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　2016 ～2017年度のジョン・F・ジャームRI会長の掲げるテーマは、ROTARY　SERVING　HUMANITY「人類
に奉仕するロータリー」と和訳されております。
　2016年明けて間もない₁月の国際協議会で、ジャームRI会長（この時点では予定者）は、広い分野から有能な職
業人が集まるロータリーは、世界を変える力、ネットワークと知識を持ち、人類に奉仕するために最も優位な立場
にある団体であり、これまでそうだった様に、これからももっと活性させてロータリーを前進飛躍させようとスピー
チをされました。
　入会と積極的参加の促進、財団寄付、人道的奉仕、若い世代のロータリー参加、公共イメージの向上、以上の₅
つの項目に注力する旨、呼び掛けられた様です。
　これに沿って、2670地区2016 ～2017年度前田直俊ガバナーは、「Passion&Will」でロータリーにchallengeを！とい
う地区方針を作成され、前述した₅項目を具現化させるべく、地区内各クラブの革新性、積極性を求められました。
　私は、松山ロータリークラブの来る新年度の指針を下記の通り作成致します。
　積極的に新しいチャレンジをする事は、とても大切でガバナーの舵取りに大きく頷いた上で、クラブ運営のテー
マには、「刮目せよ！」を敢えて掲げたいと思います。諸先輩方が、積み上げられた善行・事業の数々を深く理解して、
嚙み砕いて前に進みたい、ひいては大きな前進に繫がるはずです。特に現在の松山ロータリーには、新規入会や会
社の異動による会員の変動など、年度経験の多くない方もある程度いらっしゃいますので、私自身も、クラブの歴
史に、事業の詳細に、そして年度の最後には「その後の自分自身に」刮目したいと考えています。
₁.クラブ奉仕
　 例会の充実、会員相互の親睦の促進を基本として、活力あるロータリークラブを目指して参ります。
₂.クラブ広報、強化
　  広報、クラブPRに関しては、陰徳あれば陽報ありの精神を尊重しつつ、発信するロータリーの姿を考えます。会

員増強は、クラブの力の源泉として、引き続き強化を図ります。
₃.職業奉仕
　 職場訪問例会の実施。異業種に対する興味と相互理解を広め、積極参加の呼びかけをします。
₄.社会奉仕
　 植樹活動の継続と強化を図ります。
₅.青少年奉仕
　  サマースクールの開催。RACとの交流支援強化を中心に。ボーイスカウトなど他団体との絆を確認し、奉仕活動

との幅広い関連付けを策定します。
₆.国際奉仕
　 ロータリー財団、米山奨学金の寄付献金の強化と検討。国際青少年短期交換の積極的対応を図ります。
　理事役員をはじめ、全ての会員の皆様、よろしくお願い致します。

会長　三　好　哲　生

巻頭メッセージ

₈月₂日㈫…「竹鶴がつくったウヰスキー」
小野里　俊哉　会員

₈月₉日㈫…「弁護士の取扱説明書」
吉村　紀行　会員

₈月16日㈫…定款適用により、休会
₈月23日㈫…「企業の危機管理

～危機管理広報の基礎知識～」
岩橋　進　会員

₈月30日㈫…「 薬物 アルコール依存症は病気です」
ゲスト…香川・徳島ダルク代表

村上　享　氏

例会予定



例会記録

　第3307例会　2016年７月５日（火）

−役員・委員長就任挨拶−
出席会員　72（63）名中50名　出席率70.42%

前回訂正出席率76.39%
欠席会員　22名　福田、藤村、羽牟、泉谷、市川、

岩橋、勝見、菊池、貴船、真鍋、村上、中川、
大塚、酒井、佐々木、左納、高岡、田中（昌）、
浦岡、結城、横田、（亀井）

ニコニコ箱
三好　哲生　皆様、一年間宜しくお願い申し上

げます。
石橋　和典　今月から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。
タン・チェンターさんようこそ。

河内　広志　本日よりSAAに就任させて頂き
ます。一年間頑張ります。

児玉　義史　今年度もよろしくお願いします。
菅井　久勝　三好会長、石橋幹事、一年間宜し

くお願い致します。
浜田　修一　三好会長、石橋幹事、今日から₁

年間お世話になります。
泉川　孝三　三好様、石橋様、一年間宜しくお

願い致します。
清田　明弘　今年度もよろしくお願いします。

村井　重美　今年度もよろしくお願いします。
野村　靖記　今年度もよろしくお願いします。
佐藤　昭美　本年もよろしくお願い申し上げま

す。
吉村　紀行　役員就任ごあいさつ祝
伊東　毅嗣　本日からニコニコ委員長よろしく

お願い致します。
小野里俊哉　本日よりニコニコ委員よろしくお

願い致します。
髙石　義浩　長女の誕生祝
名本二六雄　（会員誕生祝）喜寿ならびに金婚

式です。
田代　信吾　（会員誕生祝）
玉置　　泰　（会員誕生祝）
村山　邦孝　（ご夫人誕生祝）₇/₁でした。
関　　宏康　（創業記念祝）
米山　徹太　（創業記念祝）星野さん先日のロー

ターアクト行事への参加ありがと
うございました。

山内　　建　（創業記念祝）
（なんとなくニコニコ）　林
早　退　　関（啓）（創業記念祝）、原田

−役員・委員長就任挨拶−
出席会員　72（63）名中48名　出席率69.57%

前回訂正出席率76.06%
欠席会員　24名　土居、藤村、二神、羽牟、泉

谷、市川、菊池、清田、河内、村井、村上、
村山、森、大塚、酒井、左納、清水、高岡、
田中（昌）、横田、吉村（浦岡、亀井、関（宏））

ゲスト　　₅名　タン・チェンター
　（当クラブ米山記念奨学生）

乃万　佳子（ホストファミリー）
Cordelia Siporin Cori
　（サブリーダー）
Spencer Paul Brown
　（2016-17年度短期交換受入学生）
Eric Tomas Waligora
　（　　　　　　〃　　　　　　 ）

ニコニコ箱
三好　哲生　今週末、松山クラブ担当の合同例

　第3308回例会　2016年７月12日（火）
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例会記録

会があります。皆様のご協力を宜
しくお願い致します。

中川　創太　日生の社員の乃万さん、ホストファ
ミリーありがとうございます。

上甲　　泰　一年間、どうぞよろしくお願いし
ます。

泉川　孝三　ロータリー財団委員長として就任
いたしました。一年間寄付の程よ
ろしくお願いします。

貴船　正憲　今年度、ローター・インターアク
ト委員長を拝命致しました。よろ
しくお願い致します。

米山　徹太　佐々木さん先日は大変お世話にな
りました。ゴルフ会の皆様、溶け
るような暑さの中のゴルフお疲れ
様でした。

勝見　安美　七夕祭りをしました。

岩橋　　進　サマージャンボ宝くじ、本日はあ
りがとうございました。来週も引
き続き宜しくお願いします。

三原　英人　（会員誕生祝）
早　退　　林、星野、関（啓）、玉置（去る7月4

日に亡き父　玉置一郎の100歳の誕
生日を子供、孫、ひ孫14人が集ま
り祝いました）

−松山近隣₈RC合同例会−
於：松山全日空ホテル

出席会員　72（62）名中31名　出席率45.59%
前回訂正出席率100.00%

欠席会員　41名　土居、福田、濵本、羽牟、林、
原田、泉谷、市川、岩橋、勝見、菊池、貴船、

清田、真鍋、三ッ矢、村上、森、中川、永
木、太田、大塚、大橋、小野里、酒井、佐々
木、左納、清水、関（啓）、髙石、高橋、田
中（和）、田中（昌）、鶴田、柳谷、山本、横
田、吉村、（浦岡、飯尾、佐藤、関（宏））

　第3309回例会　2016年７月16日（土）
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例会記録

出席会員　74（64）名中58名　出席率79.45%
前回訂正出席率83.56%

欠席会員　16名　土居、原田、市川、菊野、真
鍋、三ッ矢、村上、中川、永木、大橋、小
野里、関（啓）、鶴田、浦岡、横田、吉村

ニコニコ箱
三好　哲生　先だっての合同例会では、大変お

世話になりました。皆様のおかげ
です。

石橋　和典　皆様のおかげで大変素晴らしい合
同例会を経験させて頂きました。
本当にありがとうございました。

村山　邦孝　先日の合同例会では、お世話にな
りました。

河内　広志　小林さん、西原さんご入会ありが
とうございます。そしておめでと
うございます。

泉川　孝三　本日卓話よろしくお願いします。
二神　良昌　泉川先生、卓話よろしくお願いし

ます。
伊東　毅嗣 泉川先生、卓話楽しみにしています。
村井　重美　卓話泉川さん頑張ってください。
高橋　伸定　山本さん、上甲さん、菅井さん　

短期交換留学生の通訳ありがとう
ございました。留学生全員無事に
ＮＪに到着いたしました。

米山　徹太　佐々木さん、またまたお世話にな
りました。

窪　　仁志　伊予灘物語₂周年。
（なんとなくニコニコ）　羽牟、清田
早　退　　藤村、菊池、左納、髙石、高岡、

田中（昌）、名本（泉川さん頑張っ
てください）、西原（本日より入会
させて頂きます。よろしくお願い
致します）、大塚（すみません）

卓　話　「登記」
泉川　孝三　会員

　登記は法務局に提出します。私が愛媛県で開

業した約35年前には法務局は津々浦々に置かれ
ていました。この近隣だと、現在存在する松山、
砥部のほかに伊予市、久万高原町、川内、北条、
中島に置かれていました。中島は₁人庁として
一人が所長兼登記官兼受付担当として登記業務
を処理していました。現在、愛媛県の法務局は、
南予では宇和島、大洲の₂庁です。大洲は三崎、
八幡浜、宇和、野村が合併されましたので三崎
の端から、大野ヶ原の山の上まで広範囲を管轄
しています。中予は松山、砥部の₂庁です。東
予は今治、西条、四国中央の₃庁です。10数年
前に新居浜法務局が西条に合併されるのに、新
居浜市と一緒に反対運動をしました。その反対
運動により現在、法務局出先機関が新居浜市役
所の₂階に設置されています。西条法務局に行
かなくても土地建物謄本等が新居浜市役所の₂
階にて取得可能となり市民の利便性に大いに貢
献しています。
　登記申請手続きは、以前は出頭主義でした。
出頭主義とは登記申請書類を申請用紙にて作成
し司法書士又はその事務員が法務局に持参提出
し、登記完了後司法書士又はその事務員が申請
法務局に出頭して回収する必要がありました。
私も出頭主義の時は長崎の五島列島の法務局に
事務員を行かせた覚えがあります。現在は出頭
主義がなくなりましたので、法務局に持参、送
付またはオンラインにて登記申請が可能になり
ました。又、法務局の資料（土地建物謄本、会
社謄本、測量図等）についても、事務所のパソ
コンで法務局にアクセスして取得することが可
能になりました。以前は必ず法務局に出頭しな
ければ登記処理が出来なかったのですが、現在
は法務局に直接行かなくても郵送又はパソコン

（オンライン）にて登記処理が可能になりまし
た。色々な場面で進歩、変化が生じている登記
手続きですが、基本は昔から変わりません。人、
もの、意思を確認して今後も誠実に登記業務を
行っていきたいと思います。

　第3310回例会　2016年７月26日（火）
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理事会報告

クラブニュース

平成28年₇月度理事会決議事項

₇月₅日㈫
①当クラブ決算書・予算書について　承認。
②【事後報告】退会届　渡部　浩三　会員　承認。
③休会届　浦岡　正義　会員　承認。
④新入会員申し込み　全日本空輸㈱松山支店

支店長　小林　史武氏（推薦者：河内会員）
承認。

⑤新入会員申し込み　日本電気㈱松山支店
支店長　豊田　真二氏（小野氏後任）　承認。

⑥第18回サマースクール開催について
　※₈月₃日㈬～₆日㈯とする　承認。
⑦各セミナーの登録料を一括してガバナー事務

所へ送金します　承認。
⑧₇/₃㈰RAC連絡会議登録料について　承認。
⑨松山海洋少年団より、会費納入のお願い　承

認。
⑩ガバナー事務所からキャンプメリーハート寄

付のお願い　承認。

新入会員紹介

氏名：西原　正勝

勤　務　先：三浦工業㈱
 代表取締役
 専務執行役員
 堀江町₇番地
 TEL 979−7010
生 年 月 日：昭和31年12月16日
入会年月日：平成28年₇月26日
趣　　　味：ゴルフ 氏名：小林　史武

勤　務　先：全日本空輸㈱
 松山支店　支店長
 三番町₄−12−₇
 三井住友海上松山三番町ビル
 TEL 935-7170
生 年 月 日：昭和38年12月29日
入会年月日：平成28年₇月26日
趣　　　味：乗馬、ゴルフ、ロードバイク

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₂名　真鍋（₂日）、渡部（27日）
創業祝　 以下₉名　勝見（₁日）、林（₁日）、三ッ

矢（₁日）、吉村（₁日）、中川（₄日）、　
米山（25日）、関（宏）、山内、関（啓）

６月のお祝い

₁．ガバナー月信
₁．会報₅月号
₁．近隣RC例会予定表

配　付　物
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以下36名　土居、鮒田、浜田、濵本、林、石橋、泉谷、
泉川、岩橋、上甲、菊野、清田、河内、児玉、三好、
名本、西村、野村、太田、大森、小野里、菅井、関（啓）、

高橋、渡部、柳谷、山本、米山、深見、飯尾、亀井、
中住、佐藤、関（宏）、田代、山内

５・６月２ヶ月皆勤

クラブニュース

敬称略

　平成28年₇月10日㈰にサンセットヒルズカント
リークラブにて開催されました。参加者は中住会
員、関（啓）会員、村井会員、二神会員、柳谷会員、
猪子真二さん、梶本光正さん、藤本健さん、蔵持
幸夫さん（猪子さん・梶本さん・藤本さん・蔵持
さんは二神会員のお知り合い）米山の10名でした。
気温も高く非常に蒸し暑いなかでのプレーでした
が何とか楽しくできました。
　優勝は二神会員でした。いつも楽しいそして上

手なお知り合いをお誘い頂きありがとうございま
す。
　中住会員はエイジシュートをねらいましたが₂
打及ばずでした。柳谷会員は初参加でしたがゴル
フ場の綺麗さに感動されていました。
　ゴルフ場では賑やかにプレーをしています。ま
だ参加されていない方もどんどんご参加下さい。
お待ちしております。

（記・米山　徹太）

ゴルフ会より　第356回 松山ロータリークラブ・ゴルフコンペのご報告

順　位 氏　　　名 OUT IN 計 HDCP Net
優　勝 二神　良昌 46 49 95 22.8 72.2
₂　位 藤本　　健 44 40 84 10.8 73.2
₃　位 梶本　光正 39 39 78 3.6 74.4

ダブルペリア

（ゲスト）

（ゲスト）

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

₅日 72 50 22 70.42% 5 76.39% 0

12日 72 48 24 69.57% 6 76.06% 0

16日 72 31 41 45.59% 41 100.00% 0

26日 74 58 16 79.45% 3 83.56% 0

平均 72.5 46.8 25.8 66.26% 13.75 84.00% 0

例会日
区分

（松山近隣₈RC合同例会）
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