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₉月₃日㈫…�夜間例会（プレミアムビール会）
於：ふなや

₉月10日㈫…�「モチベーションマネジメ
ントについて（私見です）」

倉田　　剛会員
₉月17日㈫…�「ビールのはなし。あれこれ。」

山添　勝吉会員
₉月24日㈫…「人生で大切な₂つのK」

河野　次郎会員

例会予定

幹事　結　城　　旬

　2019〜2020年度三原会長のもとで二度目の幹事を拝命しました。三原さんとは
20年を超えるお付き合いですので気心は知れていますが、職責の中で少し緊張感を
もって、楽しくこの１年を過ごすことでクラブ全体にその雰囲気が伝わるような、
そんな運営を心掛けたいと思います。先日₈月17日徳島で会員増強地区セミナーに
参加してきました。お盆休みの真っ只中、遠くまで面倒だなというのが第一印象で
した。講師のお話と各クラブの現況を報告しあうというお決まりのスタイルでした
が、結論は大変有意義なセミナーでした。特に高崎の元会長のお話には感動すら覚
えました。ロータリー入会が能動的な人は決して多くないと思います。私もその一
人ですし、重職でなければ今でも逃げ腰です。しかし考えてみれば会社があって家
族がいて、それにプラス課外活動、クラブ活動をさせてもらえる立場はとても幸せ
な環境だなと思い知らされる日でした。歳を重ねるごとにやらなければならないこ
と、興味があることだけに固執する自分を感じますが、さまざまな引出しを用意し
てくれているロータリーを疎かにすることなく、卒業のないこのクラブ活動をもう
少し大切に考えようと感じ始めました。是非面倒くさがらず機会があれば参加して
いただきたいと思います。結構いいものです。



例会記録

出席会員　69（64）名中48名　出席率70.59％
前回訂正出席率85.51％

欠席会員　21名　二神、鮒田、林、市川、勝見、
児玉、三好、西原、西村、大塚、大美、佐々
木、左納、髙石、高梨、立松、鶴田、浦岡、
山添、吉村（亀井）

ニコニコ箱
石橋　和典� サマースクールに参加された皆

様、大変お疲れ様でした。
木下　英雄� 先日はサマースクールにご協力い

ただきまして有難うございます。
私は後半二日は出張で参加できな
かったのですが、来年は全出席し
ます。

志鷹　寛明� 初めての卓話です。宜しくお願い
します。

倉田　　剛� 本日の志鷹会員の卓話楽しみであ
ります。

村井　重美� 志鷹さん卓話楽しみにしておりま
す。

田中　和彦� 日曜日に、四国中央市の「書道パ
フォーマンス甲子園」に行ってき
ました。漢字の持つ力に感動いた
しました。

松田　安啓� 宇和島東必勝！
米山　徹太� 渋野選手、全英オープン優勝すご

いですね!!
窪　　仁志� 出席できない日が多くてすみませ

ん!!
河内　広志� 今日は語呂合わせで「ハンサムの

日」です。同志社大学を設立した
新島襄が言っている「ハンサムな
生き方」とは、自分の信念を曲げ
ず、信ずる道を貫くということら
しいです。我がクラブに同志社卒
は居ません。

倉田　　満�（会員誕生祝）
三浦　　明�（会員誕生祝）8/1に誕生日を迎え

ました。
結城　　旬�（会員誕生祝）
中住　義晴�（会員誕生祝）遂に満90歳に相成

りました。
（なんとなくニコニコ）　前田、大橋
早　退　　菊野、太田、柳谷

卓話　「バスケットボール　日本代表の未来」
志鷹　寛明　会員

　最近、バスケットボールへの関心が高まって
いるようです。私のようなただの一ファンが「日
本代表の未来」を語りたくなるほど、盛り上がっ
ている状況であります。
　特に男子日本代表チーム（アカツキファイ
ブ）は、かつてないほどの注目を集めていま
す。その理由の一つとして、今年日本人で初め
てNBAのドラフト上位指名を受けた八村塁選
手の存在が挙げられます。一昔前には想像出来
なかった快挙で、野球で言えば野茂選手のメ
ジャーリーグへの挑戦、またサッカーでは中田

（英）選手のセリエA移籍の際に感じさせた勇気
や期待を、再び日本全体に与えています。
　NBAは30チームありますが公式戦に出場出
来る選手数は450人。その限られた枠に世界中
から毎年50〜60人の新人が加わり、競争を繰り
広げる厳しい世界ですが、恵まれた運動能力（フ
リースローラインからダンクシュート）、腕の
長さ（ウィングスパン218cm ！）、多くのポジ
ションをこなした経験・成長力を活かし、きっ
と期待に応えることでしょう。
　男子日本代表チームは今月幕開けするW杯本
大会に21年ぶりの自力出場を果たしました。予
選ではまさかの₄連敗スタートと、これ以上一
つも負けられない崖っぷちに追い込まれました
が、八村選手と共に、渡辺雄太選手（日本人２
人目のNBA選手）、ニック・ファジーカス選手

（元NBA選手で昨年日本に帰化）の緊急召集に
成功。彼らが救世主となり、格上の強豪国に対
し次々と歴史的勝利を収め、奇跡の₈連勝で出
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出席会員　69（64）名中44名　出席率64.71％
前回訂正出席率71.01％

欠席会員　25名　浅田、土居、堂野、鮒田、
五十嵐、石橋、市川、加藤、窪、河野、三好、
名本、西原、西村、大塚、大橋、大美、佐々木、
清水、髙石、筒井、鶴田、浦岡、吉村（亀井）

ニコニコ箱
木下　英雄� 今日は低俗な内容の卓話で申し訳

ありません。
二神　良昌� 木下さん卓話頑張って下さい。
菊野　先一� 木下さん卓話楽しみにしていま

す。
三原　英人� 木下さん卓話楽しみにしてます。

私もちょい、ミリオタです。
河内　広志� 今日は「NHK創立記念日」です。

93歳を迎えました。又、ロータリ
アンの女優、司葉子さんと林章二
会員のお誕生日でもあります。

林　　章二�（会員誕生祝）
児玉　義史�（会員誕生祝）₈月₃日に古希を

迎えました。
上甲　　泰�（創業記念祝）勤務するソニー生

命も、やっと40周年を8/10に迎え
ました。今後共みなさまごひいき
にお願いします。

前田　克哉� 地元、石川県代表　星稜高校頑張
れ！

（なんとなくニコニコ）　塩梅（初ニコニコ）、米山
早　退　　倉田（満）、太田、柳谷（ちょっぴり

早退します）

卓話　「ミリオタの私」
木下　英雄　会員

　前回の私の卓話は弊社の取扱商品という堅苦
しい内容でしたので、今回の卓話はミリタリー
という私の個人的に好きな内容でお話しさせて
頂きました。こんな平和な時代に！という方も
いらっしゃったかも知れませんが、お目汚し�
お耳汚しな内容でスミマセンでした。
　前回の卓話の時に「内容が薄くて30分という
時間を埋める事が出来ようか!?」という心配を
しておりましたが、今回はかなり端折りました。
あのまま時計を見なければ₂時間喋ったかも知
れません！　地上展示の写真を一枚一枚お見せ
しながら説明したかも。
　私の普段の行動範囲は中四国なのですが、東
京出張に合わせて横須賀にある記念艦�三笠や、
船の科学館にある砕氷艦�宗谷なども見学しま
した。特に記念艦（戦艦）三笠の話を始めると
30分では終わらないかも知れません！（「坂の
上の雲」で秋山真之が作戦参謀として実際に乗
艦しましたが、今でも横須賀に実艦がある事は
あまり知られていません！）
　うちのカミさん�実は呆れ果てているのかも
知れないですが、来週の土曜は〇〇を観にどこ
そこに行きたい！と言うと理解してくれて、自
分も行くと言います。恐らくその場所での美味
しいものを食べたり買ったりするのが楽しいん
だと思います。
　日帰りでイベントめぐりしている感じです
が、行くのが大変な事もあります。岩国基地の
一般開放などフェリー₂時間半＋ＪＲ山陽本線

例会記録

　第3457回例会　2019年８月20日（火）

場権を勝ち取った訳です。更には44年ぶりの五
輪出場も決定。かつて弱小国であった日本が今
はアジア屈指の強さを誇ります。今後の世界で
の戦いが楽しみでなりません。
　バスケを見るとしたら、非常に良い、熱いタ

イミングです。私自身、今もプレーをしていま
すし、ミニバス（小学生）のコーチも務めてい
るなど、まさに愛すべき趣味にしていますが、
一緒に今後の日本のバスケを応援してくれる人
が一人でも多く増えることを願っています。
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30分＋徒歩30分＋ゲート通過１時間＋基地内移
動20分かかります。（お酒呑みながら）その途
中で笑えるハプニングの話もしたかったのです
が、またの機会に致します。

　最後に平和が一番なので、本日お見せした兵
器・武器の数々が実際に他国に向けて使用され
ない事を切に願いながら、ペンを置きたく思い
ます。

出席会員　69（64）名中49名　出席率73.13％
前回訂正出席率84.06%

欠席会員　20名　原田、市川、伊東、勝見、倉
田（満）、河内、前田、三浦、三好、西原、
大塚、大橋、佐々木、志鷹、清水、髙石、
田中、浦岡（深見、亀井）

ゲスト　１名　加藤　志織
（2019〜20年度ロータリー財団
奨学生）

ニコニコ箱
上甲　　泰� 加藤さん、リーズ大学元気にいっ

てらっしゃい。
加藤　修司� 柳谷さん、卓話楽しみにしてます。

（バティスタ帽�忘れてしまいスミ
マセン）

河野　次郎� 柳谷さん卓話楽しみにしていま
す。

村井　重美� 柳谷さん卓話宜しく。
菅井　久勝� 柳谷さん卓話頑張って下さい。
吉村　紀行� 柳谷さん、卓話楽しみにしており

ます。
米山　徹太� 柳谷さん卓話楽しみにしていま

す。
守谷みどり� 納涼祭が大成功で終わりました。

地域の方も参加して下さって良
かったです。

石橋　和典�（会員誕生祝）
（なんとなくニコニコ）　浅田、松田
早　退� 窪、西村、太田

卓話　「（やわらかい）お金のはなし・あれこれ」
柳谷　葉一　会員

　第3458回例会　2019年８月27日（火）
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理事会報告

令和元年８月度理事会決議事項

８月６日㈫
①�新入会員申し込み　㈱近畿日本ツーリスト

中国四国　中田　卓実氏（桜田氏後任）　承認。

②�周年記念準備会計・みずほ銀行の定期が満期
になります　承認。

③�9/3㈫夜間例会開始前に、勉強会を行うこと
について　承認。

④�デジカメ購入について　承認。

例会記録
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誕生祝　�以下10名　三浦（₁日）、児玉（₃日）、結城
（10日）、中住（11日）、西村（15日）、山添（19
日）、林（20日）、倉田（満）（21日）、石橋（23
日）、伊東（24日）

創業祝　�以下２名　西村（₁日）、筒井（₁日）

８月のお祝い

₁．ガバナー月信
₁．会報₇月号
₁．近隣RC例会予定表

配　付　物

クラブニュース

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

₆日 69（64） 48 21 70.59% 11 85.51% 0

20日 69（64） 44 25 64.71% 5 71.01% 0

27日 69（64） 49 20 73.13% 9 84.06% 0

平均 69（64） 47 22 69.48% 8.3 80.19% 0

例会日 区分

氏名：塩梅　和彦

勤　務　先：四国電力㈱　愛媛
支店　執行役員　
愛媛支店長

� 湊町₆-₆-₂
� TEL�946-9706
生 年 月 日：昭和36年₆月21日
入会年月日：令和元年₈月₆日
趣　　　味：読書

新入会員紹介
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クラブニュース

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₈月24日㈯高原ゴルフ倶楽部にて開催
されました。参加者は村井会員、二神会員、結城
会員、高梨会員、三浦会員、米山の₆名でした。
　当日は雨が心配されていましたが雨量も少なく、
また、涼しい中でのゴルフでした。優勝は村井会員
でした。相変わらず安定したゴルフでした。

　又、結城会員は、あと少しで自身のベストスコア
が出る所でしたが残念でした。これからゴルフには
最適の気候になってきます。皆様のご参加お待ちし
ております。

（記　米山　徹太）

ゴルフ会より　第376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 村井　重美 45 44 89 16.8 72.2

₂　位 米山　徹太 49 44 93 15.6 77.4

₃　位 三浦　　明 52 45 97 18 79

敬称略 同NETは年長者
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