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　　 新 体 制 の ス タ ー ト

　すでに新体制がスタートし、近隣₈クラブ合同例会も、₈年に一度のホストクラブとして、無
事終えることが出来ました。松山クラブらしく、とても自然なおもてなしで、参加クラブの皆様
もご満足頂けたのではないでしょうか。
　あらためて思ったのは、私を含め若い会員がとても多く、年齢層にムラがないので、様々なこ
とに幅広く対応することができ、それが松山クラブの強さと感じます。
　先日、リオ　オリンピックが終了致しました。₄年に一度に懸ける選手達には誰もが感動を致
しますが、選手を支える全ての人達の協力は勿論、国や諸団体、企業そして国民が一丸となる気
持ちというのはオリンピックならではと、国境を超えた人間の素晴らしさを思います。
　₄年後には東京オリンピック、愛媛県では来年初めての愛媛国体と、社会的地位の高い会員の
皆様にとって大変な時期だと思われますが、松山クラブも毎年の恒例行事として、無事終了した
サマースクールをはじめ、クリスマス例会、植樹、お花見例会、火曜会と盛沢山です。
　そして次年度は、記念すべき松山クラブ80周年を迎えます。
　75周年の時は二日にかけて記念式典、記念コンサートとやはり大変でしたが、準備万端は勿論、
会員全員で一丸となり立派に大成功となりました。本当に素晴らしい思い出です。
　松山ロータリークラブ歴代の先輩方が創ってこられた歴史、伝統は、大変素晴らしく立派で重
いものですが、この80年を無事迎えるためには、全ての会員様のロータリー愛が不可欠です。
　三好会長、河内S.A.A.、児玉副会長、上甲副幹事と共に、今までと同様、松山ロータリークラ
ブならではの仲良く楽しいクラブを目指し精進致しますので、引き続き皆様の温かいご協力の程、
宜しくお願い申し上げます。

幹事　石　橋　和　典

巻頭メッセージ

₉月₆日㈫…「イニシエーション」
柳谷　葉一　会員

₉月13日㈫…「自己紹介＆天然ガスの話を少し」
林　章二　会員

₉月20日㈫…「韓国の御紹介（三浦工業の韓国展開）」
西原　正勝　会員

₉月27日㈫…「故郷の紹介と家族の思い出」
ゲスト…当クラブ米山記念奨学生

タン・チェンターさん

例会予定



例会記録

　第3311例会　2016年８月２日（火）

出席会員　75（65）名中53名　出席率73.61％
前回訂正出席率83.56％

欠席会員　22名　鮒田、原田、星野、市川、伊東、
上甲、菊野、小林、村上、村山、永木、大塚、
大橋、佐々木、菅井、髙石、田中（昌）、山本、
横田（浦岡、亀井、玉置）

ゲスト　　₁名　タン・チェンター
　（当クラブ米山記念奨学生）

ニコニコ箱
小野里俊哉	 本日、初めての卓話です。よろし

くお願いいたします。
藤村　健一	 小野里さん、卓話楽しみにしてお

ります。
二神　良昌	 小野里さん、卓話よろしくお願い

します。
菊池　三春	 小野里さん卓話楽しみにしています。
貴船　正憲	 小野里さん、卓話楽しみにしてお

ります。がんばって下さい。
野村　靖記	 小野里さん卓話楽しみにしています。
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。
泉谷八千代	 昨日より、₈Kスーパーハイビ

ジョンの試験放送が始まりまし
た。松山放送局のロビーで公開し
ておりますので、暑い中ですがお
立ち寄り下さいませ。松山局の池
がポケモンGOのスポットになっ
ています。お子様やお孫さんとお
誘い合わせの上お越し下さい。

大森　克介	 ₅人目の孫が生まれました。
児玉　義史	（会員誕生祝）67歳になります。
結城　　旬	（会員誕生祝）₈/10
早　退　　河内（小野里さんの卓話が聞けず申

し訳ありません）

卓　話　「竹鶴がつくったウイスキー」
小野里　俊哉　会員

　ニッカウヰスキー創業者であり、日本のウイ
スキーの父とも呼ばれる竹鶴政孝は、1894年、

安芸の小京都とも呼ばれる美しく趣のある町、
広島県の竹原で280年以上の歴史がある日本酒
の蔵元に生まれました。家業を継ぐために大阪
高等工業学校（現・大阪大学）醸造科に進学し
ましたが、竹鶴の興味は伝統的な日本酒ではな
く、新しい酒である洋酒へ向かい、同校卒業前
に当時、洋酒メーカーの大手だった大阪の摂津
酒造に入社します。ただ、当時の洋酒は中性ア
ルコールに砂糖と香料、着色料を加えただけの
イミテーションが横行しており、とても本物の
洋酒と呼べるような代物ではありませんでし
た。
　摂津酒造社長の理解と協力もありスコットラ
ンド留学を決めた竹鶴でしたが、現地にコネも
ツテも無く、苦難の洋行であったようで、竹鶴
が当時使っていた教科書には「苦シイ洋行ダ
ナー何一つホントーニ、ロクナ事ハナイ」や「頭
ニハイラヌ、ヤケダ、イヤイヤ心棒セヨ」など
の落書きが残されています。ちなみに、ニッカ
ウヰスキーの紋章に描かれているかぶとは尼子
十勇士の筆頭　山中鹿之助のものですが、こ
の武将は尼子氏再興のために三日月に向かって
「願わくば、我に七難八苦を与えたまえ」と祈っ
た逸話が有名です。竹鶴も、七難八苦があって
もいつか日本で本物のウイスキーを作りたいと
いう思いがあったと思います。
　苦しい洋行ではありましたが、竹鶴が得たも
のはとても大きいものでした。ひとつは日本で
はじめての国産ウイスキーの醸造知識と技術、
そしてもうひとつはリタ夫人です。最愛のリタ
夫人と二人三脚で歩んだ道は、スコットランド
と似た気候風土を持つ北海道の「余市」蒸留所、
そして宮城県の「宮城峡」蒸留所というかたち
で残り、イミテーションで始まった日本のウイ
スキーづくりは現在では世界の品評会で最高峰
の評価を得るまでになりました。
　是非、竹鶴とリタの描いた夢と情熱を松山の
夜の街で感じ、また味わって下さい。
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　第3312例会　2016年８月９日（火）

出席会員　74（64）名中53名　出席率74.65％
前回訂正出席率83.56％

欠席会員　21名　羽牟、石橋、泉川、市川、
岩橋、菊池、貴船、河内、真鍋、三ッ矢、
村上、中川、西原、大塚、大橋、左納、髙石、
柳谷（浦岡、深見、亀井）

ビジター　₁名　荒木　茂生（京都洛南RC）
ニコニコ箱
荒木　茂生	 メーキャップです。よろしくお願

いします。
三好　哲生	 サマースクール、無事終了致しま

した。皆様、大変有難うございま
した。

米山　徹太	 サマースクールお疲れ様でした。
林　　直樹	 サマースクールお疲れ様でした。
豊田　真二	 入会させて頂きありがとうござい

ます。今後とも宜しくお願いいた
します。

吉村　紀行	 本日の卓話皆様おてやわらかにお
願いいたします。

二神　良昌	 吉村さん卓話お願いします。荒木
さん楽しんで下さい。

菊野　先一	 吉村さん卓話楽しみにしております。
菅井　久勝	 吉村さん卓話楽しみにしております。
野村　靖記	 吉村さん卓話楽しみにしております。
玉置　　泰	 体操男子団体金メダル。長女菜々

子もずっとリオに居ます。
酒井　達夫	 エアコンを使っていただいており

ます。
小野里俊哉	 暑い夏、ビールをたくさん飲んで

頂きありがとうございます。
中住　義晴	（会員誕生祝）
伊東　毅嗣	（創業記念祝）
早　退　　村山、西村、佐々木、田中（昌）

卓　話　「弁護士の取扱説明書」
吉村　紀行　会員

　弁護士という職種の人間はちょっと特殊なと

ころがありますので、以下をお読みになって上
手に使っていただき、是非活用してください。
　普通のサービス業とちょっと違うのが①司法
試験という参入障壁があり、かなり勉強してき
た人で構成されており②人権擁護もやれ、と法
律で決められており、③需要過多(特に地方)で
あまりこれまで競争がなかったところです。
　このようなことから、以下のような特徴があ
ります（もちろん私の独断です）。
₁	　「先生」と言われることに慣れて、多少の
ことは大目に見てもらっている。時間や締め
切りにルーズ。
₂	　アウトプットさえしっかりしていれば、次
の仕事は来る、という待ちの考えが中心。
₃	　回答が難解で理解不明な場合が多い。例え
ばメールなどは論理的であるが、非常に長文
で、業界独特の言い回しを使って難解である
ことが多く、弁護士自らがそのことに気づい
ていないことが多い。
₄	　法的責任を負うことを恐れて、結論が不明
な回答をする場合も多い。
₅	　お金を払っているクライアントの方がコ
ミュニケーションに苦労することが多い。
₆	　セミナーを依頼すると、知識満載の素晴ら
しいレジュメを用意するが、これを読むだけ
となることが多い。
　ただ弁護士がサービス業であることを忘れる
と、弁護士にとっても、顧客である事業者・一
般市民双方にとって不幸なことです。
　弁護士という職種に就いている人々は、基本
的には善良な人が多く、生真面目です。なので、
クライアントとなる皆様から積極的に要望が出
れば、それに応えようと努力してくれると思い
ます。今は、弁護士が増えたので、お客様目線
になっている弁護士も増えています。ぜひクラ
イアントの皆様から積極的に要望を述べていた
だいて、もっと愛媛で弁護士を活用してくださ
い。

例会記録

（京都洛南RC）
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例会記録

出席会員　75（65）名中54名　出席率75.00％
前回訂正出席率83.56%

欠席会員　21名　林（直）、泉川、市川、上甲、
菊野、清田、小林、三ッ矢、三原、村上、
村山、大塚、大橋、酒井、左納、関（啓）、
高岡、鶴田（浦岡、亀井、玉置）

ニコニコ箱
林　　章二	 今回、松山ロータリークラブに入

会させていただきます。よろしく
お願いします。

岩橋　　進	 本日、初めての卓話となります。
宜しくお願いします。

藤村　健一	 岩橋さん卓話楽しみにしております。
貴船　正憲	 岩橋さん卓話楽しみにしております。
永木　昭彦	 岩橋さん卓話楽しみです。
菅井　久勝	 岩橋さん卓話楽しみにしております。
山本　克司	 息子がニュージャージーから帰っ

てきました。RCでいい交流ができ
ました。ありがとうございました。

三好　哲生	 リオ五輪、日本お見事でした！！
佐藤　昭美	 リオのオリンピックの報道で感激

の連続でした。
中住　義晴	 リオデジャネイロオリンピック日

本選手の活躍万歳！！
米山　徹太	 先日のゴルフ会、お疲れ様でした。
河内　広志	 残暑お見舞い申し上げます。
石橋　和典	（会員誕生祝）林さんご入会おめ

でとうございます。今後とも宜し
くお願いします。

早　退　　二神（岩橋さん卓話よろしくお願い
します）、髙石、田中（昌）

卓　話　「企業の危機管理
　　　　 ～危機管理広報の基礎知識～」

岩橋　　進　会員
　企業や組織では、コンプライアンス意識の高
まり、PL法、個人情報保護法などへの対応に
加え、インターネット、SNSなどの普及に伴う
情報伝達のスピードアップ、影響範囲の拡大な

どの環境変化を背景に、危機管理を含めたリス
クマネジメントの重要性が高まっています。
　リスクマネジメントとは、企業経営全般にお
けるリスク（≒損失）を対象とし、すべてのリ
スクを把握し、その極小化を図る経営管理手法
であるのに対し、企業活動、事業継続や社会一
般に深刻な影響を与える事象（≒危機）を対象
とし、その危機をコントロールするあらゆる活
動が危機管理です。その活動は、可能な限り予
知（予兆管理）し、未然防止を図り、それでも
発生の際は、その損失の極小化を図ることを目
的とします。
　したがって、リスクマネジメントは体系的に
考え対応する力、危機管理においては、瞬発力
が必要となります。
　危機管理においては、平時の対応、準備が肝
要です。
　経営トップから現場まで、リスク感覚を共有
し、『網羅的なリスクシナリオの洗い出し⇒正
確な情報の一元管理のための行動手順マニュア
ルや緊急連絡網の整備⇒社内教育・実践的な訓
練』といった組織やルール作りが大切です。
　とりわけ、危機管理広報では、マスコミに主
導権を握られ、環境と流れ（マイナスイメージ
と勝手なシナリオ）を創出されないためにも、
「事実の報告」「スピード感」「正しい判断」の
₃点を同時に対応することが求められます。特
に、緊急記者会見では、その姿勢、態度、動作
に留意し、万全の準備でわかりやすく正確かつ
平易な言葉で、法的責任ではなく社会的責任、
道義的責任を果たさなくてはなりません。
　問題を起こしたことで批判されるのは当然と
して、起こしてしまったことに「どう対応する
か」「どう対応したか」によっては、さらに批
判される可能性があります。しかし、その対応
如何では、企業の姿勢、対応力を社内外に示す
絶好の機会とも言えます。
　備えあれば憂いなし…最大の備えで、憂いを
極小化していきましょう。

　第3313回例会　2016年８月23日（火）
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例会記録

出席会員　75（65）名中56名　出席率76.71％
前回訂正出席率83.78%

欠席会員　19名　原田、星野、泉谷、泉川、市川、
貴船、清田、窪、村上、村山、永木、名本、
大塚、佐々木、髙石、結城、吉村（浦岡、
亀井）

ゲスト　　₂名　村上　　享
　（香川・徳島ダルク代表）
　藤井　　修（徳島南RC）

ニコニコ箱
藤
（徳島南RC）

井　　修	 本日はよろしくお願いします。
二神　良昌	 村上様本日卓話よろしくお願いし

ます。
村井　重美	 村上さん卓話よろしくお願いしま

す。
勝見　安美	 こどもたちとブドウ狩りに行きま

した。
森　　隆士	（会員誕生祝）
深見　邦芳	（結婚記念祝）₉月ですが逃げら

れ別れない前に
（なんとなくニコニコ）　林（直）、河内、児玉、

高橋、米山
早　退　　土居、中川（すみません）、高岡

卓　話　「薬物・アルコール依存症は病気です」
香川・徳島ダルク代表　村上　亨　氏

　僕は、13歳の時に初めて薬（シンナー）と出
会いました。気が付いたら、大阪の西成で薬を
買うようになりました。薬を使い続けて、精神
病院に入退院を繰り返すようになり、そして警
察に逮捕されました。₄回の逮捕で計₃回、約
10年間を刑務所の中で過ごしました。
　刑務所の中は犯罪の百貨店でした。刑務所の
中で、薬を止めたいと思ったこともありました。
そんな中、ダルクの仲間との出会いがあり、北

九州のダルクに繫がりました。
　ダルクにはミーティングがありました。言
いっぱなし、聴きっぱなしのミーティングを
365日やり続ける中で、薬の使用が止まりまし
た。「Meeting＝Me	too」自分に会い続けました。
　ダルクではリーダーとの出会い、そして別れ
がありました。そして、僕は香川、徳島にダル
クを設立し、現在は愛媛にダルクを設立する為、
仲間と共に生きながら活動を続けています。
　どうか、そんな僕たちを見守りご支援くださ
い。今回は、卓話をさせて頂く機会を設けてく
ださり、ありがとうございました。

（ダルクとは？）
　ダルクとは、Drug（薬物）の「D」、Addiction（嗜
癖・病的依存）の「A」、Rehabilitation（回復）
の「R」、Center（施設）の「C」、₄つの頭文
字を取った造語で、日本全国に約90箇所ある、
民間の薬物・アルコール依存症のリハビリ施設
です。
　ダルクでは、「₁日に₃回のミーティング」と、
「ウォーキング」や「海遊び」などの運動を中
心としたリハビリプログラムと、共同生活を通
して、「今日一日」薬を使わずに、「仲間と共に
生きる」ことを続けています。

（香川・徳島ダルクの主な活動・事業）
・	薬物・アルコール依存症等の当事者に対する
依存症リハビリプログラムの提供と入寮（通
所）による生活支援。
・	薬物乱用防止啓発を目的とした講演活動（学
校講演など）、フォーラム及びセミナーの開
催。
・法務省委託事業、自立準備ホーム。
・薬物事犯等の裁判への情状証人出廷。

　第3314回例会　2016年８月30日（火）
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クラブニュース

退会のお知らせ退会のお知らせ

㈱広島銀行　松山支店　支店長
横田　雅元会員は、業務多忙の
為、₈月₂日付で退会されまし
た。
ロータリー歴は₃か月でした。

平成28年₈月度理事会決議事項

₈月₂日㈫
①退会届　㈱広島銀行松山支店　横田　雅元　
会員　承認。
②新入会員申し込み　四国ガス㈱松山本社長・
営業本部長・取締役常務執行役員　林　章二

氏　承認。
③新入会員申し込み　松山東雲女子大学・短期
大学　学長　塩崎　千枝子氏　承認。
④みずほ銀行の周年記念準備会計が満期になり
ます。　承認。
⑤健康を考える会松山『第20回チャリティ講演
会』名義後援のお願いについて　承認。

新入会員紹介

氏名：豊田　真二

勤　務　先：日本電気㈱
	 松山支店　支店長
	 一番町₁−15−₂
	 TEL	945−4111
生 年 月 日：昭和39年₁月13日
入会年月日：平成28年₈月₂日
趣　　　味：	旅行、スポーツ観戦、

ゴルフ 氏名：林　　章二

勤　務　先：四国ガス㈱松山本社
	 松山本社長・営業本部長・

取締役常務執行役員
	 味酒町₁−10−₆
	 TEL	945−1212
生 年 月 日：昭和30年₈月20日
入会年月日：平成28年₈月23日
趣　　　味：アマチュア無線、スキー、自転車

誕生祝　	以下₈名　田中（昌）（₁日）、児玉（３日）、
結城（10日）、中住（11日）、西村（15日）、
石橋（23日）星野（24日）、森（29日）

創業祝　	以下₂名　西村（₁日）、伊東（₁日）

８月のお祝い

₁．ガバナー月信
₁．会報₆月号
₁．近隣RC例会予定表
₁．2016−17年度クラブ計画書
₁．会員名簿

配　付　物
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　平成28年８月21日㈰に久万カントリークラブに
て開催されました。参加者は関（啓）会員、村井会員、
二神会員、洞出さん、村田さん（洞出さん・村田
さんは二神会員のお知り合い）、星野会員、米山の
７名でした。
　８月なので酷暑が予想されましたが、久万高原
町の風で涼しささえ感じられました。優勝は関（啓）

会員でした。村井会員はもう少しでイーグルとい
うプレーもありさすがの腕前でした。
　これから、涼しさも増しゴルフのシーズンにな
ります。
　皆様のご参加をお待ちしております。

（記・米山　徹太）

クラブニュース

ゴルフ会より　第357回 松山ロータリークラブ・ゴルフコンペのご報告

８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 75（65） 53 22 73.61％ 5 83.56% 0

₉日 74（64） 53 21 74.65% 8 83.56% 1

23日 75（65） 54 21 75.00％ 7 83.56% 0

30日 75（65） 56 19 76.71% 6 83.78% 0

平均 74.8（64.8） 54 20.8 74.99% 6.5 83.62% 0.25

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/

敬称略 同NETは年長者優先

ダブルペリア

順　位 氏　　　名 OUT IN 計 HDCP Net
優　勝 関　　啓三 47 47 94 20.4 73.6
₂　位 二神　良昌 47 53 100 26.4 73.6
₃　位 村田　利幸 44 42 86 12 74（ゲスト）
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