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　　 会長就任にあたって

　名門松山ロータリークラブは創立、昭和12年₇月₇日。本年度で74周年を迎えるにあたり、
ロータリー経験13年の未熟な私が会長という大任を拝命することとなりました。歴代会長
の名簿を拝見し、“責任” と言う言葉を強く感じずにはいられません。微力ですが精一杯務
めさせて頂きますので、御支援、御指導のほど、宜しく御願いいたします。
　さて今年度のRI会長国際ロータリーのテーマは“Reach within to Embrace Humanity”「こ
ころの中を見つめよう　博愛を広げるために」上記が国際ロータリー、カルヤン・バネルジー
会長の言葉です。いつの世の中も一人一人の相手を思いやる気持ちが博愛であり、大切な
心です。RI会長は₃つのテーマを強調事項としています。
　₁つ「家族」、₂つ「継続」、₃つ「変化」の必要性を述べております。詳細については
先月の地区協議会の記録を読んでいただく事としますが、RI会長が「ロータリー」は言わ
んとすることは、はじめに博愛、親陸、友愛があり、各ロータリアンより職業の奉仕が生
まれ、それが社会の奉仕に成長し、また国際奉仕に広がり向かって行くものであり、これ
を貫く思想を「奉仕の理想」と呼ぶようになった事を先月の地区協議会にて亀井パストガ
バナーからお伝えいただきました。我が松山ロータリークラブは本年度の目標とするテー
マは₄つです。①ロータリーの基本を学ぶ。②親陸の中から奉仕を生み出す。③職業人と
しての地域社会の奉仕活動。④松山ロータリークラブ創立75周年記念式典の立ち上げ。
　以上会員の皆様、何卒御協力の程よろしく御願い申し上げます。

会長　濱　本　道　夫

巻頭メッセージ

₈月２日㈫…｢創立75周年記念式典について｣
玉置　　泰会員

₈月９日㈫…｢東北大震災のテレビ報道eatの場合｣
北村　一明会員

₈月16日㈫…定款適用により休会
₈月23日㈫…｢創業者の夢の跡｣

児玉　　聡会員
₈月30日㈫…｢最近感銘を受けた人・話｣

山本　泰正会員
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国際ロータリー会長
ウィリアム B・ボイド

2006‐2007年度国際ロータリーのテーマ

2011〜2012年度
国際ロータリー会長
Kalyan Banerjee

2011〜2012年度国際ロータリーのテーマ

こころの中を見つめよう

博愛を広げるために

例会予定



例会記録

　第3072回例会　2011年７月５日（火）

出席会員　65（57）名中45名　出席率73.77％
前回訂正出席率85.71％

欠席会員　20名　石橋、市川、柏原、河内、児
玉（聡）、児玉（義）、眞鍋、御木、三原、三
好、森本（惇）、白塚、高岡、高須賀、渡辺

（基）、吉田（藤山、宮田、中住、関（宏））
ゲスト　　₁名　渡辺　重栄

（愛媛第Ⅱ分区ガバナー補佐）
ニコニコ箱
渡辺　重栄 ガバナー補佐としてのクラブ協議

会参加します。
江田　和彦 本日で退会となります。₄年間に

わたり大変お世話になりました。
ありがとうございました。

濱本　道夫 本日より宜しくお願い申し上げま
す。知恵がありませんので助けて
下さい。

結城　　旬 ₁年間いろいろとご無理を申し上
げるかと存じます。宜しくお願い
致します。初日からバッジを忘れ
ました。

五味　久枝 濱本新会長、結城新幹事これから
₁年お世話になります。新役員の
皆様も宜しくお願いいたします。

原田　満範 濱本会長、₁年間よろしくお願い
します。先週のゴルフ会で優勝し
ました。

玉置　　泰 濱本会長₁年間ヨロシクお願いし
ます。

林　純之介 今度は₁年間SAAとしてお世話

になります。よろしくお願いしま
す。

平原　立志	 本年度、ニコニコ箱委員長をさせ
て頂きます。皆様よろしくお願い
いたします。

北村　一明	 親睦委員長になりました。ご協力、
ご参加よろしくお願いします。

佐々木　淳	 濱本新会長、₁年間よろしくお願
いいたします。本年広報記録委員
長を拝命しました。精一杯努力し
ますのでお願いいたします。

安保　利和	 会員誕生祝
川瀬　文隆 会員誕生祝、創業記念祝、早退（会

社は昨日₇月₄日で123回目のお
誕生日でした。皆様本当にありが
とうございます）

名本二六雄 会員誕生祝
田代　信吾 会員誕生祝
渡部　浩三 結婚記念祝
浅井　人生 創業記念祝（₇/17で112周年にな

ります。今後共宜しくお願い致し
ます（NEC））

勝見　安美 創業記念祝（エンゼル学園35周年
を迎えました）

関　　啓三 創業記念祝
米山　徹太 創業記念祝（濱本会長、結城幹事、

₁年間よろしくお願いします）
山内　　建 創業記念祝

（なんとなくニコニコ）清田、森本（三）、小川
早　退　　浦岡

愛媛第Ⅱ分区ガバナー補佐
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例会記録

　第3073回例会　2011年７月12日（火）

出席会員　64（56）名中43名　出席率76.67％
前回訂正出席率80.65％

欠席会員　21名　淺井（清）、土居、原田、泉川、
柏原、河田、児玉（聡）、眞鍋、御木、森本（惇）、
名本、小川、白塚、関（啓）、高岡、高須賀、
浦岡（藤山、宮田、中住、関（宏））

ゲスト　　₃名　美馬　精一
（第2670地区ガバナー）

　　　　　　　　岡田　和廣（随行者）
　　　　　　　　渡辺　重栄

（愛媛第Ⅱ分区ガバナー補佐）
ニコニコ箱
美馬　精一 本日は公式訪問例会として出席さ

せて頂きます。よろしくお願い致
します。

亀井　義弘 美馬さん、ようこそ。初仕事おめ
でとう。

五味　久枝 美馬ガバナーようこそお越し下さ
いました。今年度お元気でご活躍
されますようお祈りしておりま
す。

林　純之介 美馬ガバナーようこそおいでくだ

さいました。一年間ご指導よろし
くお願いします。

石橋　和典 美馬ガバナーようこそおいでくだ
さいました。

大森　克介 美馬ガバナー公式訪問ご苦労さま
です。

玉置　　泰 美馬ガバナーいらっしゃいませ。
有難うございます。

米山　徹太 美馬ガバナーようこそ。今年一年
のご活躍をお祈りいたします。

加藤　　崇 昨日からサマージャンボ宝くじが
発売されました。ぜひお買い上げ
を期待しています。

（なんとなくニコニコ）平原、佐々木、吉田
早　退　　清田

第2670地区ガバナー

　第3074回例会　2011年７月16日（土）

−松山近隣₈RC合同例会−
於：松山全日空ホテル

出席会員　63（55）名中26名　出席率41.94％
前回訂正出席率67.21％

欠席会員　37名　淺井（清）、浅井（人）、安保、
二神、浜田、林、原田、市川、柏原、勝見、
加藤、川瀬、河田、北村、河内、児玉（聡）、

児玉（義）、眞鍋、御木、長尾、西村、小川、
佐藤、佐野、関（啓）、高岡、高須賀、高橋、
津田、浦岡、渡辺（基）、山本（克）、山本（泰）、
吉田（藤山、宮田、関（宏））

ゲスト　　₂名　美馬　精一
（第2670地区ガバナー）

　　　　　　　　十川　　敬（地区副代表幹事）
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例会記録

理事会報告

　第3075回例会　2011年７月26日（火）

出席会員　64（56）名中47名　出席率75.81％
前回訂正出席率79.03％

欠席会員　17名　淺井（清）、浅井（人）、二神、
原田、市川、柏原、勝見、河内、児玉（聡）、
御木、長尾、高須賀、津田、渡辺（基）、吉
田（藤山、宮田）

ニコニコ箱
宮内　義憲 本日から新たに参加させていただ

きます。どうぞ宜しくお願いしま
す。

高岡　隆雄 先だっての父のお別れ会にはご足
労お掛けし、ありがとうございま
した。

眞鍋　次男 雑誌委員長を仰せつかりました。
一年間よろしくお願いいたしま
す。

河田　正道 地上テレビのデジタル化が終了し
ました。お世話になりました。

三原　英人 会員誕生祝（米山さん、先日はあ
りがとうございました。）

玉置　　泰 会員誕生祝
米山　徹太 創業記念祝（昨日、弊社は創立50

周年を迎えました。今後共よろし
くお願いいたします。）

（なんとなくニコニコ）五味、林
早　退　　川瀬、三好

₇月12日㈫
①　退会届　NHK松山放送局　遠藤　景子会

員（転勤のため）　承認。
②　退会届　㈱テレビ愛媛　田嶋　德之会員
（人事異動のため）　承認。

③　退会届　㈱伊予銀行　麻生　俊介会員（人
事異動のため）　承認。

④　退会届　東京海上日動火災保険㈱　江田　
和彦会員（転勤のため）　承認。

⑤　退会届　森本　惇会員（一身上の都合のた
め）承認。

⑥　新入会員申し込み　㈱NTT西日本-四国　
清水　哲司氏（山本氏後任）　承認。

⑦　新入会員申し込み　四国電力㈱　常務執行
役員松山支店長　宮内　義憲氏（北村氏後任）
承認。

⑧　新入会員申し込み　NHK松山放送局長　
吉川　幸司氏（遠藤氏後任）　承認。

平成23年₇月度理事会決議事項 ⑨　新入会員申し込み　ソニー生命保険㈱　　
上甲　泰氏（推薦者：大森会員と西村会員）
承認。（会員増強委員会へ）

⑩　当クラブ2010〜11年度決算および2011〜12
年度予算の件　承認。

⑪　第13回サマースクール予算書の件　承認。
⑫　当クラブホームページ平成23年度支払い分

40万円（税込42万円）　承認。
⑬　松山海洋少年団会費納入のお願い　₂口　

₁万円を新世代活動委員会費より拠出　承
認。

⑭　₇/10㈰　RAC会長幹事会登録料　5,000円
（新世代活動委員長　石橋会員が出席）各種
会合派遣費より拠出　承認。

⑮　 ₇/24㈰　 会 員 増 強 セ ミ ナ ー 登 録 料　
10,000円（各クラブ₁万円）会長・会員増強
委員長が出席。各種会合派遣費より拠出　承
認。

⑯　国立国会図書館より、当クラブ周年記念誌
（50周年・60周年）納入のお願い　承認。
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理事会報告

クラブニュース

退会のお知らせ

愛媛エフ・エー・ゼット㈱
代表取締役社長
森本惇会員は一身上の都合の為、
₇月12日付で退会されました。ロー
タリー歴は13年11 ヶ月でした。

⑰　新入会員申し込み　医療法人菅井内科　　
菅井　久勝氏（推薦者：結城会員）　承認。（会

員増強委員会へ）

氏名：宮内　義憲

勤　務　先：四国電力㈱　松山
支店　常務執行役
員　松山支店長　
湊町₆－₆－₂
TEL 946－9706

生 年 月 日：昭和28年₂月15日
入会年月日：平成23年₇月26日
趣　　　味：読書、料理

東京海上日動火災保険㈱
愛媛支店長
江田和彦会員は転勤の為、₇月₅
日付で退会されました。ロータリー
歴は₄年でした。

７月のお祝い

誕生祝　以下₈名　三原（₂日）、浅井（人）（10日）、
名本（14日）、玉置（17日）、田代（18日）、
安保（18日）、永木（26日）、川瀬（28日）

結婚祝　以下₁名　渡部（浩）（27日）
創業祝　以下₇名　勝見（₁日）、川瀬（₄日）、浅

井（人）（17日）、米山（25日）、関（宏）、関（啓）、
山内

配　付　物

₁．ガバナー月信
₁．ライト＆ライフ
₁．近隣ロータリークラブ例会予定表
₁．会報₅月号

新入会員紹介
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平成23年₇月₃日（日）
於：�松山ゴルフクラブ川内コース
参加者　�原田、眞鍋、渡部（浩）、米山、中住　計

₅名　※今回は松山西RCと合同で行いま
した。総勢15名優勝、準優勝ともに松山
RCが獲得しました。

松山ロータリー・ゴルフ会　７月例会

以下37名　淺井（清）、浅井（人）、江田、五味、浜田、
濱本、林、平原、石橋、勝見、亀井、川瀬、北村、
清田、児玉（聡）、眞鍋、三原、名本、西村、大森、

佐藤、白石、関（啓）、高橋、玉置、津田、渡部（浩）、
山本（克）、山本（泰）、結城、米山、深見、飯尾、中
住、関（宏）、田代、山内

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 65（57） 45 20 73.77％ 9 85.71％ 0
12日 64（56） 43 21 76.67％ 7 80.65％ ₀

16日 63（55） 26 37 41.94％ 15 67.21％ ₀
26日 64（56） 47 17 75.81％ 2 79.03％ ₀
平均 64（56） 40.3 23.8 67.05％ 8.3 78.15％ 0

例会日 区分

７月中の出席報告

順　位 氏　　　名 OUT IN Total Hdcp Net

優　勝 原田　満範 40 39 79 10.0 69.0

準優勝 中住　義晴 44 42 86 15.0 71.0

₃　位 渡部　浩三 49 43 92 17.0 75.0

₃　位 眞鍋　次男 46 41 87 12.0 75.0

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/

クラブニュース

５・６月２ヶ月皆勤

（松山近隣８RC合同例会）
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