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₈月₁日㈫…「鉄道の話と小田原」
清田　明弘会員

₈月₈日㈫…「最新の映画事情」
佐々木　淳会員

古森ガバナー補佐訪問クラブ協議会
₈月15日㈫…定款適用により、休会
₈月22日㈫…「アクチュアリーという仕事」

舘　　誠一会員
₈月29日㈫…柳澤ガバナー公式訪問例会

例会予定

会長　児　玉　義　史

　今年度、国際ロータリーのイアン H. S. ライズリー会長の掲げるテーマは、ROTARY：MAKING A 
DIFFERENCE（ロータリー、変化をもたらす）です。ロータリークラブがこの世の中に存在することによっ
て、世界に、或いは地域社会に良い変化がもたらされることを表していると考えます。
　次に、私どもの2670地区の柳澤ガバナーの作成された地区方針は、「クラブの特性を生かそう」でありま
す。各クラブの伝統や歴史に則った、それぞれのクラブの多様性や、その長所を認め、柔軟性を持って各
クラブの自主性を尊重しようというのが、今期ガバナーのお考えと思います。
　更には、私が掲げております当クラブのテーマは、「みんなでロータリー」という、至極シンプルな「合
言葉」です。これは、「何事も全員参加のクラブにしたい」という私の願望の表れであります。当クラブには、
毎週の例会の他にも、お花見例会、クリスマス忘年家族例会、火曜会、北条の海岸での植樹、₈月のサマー
スクール等々、会員同士の親睦のための行事や社会奉仕のための様々な行事を行ってきた歴史があります。
これらのクラブ行事に、可能な限りみんなで参加して、その場を盛り上げることは勿論、その活動の結果
として、我々の住む地域社会と我々自身に良き変化をもたらしてゆくことが重要と考えます。
　実際は、それぞれの事情もあり、全員が毎回の行事に参加することは殆ど不可能なことですが、「気持ち
だけはいつも全員参加」ということを目標にして参加を呼び掛けたいと考えております。
　今年度の理事役員、各委員長の皆様、及び全会員の皆様にお助けいただいて、会長の責を全うしたいと
考えております。₁年間、何卒よろしくお願い申し上げます。

　₁．クラブ奉仕………  例会の充実、出席率向上、火曜会・家族例会等親睦活動への出来るだけ多くの会
員の参加を促したいと考えております。

　₂．クラブ広報・強化 …  クラブ広報・PR活動の推進、ホームページの充実活用等、考えます。クラブの維持・
強化のため、引き続き会員増強を図ります。

　₃．職業奉仕…………  様々な職業の会員が集うクラブの特性を鑑み、異業種への相互理解促進のため、
職場訪問例会への積極参加の呼び掛けをします。

　₄．社会奉仕………… 植樹活動の継続等、環境保全活動を支援します。
　₅．青少年奉仕………  ローターアクトクラブへの支援の継続、サマースクールの開催、また、当クラブと

の縁の深いボーイスカウト松山第16団の活動への理解と支援等、行ってゆきます。
　₆．国際奉仕…………  ロータリー財団・米山奨学金への寄付献金の検討・強化、国際青少年短期交換の

対応を図ります。



例会記録

　第3355回例会　2017年７月４日（火）

−役員・委員長就任挨拶−
出席会員　69（59）名中48名　出席率71.64%

前回訂正出席率75.00%
欠席会員　21名　二神、羽牟、市川、勝見、菊野、

小林、三原、村山、森、西原、西村、太田、
大塚、酒井、高岡、舘、鶴田、柳谷、結城

（山内、浦岡）
ニコニコ箱
児玉　義史 一年間、よろしくお願い申し上げ

ます。
上甲　　泰 新年度も引き続きよろしくお願い

します。今日は初日、まずロータ
リーバッジを忘れるところから始
まりました。

三好　哲生 ロータリー新年度にあたって、総
ての皆様に御喜び申し上げます。

林　　章二 本年もよろしくお願いします。
石橋　和典 80周年、おめでとうございます。

児玉会長、上甲幹事、一年間宜し
くお願いします。

伊東　毅嗣 皆様、一年間ニコニコ箱でお世話
になり本当に有難うございまし
た。小野里委員長、頑張って下さ
い。応援してます。

浜田　修一 児玉会長、上甲幹事、これからの
一年間お世話になります。

甕　　哲也 児玉会長、上甲幹事よろしくお願
いします。

村井　重美 児玉会長、一年間よろしくお願い
します。

永木　昭彦 皆様、本年度もよろしくお願いし
ます。

大森　克介 ロータリー情報・クラブ研修委員

長になりました。よろしくお願い
します。

小野里俊哉 本年、ニコニコ箱委員長をやらせ
て頂きます。よろしくお願いいた
します。

髙石　義浩 児玉会長、役員の皆様、会員の皆
様、また一年間よろしくお願い致
します。

豊田　真二 今日から広報IT委員長に就くこ
とになりました。皆様のお役に立
てるようがんばって参ります。よ
ろしくお願いいたします。

米山　徹太 本日より₂年間₂番テーブルに座
ります。宜しくお願い致します。

飯尾　寛治 児玉先生はじめ皆様よろしく。
佐藤　昭美 本年もよろしくお願いいたします。
河内　広志 今日は何の日→アメリカ独立記念

日です。ロータリーの年度スター
トが₇月になったということは
ポールハリスが独立記念日を大切
にしたということではなく、フェ
イクニュースです。

清田　明弘 ₆月20日に四国税理士会の会長に
就任しました。今後ともよろしく
お願いします。

塩崎千枝子 お休みが続きごめんなさい。新役
員の皆様よろしくお願い致します。

吉村　紀行 ご無沙汰しておりましてすみませ
ん。

田中　和彦 台風₃号が恵みの雨だけを残して
行ってしまいますように…

甕　　哲也 （会員誕生祝）
玉置　　泰 （会員誕生祝）
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例会記録

−役員・委員長就任挨拶−
出席会員　72（62）名中51名　出席率73.91％

前回訂正出席率80.28％
欠席会員　21名　土居、福田、原田、泉川、市川、

伊東（毅）、河内、小林、西原、大塚、大橋、
佐々木、関（啓）、髙石、高岡、豊田、結城、
吉村（中住、山内、浦岡）

ビジター　₁名 半井　真司（高松東RC）
ニコニコ箱
児玉　義史 伊藤様、岩間様、三浦様、入会歓

迎致します。ビジターの半井様、
ようこそいらっしゃいました。

飯尾　寛治 皆さんよろしくお願いします。
村井　重美 外気温37℃です。熱中症気をつけ

てください。
岩橋　　進 窪さん、本日の火曜日よろしくお

願いします。皆さん来週からいよ
いよサマージャンボ宝くじです。
合わせてよろしくお願いします。

田中　和彦 昨日の国会での加戸さんの答弁、
すがすがしく恰好よかったです。
正論ってすてきだなと思いました。

二神　良昌 しばらく出席できませんでした。
米山　徹太 （創業記念祝）

（なんとなくニコニコ）　森、酒井
早　退　　西村（児玉会長、上甲幹事一年間よ

ろしくお願いします）、三浦、左納、
玉置

　第3356回例会　2017年７月11日（火）

7月11日　火曜会　『夕焼けビールトロッコ列車』
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例会記録

−創立80周年記念夜間例会−
於：松山全日空ホテル

出席会員　72（62）名中63名　出席率87.50％
前回訂正出席率100.00％

欠席会員　₉名　市川、西原、大塚、大橋、酒
井、髙石、舘、鶴田、柳谷

ゲスト　　36名
　柳澤　光秋（ガバナー）
　桑原　征一（ガバナーエレクト）
　須之内淳二（パストガバナー）
　亀井　義弘（パストガバナー）
　佐々木善教（パストガバナー）
　中西　克行（ガバナー事務所宿泊・交通委員会委員長）
 　西森　良文（ガバナー事務所公式訪問担当幹事）
　古森　達夫（愛媛第Ⅱ分区ガバナー補佐）
　西本　信保（今治ロータリークラブ会長）
　八木　正史（今治ロータリークラブ幹事）
　阿部　真弓（今治ロータリークラブ会員）
　向井　廣克（大洲ロータリークラブ会長）
　森本　真二（宇和島ロータリークラブ会長）
　畑中　貴博（宇和島ロータリークラブ幹事）
　高岡　裕司（八幡浜ロータリークラブ会長）
　菊池　城治（八幡浜ロータリークラブ幹事）
　新　　博文（伊予ロータリークラブ会長）
　武内　英治（伊予ロータリークラブ副幹事）
　日野　隆充（伊予ロータリークラブ副会長）
　堀本　真二（北条ロータリークラブ副会長）
　萩山　陽右（北条ロータリークラブ幹事）

　荒木　正美（松山東ロータリークラブ会長）
　逸見　雅一（松山東ロータリークラブ幹事）
　林　　司朗（松山西ロータリークラブ会長）
　荒木　映雄（松山西ロータリークラブ幹事）
　服藤　隆俊（松山南ロータリークラブ会長）
　三浦　秀之（松山南ロータリークラブ幹事）
　寺田　太郎（松山北ロータリークラブ会長）
　三瀬　　泰（松山北ロータリークラブ幹事）
　佐々木善慶（道後ロータリークラブ会長）
　米岡　弘文（道後ロータリークラブ幹事）
　井上　愛華（松山ローターアクトクラブ会長）
　川口　　愛（松山ローターアクトクラブ会計）
　池田　健悟（松山大学ローターアクトクラブ会長）
　福島　花菜（松山大学ローターアクトクラブ幹事）
　保田　圭太（松山大学ローターアクトクラブ会計）
入会予定者　₁名
ニコニコ箱
児玉　義史 皆様、80周年記念例会にご参加い

ただきまして、有難うございました。
上甲　　泰 祝80周年、清水さん卓話楽しみに

しております。
佐藤　昭美 小生昭和42年、創立30年の年に入

会しましたが、あれから50年、今
回80周年を迎えることができ感無
量です。

林　　章二 祝80周年。
岩橋　　進 祝80周年。
窪　　仁志 祝80周年。暑いけど頑張りましょ

　第3358回例会　2017年７月25日（火）

−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29名　出席率43.28％
前回訂正出席率66.67％

欠席会員　43名　土居、福田、濵本、羽牟、林、
原田、市川、伊藤（謙）、岩橋、岩間、勝見、

加藤、河内、河野、村山、森、永木、西原、
野村、太田、大塚、大橋、小野里、酒井、佐々
木、左納、清水、菅井、関（啓）、髙石、高梨、
舘、田中、鶴田、豊田、柳谷、結城、吉村

（飯尾、佐藤、関（宏）山内、浦岡）

　第3357回例会　2017年７月15日（土）
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う。トロッコ列車ありがとうござ
いました。

甕　　哲也 創立80周年おめでとうございます。
森　　隆士 祝80周年。おめでとうございます。
名本二六雄 祝80周年。
小野里俊哉 祝80周年。
左納　和宜 祝80周年！　清水さん卓話楽しみ

にしています。
田中　和彦 80周年おめでとうございます。清

水さんの伊予鉄改革のお話楽しみ
です。

豊田　真二 80周年おめでとうございます。

玉置　　泰 80周年おめでとうございます。
岩間　正之 遅ればせながら、入会をお認めい

ただきありがとうございます。
村山　邦孝 短期交換で居残っていた₁名の学

生さんが無事、昨日帰国されまし
た。献身的にご対応頂いた高橋さ
ん、上甲さん、菅井さんどうもあ
りがとうございました。

河野　次郎 ゴルフコンペ初参加させて頂きま
した。楽しい時間ありがとうござ
いました。村井さん優勝おめでと
うございます！！

例会記録
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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）、甕（26日）

創業祝　 以下₈名　勝見（₁日）、吉村（₁日）、舘
（₄日）、豊田（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．会報₅月号
₁．近隣RC例会予定表

配　付　物

クラブニュース

新入会員紹介

氏名：岩間　正之

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34年₇月11日
入会年月日：平成29年₇月11日
趣　　　味： 無芸大食、（スキ
 ー）

氏名：三浦　　明

勤　務　先：㈱ドコモCS四国
愛媛支店　支店長

 宮西₂-₉-33
 TEL 923-5050
生 年 月 日：昭和40年₈月₁日
入会年月日：平成29年₇月11日
趣　　　味：ゴルフ、スケッチ

（鉛筆画）

氏名：伊藤　謙一

勤　務　先：西日本電信電話㈱
 四国事業本部長兼

愛媛支店長
 一番町₄-₃
 TEL 936-2000
生 年 月 日：昭和42年₃月₄日
入会年月日：平成29年₇月11日
趣　　　味：ゴルフ、ランニン

グ、旅行

理事会報告

平成29年₇月度理事会決議事項

₇月₄日㈫
①【事後報告】退会届　三ッ矢高章会員　承認。
②【事後報告】退会届　星野　耕一会員　承認。
③新入会員申し込み　㈱ドコモCS四国愛媛支

店　三浦　明氏　承認。
④新入会員申し込み　西日本電信電話㈱　伊藤

謙一氏　承認。
⑤新入会員申し込み　NHK松山放送局　岩間

正之氏　承認。

⑥新入会員申し込み　農林中央金庫　倉田　満
氏　承認。

⑦当クラブ予算書・決算書について　承認。
⑧₇月₂日㈰RAC連絡会議登録料について　

承認。
⑨松山海洋少年団会費納入のお願い　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。
⑪国際地雷処理・地域復興支援の会より寄付の

お願い　承認。
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以下34名　鮒田、浜田、濵本、林、星野、石橋、泉川、
岩橋、上甲、清田、河内、児玉、三原、三好、甕、名本、
西村、野村、大森、小野里、菅井、関（啓）、髙石、高橋、

柳谷、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

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
₄日 69（59） 48 21 71.64% 3 75.00% 0

11日 72（62） 51 21 73.91% 6 80.28% 1
（松山近隣₈RC合同例会）

15日 72（62） 29 43 43.28% 17 66.67% 0
（創立80周年記念夜間例会）

25日 72（62） 63 9 87.50% 9 100.00% 0

平均 71.3（61.3） 47.8 23.5 69.08% 8.75 80.49% 0.25

例会日 区分

　平成29年₇月22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、柳谷
会員、河野会員、菅井会員、菊野会員、丸山泰久（米
山同級生）、米山の₈名でした。河野会員、菊野会
員は初参加でした。ありがとうございました。
　優勝は村井会員でした。非常に暑い中素晴らし
いスコアでした。
　尚、中住会員は当日の時点で99回のエイジシュー
トでしたが、残念ながら今回のコンペでの100回目

のエイジシュートを達成することは出来ませんで
した。
　又、個人的には中学校時代の同級生（東京在住）
とラウンド出来た事を嬉しく思っています。
　初参加の方々が増えてきています。まだ、参加
されていない方も是非ご参加下さい。
　お知り合い・ご友人の参加も歓迎致します。

（記・米山　徹太）

ゴルフ会より　第364回 松山ロータリークラブ・ゴルフコンペのご報告

ダブルペリア

敬称略

順　位 氏　　　名 OUT IN 計 HDCP Net
優　勝 村井　重美 43 43 86 13.2 72.8
₂　位 中住　義晴 47 44 91 16.8 74.2
₃　位 米山　徹太 49 48 97 21.6 75.4

同NETは年長者

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/
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