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国際ロータリー会長
KR “ラビ” ラビンドラン

　　 会 長 挨 拶

2015－2016年度　会長方針
本年度RI会長　国際ロータリーのテーマ「世界へのプレゼントになろう」

　クラブ計画書のラビンドラン会長の国際協議会での呼びかけを、是非熟読してください。こ
のメッセージをどのように理解するかは、会員それぞれに異なるかと思います。私は「ロータ
リアンがロータリーを通じて、国際的な貢献・社会的な貢献をすることで、世界に変化をおこ
しなさい」と認識しました。そして、①ポリオのない未来を世界の子供にプレゼント ②高い
倫理基準とクラブの職業分類システムが課題である会員増強　③ロータリーのブランディング
と発展　④ロータリー財団への寄付推進などを発表されました。
　
2015－2016年度　2670地区運営方針

本年度山田戒乘ガバナー　地区テーマ「心あたたまる、お接待をしよう」
　お接待とは、ロータリーの基本である人助けを通じ、自分を向上させることだと訴えられま
した。そして、①ロータリーの原点に返って職業奉仕を考えよう　②会員増強　③ポリオ絶滅
④世界平和フェローの養成　⑤ＤＤＦとグローバル補助金の活用　⑥ロータリーカードの作成
⑦青少年・国際・社会・クラブ奉仕活動　⑧クラブ組織のスマート化　⑨広報ＩＴの推進など
の実施を示されました。
　
2015－2016年度　松山ロータリークラブ運営指針と目標「元気で魅力あるロータリー」
　私は、当然のことながらRI会長・ガバナー方針を受けて活動することが、もっともベターで
あると考えます。山田ガバナーよりクラブ会長の役割について奉仕活動・行動目標・数値目標
を貫くように指示をいただいておりますので、当クラブの計画概要は別紙の内容で具現化し作
成いたしました。

　さて前回も触れましたが、ロータリーの精神である「新たな一歩、前向きにトライしてみよう」
というスローガンの下、失敗を恐れず新しいことにチャレンジしていくという姿勢を、引き続
き行って参ります。そして原点回帰、向上心を忘れず質の良いロータリークラブを運営してい
きたいと思います。更に超我の奉仕、皆に善意の心をもって接し、常に身なりを美しくを意識
しつつ「まず自分の行いを正しく、次に家庭を整え、次に社会貢献で地域を治めてこそ、天下
が平和になる」の理念を実行して行きます。
　私達は「気」があるから生きています。「気」を高めることにより全ての物事は好転します。
ロータリーをより活気・気概あふれる当クラブに発展しますよう、一年精一杯努力いたします。
又、会員相互の親睦と友情を旨とし、それをエネルギー源にかえて「元気で魅力あるロータリー」
を目指したいと思います。
　是非とも会員各位のご協力ご支援のほどよろしくお願いいたします。

会長　河　内　広　志

巻頭メッセージ

₈月₄日㈫…役員・委員長就任挨拶
₈月11日㈫…定款適用により、休会
₈月18日㈫…「ロータリー第2670地区

　　　　奨学生推薦を受けて」
　　　　ゲスト…2015－16年度ロータリー
　　　　　　　  第2670地区奨学生

石崎　愛惟氏
₈月25日㈫…「音楽修行…外人として

生きた20代」
　　　　ゲスト…2009－10年度ロータリー財団
　　　　　　　 国際親善奨学生

黒田　映李氏

例会予定



例会記録

　第3261回例会　2015年７月７日（火）

出席会員　68（59）名中51名　出席率78.46%
前回訂正出席率88.06%

欠席会員　17名　二神、羽牟、石橋、市川、上甲、
勝見、菊池、貴船、村上、長尾、大塚、関

（啓）、高橋、鶴田、（片井、亀井、関（宏））
ニコニコ箱
河内　広志 本日より初デビューさせて頂きま

す。御指導をお願い致します。
菅井　久勝 どうか皆様一年間宜しくお願い致

します！
三好　哲生 ロータリー年度、最初の例会です。

本年副会長として宜しくお願い致
します。

泉川　孝三 河内会長、菅井幹事一年間宜しく
お願いします。

清田　明弘 河内さん、菅井さん、一年間お世
話になります。

村山　邦孝 今日からニコニコの席に座らせて
頂きます。どうぞよろしくお願い
致します。

永木　昭彦 今年度社会奉仕委員会担当理事を
やらせて頂きます。よろしくお願
い致します。

野村　靖記 新年度よろしくお願いします。
大森　克介 新しい役員の方々、一年間御苦労

様です。

佐藤　昭美 本年もよろしくお願い申し上げま
す。

結城　　旬 河内会長、菅井幹事一年間宜しく
お願いします。

西野　佳和 ７月₃日　石鎚山開山1330年を機
に道後温泉旅館組合の皆様とお湯
の奉納で頂上までご一緒させて頂
きました。

齋藤　明弘 大森先生、検査ありがとうござい
ました。

米山　徹太 二神さん、先日も大変お世話にな
りました。

林　　直樹 七夕なので…
田中　昌生 欠席が重なって申し訳ございませ

ん。
名本二六雄 （会員誕生祝）₇/14
玉置　　泰 （会員誕生祝）河内会長、菅井幹

事　一年間よろしくお願い致しま
す。

なんとなくニコニコ　飯尾
早　退　　棟方、西村（河内新会長、一年間宜

しくお願いします）、佐々木（新役
員の皆様、一年間よろしくお願い
します）、左納
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例会記録

―松山近隣 8 RC合同例会―
於：東京第一ホテル松山

出席会員　68（59）名中28名　出席率43.08%
前回訂正出席率64.18%

欠席会員　40名　福田、藤村、五味、浜田、
羽牟、林、原田、星野、石橋、市川、伊

東、上甲、勝見、菊池、貴船、棟方、村
上、村山、中川、中地、永木、西野、西村、
野村、大塚、小野、齋藤、佐々木、左納、
白石、関（啓）、髙石、田中（和）、鶴田、
浦岡、柳田、山本（片井、関（宏）、田代）

　第3262回例会　2015年７月11日（土）

　第3263回例会　2015年７月14日（火）

出席会員　70（61）名中55名　出席率80.88%
前回訂正出席率82.35%

欠席会員　15名　五味、市川、菊池、貴船、清
田、村井、村上、大塚、齋藤、佐々木、高岡、
田中（昌）、安永、（片井、玉置）

ゲスト　　₁名　池田　　彰
（愛媛第Ⅱ分区ガバナー補佐）

ビジター　₂名　雷門　喜助（備前RC）
　　　　　　　　水野　高宏（道後RC）
ニコニコ箱
池

（愛媛第Ⅱ分区ガバナー補佐）

田　　彰 合同例会への登録・出席の皆様あ
りがとうございました。本日はお
世話になります。新入会員の清水
様おめでとうございます。

水
（道後RC）

野　高宏 先日の合同例会はお世話になりま
した。本日は宜しくお願い致しま
す。

泉谷八千代 入会させていただいた喜びとして
清水　一郎 お世話になります。宜しくお願い

致します。
河内　広志 クラブ協議会参加者の皆様ご苦労

様です。よろしくお願い致します。
菅井　久勝 先日の合同例会に出席の皆様お疲

れ様でした。

中川　創太 卓話を楽しみにしております。
関　　宏康 ニュージャージー州の短期交換団

のリーダー夫妻のホストファミ
リーを、上甲さん、菅井さん、鶴
田さんの協力で無事果たすことが
出来ました。

高橋　伸定 短期交換留学HF、ニュージャー
ジーチームリーダーアリソン夫妻
の受入大変お世話になりました。
関さん、上甲さん、菅井さん、鶴
田さんありがとうございました。

勝見　安美 ₇月18日　１学期の終業式を行い
ます。

長尾　芳光 ゴルフ会ではお世話になりまし
た。有難うごさいました。東京の
国立競技場の話題で社内も必死で
す。

三原　英人 （会員誕生祝）先週出し忘れまし
た。

米山　徹太 （創業記念祝）先日は雨の中ロー
タリーゴルフ会、お疲れ様でした。

柳田　　剛 野村さんの目力に敬意を表して
早　退　　林、村山
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例会記録

　第3264回例会　2015年７月28日（火）

―山田ガバナー公式訪問例会―
出席会員　71（62）名中56名　出席率81.16%

前回訂正出席率82.86%
欠席会員　15名　藤村、五味、泉谷、市川、伊東、

村上、村山、中地、大塚、齋藤、関（啓）、
鶴田、安永、（片井、関（宏））

ゲスト　₄名　山田　戒乘
（第2670地区ガバナー）

　　　　　　　池田　　彰
（愛媛第Ⅱ分区ガバナー補佐）

　　　　　　　北　　哲也（地区代表幹事）
　　　　　　　髙畑　宏比（地区副代表幹事）
ニコニコ箱
山

（第2670地区ガバナー）

田　戒乘 公式訪問御礼。
河内　広志 山田ガバナー公式訪問ありがとう

ございます。
泉川　孝三 山田ガバナーようこそいらっしゃ

いました。
棟方　信彦 ガバナー公式訪問感謝。
野村　靖記 山田ガバナーよろしくお願い致し

ます。
大森　克介 山田ガバナーようこそ。
佐々木　淳 山田ガバナーようこそお越しくだ

さいました。
左納　和宜 山田ガバナーようこそいらっしゃ

いました。
米山　徹太 山田ガバナーようこそ。
玉置　　泰 山田ガバナーようこそ。
星野　耕一 すみません。ロータリーバッジを

忘れました。
渡部　浩三 （結婚記念祝）
早　退　　土居、中川、長尾（申し訳ありません。

夏風邪です!!）、西野、高岡

理事会報告

平成27年₇月度理事会決議事項

₇月₇日㈫
①　【事後報告】　退会届　下田　知行会員（転

勤のため）　承認。

②　新入会員申込み　伊予鉄道㈱　代表取締役
社長　清水　一郎氏　承認。

③　新入会員申込み　四国電力㈱　酒井　達夫
氏　承認。

④　新入会員申込み　NHK松山放送局　泉谷
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クラブニュース

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33年₉月₉日
入会年月日：平成27年₇月14日
趣　　　味：海外ドラマ、古代史

氏名：泉谷　八千代

勤　務　先：伊予鉄道㈱
 代表取締役社長
 湊町4－4－1
 TEL 948－3212
生 年 月 日：昭和42年11月₇日
入会年月日：平成27年₇月14日
趣　　　味：作曲、ピアノ

氏名：清水　一郎

勤　務　先：日本銀行松山支店
支店長

 三番町4－10－2 
TEL 933－2216

生 年 月 日：昭和36年11月25日
入会年月日：平成27年₇月28日
趣　　　味：スポーツ観戦、散策

氏名：真鍋　正臣

誕生祝　 以下₆名　三原（₂日）、名本（14日）、玉置
（17日）、田代（18日）、永木（26日）、藤村（31
日）

結婚祝　 以下₁名　渡部（27日）
創業祝　 以下₈名　勝見（₁日）、林（₁日）、中川（₄

日）、小野（17日）、米山（25日）、関（宏）、山内、
関（啓）

７月のお祝い

₁．ガバナー月信
₁．2015 −16年度　クラブ計画書
₁．近隣RC例会予定表

配　付　物

八千代氏　承認。
⑤　新入会員申込み　㈱NTT西日本愛媛支店

長　三ッ矢高章氏　承認。
⑥　新入会員申込み　日本銀行松山支店長　
　真鍋　正臣氏　承認。
⑦　当クラブ決算書・予算書について　承認。
⑧　今年度より、各セミナーの登録料を₇月に

一括してガバナー事務所へ送金が必要となり
ます。　承認。

⑨　第17回サマースクールについて（₈月₅日
（水）〜₈日（土）開催とします）　承認。

⑩　『第19回チャリティ講演会』名義後援依頼
について　承認。

⑪　キャンプメリーハート寄付について　承認。
⑫　松山海洋少年団会費納入について　承認。
⑬　当クラブロータリー旗（青色）について　

承認。
⑭　クラブの角₂封筒購入について　承認。
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クラブニュース

「日本のクラブ誕生」ロータリー日本60年史より抜粋
ロータリー情報・クラブ研修委員　深見　邦芳

無地区の時代
　東京ロータリークラブの誕生　1918年の正月三
井銀行の米山梅吉は財政調査団に加わり、テキサ
ス州ダラスに行った。
　ここには三井物産の福島喜三次がいて、ダラス
ロータリークラブの会員になっていた。米山梅吉
はここで初めて福島喜三次からロータリーについ
て聞き、大いに心を動かされて帰ってきた。
　そのころの日本は第１次世界大戦に連合国側と
して加わって参戦し、漁夫の利を得て船成金、鉄
成金の輩出などで浮き立っていたが、その年の夏
米騒動が各地に起こり、翌年戦争が終わると反動
的な激しい恐慌に襲われ、不景気のなかで農民運
動が始まり八幡製鉄所の溶鉱炉の火が消えたり、
川崎、三菱両造船所にストライキが起こるなど、
動揺を感ずる時代になっていた。1920年１月福島
も日本へ帰った。彼はダラスクラブから日本にも
ロータリークラブをつくるよう勧められていた。
　長い封建鎖国の時代から明治維新を経て、さら
に大正デモクラシーの時代になっても、旧態依然
たる当時の日本にとっては、ロータリーの精神と
その組織運営について理解し受け入れることは容
易ではなかった。
　1920年₈月銀行クラブに18名を集めて説明し、
続いて₉月１日発起人会を開いた。10月20日24名
が出席して創立総会を開き東京ロータリークラブ
が誕生したのであった。翌1921年４月１日付で登
録番号855をもって承認された。
　初めは会員の選考が厳格で、クラブの記録通信
などもいっさい英文であった。

　当初、会員は定款細則などに対する関心がうす
く、出席も悪かったのでクラブの存続も危ぶまれ
るほどであった。
　大阪ロータリークラブの創立　大阪に転勤した
福島喜三次は1922年11月₁日中之島大阪ホテルで
10名を集めて準備会を開き、11月17日チャーター
メンバー25名で大阪ロータリークラブが創立され、
1923年₂月10日付で番号1349で登録承認された。
　まず会員間の親睦から始めて、時間励行と出席
の義務とで会員を例会に引きつけ、さらに当時は
珍しかった家族同伴の小旅行や運動会、それに趣
味の同好会などを盛んに催したので、それが効果
をあげ、和気あいあいとした愉快なクラブとなっ
て評判をとったのであった。
　関東大震災　1923年₉月１日午前11時58分の関
東大震災で東京、横浜は壊滅したとの報が全世界
に伝わった。直ちに国際ロータリーからは会長の
見舞電報とともに₂万5,000ドルが大阪ロータリー
クラブを経て送られてきたのを始め、シカゴクラ
ブが1,500ドル、サンフランシスコ、ニューヨーク
のクラブが各1,000ドル、その他米、英、加など各
国の503におよぶクラブから、続々義捐金や救援物
資が送られてきてその額も₈万9,000ドルに達した。
当然、わが国のロータリアンは感謝の念とともに、
ロータリーへの関心を高めたのであった。
　東京クラブはロータリーからの関東大震災に対
する義捐金を東京、横浜の小学校の再建や罹災者
救護などに使うとともに、1923年11月14日の例会
で定款どおり毎週₁回正しく例会を開くことを決
定し会員もよく出席するようになった。
　このとき、東京孤児院内に新築１棟を寄贈して
ロータリー・ホームと名付けたが、1924年10月23
日その開館式が献呈式を兼ねて行われた際に、東

以下35名　藤村、福田、浜田、濵本、原田、石橋、泉川、
上甲、清田、兒玉、三原、棟方、長尾、名本、西村、
野村、大森、齋藤、佐藤、左納、菅井、関（啓）、髙石、

高橋、渡部、安永、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

会員だより
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クラブニュース

京クラブの会員も₆割が家族を伴って参列した。
これが日本におけるロータリー家族会の最初のも
のといわれている。
　神戸ロータリークラブの創立　1924年₈月13日
松方幸次郎の招きで神戸のオリエンタルホテルに
集まった15名は、大阪ロータリークラブの星野、
福島からロータリーの精神綱領それに組織運営な
どについて説明を受け、そこで一挙に神戸ロータ
リークラブの創立がきまった。
　国際ロータリー大会へ初の出席　日本のロータ
リアンで初めて国際ロータリーの大会へ出席した
のは宮岡恒次郎であった。
　名古屋、京都ロータリークラブの創立　名古屋
ロータリークラブは1925年₄月14日発会式が行わ
れた。これには東京クラブ、大阪クラブからも会
員が出席し、知事や米国領事なども迎えられて、
₂日にわたり園遊会や余興もあり披露を兼ねたも
のであった。
　京都では1925年₉月28日発会式をあげた。
　10月28日改めて京都ホテルで披露宴を催し、東
京から米山梅吉スペシャルコミッショナー（地区
のない時代ガバナーに代わる役をする）ら、大阪
から村田省蔵前会長ら、それに名古屋からも生駒
重彦会長らが出席し、京都の会員は紋付羽織袴の正
装をそろえて一同を驚かせ、すこぶる盛会であった。
　横浜にもクラブ誕生　昭和に入り横浜では、
1927年₆月₁日大久保利賢ら21名が横浜正金銀行
に集まって創立総会を開き、10月21日平生釟三郎
スペシャルコミッショナーを始め米山梅吉らその
他会員家族125名が集まってチャーターナイトを催
した。
　そのときのチャーターメンバー21名の自書を彫
り込んだ欅製の角型木魚が横浜クラブに残されて
いる。
　日本の全ロータリークラブ一堂に　日本の全
ロータリークラブはその第₁回の会合をイン
ターシティ・コンフェレンスJapanese Rotary 
Conference（連合懇親会）として1926年₅月15日、
16日大阪で開いた。
　議題は今後この会合を毎年₁回開くかどうか、
日本ロータリー連合会をつくるかどうか、さらに
各地にロータリークラブを広める必要があるか、
ロータリー存立の本義や活動について広報する方
法などが議論された。
　日本、朝鮮、満州で第70地区を形成へ　第₂回

のインターシティ・コンフェレンスは1927年10月
22日、23日東京で開かれた。
　₆クラブから家族を加えて252名が集まり、第₁
日は東京会館での晩餐会や帝劇の観劇などがあっ
たが、この会合で会員の選考を一層厳格にするこ
とや、歯車の襟章を必ずつけることなどが申し合
わされた。
　第₃回のインターシティ・コンフェレンスは
1928年₅月₅日、₆日名古屋で開かれ、₇クラブ
から家族をあわせて270名が出席し、奉仕の理想の
積極的な実現の方法についての論議が行われたが、
再びここで地区設定の要望が高まった。

第70地区の時代
　平生スペシャルコミッショナーは強引に、“great 
dissatisfaction and disappointment”と書いた書状
を送ってついに国際ロータリー理事会に要求をい
れさせ、日本は朝鮮、満州をあわせて1928年₇月
から第70地区となった。
　東京で第₂回太平洋大会　 第70地 区 設 置 後
1928年10月に第₂回太平洋ロータリー大会　The 
Second Pacific Rotary Conferenceが東京で開催さ
れた。
　第１回太平洋ロータリー大会は₂年前にハワイ
のホノルルで₈ヵ国から433名が参加して開かれて
いた。今回は海外からサットンI. B. Sutton会長以
下₉カ国109名で、日本からの参加者を加えると
568名となった。
　大会は10月₁日から₄日間にわたって開かれ、
本会議や午餐会、晩餐会のほかに仮装舞踏会あり
観劇あり、また首相官邸のお茶の会や新宿御苑、
西ヶ原の古河男爵邸での園遊会という華やかな催
しもあった。いずれもロータリーらしく時間は正
確に、またフランクリーに行われ、当時の日本の
社会から大変な注目を集めて話題となった。
　京城、大連、奉天クラブも発足　1927年₈月東
京クラブの尽力により、京城に、会員25名でロー
タリークラブが発足していた。サットン会長は京
城クラブを訪れさらに満州へ足を伸ばして、1928
年11月大連ロータリークラブの発会式に出席した。
　大連ロータリークラブは会員は23名、初代会長
は松岡洋右であった。奉天クラブは、大連クラブ
の世話で1929年₃月に、会員21名で発足している。

次へつづく　
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　平成27年₇月12日㈰に高原ゴルフ倶楽部にて開
催されました。参加者は中住会員、村井会員、安
永会員、渡部会員、二神会員、長尾会員、齋藤会員、
星野会員、米山の₉名でした。
　梅雨の季節の山だけに晴れたり大雨になったり
ハードな天候でしたがなんとかプレー出来まし
た。そんな中優勝は長尾会員でした。₃連続のバー

ディーを取るなど大活躍でした。又、高原ゴルフ
倶楽部より特別賞品を提供頂き12日でしたので１
＋₂＝₃位の渡部会員にボストンバッグが当たり
ました。久々の₃組でのプレーでした。賑やかな
コンペになりました。
今後も多くの方々のご参加をお待ちしております。

（記・米山　徹太）

第351回　松山ロータリー・ゴルフ会　７月例会

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

₇日 68（59） 51 17 78.46％ 8 88.06％ 0

11日 68（59） 28 40 43.08％ 15 64.18％ 0

14日 70（61） 55 15 80.88％ 1 82.35％ 2

28日 71（62） 56 15 81.16％ 2 82.86％ 0

平均 69.3（60.3） 47.5 21.8 70.90％ 6.5 79.36％ 0.5

例会日 区分

（松山近隣8RC合同例会）

（ガバナー公式訪問例会）

順　位 氏　　　名 OUT IN 計 HDCP Net
優　勝 長尾　芳光 43 37 80 12 68
準優勝 齋藤　明弘 43 43 86 16.8 69.2
₃　位 渡部　浩三 50 47 97 26.4 70.6
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