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　　 会長就任にあたって

　伝統ある松山ロータリークラブの会長という重い役を引き受けるにあたり、改めて
身の引き締まる思いを致しております。昨年度は玉置会長のもと創立75周年記念事業
が全て滞りなく行われました。その後を引継ぎ今年度一年間、大過なく過ごすことだ
けを祈っている次第です。
　さて、昨年度は、玉置前会長が創立年数と同数の会員数を目標とされ、一時は目標
を達成、会員数75人となりました。現在は転勤された方の後任の方が未入会と言うこ
とから会員数は70人前後で推移しておりますが、今年度の会員数は75人を上回り、80
人にチャレンジしたいと考えております。四国の他の県庁所在地の高松、徳島、高知
の各RCは現在も80人以上の会員数を確保されておられます。私の記憶では松山RCも
過去80人を超える会員数を誇ったこともありました。経済情勢が非常に厳しい現状で
はなかなか達成困難な数値かもしれません。しかし、会員皆様のご努力にも期待して
80人の会員数を目指して行きたいと考えております。皆様、新入会員のご紹介をよろ
しくお願い致します。
　また、このような厳しい状況であればこそ、毎週の例会行事や卓話、また親睦活動
を通じ、会員皆様方のそれぞれのご事業の発展につなげていただければ幸いでござい
ます。
　今年度一年間、会員皆様方のご協力とご支援をお願いし、ご挨拶と致します。

会長　清　田　明　弘
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例会記録

　第3167回例会　2013年７月２日（火）

出席会員　70（63）名中53名　出席率77.94%
前回訂正出席率81.43%

欠席会員　17名　石橋、市川、伊藤、勝見、河内、
兒玉（義）、御木、三好、村上、大塚、小川、
佐々木、佐野、関（啓）、浦岡（亀井、中住）

ビジター　₁名　豊増　史郎（大阪中央RC）
ニコニコ箱
豊増　史郎	 大阪中央RCからメーキャップに

来ました。本日はよろしくお願い
致します。

福田　正史	 初めてです！
清田　明弘	 今年度、一年間よろしくお願いし

ます。
二神　良昌	 今日から新体制、清田会長・会員

の皆様よろしくお願いします。
五味　久枝	 先月末続けて欠席し申し訳ありま

せんでした。前会長・前幹事玉置
さん、山本さんお疲れさまでした。
そして清田会長、二神幹事、新年
度よろしくお願い致します。

原田　満範	 清田会長、今年一年よろしくお願
い致します。

林　純之介	 清田会長、二神幹事、一年間御苦
労様です。

平原　立志	 清田会長、二神幹事、一年間よろ
しくお願いします。

泉川　孝三	 一年間よろしくお願いします。本
日より中央テーブルになりまし
た。

上甲　　泰	 今年度もよろしくお願いします。
児玉　　聡	 清田さん、一年間頑張って下さい。
水口　義継	 清田会長、一年間よろしくお願い

します。
棟方　信彦	 新年度のスタートを祝し。
永木　昭彦	 今年度もよろしくお願いします。
玉置　　泰	 清田会長、適当に頑張って下さい。
大森　克介	 新年度になりました。よろしくお

願いします。
岡崎　裕一	 会計を担当させていただくことに

なりました。よろしくお願いしま
す。

田中　昌生	 清田新会長、新役員の皆様、今年
度もよろしくお願い致します。

山内　　建	（創業記念祝）
米山　徹太	（創業記念祝）今年一年、宜しく

お願い致します。
羽牟　正一	 福田さんこれからもよろしくお願

いします。
菊池　三春	 福田さんご入会誠におめでとうご

ざいます。また、土居さんの新印
刷センター、結城さん新本社屋の
竣工を心よりお喜び申し上げま
す。

長尾　芳光	 清田会長一年間よろしくお願いし
ます。本日は大阪の親分、豊増と
同席させて頂きます。

髙石　義浩	 今朝娘が生まれてニコニコです。
死ぬまで働きます。

結城　　旬	 ₆月30日に新しいオフィスに引っ
越しました。南江戸の城西中学の
裏です。お近くにお越しの際はお
立ち寄りください。

安保　利和	（会員誕生祝）
田代　信吾	（会員誕生祝）とうとう順番待ち

の組に入りました（80歳です）。
三原　英人	（会員誕生祝）、（なんとなくにこ

にこ）本日、生まれて半世紀の区
切りを迎えました。ようやく大人
の仲間入りです。人生の先輩の
方々、今後ともご指導の程よろし
くお願いします。

（なんとなくニコニコ）河田（ニコニコ委員長
初日です）、兼平、小野（新年度
のスタートにあたり）、白石（恒）

早　退　　土居（新印刷センターが₇月₁日に
伊予市で稼働しました）、西野（申
し訳ございません）

大阪中央RC
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例会記録

　第3168回例会　2013年７月９日（火）

出席会員　71（64）名中55名　出席率78.57%
前回訂正出席率83.10%

欠席会員　16名　安保、二神、市川、伊藤、上
甲、河内、児玉（聡）、兒玉（義）、御木、三原、
大塚、佐野、白石（省）、田中、浦岡（亀井）

ニコニコ箱
白塚　重典	 お世話になりました。
菊池　三春	 白塚さんありがとうございまし

た。金沢に遊びに行きます。
玉置　　泰	 白塚さん本当にお世話になりまし

た。
高橋　伸定	 本日、二神幹事の代役をさせて頂

きます。御迷惑をおかけしますが、
宜しくお願いします。

菅井　久勝	 本日留学生受入式を行います。お
手伝いくださる方々宜しくお願い
致します。

小川　純生	 今後一年職業奉仕委員長を務めさ
せて頂きます。宜敷くお願い致し
ます。

佐藤　昭美	 15年前の「すばる望遠鏡」が完成
する前からハワイ島の「国立天文
台ハワイ観測所」に勤務してきた
長女夫婦ですが、この度アメリカ
と合同で巨大望遠鏡を建設するこ
とになり、その計画準備のため家
族で一旦帰国しました。今月から

三鷹の国立天文台で、主人の方は
准教授として、長女も助手として
数年間勤務することになりまし
た。ハワイに生まれ育った中学₂
年と小学₅年の孫が、学校の日本
語での教育にとまどっているよう
ですが、何とか乗り越えてほしい
と思っております。

水口　義継	 本日₇月₉日は母親の誕生日で
す。いつまでも長生きしてもらい
たいです。

高岡　隆雄	 今月から社長を退任し、会長に就
任致しました。社長の後任は長男
が43歳で引き継ぎます。

諸橋　直人	 ₇/₁宇和島に新しい拠点を出し
ました。地域密着で頑張ります。

山内　　建	 松山大学学長村上さんの入会を祝
して。

福田　正史	 梅雨が明けたから！
横山　知玄	（会員誕生祝）₇月13日
（なんとなくニコニコ）五味、河田（白塚さん

ご苦労様でした）、米山
早　退　　長尾（河田さんに悪いことできませ

んよ、とアドバイス頂きました）、
兼平、佐々木（申し訳ありません）、
関（啓）、渡部

　第3169回例会　2013年７月16日（火）

出席会員　70（63）名中47名　出席率68.12%
前回訂正出席率72.86%

欠席会員　23名　五味、羽牟、原田（満）、泉川、
市川、上甲、菊池、兒玉（義）、御木、三好、
村上、長尾、西野、大塚、小川、白石（恒）、
白石（省）、田中、和田、矢野、結城、横山

（亀井）
ニコニコ箱
大森　克介	 本日卓話をします。よろしくお願

いします。
浜田　修一	 大森先生、卓話を楽しみにしてい

ます。

—  3 —



例会記録

林　純之介	 大森さん、卓話楽しみにしていま
す。

石橋　和典	 大森先生、卓話を楽しみにしてお
ります。宜しく御願い致します。

飯尾　寛治	 聞きたくないけど大事な話。大森
先生頑張って

関　　宏康	 大森先生のお話を期待していま
す。

高橋　伸定	 林さん、短期交換受入式お世話に
なりました。菅井さん、上甲さん
受入式、送り出し通訳ありがとう
ございました。大変お世話になり
ました。

二神　良昌	 渡部さん、佐々木さん、米山さん、
中住さん、関さん、ゴルフコンペ
ご参加ありがとうございました。

佐々木　淳	 関さん、中住さん、米山さん先日
のゴルフコンペお疲れ様でした。
二神さん、あんな大きいコンペと
は！！　本当にありがとうござい
ました。

米山　徹太	 二神さん、関さん、佐々木さん、
中住さん、渡部さん、先日はお世
話になりました。

洲﨑　　浩	 夏の高校野球広島県予選、早々と
敗退。残念だったけど10年間よく
頑張った。私も楽しませてもらっ
た。息子に感謝。

濵本　道夫	 前半戦スタートよろしく。
山本　克司	 河田委員長ニコニコ頑張って下さ

い！！
原田　達也	 海の日を記念して。
玉置　　泰	（会員誕生祝）明日17日。
渡部　浩三	（結婚記念祝）大森先生、期待し

ております。
小野　　茂	（創業記念祝）明日17日は弊社創

立記念日です。
（なんとなくニコニコ）河田
早　退　　土居、兼平、河内（バッジ忘れと早

退のダブルで申し訳ありません）、
三原、関（啓）

卓　話　「あなたは食べられなくなったら、
どうしますか」

大森　克介　会員
　私が急性期の病院から療養型病院である福角
病院に転職して、₁年以上になりました。
　その間、寝た切りのお年寄りの医療に携わっ
てきました。現在のお年寄りの医療について
色々考えることが有りますが、栄養補給の問題
点について述べてみます。
　現在、日本には認知症の方が460万人おられ
るようです。これから15～20年後には10人に一
人が認知症という状態になる可能性が強いそう
です。
　現在日本では、認知症その他の病気で、自分
で食事がとれなくなった患者さんには、何らか
の方法で栄養を補給することが広く行われてい
ます。一方欧米では、自然な経過で食事がとれ
なくなったお年寄りには、積極的な栄養補給は
行わないのが一般的です。
　そこで、私が考える積極的な栄養補給の適応
と、その方法について述べたいと思います。
　私の基本的な考え方は次の通りです。
　₁．	急性の病気で食べられなくなった患者さ

んで、回復する可能性のある場合（脳出
血、脳梗塞、肺炎など。）は積極的な栄
養補給を考える。

　₂．	認知症やパーキンソン病で徐々に食べら
れなくなり、回復する可能性がない場合
は、家族と相談して、積極的な栄養補給
をするかどうか決める。

　殆どの方は、元気な時には自分が食べられな
くなったときには積極的な栄養補給を希望され
ないのですが、それを証明する、「リビング・ウィ
ル」を作っていない場合が殆どなので、家族の
判断にゆだねることになり、その場合、積極的
な栄養補給を選択する場合が多くなります。
　積極的な栄養補給には、中心静脈からと、消
化管からの₂種類があり、それぞれメリットと
デメリットが有ります。
　消化管の場合は、経鼻経管法と胃瘻によるも
のが有り、それぞれメリットとデメリットが有
ります。
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例会記録

　実際の医療現場で見ますと、回復の見込みが
無いのに、だらだらと栄養補給を続けている患
者さんが非常に多いのが実情です。
　人間の長い歴史においては、食べられなく

なった時が寿命だったのです。
　皆さん、お元気なうちに、「リビング・ウィル」
を作成して、お子さんたちにその旨を伝えてお
いてください。

　第3170回例会　2013年７月23日（火）

出席会員　70（63）名中56名　出席率81.16%
前回訂正出席率85.71%

欠席会員　14名　安保、原田（満）、石橋、市川、
村上、大塚、小川、佐野、白石（恒）、白石
（省）、関（啓）、矢野、横山（中住）

ニコニコ箱
岡崎　裕一	 今日は卓話をさせていただきま

す。よろしくお願いします。
伊藤慎一郎	 岡崎さんの卓話楽しみにしており

ます。
田中　昌生	 岡崎さん卓話楽しみにしていま

す。
五味　久枝	 岡崎さん卓話楽しみにしていま

す。ロイヤルベイビー誕生も嬉し
いですネ。

米山　徹太	 本日の火曜会、宜しくお願いしま
す。

水口　義継	 本日の火曜会はぜひ楽しんで下さ
い。

高橋　伸定	 短期交換留学において、留学生₁
名入院しておりましたが、本日退
院、米国帰国となりました。菅井
さん、上甲さんお世話になりまし
た。

上甲　　泰	 サマー・スクールが近づいてきま
した。皆様よろしくお願いします。

原田　達也	 高校野球地区大会の決勝も近づい
てきたから。

玉置　　泰	 ネッツトヨタ愛媛の査定士とセブ
ンスターのチェッカーがそれぞれ
全国大会で大きな賞を頂きまし
た。

御木　徳久	 ご無沙汰しております、というこ
とでニコニコです。

河田　正道	 受付を髙石さんにお願い致しまし
た。ありがとうございました。

髙石　義浩	 はじめてニコニコします。緊張し
ています。

羽牟　正一	 米山さん有難うございました。
福田　正史	 バッジを忘れました！
（なんとなくニコニコ）棟方（間もなく学期末

です）
早　退　　河内（早退と猛暑で）、長尾（すみ

ません。四国中央市で大王さんの
屋根上で₂.2メガのソーラーを完成
させて頂きました。）、西野、和田、
結城

卓　話　「呉市近郊の観光スポットご紹介」
岡崎　裕一　会員

　私は自宅がある呉と松山を往来しています
が、広島行きのフェリーやスーパージェットを
利用される方で、呉で下船される方が少ないの
を残念に思っていた。
　呉市近郊にも個性的な観光スポットがあるの
で、本日ご紹介することで会員の皆様がご家族
やご友人と来ていただける事を願っている。
○呉市概要
　・人口：約223千人
　・面積：約353平方キロメートル
　・	歴史と主な産業：市名の由来は、遠く中国
の三国志の時代の呉にあるとする説あり。
天然の良港として栄え、現在は臨海工業都
市として発展している。
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○「大和ミュージアム」
　・	日露戦争の日本海海戦から100年目にあた
る2005年（平成17年）に開館。明治時代以
降の造船の町、あるいは軍港・鎮守府とし
ての町の歴史や製鋼や造船などの科学技術
を展示することを目的としている。

　・	平成25年₃月末で約800万人が来館し、リ
ピーターも多い。

　・	戦艦「大和」を正確に10分の一に再現した
展示物や零戦、人間魚雷「回天」などが展
示されている。

○「てつのくじら館」
　・	実物の潜水艦「あきしお」を陸揚げして展
示。館内を一般公開している。

○「歴史の見える丘」
　・	戦艦「大和」が作られたドックを遠望でき
る。

　・	隣接して正岡子規の句碑あり。
　　	「呉かあらぬ　春の裾山　灯をともす」（明
治28年の作。当時子規は松山で夏目漱石と
同宿していた時期に当たる）

○「とびしま海道」
　・	₇つの島が橋でつながれ、のんびりした風
景を楽しめる。

　・	道中には歴史的な資料を展示した会館や江
戸時代の街並みを楽しむことができる。

○「海上自衛隊第一術科学校」（旧海軍兵学校跡）
　・	旧海軍関係の資料が約14,000点展示されて
いる。

　・	特に教育参考館の特攻隊員の遺書や遺品に
は強く胸を打たれる物が多数ある。

○「筆の里工房」
　・	筆の産地である熊野町にあり、筆に関する
様々な資料が展示されている。

　・	筆の種類として「書筆」「絵筆」「化粧筆」「工
業筆」などがあり、この工房でも購入する
ことができる。

　・	個人的には、平成17年から平成19年の₂年
間、熊野支店で勤務。筆に関するご相談が
あれば、お気軽に声をかけて欲しい。

例会記録

　第3171回例会　2013年７月27日（土）

−松山近隣₈RC合同例会−
於：松山全日空ホテル

出席会員　70（63）名中27名　出席率39.13%
前回訂正出席率65.71%

欠席会員　43名　安保、土居、福田、二神、浜
田、濵本、羽牟、原田（達）、原田（満）、石

橋、市川、伊藤、上甲、勝見、菊池、河内、
児玉（聡）、御木、水口、三原、棟方、村上、
長尾、名本、西野、岡崎、大塚、小川、小
野、佐々木、佐野、白石（省）、洲﨑、関（啓）、
髙石、高岡、浦岡、渡部、和田、山本、横
山（飯尾、関（宏））
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理事会報告

₇月₂日㈫
①　第15回サマースクール開催について（日程：
₇月31日㈬～₈月3日㈯とする）　承認。
②　新入会員申込み　NHK松山放送局局長　
原田達也氏（吉川幸司氏後任）　承認。
③　新入会員申込み　㈱NTT西日本−四国　
大橋大樹氏（清水哲司氏後任）　承認。
④　当クラブ2012−2013年度決算報告および
2013−2014年度予算について　承認。
⑤　会費一部減額措置について　出席免除者の

会費を、現状はそのままで、次回からの免除
者は減額を失くす。　承認。
⑥　松山海洋少年団より、会費納入のお願い（例
年₂口　₁万円を新世代活動委員会費より拠
出しております）　承認。
⑦　₇/₇㈰第一回ローターアクト会長幹事会
（於：徳島市　登録料5,000円。上甲新世代委
員長が出席。各種会合派遣費より拠出）　承
認。
⑧　₇月23日㈫当クラブ火曜会に松山RAC会
員を招待する件　否決。（昼の例会で検討す
る）

平成25年₇月度理事会決議事項

退会のお知らせ

日本銀行
松山支店　支店長
白塚　重典会員は、転勤の為₇
月₉日付で退会されました。ロー
タリー歴は₂年₂ヶ月でした。

クラブニュース

勤　務　先：㈱愛媛朝日テレビ
	 代表取締役社長
	 和泉北1−14−11

TEL	946−4600
生 年 月 日：昭和24年12月25日
入会年月日：平成25年₇月₂日
趣　　　味：ゴルフ、音楽鑑賞氏名：福田　正史

新入会員紹介

勤　務　先：NHK松山放送局
	 局長
	 堀之内5番地

TEL	921−1111
生 年 月 日：昭和31年₄月₈日
入会年月日：平成25年₇月₉日
趣　　　味：音楽・鉄道・読書氏名：原田　達也
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クラブニュース

誕生祝　	以下₉名　三原（₂日）、横山（13日）、
名本（14日）、玉置（17日）、田代（18日）、
安保（18日）、岡崎（25日）、永木（26日）、
水口（30日）

結婚祝　	以下₁名　渡部（27日）
創業祝　	以下₈名　勝見（₁日）、兼平（₁日）、

伊藤（₄日）、小野（17日）、米山（25日）、
関（宏）、関（啓）、山内

７月のお祝い

₁．ガバナー月信
₁．会報₆月号
₁．近隣ロータリークラブ例会予定表

配　付　物

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/

７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
₂日 70（63） 53 17 77.94％ 4 81.43％ 1
₉日 71（64） 55 16 78.57％ 4 83.10％ 0
16日 70（63） 47 23 68.12％ 4 72.86％ 0
23日 70（63） 56 14 81.16％ 4 85.71％ 0

27日 70（63） 27 43 39.13％ 19 65.71％ 0
平均 70.2（63.2） 47.6 22.6 68.98％ 7 77.76％ 0.2

例会日 区分

以下37名　二神、五味、浜田、濵本、林、平原、石橋、
上甲、兼平、清田、水口、三原、棟方、諸橋、名本、
西村、大森、小野、佐藤、菅井、関（啓）、髙石、高橋、

田中、玉置、渡部、矢野、山本、結城、米山、深見、
飯尾、亀井、中住、関（宏）、田代、山内

５・６月２ヶ月皆勤

（松山近隣₈RC合同例会）
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