　　　　　　　　（第2670地区ガバナー）
　　　　　　　　後藤　俊輔
　　　　　　　　（愛媛第Ⅱ分区ガバナー補佐）
　　　　　　　　佐々木善教（松山北RC）

ニコニコ箱
亀井　義弘	 公式訪問挨拶料として。
後藤　俊輔	 お世話になります。第Ⅱ分区11ク

ラブ訪問が終わりました。
佐々木善教	 クラブ訪問本日よろしくお願いし

ます。
加藤　　崇	 本日より入会させて頂きます。宜

しくお願い致します。
五味　久枝	 亀井ガバナー公式訪問の最終お疲

れさまです。あと半年宜しくお願

道後RC

第2670地区ガバナー

愛媛第Ⅱ分区ガバナー補佐

松山北RC
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例会記録

い致します。
林　純之介	 亀井ガバナー本日は宜しくお願い

します。74箇所の歴訪ごくろうさ
までした。

石橋　和典	 佐々木さんおいで下さいましてあ
りがとうございます。亀井ガバ
ナー公式訪問有難うございます。

平原　立志	 亀井ガバナーの公式訪問を記念し
て‼

佐藤　昭美	 亀井ガバナーには地区内全てのク
ラブの公式訪問を無事終えられた
由、誠に御苦労様でした。

玉置　　泰	 亀井ガバナー、ようこそ‼
米山　徹太	 亀井ガバナー公式訪問、お疲れ様

でした。もう一回周りたいそうで
すが無理なさらないで下さい。

山内　　建	 亀井ガバナー公式訪問有難うござ
います。

伊賀上久幸	 クリスマス家族例会の大成功を祈
りまして！　親睦委員として頑張
ります。

河田　正道	 欠席が続いて申し訳ありません。
坂本　康真	 結婚記念祝
佐々木　淳	 結婚記念祝（12/22）
	 クリスマス会欠席のため。長男₁

才になりました。（12/4）
（なんとなくニコニコ）秋山、江田、小川
早　退　　北村（一）

　第3048回例会　2010年12月21日（火）

−クリスマス忘年家族例会−
於：伊予鉄髙島屋　₉階「ローズホール」

出席会員　70（60）名中47名　出席率71.21％
前回訂正出席率80.30％

欠席会員　23名　遠藤、原田、平原、泉川、北
村（忍）、工藤、河内、御木、森本（惇）、小川、
佐々木、白石、高須賀、玉置、浦岡、渡部
（浩）、渡辺（基）、山本（克）、山本（泰）（麻

生、藤山、松岡、宮田）
ゲスト　　₂名　朱　　 娜
　　　　　　　　（当クラブ米山奨学生）
　　　　　　　　西村　浩子
　　　　　　　　（松山東雲女子大学人文学部教授・

朱さん指導教官）
ご家族　　38名
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理事会報告

12月₇日㈫
①　（事後報告）当クラブ周年記念準備会計の
件　林会長のご指示により、ニコニコ箱会計
の150万円を周年記念準備会計・住友信託銀
行定期口座開設の上、振替済　承認。

平成22年12月度理事会決議事項

②　地区大会全員登録の件　承認。
③　当クラブ皆勤者表彰の件（再確認）　承認。
④　青少年育成市民会議賛助会費の件　否認。
⑤　北条RC創立40周年記念コンサート後援依
頼の件　承認。

12月のお祝い

誕生祝　以下₅名　亀井（12日）、二神（14日）、伊賀
上（18日）、泉川（20日）、深見（28日）

結婚祝　以下₈名　山本（博）（₄日）、白石（₅日）、
北村（一）（₈日）、浦岡（₉日）、北村（忍）（₉
日）、清田（15日）、坂本（19日）、佐々木（22日）

創業祝　以下₆名　結城（₈日）、田嶋（10日）、濱本
（20日）、佐々木（28日）、田代、工藤

配　付　物

₁．ガバナー月信
₁．会報10月号
₁．ライト＆ライフ
₁．近隣ロータリークラブ例会予定表

クラブニュース

勤　務　先：みずほ銀行　松山支店
支店長
千舟町₃－₃－₁
TEL	921－7141

生 年 月 日：昭和40年₆月₉日
入会年月日：平成22年12月14日
趣　　　味：スポーツ（野球・ボー

ト・ゴルフ）、読書氏名：加藤　　崇

新入会員紹介
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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

松山ロータリー・ゴルフ会　12月例会

平成22年12月19日（日）
於：�エリエールゴルフクラブ

参加者　江田、二神、原田、佐々木、高須賀、渡部（浩）、
米山、尾山勇（松山南RC）計₈名

順　位 氏　　　名 OUT IN Total Hdcp Net

優　勝 尾山　　勇 42 40 82 19.0 63.0

準優勝 原田　満範 42 43 85 12.0 73.0

₃　位 二神　良昌 51 52 103 30.0 73.0

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 69（59） 43 26 66.15％ 5 73.85％ 1
14日 70（60） 55 15 83.33％ 2 85.07％ 0

21日 70（60） 47 23 71.21％ 6 80.30％ 0
平均 69.7（59.7） 48.3 21.3 73.56％ 4.3 79.74％ 0.3

例会日 区分

12月中の出席報告

（クリスマス忘年家族例会）
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