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巻頭メッセージ

₈月₇日㈫…桑原ガバナー公式訪問
₈月14日㈫…定款適用により、休会
₈月21日㈫…「RYLAセミナーで得た

経験と、その実践」
ゲスト…JAPAN RYLAセミナー受講生

米田　聖氏
₈月28日㈫…「損保業界の概況と

環境変化への挑戦」
筒井　政行会員

例会予定

会長　浜　田　修　一

　今年度、バリー・ラシンRI会長の掲げるテーマは、「インスピレーションになろう」。
　前向きな変化を生み出し、私達が直面する課題に勇気と希望と創造性をもって、実
行・実現しましょう。
　当地区の桑原征一ガバナーは、“共に考え、共に行動しよう”を掲げ、主体性をもっ
て変化を恐れず、前向きに共に考え共に行動し地域社会と共生することがロータリー
運動の根源であります。
　地区や国際ロータリーと共に考え、共に行動しましょう、と求めておられます。
　当クラブ運営方針は「楽しんでロータリー」です。“楽しんで例会出席”“楽しんで
親睦活動”“楽しんで奉仕活動”をして充実した満足感のあるロータリアンになりま
しょう。
　我々は創立80年を超えた、伝統ある素晴らしい良きクラブです。諸先輩の築かれた
良き伝統は受け継ぎ、それを守り次の世代に引き継いで、確固たる素晴らしい誇れる
クラブにしましょう。
　その為には目標に対しては楽しみながら、全員参画という気持ちで臨み達成しま
しょう。
　その源は₁人₁人が健体康心の状態を維持して充実した生活を送られることにあり
ます。全員が元気で明るく、楽しい日々を過ごし、喜びを共有できますよう祈願いた
します。



例会記録

−役員・委員長就任挨拶−
出席会員　75（66）名中51名　出席率70.83%

前回訂正出席率75.68%
欠席会員　24名　鮒田、羽牟、市川、岩間、勝見、

菊野、河野、三原、宮崎、森、守谷、名本、
西原、大塚、大橋、小野里、左納、高岡、舘、
鶴田、吉村（浦岡、亀井、田代）

ビジター　₁名 西岡　　学（伊予RC）
ニコニコ箱
浜田　修一 今日から会長をさせていただきま

す。皆さんの御協力よろしくお願
い致します。

二神　良昌 先週火曜会、国際ホテルご利用あ
りがとうございました。児玉前会
長、上甲前幹事ご苦労様でした。
浜田会長、米山幹事一年間お世話
になります。

林　　章二 今年度もよろしくお願いします。
原田　満範　浜田さんに期待します。
石橋　和典 浜田会長、米山幹事、一年間何卒

よろしくお願いします。
岩橋　　進 今年度、会計を務めさせていただ

きます。宜しくお願いします。来
週よりいよいよサマージャンボ宝
くじです。是非、大きな夢をつか
んで下さい。

児玉　義史 浜田会長のもとでの新しい年度の
船出を祝って。

村井　重美 浜田会長今年一年宜しくお願いし
ます。

大森　克介 浜田会長、米山幹事、一年間よろ
しくお願いします。

佐々木　淳 浜田さん、皆様、一年間よろしく
お願いいたします。

菅井　久勝 浜田会長一年間宜しくお願い致し
ます。

飯尾　寛治 浜田会長はじめ皆様よろしくお願
いします。

佐藤　昭美 ①児玉前会長、御苦労様でした。
 ②浜田新会長、よろしくお願い致

します。
上甲　　泰 鮒田さん、ご長男さまご誕生お目

出とうございます。
 眠い。残念。今年もよろしくお願

いします。
加藤　修司 柳谷さん、先週はお疲れ様でした。

カープ大勝で何よりです。今日の
サッカーは残念でしたが大盛り上
がりでしたね‼

田中　和彦 負けましたが、何だかサッカー代
表をほめてあげたいような早朝の
テレビ応援でした。

塩崎千枝子 石橋さん演奏会では大変お世話に
なりありがとうございました。

河内　広志 本日は語呂合わせで「七味の日」
です。唐辛子の効いたピリッとし
たクラブ運営を、浜田新会長に期
待します。又、ソフトクリームの
日でもありますので甘さもイイで
すね。

高梨　明治 今日から元気にニコニコ頑張りま
す。

三原　英人 （会員誕生祝）浜田会長の船出の
日に欠席して申し訳ありません。
副会長として確り学び、会長を少
しでも支えていければと思いま
す。

甕　　哲也 （会員誕生祝）
玉置　　泰 （会員誕生祝）
関　　啓三 （創業記念祝）
米山　徹太 （創業記念祝）本日より平成最終

年度の松山RC幹事を務めさせて
頂きます。皆様宜しくお願い致し
ます。

（なんとなくニコニコ）　三浦
早　退 五十嵐（申し訳ございません）

　第3403回例会　2018年７月３日（火）
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例会記録

−役員・委員長就任挨拶−
出席会員　75（66）名中45名　出席率62.50%

前回訂正出席率74.32%
欠席会員　30名　羽牟、林、原田、五十嵐、石橋、

市川、岩間、金沢、窪、倉田、河内、宮崎、
守谷、名本、大塚、大橋、佐々木、左納、
高岡、舘、立松、田中、筒井、鶴田、柳谷、
結城、吉村（浦岡、亀井、田代）

ニコニコ箱
鮒田　好久 ご心配頂きましたが先週₇月₃日

に長男が誕生しました。
福田　正史 大雨の被害に遭われた方々に…。
二神　良昌 豪雨御見舞い申し上げます。
加藤　修司 この度の西日本豪雨災害に被災さ

れた全ての方々にお見舞い申し上
げます。

菊野　先一 ニコニコではないですが、早期災
害復旧を祈って。

三好　哲生 自然災害は、恐ろしいものです。
早期の復旧をお祈り致します。

甕　　哲也 豪雨水害で被災された皆様、復旧
に尽力されておられる皆様、心よ
りお見舞い申し上げます。

塩崎千枝子 被災地の一日も早い復興を祈って。
米山　徹太 早い復興を祈って。
三浦　　明 災害復旧頑張ります。
伊藤　謙一 先週末より、電話やネットの故障

がまだ一部残っており、ご迷惑を
おかけしています。

桜田　武司 遅刻してしまいました！
関　　宏康 （創業記念祝）

（なんとなくニコニコ）　村井
早　退 岩橋（大雨の災害にあたり、被害に

遭われた方々へ衷心よりお見舞い申
し上げます。）、清田、森、小野里

ー松山近隣８RC合同例会ー
於：松山全日空ホテル

出席会員　75（66）名中22名　出席率31.88%
前回訂正出席率59.72%

欠席会員　53名　浅田、福田、羽牟、原田、
五十嵐、市川、伊藤、岩橋、岩間、勝見、
加藤、金沢、菊野、木下、倉田、河内、河

野、三浦、三原、宮崎、村井、甕、森、守
谷、名本、西原、野村、太田、大塚、大橋、
小野里、桜田、佐々木、左納、塩崎、清水、
関（啓）、高岡、髙石、高梨、高橋、舘、立松、
田中、筒井、鶴田、吉村（浦岡、深見、飯尾、
佐藤、関（宏）、田代）

　第3404回例会　2018年7月10日（火）

　第3405回例会　2018年7月14日（土）

出席会員　75（66）名中47名　出席率66.20% 前回訂正出席率77.03%

　第3406回例会　2018年7月24日（火）
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例会記録

欠席会員　28名　浅田、二神、五十嵐、市川、
岩間、清田、窪、河内、河野、三浦、三原、
宮崎、森、名本、西原、太田、大塚、大橋、
桜田、左納、清水、菅井、関（啓）、高岡（浦
岡、亀井、関（宏）、田代）

ゲスト　　₂名 尾山　　勇
  （愛媛第Ⅱ分区ガバナー補佐）
  山本　逸平
  （第40回RYLAセミナー受講生）
ビジター　₂名 米山　徹朗（松山西RC）
  井関圭太郎（松山南RC）
ニコニコ箱
尾

（愛媛第Ⅱ分区ガバナー補佐）

山　　勇 本日はお世話になります。
米

（松山西RC）

山　徹朗 義援金として。
井

（松山南RC）

関圭太郎 本日は宜しくお願い致します。
浜田　修一 ガバナー補佐尾山さん、今日はお

世話になります。宜しくお願い致
します。

石橋　和典 尾山ガバナー補佐、ようこそおい
で下さいました。本日は宜しくお
願いします。

三好　哲生 ライラセミナー受講の山本逸平さ
ん、本日の卓話宜しくお願いしま
す。

米山　徹太 山本君、本日卓話宜しくお願いし
ます。

佐々木　淳 先日の西日本豪雨で被災しました
シネマサンシャイン大洲も27日よ
り営業再開致します。皆様のご支
援に感謝して。先日の松山RCの
ゴルフコンペお疲れ様でした。人
生初のイーグルがとれました。

伊藤　謙一 大洲市の電話サービスの復旧に引
き続き頑張っていきます。

田中　和彦 転勤族の宿命とはいえ、金沢日銀
支店長さんの異動はショックでし
た。ありがとうございます。

舘　　誠一 日曜のゴルフお疲れ様でした。
村井　重美 皆さんスーパー猛暑気をつけて。
鮒田　好久 早期の復旧をお祈り致します。
羽牟　正一 義援金として。

林　　章二 義援金として。
原田　満範 義援金として。
泉川　孝三 義援金として。
岩橋　　進 一日も早い復興をお祈りします。
勝見　安美 義援金として。
加藤　修司 西日本豪雨義援金。
菊野　先一 義援金として。
甕　　哲也 義援金として。
守谷みどり 義援金として。
野村　靖記 水害を受けられた方の復興をお祈

りします。
大森　克介 義援金として。
高梨　明治 義援金として。
筒井　政行 今回の豪雨災害で被災された皆さ

まに心よりお見舞い申し上げま
す。

吉村　紀行 県の被災者の方へ！
早　退 金沢（本日最後です。短い間でし

たが、お世話になりました）、西村

卓　話　「ライラセミナーを活かして」
ゲスト…第40回RYLAセミナー受講生

山本　逸平
　この度、松山ロータリークラブ様の推薦を頂
き、第40回ライラセミナーへ参加させていただ
きました。参加のきっかけは大学₁年生の時か
ら松山大学ローターアクトクラブへ参加し今年
でローターアクト歴が₅年となりました。その
中で私は今年から社会人になるため、学生のう
ちにライラセミナーへ参加しようと考えていま
した。私は今年の₄月から株式会社モバイルコ
ムという会社で働きはじめました。社会人にな
る前に学生とは違った価値観や出会いなど社会
人になる前に学びたいと思い参加をいたしまし
た。
　ライラセミナーでは兵庫と四国の方が集ま
り、チームに分かれて₄日間一緒に生活をしま
した。講師の方の講演を聴く座学の時間とグ
ループで夜通し一つの課題について話し合う時
間がありました。講師の方のお話では大きく₂
つのことが心に残っています。
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出席会員　74（65）名中42名　出席率61.76%
前回訂正出席率78.87%

欠席会員　32名　二神、濵本、林、原田、五十
嵐、市川、上甲、菊野、窪、宮崎、三好、森、
名本、西原、大塚、小野里、桜田、左納、
髙石、高岡、高梨、高橋、立松、筒井、鶴田、
吉村（浦岡、亀井、佐藤、関（宏）、田代、玉置）

ニコニコ箱
鮒田　好久 野村社長、講話楽しみにしており

ます。
石橋　和典 野村さん、卓話楽しみにしており

ます。よろしくお願いします。
三好　哲生 野村様、卓話依頼しておきながら

行けずに申し訳ありません。本日
はよろしくお願いします。

浜田　修一 被災地のみなさん、負けないで頑
張って下さい。

土居　英雄 西日本豪雨支援。
伊藤　謙一 義援金として。
児玉　義史 義援金として。
村井　重美 義援金として。
野村　靖記 水害のお見舞いを申し上げます。
大橋　裕一 義援金として。
塩崎千枝子 一日も早い復興を祈って。

米山　徹太 明日からのサマースクール宜しく
お願いします。

佐々木　淳 先週27日に被災しておりましたシ
ネマサンシャイン大洲が営業再開
しました。皆様ご心配おかけしま
した。

田中　和彦 愛媛に明るいニュースが欲しいの
で、甲子園大会では済美高校にが
んばってほしいですね。

甕　　哲也 菊野さんサマースクールお手伝い
できずすみません。

河内　広志 今日₇月31日はトマス・エジソン
が発明した蓄音機の日です。ロー
タリーの補助金モデル「未来の夢
計画」が高く評価され、エジソン
賞の銀賞を受賞しました。

倉田　　満 来週お休みさせて頂きます。
岩間　正之 （会員誕生祝）遅ればせながら誕

生祝ありがとうございました。欠
席続きですみません。

（なんとなくニコニコ）　河野
早　退 太田、関（啓）、柳谷（菊野さん、

サマースクールお手伝いできずに
スミマセン）

　最初の講演は八百伸弥様のお話で講演のタイ
トルが「組織での必要人材＝不存在デメリット」
でした。組織の中において、社会において自分
自身が必要な存在なのか考える時間となりまし
た。「不存在メリット＝あなたがいないほうが
ましだ」「存在デメリット＝あなたがいるけど
うれしくない」「存在メリット＝あなたがいる
からうれしい」「不存在デメリット＝あなたが
いないと困る」この中で私の今いるところはど
この位置にあたるか考えるようになりました。
今の会社、組織、社会において私は「不存在デ

メリット」になれるように日々、努力していき
たいと思いました。
　₂人目の講師の方は吉川雄介様でした。この
方は国内外にわたって活躍されている方で、講
演の中では「先に失敗する」「出会いが世界を
広げる」ということについてお話を頂きました。
様々なところへ行きチャレンジをして早く失敗
をするということを学びました。　
　この₃泊₄日の研修で学んだことをこれから
の人生にどんどん活かしていきたいです。

　第3407回例会　2018年7月31日（火）

例会記録
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卓　話　「松山全日空ホテルの現状とリブランド」
野村　靖記　会員

　松山全日空ホテル（松山総合開発株式会社）
の会社設立は昭和53年₄月12日（現在40年目）
で、ホテル開業は昭和54年11月18日（現在39年
目）です。当社の経営理念は「松山全日空ホテ
ルは心のこもったおもてなしと快適なひととき
を提供します。」で、約170名の社員がお客さま
に感動・感激して頂けるホテルを目指していま
す。
　事業内容は、ホテル・料理・飲食・不動産の
賃貸です。（部屋数330室465名：本館242室、別
館88室）（シングル195・ダブル35・ツイン97・
スイート₃）です。
　当ホテルはIHG・ANAホテルズグループに
加盟しており、グループは国内33ホテル・約
9,900室です。また、IHGグループは、本社がイ
ギリスでブランドはインターコンチネンタル、

クラウンプラザ、ホリデーイン、インディゴ、
キンプトン等あり、世界約100か国・5,000ホテ
ル超・72万室以上です。
　来館者数は年間約470千人（内宿泊客数116千
人）で、今後ともお客さまへの「おもてなし」
に努めていきたいと思っています。
　ここ数年の特記事項としては⑴受配電設備更
新（平成28年₂月、₄日間全館休業）⑵宴会場
改装（平成29年₈月、本館₄階ダイヤモンドボー
ルルーム）⑶えひめ国体・えひめ大会（行幸啓）

（平成29年₉～10月）⑷人口減少・高齢化と訪
日外国人への対応が課題になっております。
　また、リブランドは平成30年11月₁日㈭から

「ANA CROWNE PLAZA MATSUYAMA」
（エーエヌエー クラウンプラザホテル マツヤ
マ）になります。現在フロントや部屋の改装等
を行っておりますので、今後ともよろしくお願
い致します。

例会記録

理事会報告

平成30年₇月度理事会決議事項

₇月₃日㈫
①当クラブ決算書・予算書について　承認。
②国際交流基金について　承認。
③₇/₈㈰ローターアクト連絡会議登録料につ

いて　承認。

④松山海洋少年団より、会費納入のお願い　　
承認。

⑤ガバナー事務所より、キャンプメリーハート
寄付のお願い　承認。

⑥国際地雷処理・地域復興支援の会より寄付の
お願い　承認。

臨時理事会決議事項

₇月31日㈫
①ガバナー事務所より「西日本豪雨義援金」に

ついて　承認。
②みずほ銀行の周年記念準備会計定期が満期を

迎えます。　承認。
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クラブニュース

誕生祝　 以下₇名　三原（₂日）、岩間（11日）、
名本（14日）、玉置（17日）、田代（18日）、
甕（26日）、木下（29日）

創業祝　 以下₈名　勝見（₁日）、吉村（₁日）、三
浦（₁日）、伊藤（₁日）、舘（₄日）、米山（25
日）、関（宏）、関（啓）

７月のお祝い

₁．ガバナー月信
₁．会員名簿
₁．2018-19年度　クラブ計画書
₁．会報₆月号

配　付　物

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
₃日 75（66） 51 24 70.83% 5 75.68% 1

10日 75（66） 45 30 62.50% 10 74.32% 0
（松山近隣₈RC合同例会）

14日 75（66） 22 53 31.88% 20 59.72% 0

24日 75（66） 47 28 66.20% 9 77.03% 2

31日 74（65） 42 32 61.76% 13 78.87% 0

平均 74.8（65.8） 41.4 33.4 58.63% 11.4 73.12% 0.6

例会日 区分

退会のお知らせ

日本銀行　松山支店　支店長　
金沢　敏郎会員は、転勤の為、
₇月24日付で退会されました。
ロータリー歴は11か月でした。

以下33名　福田、浜田、濵本、林、石橋、泉川、伊藤、上甲、
菊野、清田、河内、児玉、三浦、三原、三好、村井、名本、
西村、野村、大森、小野里、菅井、関（啓）、高橋、柳谷、
米山、深見、飯尾、亀井、中住、佐藤、関（宏）、田代

５・６月２ヶ月皆勤

　平成30年７月22日㈰に久万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、柳谷会員、舘会員、佐々木会員、米山
の７名でした。
　優勝は村井会員でした。おめでとうございます。
当日は、最高気温31度位で何とかプレイが出来ま
した。これも久万高原町の気候のおかげでしょう。
　新入会員の皆様も愛媛の環境に慣れてこられて
来たのではないでしょうか。

　松山ロータリークラブのゴルフ会にも奮ってご
参加お願い致します。 （記・米山　徹太）

ダブルペリア

敬称略

順　位 氏　　　名 OUT IN 計 HDCP Net
優　勝 村井　重美 52 48 100 24 76
₂　位 関　　啓三 48 44 92 13.2 78.8
₃　位 中住　義晴 46 45 91 12 79

同NETは年長者

ゴルフ会より　第370回 松山ロータリークラブゴルフコンペのご報告

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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