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　　会 長 挨 拶

例会予定
 ₈ 月 ４ 日㈫…「電気のよもやま話」

塩梅　和彦会員

 ₈ 月１１日㈫…定款適用により、休会

 ₈ 月１₈日㈫…「四国ガスの災害時対応」
武田　一宏会員

 ₈ 月２₅日㈫…「外食文化の火を消さないために」
梅津　信助会員

会長　二　神　良　昌

　３月に今年度の松山ロータリークラブの方針を作成させて頂いた時には７月の新
年度にはコロナウィルス感染症が終結している事を心から願っていましたが、残念
なことに７月に入ってから再び感染者数が増大しています。
　今年度国際ロータリーのホルガー・クナーク会長は「ロータリーは機会の扉を開
く」をテーマに掲げています。ロータリーは成長させ、より強く適応力を高める友
情と人脈作りの機会と言っています。
　又、2670地区の篠原徹ガバナーは「行動するロータリーを目指そう」を運営方針
とされています。
　両方とも、コロナウィルスと共存していくこの年度にふさわしいテーマと感じて
います。
　このウィズコロナで経済ダメージが大きい時こそロータリアンが同志としてより
お互いを理解し、協力して友情を深める時と思い今年度の松山ロータリークラブの
運営方針を「ロータリーの絆を深め広げよう！」にさせて頂きました。
　会長が１年間で出来る事は限られていますが①会員同士の親睦をより一層深め
る。②全員参画で会員増強を行いロータリーの輪を広げるという２つを最重点課題
として運営していきます。
　会長として精一杯の努力を致しますので、皆様のご協力を宜しくお願い申し上げ
ます。
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例会記録

第3489回例会　2020年７月７日（火）

－役員・委員長就任挨拶－

出席会員　70（64）名中44名　出席率66.67％

　　前回訂正出席率67.65％

欠席会員　26名　五十嵐、伊東（秀）、勝見、窪、

前田、三好、中河、名本、西原、大塚、大

橋、大美、左納、塩梅、清水、髙石、高岡、

鶴田、梅津、浦岡、山添、吉村（亀井、児

玉、中住、田代）

ニコニコ箱

二神　良昌　新年度より、会長をさせて頂きま

す。１年間宜しくお願いします。

秋山さん、井関さん、大西さん入

会おめでとうございます。

高橋　伸定　今年度、宜しくお願い致します。

村井　重美　二神会長、今年１年宜しくお願い

します。

佐々木　淳　今日から２番テーブルで２年間勉

強させていただきます。九州他西

日本の豪雨災害、コロナが早く収

束しますように。

石橋　和典　二神会長、高橋幹事、１年間宜し

くお願いします。

木下　裕介　皆様今年度も宜しくお願いいたし

ます。

尾谷　牧夫　豪雨災害が拡がらないことを願っ

て。

菅井　久勝　長い間欠席しておりました。

河内　広志　今日は天の川の関係で「川の日」

でもあります。県内でも河川警戒

情報が発令され氾濫の可能性があ

り心配です。→又、２番テーブル

の皆さま、頑張って下さい。

伊藤　茂喜　前回、バッジを忘れました。

三原　英人　 （会員誕生祝）  二神会長年度が

ロータリアンの絆が深まり広がる

年になることを願って。

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）本日は松山ＲＣ創立

記念日です。めでたい‼二神さん、

高橋さん、１年間宜しくお願いし

ます。

（なんとなくニコニコ）守谷
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－役員・委員長就任挨拶－

出席会員　71（65）名中50名　出席率74.63％

　　前回訂正出席率76.81％

欠席会員　21名　土居、堂野、伊東（秀）、勝見、

三好、名本、西原、大塚、大橋、左納、志

鷹、清水、関、髙石、浦岡、山添、吉村（亀

井、児玉、中住、田代）

ニコニコ箱

二神　良昌　小野川さん入会おめでとうござい

ます。

小野川雅士　本日からお世話になります。

井関　正志　先週初めて出席しました。今後よ

ろしくお願いいたします。

前田　克哉　今日から大森さんの後を継いでカ

メラマンをやらせて頂きます。

窪　　仁志　ニコニコ箱担当になりました。

米山　徹太　香港のロータリアン頑張れ‼

濵本　道夫　コロナに負けるな！

河内　広志　本日は廃藩置県の日です。愛媛県

は江戸時代まで「伊予の国」と呼

ばれ西条 ・ 小松 ・今治・松山・大

洲・新谷・吉田・宇和島の８つの

藩に分かれていましたが、明治４

年７月14日の廃藩置県により西

条・小松・今治・松山の４県が合

併して松山県に、大洲・新谷・吉

田・宇和島の４県が合併して宇和

島県となりました。２つの県が合

併して愛媛県の誕生となります。

鶴田　直丈　バッジ忘れ。

倉田　　剛　（創業記念祝）

（なんとなくニコニコ）菅井

早　退　　五十嵐（申し訳ございません！）、菊

野、尾谷、高岡

第3490回例会　2020年７月14日（火）

第3491回例会　2020年７月21日（火）

出席会員　71（65）名中49名　出席率72.06％

　　前回訂正出席率73.91％

欠席会員　22名　堂野、勝見、窪、宮﨑、三好、

村井、名本、西原、大塚、大橋、尾谷、左

納、志鷹、清水、髙石、武田、鶴田、梅津、

浦岡（亀井、児玉、田代）　

ニコニコ箱

堂野　敦司　大変お世話になりました。ありが

とうございました。

二神　良昌　米山会員ポールハリスフェロー認

証おめでとうございます。中住会

員退院おめでとうございます。お
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身体にお気をつけ又、ご出席下さ

い。

松田　安啓　本日初めての「卓話」をさせてい

ただきます。宜しくお願い致しま

す！

吉村　紀行　松田さん、卓話楽しみにしており

ます。

大西　康司　２回目の参加です。宜しくお願い

致します。

河内　広志　今日は「神前結婚記念日」です。

1900年のこの日、東京で神前のＰ

Ｒが始まりました。それまでは結

婚式は家庭で行うのが普通でし

た。私も以前のロータリアンで

あった護国神社でやりました。

浜田　修一　倉田さんが暇そうなので。

（なんとなくニコニコ）倉田（満）、米山

早　退　　鮒田、清田

卓　話　「必殺」のお話

� 松田　安啓　会員

　これまで時代劇では数々の大スターが登場

し、映画、テレビのコンテンツとしてもてはや

されてきた。そして一世を風靡する番組も登場

する。

　フジテレビ「三匹の侍」は、殺陣に初めて効

果音を付けた時代劇で、その手法は現在にも

至っている。同じくフジテレビ「木枯し紋次

郎」は、主役に当時全く無名であった中村敦夫

を起用、刀をへっぴり腰で振り回すといったお

よそカッコよくない殺陣、フォークソング調の

主題歌、長楊枝を口にくわえた主人公のいでた

ち等々、極めて異色の時代劇ながら平均視聴率

30％以上を獲得する。

　この「木枯し紋次郎」とほぼ同じ時間帯、大

阪のＡＢＣ朝日放送では現代劇のスタジオドラ

マを展開していたが、その視聴率は惨憺たるも

のであった。ところが主演の中村敦夫がロケ中

にアキレス腱を断裂するというアクシデント

が起こり「木枯し紋次郎」放送休止となる。Ａ

ＢＣドラマ陣はこれを千載一遇のチャンスと捉

え、ドラマ新企画を模索する。それが「必殺仕

掛人」。お金を貰って人を殺すというダークヒー

ローの物語である。暗殺者が主人公であるとい

う企画コンセプトや、テレビとしては過激す

ぎる映像に賛否両論沸き起こるものの、これま

でにない時代劇として脚光を浴びる。そして第

二弾として「必殺仕置人」を放送、「中村主水」

の登場で人気番組としての地位を不動のものと

し、「必殺シリーズ」は1972年から29シリーズ、

15年間続くこととなる。

　2007年より、東山紀之扮する「渡辺小五郎」

を軸とした「必殺仕事人」が年に一度のスペシャ

ルとして放送中である。

　その昔、時代劇はテレビに溢れていたが、現

在の民放ではレギュラー番組は１本もない状

況。「時代劇」はある意味日本の文化であり、

決してアメリカの西部劇のようにその火を消し

てはならないという思いがある。是非とも皆さ

んには局を問わず「時代劇」を応援していただ

きたい。
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出席会員　70（64）名中46名　出席率68.66％

　　前回訂正出席率72.06％

欠席会員　24名　浅田、  原田、五十嵐、伊藤

（茂）、勝見、三原、三好、守谷、名本、西原、

大塚、大橋、大西、大美、尾谷、左納、清水、

関、髙石、鶴田、浦岡（亀井、児玉、田代）

ニコニコ箱

二神　良昌　今日、南九州梅雨明けしました。

松山も今週中に梅雨明けしますよ

うに。

米山　徹太　豪雨の収束を願って。

上甲　　泰　秋山さん、卓話楽しみにしていま

す。

菅井　久勝　秋山さん、卓話楽しみにしていま

す。

村井　重美　秋山さん、頑張って。

河内　広志　今日は「世界肝炎デー」です。肝

炎ウィルス検査の受検が推奨され

ています。肝臓は沈黙の臓器です。

ロータリアンの皆様、直ぐ病院へ

行きましょう。

宮﨑　修一　先週、ぎっくり腰になり、ドタキャ

ンしました。

（なんとなくニコニコ）　倉田（満）、小野川

早　退　　伊東、佐々木（バッジ忘れ）

卓　話　Go�To�キャンペーン

� 秋山　影明　会員

　政府は、2003年に観光立国を目指すビジット

ジャパンを策定し、訪日旅行者の受け入れを拡

大。2013年1,000万人、2019年3,118万人と順調

に推移する中、2020年はオリンピックを控え

4,000万人を目指す計画であったが、コロナウ

イルス感染症が蔓延しオリンピックが１年延期

される状況となる。

　そのような状況下、政府はGo To キャペー

ンを実施。

　第一次補正予算にて事業計画１兆６,７９４億円

が計上され、旅行商品を最大半額相当補助する

「Go To Tｒａｖｅｌキャンペーン（予算約１．１兆円）」、

飲食代を２割補助する「Go To Ｅａｔキャンペー

ン」、イベントなどのエンターテイメントを２

割相当補助する「Go To Ｅｖｅnｔキャンペーン」

が実施される。

総予算1.7兆円…Go To キャンぺーンとは？

＜事業目的・概要＞

１．新型コロナウイルスの感染拡大は、観光需

要の低迷や、外出自粛の影響により、地域の

多様な産業に対し甚大な被害を与えている。

２．このため、新型コロナウイルス感染症の収

束後には、日本国内における人の流れと街の

賑わいを作り出し、地域を再活性化するため

の需要喚起が必要である。

３．まずは感染防止を徹底し、雇用の維持と事

業の継続を最優先に取り組むとともに、甚大

な影響を受けている観光・運輸業、飲食業、

イベント・エンターテイメント業などを対象

とし、期間を限定した官民一体型の需要喚起

キャンペーンを講じる。

①　Go To Tｒａｖｅｌ

　旅行業者経由で、期間中の旅行商品を購

入した消費者に対し、代金の１/２相当分の

クーポン（宿泊割引・クーポン等に加え、地

第3492回例会　2020年７月28日（火）
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７月７日㈫

①【事後報告】退会届　三浦　明会員　承認。
②新入会員申し込み　㈱ドコモＣＳ四国愛媛支店
　小野川雅士氏（三浦氏後任）　承認。

令和２年７月度理事会決議事項

③当クラブ予算書・決算書について　承認。
④松山海洋少年団会費納入のお願い　承認。
⑤ 国際地雷処理・地域復興支援の会より寄付の
お願い　承認。

理事会報告

退会のお知らせ

日本銀行松山支店　支店長
堂野　敦司会員は転勤により、
７月21日付で退会されました。
ロータリー歴は１年10か月でし
た。

クラブニュース

域産品・飲食・施設などの利用クーポン等を

含む）を付与（最大一人当たり２万円分/泊）

②　Go To Ｅａｔキャンペーン

　飲食店で使えるポイント付与（1,000円）

　事業の開始は、当初、８月上旬予定を７月２２

日からの４連休を繁忙期と位置づけ決定する。

　しかしながら、出発地としても目的地として

も最大の東京都を外すことが決まり観光業界に

衝撃が広がった。もともと「Go To」事業は所

管する国土交通省ではなく、首相官邸・経済産

業省が主導して２０２０年度計上したものだった。

コロナ感染症から人命を守るか、経済を立て直

すかの選択であったがキャンペーン開始後コロ

ナ感染が全国に広がりを見せ日本社会が混迷し

ている状況である。

例会記録
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新入会員紹介

勤　務　先︰ 松山東雲短期大学
非常勤講師

　　　　　　桑原 3 － 2 － 1
　　　　　　TＥL 931－6211
生 年 月 日︰昭和25年４月２日
入会年月日︰令和２年７月７日
趣　　　味︰ ゴルフ、庭造り、

音楽鑑賞

氏名︰秋山　影明

勤　務　先︰ JＡ愛媛県信連
　　　　　　理事長
　　　　　　南堀端町 2 － 3
　　　　　　TＥL 948－5277
生 年 月 日︰昭和32年12月８日
入会年月日︰令和２年７月７日
趣　　　味︰ 簡単な料理作り、

ドライブ、散歩

氏名︰井関　正志

勤　務　先︰ 南海放送㈱
　　　　　　代表取締役社長
　　　　　　本町 1 － 1 － 1
　　　　　　TＥL 915－3810
生 年 月 日︰昭和34年11月３日
入会年月日︰令和２年７月７日
趣　　　味︰ 温泉巡り、読書、

季節の＂お茶＂づ
くり

氏名︰大西　康司

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50年10月１日
入会年月日︰令和２年７月14日
趣　　　味︰ レース観戦、映画

鑑賞

氏名︰小野川雅士

誕生祝　 以下７名　三原（２日）、名本（14日）、中河
（15日）、会田（16日）、玉置（17日）、田代
（18日）、木下（英）（29日）

創業祝　 以下７名　勝見（１日）、吉村（１日）、三浦
（１日）、前田（１日）、倉田（剛）（４日）、
米山（25日）、関

１．ガバナー月信
１．クラブ計画書
１．会員名簿
１．近隣ＲＣ例会予定表

７月のお祝い 配 付 物

６ 月 皆 勤

以下33名　会田、浅田、二神、浜田、濵本、五十
嵐、石橋、泉川、上甲、菊野、木下（英）、木下
（裕）、清田、倉田（剛）、河内、前田、三原、村

井、西村、大森、佐々木、塩梅、菅井、関、高橋、
立松、田中、山添、結城、米山、深見、児玉、中住
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区分例会日 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 70（64） 44 26 66.67％ 2 67.65％ 0

14日 71（65） 50 21 74.63％ 3 76.81％ 0

21日 71（65） 49 22 72.06％ 2 73.91％ 0

28日 70（64） 46 24 68.66％ 3 72.06％ 0

平均 70.5（64.5） 47.3 23.3 70.51％ 2.5 72.61％ 0

７月中の出席報告

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/


