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　　会 長 挨 拶

巻頭メッセージ

₈月₆日㈫…�「バスケットボール　日本
代表の未来」

志鷹　寛明氏

₈月13日㈫…�定款適用により、休会

₈月20日㈫…「ミリオタの私」
木下　英雄氏

₈月27日㈫…�「（やわらかい）お金のはなし・
あれこれ」

柳谷　葉一氏

例会予定

会長　三　原　英　人

　新年度が始まりました。１年間、会長職を一生懸命に努めて参ります。宜しくお願
いします。今年度のマーク・ダニエル・マローニーRI会長の掲げるテーマは、「ロー
タリーは世界をつなぐ」です。また、第2670地区の大島浩輔ガバナーは、「パッショ
ン＆パシュート：情熱と追求」を運営方針としています。
　私はテーマと方針をふまえて「ロータリー活動を充実させよう！」を当クラブの運
営方針とし、会員同士の心をつなぎ、個々の会員が情熱を持って個人や組織の目的と
目標を追求する環境をつくり、クラブの活動の充実を目指します。
　さて、会社や団体の活動には、２つの大事なことがあると思います。一つは、実践
と成果です。もう一つは、理念の共有です。組織の存在意義と事業や活動が何のため
かを定義し、仲間で共有するのです。個人の目的は様々でも、組織の目的を共有して
活動する方が、良い成果を生みます。
　ある著名な経営者は「理念や組織風土はトップになると必要性を強く感じるが、ナ
ンバー２や３のうちは強くは感じない」と言われています。私も会社経営では強く感
じていますが、ロータリー活動では、理念や風土の大切さを感じ始めたのは最近です。
企業、支店や事業所、学校や病院などのトップの方、その経験者、松山クラブの歴代
会長の方々、いかがでしょうか？
　クラブ計画書の表紙裏にロータリーの目的、四つのテスト、ロータリーの意義が記
載されています。「目的」が行動目標。「四つのテスト」が行動規範。「定義」が理念（＝
存在意義）ならば、定義「＝ロータリーは、人道的奉仕を行い、あらゆる職業におい
て高度の道徳的水準を守ることを奨励し、かつ世界における親善と平和の確立に寄与
することを目指した、事業および専門職務に携わる指導者が世界的に結び合った団体
である」は重要です。再認識し、職場や地域社会でリーダーを務める自分を磨き、理
念の実現につなげていきましょう。



例会記録

−役員・委員長就任挨拶−
出席会員　63（58）名中47名　出席率75.81％

前回訂正出席率85.71％
欠席会員　16名　原田、市川、上甲、菊野、河

内、河野、三好、西原、大塚、大橋、左納、
高岡、鶴田、浦岡、吉村（亀井）

ビジター　₂名　武井　敏一（東京日本橋RC）
坪内　洋輔（松山北RC）

ニコニコ箱
坪
（松山北RC）

内　洋輔� 今日はよろしくお願いします。
鮒田　好久� おかげ様で息子の大

だい

樹
き

が明日一歳
になります。

浅田　　徹� ニコニコ委員として、一年間がん
ばります。宜しくお願いします。

二神　良昌� 今日から新体制よろしくお願いし
ます。

加藤　修司� 今年度一年、プログラム委員長を
させていただきます。皆さん卓話
よろしくお願いします。

佐々木　淳� 本年度ローター・インターアクト

委員長を拝命しました。一年間よ
ろしくお願いいたします。

石橋　和典� 三原会長、結城幹事、一年間宜し
くお願いします。

三浦　　明� 三原さん、一年間よろしくお願い
します。

大森　克介� 三原会長、よろしくお願いします。
髙石　義浩� 新役員、委員長の方々、皆様よろ

しくお願いいたします。
米山　徹太� 三原会長、結城幹事、一年宜しく

お願いします。
三原　英人�（会員誕生祝）本日より会長職を

務めます。一年間宜しくお願いし
ます。

玉置　　泰�（会員誕生祝）昨日７月１日付で
㈱一六本舗の社長を長男に譲り代
表取締役会長に就任しました。

田代　信吾�（会員誕生祝）
勝見　安美　（創業記念祝）
（なんとなくニコニコ）　清田、村井、守谷
早　退� 関（創業記念祝）、土居、高梨

−役員・委員長就任挨拶−
出席会員　67（62）名中50名　出席率76.92％

前回訂正出席率83.58％
欠席会員　17名　堂野、泉川、市川、伊東、三好、

守谷、西原、大塚、大橋、左納、関、髙石、
田中、浦岡、山添（亀井、田代）

ゲスト　₄名　髙橋　宏文
（愛媛第Ⅱ分区ガバナー補佐）
乃万　佳子
（短期交換ホストファミリー）
Harry�Mazujian
（短期交換受入リーダー）

Ruth�Mazujian
（短期交換受入リーダー奥様）

ニコニコ箱
髙
（愛媛第Ⅱ分区ガバナー補佐）

橋　宏文� 何もできないと思いますが、本日
はよろしくお願いいたします。

三原　英人� ガバナー補佐　髙橋様、ホスト
ファミリー　乃万様、短期交換受
入リーダー　マズゥジアン御夫妻
の参加を歓迎します。

原田　満範� 長期間休み申し訳ありません。₈
か月ぶりに口からの食事がとれる

　第3451回例会　2019年７月２日（火）

　第3452回例会　2019年７月９日（火）
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例会記録

ようになりました。
高橋　伸定� ハリーさん、ルースさん、ようこ

そ松山RCに。
尾谷　牧夫� 初出席でごあいさつ。
河内　広志� 今日はジェットコースターの日で

す。三原会長・結城幹事、松山

RCの一年間のお仕事、アップダ
ウンがありますが、是非頑張って
下さい。

（なんとなくニコニコ）　河野、松田、三浦、村井
早　退　　土居、筒井（申し訳ありません）

−松山近隣８RC合同例会−
於：ANAクラウンプラザホテル松山

出席会員　67（62）名中19名　出席率28.79％
前回訂正出席率62.69%

欠席会員　48名　浅田、土居、堂野、二神、浜田、
濵本、林、原田、五十嵐、石橋、市川、伊東、

勝見、加藤、菊野、窪、倉田（剛）、倉田（満）、
河野、児玉、前田、松田、三浦、三好、村井、
守谷、名本、西原、大塚、大橋、大美、尾
谷、佐々木、左納、志鷹、清水、菅井、関、
髙石、高梨、立松、田中、筒井、鶴田、浦岡、
山添、吉村（田代）

　第3453回例会　2019年７月13日（土）

−大島ガバナー公式訪問例会−
出席会員　68（63）名中46名　出席率69.70％

前回訂正出席率77.61%
欠席会員　22名　堂野、原田、五十嵐、市川、

菊野、窪、倉田（剛）、倉田（満）、河野、児
玉、三好、守谷、西原、大橋、髙石、高岡、
鶴田、浦岡、柳谷、吉村（亀井、玉置）

ゲスト　₅名　大島　浩輔
（第2670地区ガバナー）
藤原　賢治（随行者）
北野　将庸（　〃　）
木内　　崇（　〃　）
髙橋　宏文
（愛媛第Ⅱ分区ガバナー補佐）

ビジター　₅名　奥島　幸雄（伊予RC）
上本　真也（　〃　）
石田美多嘉（　〃　）

岡部　悦雄（伊予RC）
岡田　　浩（松山東RC）

ニコニコ箱
大
（第2670地区ガバナー）

島　浩輔� ガバナー公式訪問例会として
岡
（松山東RC）

田　　浩� 本日はメーキャップ、宜しくお願
い申し上げます。

三原　英人� 大島ガバナーはじめ大勢の来訪
ロータリアンを大歓迎致します。

浅田　　徹� 大島ガバナー、ようこそおいで下
さいました。

二神　良昌� 大島ガバナーようこそ。
上甲　　泰� 大島ガバナーようこそいらっしゃ

いませ。
三浦　　明� 大島ガバナー、ようこそおいで下

さいました。
大森　克介　大島ガバナー、よくいらっしゃい

　第3454回例会　2019年７月23日（火）
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例会記録

出席会員　68（63）名中43名　出席率64.18%
前回訂正出席率77.61%

欠席会員　25名　堂野、林、原田、市川、伊東、
加藤、窪、倉田（剛）、三好、西原、西村、
松田、大塚、大橋、大美、尾谷、髙石、高梨、
高橋、田中、浦岡、柳谷、山添、吉村（田代）

ゲスト　₁名　髙橋　直美
　　　　　　　（第41回RYLAセミナー受講生）

ニコニコ箱
三原　英人� ライラ修了生の髙橋直美さん、例

会の参加を歓迎します。
米山　徹太� 第41回ライラセミナー受講生の髙

橋さん、本日の卓話宜しくお願い
します。

河野　次郎� 髙橋さん卓話頑張って！皆さんよ
ろしくお願いいたします。

宮﨑　修一� 入会させて頂きました。
玉置　　泰� ７/17付でネッツトヨタ愛媛の社長

を次男に譲り会長になりました。
児玉　義史� 欠席続きで申し訳ありませんでし

た。
河内　広志� 今日は「プロレスの日」です。愛

媛プロレスも我がクラブとはすこ
し内容の違う愛媛を元気にする貢
献活動に取り組んでいます。

（なんとなくニコニコ）　村井、守谷
早　退� 佐々木、関（７月の松山クラブゴ

ルフ会（久万CC）で優勝させて頂
きました。梅雨晴れで厳しい暑さ
でしたが楽しくラウンドさせて頂
きました。）、筒井（本日は申し訳
ありませんが早退させていただき
ます）、鶴田

卓話　「₃泊₄日RYLAセミナーで学んだこと」
第41回RYLAセミナー受講生　髙橋　直美氏

　今回は、第41回RYLAセミナーに参加し貴重

　第3455回例会　2019年７月30日（火）

ました。
米山　徹太　大島ガバナーようこそ‼お身体ご

自愛なさってください。
田中　和彦　宮㟢さん入会おめでとうございま

す。

河内　広志　今日は103年前の本日「米騒動の
日」です。東京ロータリークラブ
創立の２年前でした。

（なんとなくニコニコ）　松田
早　退� 大塚
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理事会報告

令和元年７月度理事会決議事項

７月２日㈫
①�【事後報告】退会届　羽牟　正一会員　承認。
②�【事後報告】退会届　野村　靖記会員　承認。
③�【事後報告】退会届　岩間　正之会員　承認。
④�【事後報告】退会届　伊藤　謙一会員　承認。
⑤�【事後報告】退会届　宮崎　誠司会員　承認。
⑥�【事後報告】退会届　福田　正史会員　承認。
⑦�【事後報告】退会届　森　隆士会員　承認。
⑧�新入会員申し込み　㈱愛媛朝日テレビ　松田
安啓氏（福田氏後任）　承認。
⑨�新入会員申し込み　㈱テレビ愛媛　尾谷　牧
夫氏（羽牟氏後任）　承認。
⑩�新入会員申し込み　松山総合開発㈱　宮㟢　
修一氏（野村氏後任）　承認。
⑪�新入会員申し込み　㈱NTT西日本　前田　
克哉氏（伊藤氏後任）　承認。
⑫�新入会員申し込み　四国電力㈱　塩梅　和彦

氏（宮崎氏後任）　承認。
⑬�新入会員申し込み　NHK松山放送局　大美
慶昌氏（岩間氏後任）　承認。
⑭�当クラブ予算書・決算書について　承認。
⑮�第21回サマースクール開催について　承認。
⑯�「健康を考える会松山」よりチャリティ講演
会　後援のお願い　承認。
⑰�国際地雷処理・地域復興支援の会より寄付の
お願い　承認。
⑱�松山海洋少年団より、会費納入のお願い　承認。
⑲�７月14日㈰RAC連絡会議登録料について　
承認。
⑳�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。
㉑�短期交換受入　ホストファミリー礼金につい
て　承認。

協議事項
①ロータリーEクラブの活用について。

例会記録

な経験をさせていただきありがとうございま
す。当日は、ワクワクと緊張が入り混じった気
持ちで余島に向かったのを覚えています。
　開講式を終え、班の発表が行われ、メンバー
と顔合わせをして、まず最初の、オープニング
パーティー。お互いのことを探りながらの時間
でした。この時の集合写真は表情もかたくてぎ
こちない様子がしっかりと残ってます。₂日目
は、₂つの講義を受けました。特に、絵本の読
み聞かせが印象的でした。その後、思索の時間。
余島の自然の中にひとり身を置き、じっくりと
考えました。レクリエーションでは、班ごとの
団結力が試されました。D班は、勝負にこそ負
けましたが、知恵を出し合って挑むことで、結
束力が強くなっていきました。そして、セミナー
最大のプログラム、フォーラムテーマが発表さ

れました。途中、ムカデが登場するハプニング
もありましたが、個々の意見を出し、真剣にぶ
つかり合いながらも全員の意見を₁つにまとめ
ていけました。時には、カウンセラーの力も借
りながら夜中まで話し合いをしたことはとても
いい思い出です。そして、いよいよ発表の日。
修正もしながら本番に向けて、最後までみんな
頭をフル回転させて乗り切りました。どの班の
発表も素晴らしかったですが、やっぱり我らが
D班が₁番良かったと全員で絶賛しまた同時に
達成感でいっぱいになりました。
　₄日間が過ぎ、また日常に戻りました。改め
て、チームで何かに取り組み、そしてお互いを
認めあい、時には勝ち負けに拘らないことも必
要だと学びました。今後の人生に活かしていけ
るような歩みをしていきたいと私は思います。
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誕生祝　�以下₅名　三原（₂日）、名本（14日）、玉置（17
日）、田代（18日）、木下（29日）

創業祝　�以下₆名　勝見（₁日）、吉村（₁日）、三浦（₁
日）、倉田（剛）（₄日）、米山（25日）、関

７月のお祝い

₁．ガバナー月信
₁．会報₆月号
₁．2019-20年度　クラブ計画書
₁．近隣RC例会予定表

配　付　物

クラブニュース

氏名：前田　克哉

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43年₁月25日
入会年月日：令和元年₇月₉日
趣　　　味：�卓球（ジュニア指導）、

マラソン、ゴルフ

以下22名　福田、浜田、濵本、林、石橋、上甲、清田、
河内、児玉、三原、三好、西村、大森、菅井、関、高橋、

立松、柳谷、米山、深見、亀井、中住

５・６月２ヶ月皆勤

氏名：宮㟢　修一

勤　務　先：松山総合開発㈱　
代表取締役社長

� 一番町₃-₂-₁
� TEL�933-5511
生 年 月 日：昭和30年₃月₄日
入会年月日：令和元年₇月23日
趣　　　味：ゴルフ、旅行

氏名：松田　安啓

勤　務　先：㈱愛媛朝日テレビ
代表取締役社長

� 和泉北₁-14-11
� TEL�946-4600
生 年 月 日：昭和29年11月₂日
入会年月日：令和元年₇月₉日
趣　　　味：ゴルフ

氏名：大美　慶昌

勤　務　先：NHK松山拠点放送
局　局長

� 堀之内₅番地
� TEL�921-1111
生 年 月 日：昭和37年₄月17日
入会年月日：令和元年₇月₉日
趣　　　味：読書、落語鑑賞

氏名：伊東　秀訓

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43年８月24日
入会年月日：令和元年₇月₂日
趣　　　味：�スポーツ観戦、ゴ

ルフ、B級グルメ
食べ歩き

氏名：尾谷　牧夫

勤　務　先：㈱テレビ愛媛　代
表取締役社長

� 真砂町119番地
� TEL�943-1111
生 年 月 日：昭和32年10月14日
入会年月日：令和元年₇月₉日
趣　　　味：ゴルフ

新入会員紹介
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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
₂日 63（58） 47 16 75.81% 7 85.71% ₂

₉日 67（62） 50 17 76.92% 6 83.58% 0
（松山近隣₈RC合同例会）

13日 67（62） 19 48 28.79% 23 62.69% 0
（ガバナー公式訪問例会）

23日 68（63） 46 22 69.70% 6 77.61% 5

30日 68（63） 43 25 64.18% 9 77.61% 0

平均 66.6（61.6） 41� 25.6� 63.08% 10.2 77.44% 1.4

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/

　令和元年７月27日㈯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、関会員、村井
会員、木下会員、新　俊明さん、米山の₆名でした。
新さんは中住会員のご友人です。又、木下会員は
当コンペ初参加でした。有難うございます。
　当日、松山市の気温は34度でしたが、久万高原町

は29度で暑い中何とかプレーできました。優勝は関
会員でした。相変わらず安定されたゴルフでした！
　₇月に入り、新入会員さんも増えました。愛媛の
色々なゴルフ場でプレーしたいと思っています。多
くの皆様のご参加をお待ちしております。

（記　米山　徹太）

ゴルフ会より　第375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

順　位 氏　　　名 OUT IN 計 HDCP Net

優　勝 関　　啓三 48 40 88 14.4 73.6

₂　位 中住　義晴 50 53 103 28.8 74.2

₃　位 （非会員）
新　　俊明 48 50 98 21.6 76.4

敬称略 同NETは年長者
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