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2006〜2007年度
国際ロータリー会長
ウィリアム B・ボイド

2006‐2007年度国際ロータリーのテーマ

2014〜2015年度
国際ロータリー会長
ゲイリー C. K. ホァン

2014〜2015年度国際ロータリーのテーマ

ロータリーに
輝きを

　　 会長就任にあたって

　会長の席に座り、改めて身の引き締まる思いをしています。まだまだロータリー経
験の未熟な私ですが、会員皆様の温かいお言葉、叱咤激励を頂きながら微力では御座
いますが輝く歴史と伝統ある松山ロータリークラブの会長職を全うしたいと思います。
　日本ロータリーの始祖、米山梅吉翁いわく「ロータリー例会は人生の道場である」
　さて、クラブ例会をロータリーに関する会員の知識を深め、クラブの一員であるこ
とに意義を感じ、地元や海外の事情に対する認識を高められるような、充実した例会
運営を心がけようと思います。
　ロータリークラブの基本である「奉仕の理想」は₄つの分野から成り立ち、その₄
つは「クラブ奉仕」「職業奉仕」「社会奉仕」「国際奉仕」です。当クラブとしては、
奉仕活動を充実させたいと思います。特に例会については、多くの会員が例会に出席
して頂き、自己の存在場所を確保し自分を高める道場と思って頂き自己研鑽をして頂
きたいという事です。そして、親睦活動にも積極的に参加して頂くようお願いいたし
ます。私自身も、担当委員会会員の力をお借りして、例会場が楽しんで自己修練の場
になるよう、そして親睦活動で友情を育てられるように努力いたします。
　今年度一年間、松山ロータリークラブの歴史の重さを胸に感じて精進していきたい
と思いますので、何卒ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。

会長　泉　川　孝　三

巻頭メッセージ

₈月₅日㈫…「放送局・よもやま話」
福田　正史会員

₈月12日㈫…定款適用により休会

₈月19日㈫…「サマースクールについて」
上甲　　泰会員

₈月26日㈫…「企業におけるYGテストの応用」
飯尾　寛治会員

例会予定



例会記録

　第3214回例会　2014年７月１日（火）

出席会員　67（60）名中49名　出席率74.24%
前回訂正出席率74.63%

欠席会員　18名　土居、五味、原田（達）、石橋、
市川、菊池、御木、三好、村上、中地、永
木、大塚、佐々木、佐野、白石（恒）、鶴田、
結城（亀井）

ビジター　₁名　西脇　　博（東京北RC）
ニコニコ箱
田中　和彦	 入会記念日です。よろしくお願い

します。
西村　真也	 南海放送　田中和彦様、御入会お

めでとうございます。よろしくお
願いいたします。

泉川　孝三	 本日より一年間よろしくお願いし
ます。

高橋　伸定	 本年度幹事を拝命致しました。一
年間宜しくお願い致します。

清田　明弘	 昨年度は大変お世話になりまし
た。

河内　広志	 本日より新米副会長を拝命いたし
ました。一年間ご指導をお願いし
ます。

菅井　久勝	 本日より副幹事を務めさせて頂
きます。一年間宜しくお願い致し
ます。

二神　良昌	 泉川会長、高橋幹事、一年間よろ
しくお願いします。

玉置　　泰	 泉川会長、一年間宜しくお願いし
ます。

佐藤　昭美	 本年もよろしくお願い申し上げ
ます。

白石　省三	 清田さんごくろうさんでした。
羽牟　正一	 社長に就任致しました。今後と

もご指導よろしくお願いいたし
ます。

福田　正史	 田中さん、羽牟さん社長就任おめ
でとうございます！

渡部　浩三	 泉川さん、高橋さん、一年間御苦
労様です。ところで私、₆月29日
㈰の愛媛新聞「門」欄に投稿文を
掲載してもらいました。

長尾　芳光	 昨日、54歳になりました。気持ち
は45歳です。私も一年間よろしく
お願い申し上げます。

田中　昌生	 米山さん、昨晩のやさしさに感謝
です。

柳田　　剛	 欠席が多くてすみません。
原田　雅仁	（会員誕生祝）田中先輩の入会を

祝して
三原　英人	（会員誕生祝）新年度のスタート

です。気持ちを新たに頑張ってい
きましょう。

田代　信吾	（会員誕生祝）
名本二六雄	（会員誕生祝）
米山　徹太	（創業記念祝）今年度も宜しくお

願いいたします。
（なんとなくニコニコ）村井、浦岡
早　退　　関（啓）

出席会員　69（62）名中52名　出席率75.36%
前回訂正出席率78.26%

欠席会員　17名　二神、浜田、市川、伊東（毅）、
勝見、貴船、河内、御木、三原、三好、村上、

大塚、大橋、下田、白石（省）、高岡、浦岡
ゲスト　　₁名　中野　英文
　　　　　　　　（愛媛第Ⅱ分区ガバナー補佐）
ビジター　₁名　日田　良介（八幡浜RC）

　第3215回例会　2014年７月８日（火）
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例会記録

ニコニコ箱
中野　英文	 今年度ガバナー補佐をさせて頂き

ます。一年間よろしくお願いいた
します。

日田　良介	 本日はおじゃま致します。
野村　靖記	 入会させて頂きます。よろしくお

願い致します。
齋藤　明弘	 本日入会
五味　久枝	 新年度の役員の皆様、宜しくお願

い致します。
佐野　秀司	 一年間ニコニコ宜しくお願いしま

す。
田中　和彦	 義母の容体が持ち直したものです

から…
米山　徹太	 台風の被害が少なくなります様に
柳田　　剛	 バッジ忘れました。
玉置　　泰	（会員誕生祝）
早　退　　土居、清田、原田（達）、西野、関（啓）

愛媛第Ⅱ分区ガバナー補佐

八幡浜RC

　第3216回例会　2014年７月13日（日）

−松山近隣８RC合同例会−
於：ウェルピア伊予

出席会員　69（62）名中16名　出席率23.89%
前回訂正出席率46.38%

欠席会員　53名　土居、福田、二神、五味、浜田、
濵本、羽牟、原田（達）、原田（雅）、原田（満）、
石橋、市川、伊藤（慎）、伊東（毅）、勝見、菊池、
貴船、兒玉、御木、三原、三好、棟方、村上、
中地、永木、名本、西野、西村、野村、大塚、
大橋、大森、小野、齋藤、佐々木、佐野、下
田、白石（恒）、白石（省）、菅井、関（啓）、髙石、
高岡、玉置、鶴田、浦岡、渡部、安永、柳田、
山本、結城（飯尾、関（宏））

　第3217回例会　2014年７月22日（火）

出席会員　70（63）名中47名　出席率67.14%
前回訂正出席率72.86%

欠席会員　23名　土居、五味、羽牟、原田（達）、
石橋、市川、伊藤（慎）、兒玉、御木、三原、
三好、村上、中地、名本、大塚、大橋、佐
野、下田、白石（省）、関（啓）、髙石、高岡、
山本

ビジター　₁名　稲本　英治（吹田RC）

ニコニコ箱
稲本　英治	 初めて来させてもらいました。歴

史あるクラブの訪問で幸せです。
二神　良昌	 村井さん卓話頑張って下さい。
上甲　　泰	 村井さん、卓話楽しみにしており

ます。
永木　昭彦	 村井さん卓話よろしくお願いしま

す。

吹田RC
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例会記録

米山　徹太	 村井さん、卓話楽しみにしており
ます。

佐々木　淳	 渡部さん、村井さん20日のゴルフ
お疲れ様でした。村井さん卓話頑
張ってください。

高橋　伸定	 ・2014−2015短期交換留学米国チー
ムの受入は高知での台風以外は問
題なく無事帰国いたしました。

	 ・通訳・上甲さん、菅井さんお世
話になりました。

	 ・米山さん御協力ありがとうござ
いました。

玉置　　泰	 泉川さん高橋さん、一年間お世話
になります。

長尾　芳光	 昨夜は甲子園で一列目のかぶり付
きで完封ゲームを観てきました。
（深夜₁時半戻り）でしたが₃連
勝するかもしれません。

田中　和彦	 しまなみサイクリング（₇/26）用
に、ロードバイクを買った記念で
す。

田中　昌生	 バッジ忘れました。
（なんとなくニコニコ）勝見、棟方、鶴田
早　退　　河内（バッジ忘れ）

卓　話　「私のプロフィルとお茶の小話」
村井　重美　会員

　私は、農家の長男として、この松山の小坂に
生まれました。
　幼い時より、勉強より遊びが好きで、大きく
成るに連れ、農家の嫌いさも手伝って、あれこ
れと物が売れる事に空想と興味が強くなって参
りました。
　その思いは、子供の頃の「おやつ」の事でした。
　農家のおやつは、「お餅のあられ」です。た
まに、近所の叔母さんに「明治屋又、グリコの
お菓子」を頂く事が、とても嬉しい事だったの
です。

　この貰ったお菓子が又次には、どの様なお菓
子が貰えるのか、と思ったり、こんなお菓子が
今度有ると良いなと空想する事が、楽しみでそ
の半年後に思った商品がヒットして出ると、と
ても嬉しくて又次を考えて楽しんでいました。
この事が、私の（商売の原点に成った）様に感
じます。
　当時22歳の時、仕事に付いての事を、親に相
談をして、自分で「何か」をしたい事を伝えま
した。
　しばらくして、出てきた話は、親戚の叔母ちゃ
んが一人で営んでいるお茶屋さんの後を継いで
する事ならもちろん「支払い計画書付き」で、
昭和48年が松南茶園の商売のスタートでした。
　始めのスタートは何が有っても全てが初めて
の事だけで、やることなす事全て大変な思いで、
始まりました。
　最初の事業は、業務用に使用する、「飲食店」
又「ホテル」、「オフィス」のお茶を卸して回る
仕事が殆どでした。
　「今の事業形態」については株式会社松南園
を中心として全国のSM又ドラックストアーへ
の販売目的に東京の墨田区に株式会社グリース
テージを構える事も出来ました。
　私が今までの事業41年の「事業継続」に感じ
たことを取りまとめて見た事は
₁	．一つの事を継続して続ける事で有る…そう
して…その事を深堀する事である
₂	．物事には全力で一つの事に力を尽くす事で
有る
₃	．人は「素直」で有る…人の言っている事を
素直に聞く事で有る
　以上三点私の人生で気づいた事の、お話でし
た。
　お茶の小話は私の時間配分が悪く中途半端に
成った為次回にでも書かせて頂きます。有難う
ございました。
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　第3218回例会　2014年７月29日（火）

出席会員　71（64）名中50名　出席率70.42%
前回訂正出席率74.65%

欠席会員　21名　福田、二神、原田（満）、市川、
伊藤（慎）、菊池、貴船、御木、三原、三好、
村上、村山、大塚、大橋、小野、高岡、田
中（和）、鶴田、浦岡、安永、柳田

ニコニコ箱
左納　和宜	 本日初参加です。宜しくお願いい

たします。
原田　雅仁	 左納社長の入会を祝して
玉置　　泰	 左納さん、ようこそ
飯尾　寛治	 新入会の左納さん、どこかで見た

顔。昔の当院の患者さんでした。
伊東　毅嗣	 本日、卓話をさせて頂きます。ど

うぞよろしくお願い致します。
五味　久枝	 伊東さん、初卓話宜しくお願い致

します。
長尾　芳光	 伊東さんの卓話、楽しみにしてい

ます。先日の暑いゴルフありがと
うございました。

泉川　孝三	 サマースクールが始まります。お
手伝いよろしくお願いします。

上甲　　泰	 サマースクールが近づいて参りま
した。皆様、よろしくお願いしま
す。

米山　徹太	 明日からサマースクールです。宜
しくお願い致します。

原田　達也	 今日の、愛媛県代表決定戦楽しみ
です。

河内　広志	 松山東、63年ぶりの決勝進出うれ
しいです。例会場に居ても心は
坊っちゃんスタジアム！

山内　　建	 本日12：30よりの東高優勝決定戦
に63年前の優勝時同級生が頑張っ
たのを思い出します。

佐野　秀司	 ノーシード対決、楽しみにしてお
ります。

早　退　　山本（先週台湾から台風の中帰国し
ました）、西野、野村、佐々木

卓　話　「私が生まれ育った町
『千代田区九段下』江戸の街並み」

伊東　毅嗣　会員
　私は、東京都千代田区九段下で生まれ育ちま
した。実家は、九段下の交差点から、約200m、
目白通り沿いで、実家の目の前には『滝沢馬琴
硯の井戸跡』の碑が立っています。
　母校は、千代田区立の富士見幼稚園、富士見
小学校、九段中学校で、いずれも実家から徒歩
で₅～10分のところにあります。靖国神社で鬼
ごっこをし、北の丸公園で野球をして、千鳥ヶ
淵でランニング、日本武道館で空手の試合をす
るというのが私の子供時代です。
　千代田区九段下というと、「ビル群ですよね。
あそこに人が住んでいるのですか。」というご
質問をいただくことがありますが、九段下は戦
前から商人の町です。幕末の絵図をご覧いただ
いても、大きな中屋敷があるのとは対照的に、
実家の近所は商人・町人が密集している地域に
なります。そのような地域ですので、実家も家
業として、明治25年頃から、注文紳士服店を営
んでおりました。
　私の子供の頃、目白通りには都電が走ってお
り、近所は「肉屋」「魚屋」「八百屋」「アメ屋」「大
工」「畳屋」など、商人ばかりでした。近所の
空き地で「メンコ」「ベーゴマ」「がんばこ」など
をして、地元の友達と仲良く遊んでおりました。
　本年₄月₁日より、愛媛県松山市に参りまし
たが、路面電車やテーラー（紳士服店）、そして、
家の近所で元気に遊ぶ子供たちの姿など、私の
子供時代の九段下と重なる部分が多く、大変懐
かしく感じながら松山での生活を楽しんでおり
ます。
　松山は、人が優しく、食べ物が美味しくて、情緒
があり、最高の場所に赴任することが出来たと喜
んでおります。今後ますます松山での生活を楽
しみ、松山を大好きになって参りたいと願って
おりますので、ロータリアンの皆様には、ご指導・
ご鞭撻の程どうぞ宜しくお願い申し上げます。

例会記録
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クラブニュース

新入会員紹介

勤　務　先：南海放送㈱
	 代表取締役社長
	 本町₁−₁−₁
	 TEL	915−3810
生 年 月 日：昭和29年₁月18日
入会年月日：平成26年₇月₁日
趣　　　味：読書、麻雀、スポー

ツ観戦
氏名：田中　和彦

勤　務　先：松山総合開発㈱
	 松山全日空ホテル
	 代表取締役社長
	 一番町₃−₂−₁
	 TEL	933−5511
生 年 月 日：昭和28年12月23日
入会年月日：平成26年₇月₈日
趣　　　味：スポーツ観戦、旅行

氏名：野村　靖記

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42年₄月26日
入会年月日：平成26年₇月₈日
趣　　　味：ゴルフ、読書、麻雀

氏名：齋藤　明弘

勤　務　先：㈱あいテレビ
	 代表取締役社長
	 竹原₁−₅−25
	 TEL	921−2121
生 年 月 日：昭和33年10月19日
入会年月日：平成26年₇月29日
趣　　　味：特になし

氏名：左納　和宜

勤　務　先：㈱近畿日本ツーリスト中国四国
	 松山支店　支店長
	 三番町₄−₉−₅
	 松山センタービル₃階
	 TEL	941−4533
生 年 月 日：昭和42年₉月₃日
入会年月日：平成26年₇月22日
趣　　　味：音楽鑑賞

氏名：村山　邦孝

理事会報告

₇月₁日㈫
①　当クラブ決算書・予算書について　承認。
②　退会届　和田敏希会員（転勤の為）　承認。
③　退会届　兼平泰之会員（転勤の為）　承認。
④　新入会員申込み　㈱あいテレビ
　左納和宜氏（林純之介氏と交替）　承認。
⑤　新入会員申込み　㈱近畿日本ツーリスト　
村山邦孝氏（洲﨑浩氏後任）　承認。
⑥　新入会員申込み　松山全日空ホテル

　野村靖記氏（平原立志氏後任）　承認。
⑦　第16回サマースクール開催について　承認。
⑧　₇/₆㈰RAC会長幹事会登録料について　
承認。
⑨　当クラブホームページ更新費用について　
承認。
⑩　松山海洋少年団より、会費納入のお願い　
承認。
⑪　ガバナー事務所より、キャンプメリーハー
トへの寄付のお願い　承認。

平成26年₇月度理事会決議事項

—  6 —



クラブニュース

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
₁日 67（60） 49 18 74.24% 1 74.63% 1
₈日 69（62） 52 17 75.36％ 2 78.26％ 1

13日 69（62） 16 53 23.89％ 16 46.38％ 0
22日 70（63） 47 23 67.14％ 4 72.86％ 1
29日 71（64） 50 21 70.42％ 3 74.65％ 0
平均 69.2（62.2） 42.8 26.4 62.21％ 5.2 69.36％ 0.6

例会日 区分

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/

誕生祝　	以下₅名　三原（₂日）、名本（14日）、
玉置（17日）、田代（18日）、永木（26日）

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

藤（慎）（₄日）、小野（17日）、米山（25日）、
関（宏）、山内、関（啓）

７月のお祝い

₁．クラブ計画書
₁．会報₆月号
₁．2013−2014年度地区大会記録誌
₁．近隣ロータリークラブ例会予定表

配　付　物

菅井、関（啓）、髙石、高岡、高橋、渡部、米山、深
見、飯尾、亀井、中住、関（宏）、田代、山内

以下29名　二神、浜田、濵本、林、石橋、泉川、上甲、
清田、三原、棟方、長尾、名本、西村、大森、佐藤、

５・６月２ヶ月皆勤

（松山近隣₈RC合同例会）
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