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例会予定
10月 6 日㈫…「災害に備える～東日本大震災から10年～」

伊藤　茂喜会員

10月13日㈫…「「PLAZA」について」
鶴田　直丈会員

10月20日㈫…「携帯電話の歴史と今後の展望」
小野川　雅士会員

10月27日㈫…夜間例会（お月見例会）
於︰ふなや

　Membership Development　会員増強

会員増強委員会　担当理事　菅　井　久　勝

　Membership Development（会員増強）はロータリーの最優先事項の１つであり

クラブの活力を保ち続ける為に欠かせない要素であります。会員の増強、維持、退

会防止を行うには当クラブを活気のある魅力的で素晴らしいクラブにする努力が必

要です。

　また日頃より入会候補者として相応しい方を見つけ、入会を勧めることはロータ

リークラブ会員ひとり一人の責務であると考えております。

　本年度に入り倉田（満）会員と上甲会員のご紹介により２名の新規会員、井関会員

と秋山会員に入会して頂きました。更に二神会長と三原S.A.A.のご紹介により２名

の方の入会が決定しております。この入会予定者を入れて会員数は現在72名となり

ます。二神会長の目標である会員数80名まではまだまだ厳しいですが、引き続き一

人でも多くの素晴らしい方に入会して頂き、更に魅力的な松山ロータリークラブに

してまいりましょう！
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例会記録

出席会員　70（65）名中50名　出席率73.53％
　　前回訂正出席率76.47％
欠席会員　20名　伊東（秀）、勝見、木下（英）、

窪、松田、三原、三好、守谷、名本、西原、
大橋、大美、小野川、左納、清水、髙石、
鶴田、浦岡（亀井、児玉）

ゲスト　１名　 日田　良介（愛媛第Ⅱ分区ガバ
ナー補佐）

ビジター　１名　菊池　城治（八幡浜RC）

ニコニコ箱
日田　良介　ガバナー補佐日田です。本日はク

ラブ協議会宜しくお願い致します。
山添　勝吉　皆様お世話になりました。誠にあ

りがとうございました。
二神　良昌　・ 日田ガバナー補佐ようこそ来て

頂きました。
 ・ 山添さんご栄転おめでとうござ
います。又、顔を出して下さい。
小山さん入会おめでとうござい
ます。宮﨑さん卓話よろしくお
願いします。

高橋　伸定　・ 日田ガバナー補佐宜しくお願い
致します。
 ・ 宮﨑社長いつもお世話になりま
す。本日卓話宜しくお願いいた
します。

米山　徹太　ガバナー補佐日田様、菊池様よう
こそ‼

倉田　　剛　宮﨑社長の卓話とても楽しみで
す。おもしろいお話を勉強させて
下さい。
山添さん松山RCでお世話になり
ありがとうございました。

村井　重美　卓話宮﨑さん頑張って。
大塚　岩男　宮﨑さん卓話よろしくお願いしま

す。

（愛媛第Ⅱ分区ガバナー補佐）

尾谷　牧夫　宮﨑さん卓話楽しみにしておりま
す。

河内　広志　今日は「防災の日」です。東京ロー
タリークラブを始め多くのロータ
リーで防災減災への取り組みを
行っているところがあります。道
後旅館組合でも全組合員が防災士
の資格をとるべく努力しておりま
す。

浅田　　徹　松山三越の改装工事が始まりまし
た。営業しながらの工事となりま
す。今日は定休日です。

宮﨑　修一　（結婚記念祝）卓話をさせていた
だきます。

深見　邦芳　（結婚記念祝）
石橋　和典　（創業記念祝）

卓　話　「「銀行員生活40年」を振り返って、青山在り」
� 宮﨑　修一　会員
　銀行員生活を振り返りながら、11回の転勤の
中で各転勤地の良い所・美味しい食べ物をご紹
介します。
　１ヵ店目は1977年、伊予銀行西条支店。「水
の都・西条」として名水百選に選ばれている。
西条祭りも有名で、勇壮、華麗な「だんじり祭」
は私の心の原風景。
　２ヵ店目は1982年、新居浜市の中萩支店。新
店舗の開設メンバーとしての配属。「新居浜祭
り、太鼓台」と住友の発祥地、「マイントピア
別子」が観光名所。
　3ヵ店目は1985年、大分の臼杵支店。「国宝・
臼杵石仏」、火祭・竹宵祭が有名。何といって
も「ふぐ料理」が有名。「料亭・山田屋」がお勧め。
　4ヵ店目は1991年、大阪支店。1995年阪神淡
路大震災に遭遇。危機管理を学ぶ。
　5ヵ店目は1995年の今治支店。今治はタオル・
造船の街。

第3496回例会　2020年９月１日（火）
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　6ヵ店目は1997年、本店の営業推進部。全営
業店の営業推進を指導する仕事。
　7ヵ店目は2000年、高松支店。次長として店
内管理と営業推進を担当。「やまうち」  「がもう」
「山越」「なかむら」がうどんの4大有名店。
　８ヵ店目は2002年、初の支店長として北九州
支店。北九州はトイレの「TOTO」、ロボット
の「安川電機」、地図の「ゼンリン」、タクシー
の「第一交通産業」といった日本一企業が多数。
レトロな門司港と「うなぎ店」の「田舎庵」が
有名。
　9ヵ店目は2005年、営業統括部長として本部。
伊予銀行全体の営業をコントロールする部署。
　10 ヵ店目は再び支店長として広島支店。こ
こでボードメンバーになる。広島は、世界遺産

「原爆ドーム」、宮島「厳島神社」が有名。「お
好み焼き」は「八昌」「みっちゃん」、「牡蠣料
理」は「かなわ」がお勧め。「もみじまんじゅう」
では、髙津堂の「もみぢまんじゅう」がお勧め。
　11 ヵ店目は2012年、営業取締役営業本部長
として本店に戻り、伊予銀行の営業をすべて背
負う立場。2016年に退任し、関連会社社長を3
年間務め、昨年7月から当ホテルの社長に就任。
銀行員は転勤が多いから大変だと言われます
が、様々な地域で、色々な方々と触れ合い、ご
当地でしか味わえない味覚にも出会い、誠に良
き充実したサラリーマン生活でした。「人生い
たるところに青山在り」、今、本当にこの言葉
が身に染みています。

例会記録

出席会員　69（64）名中51名　出席率77.27％
　　前回訂正出席率79.10％
欠席会員　18名　勝見、倉田（剛）、小山、松田、

三好、名本、西原、大塚、大橋、左納、清水、
髙石、高岡、梅津、浦岡（深見、亀井、児玉）

ニコニコ箱
二神　良昌　中河さん卓話よろしくお願いしま

す。
村井　重美　卓話中河さん頑張って。
木下　英雄　先週は胆石で休んでしまいまし

た。２㎝の胆石が出来て今月25
日から入院する事になりました。
9/29は欠席となります。申し訳
ありません。

河内　広志　・ 今日は「サンフランシスコ平和
条約の日」です。サンフランシ
スコには夜のみ例会をワイン
バーで開催するというユニーク

なイブニングロータリークラブ
が有ります。
 ・ 道後プリンスホテル・別邸朧月
夜にミラクルプライスで宿泊で
きる県民割とGo Toトラベルの
ダブル併用キャンペーンがあり
ます。9/14に楽天トラベル、
9/15じゃらんから一日限定で
承ります。詳しくは愛媛新聞の
映画欄下をご覧ください。

守谷みどり　久しぶりに参加しました。
窪　　仁志　最近の明るい話題
　　　　　　・ まつやままつりweb　JR四国連

が3位入賞。
　　　　　　・ サイクルトレインしまなみ号　

秋運行開始。
宮﨑　修一　是非レストランでワンドリンク券

御利用下さい。
（なんとなくニコニコ）秋山（中河さんコロナ楽

第3497回例会　2020年９月８日（火）
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第3498回例会　2020年９月15日（火）

－篠原ガバナー公式訪問例会－
出席会員　70（65）名中49名　出席率73.13％
　　前回訂正出席率75.00％
欠席会員　21名　原田、五十嵐、伊東（秀）、勝

見、小山、松田、三好、中河、名本、西原、
大橋、大美、清水、髙石、武田、鶴田、浦
岡、結城（深見、亀井、児玉）

ゲスト　3名　 篠原　　徹（第2670地区ガバ
ナー）

　　　　　　　西山　正寛（地区副代表幹事）
　　　　　　　 日田　良介（愛媛第Ⅱ分区ガバ

ナー補佐）

ニコニコ箱
篠原　　徹　 本日はよろしくお願いいたしま

す。
伊澤　征大　本日より、伝統と歴史のある松山

ロータリークラブ様のメンバーに
加えさせて頂きますことを心より
感謝申し上げます。一日も早くク
ラブ活動に慣れ、皆様に貢献でき
るようがんばりますので、何卒よ

（第2670地区ガバナー）

しみにしています。）、 倉田（満）、
小野川、米山

早　退　　関

卓　話　「コロナ後の変化」
� 中河　　裕　会員
　今回、現状のコロナ禍において、今、起こっ
ている企業の変化や環境の変化についてお話を
させていただければと思います。今回は特に、
『小売業』にフォーカスしてお話をさせて頂き
ます。決して正解と言うものではなく、一つの
事象であり、ひとつの見方であるとご認識して
いただければ、幸いです。
　コロナ禍において、変化が明確に現れたもの
が２つ。１つは消費者の変化、もう一つは企業
経営の変化であります。消費者の変化におい
て、大きく3つあると思います。１つ目は、在
宅勤務が継続する中で、住宅地の昼間人口が増
加しているということです。２つ目は価値観の
変化であります。最後の変化は、さらにコスト
パフォーマンスが求められるようになっている
ということです。
　企業経営の変化においてはリモート・ワーク

定着による経営効率向上が起こりました。もう
一つは実店舗とＥCの融合が急速に起こりまし
た。そして、販売チャネル間格差の拡大も起こっ
ております。この大きな消費者と経営の変化か
ら見える『コロナ後』としては、3つの事が想
定されます。①都市部小売業への逆風②優勝劣
敗が加速する③チャネル間競争ではなく、製造
小売業の優位が継続されると想定されます。こ
のコロナ後の環境下において、重要なことが4
つあると考えます。①誰に何を提供するのか②
自社だからこそできることは何か③デジタル技
術をどのように生かすのか④『負け戦はしない』
という選択肢も必要である。以上4点がコロナ
後の小売業に必要な要素であると思います。コ
ロナ後において、従来の考えを変え、特に各社
の独自性こそが競争社会における生命線であ
り、企業発展につながっていくのであると思い
ます。今回の卓話は、小売業にフォーカスいた
しましたが、私が身を置く、『証券業』、『金融業』
も従来の考えをしっかりと受け継ぎながら、新
しい変化を摑みとって行かなければいけないと
改めて思いました。

例会記録
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例会記録

ろしくお願い申し上げます。
二神　良昌　篠原ガバナー公式訪問有難うござ

います。アサヒビール伊澤支社長
入会おめでとうございます。

石橋　和典　篠原ガバナー、松山クラブへよう
こそ。

上甲　　泰　公式訪問例会。
村井　重美　篠原ガバナー、日田ガバナー補佐、

西山さん今日は宜しくお願いしま
す。

太田　茂樹　篠原ガバナー、本日はよろしくお

願いします。
米山　徹太　篠原ガバナーようこそ‼
河内　広志　今日は「老人の日」です。当クラ

ブには私も含めて27名のロータリ
アンがいらっしゃいますが、今後
もロータリー活動を元気一杯老人
パワーで努力させて頂きます。

早　退　　秋山（篠原ガバナー卓話聞けず申し
訳ありません）、清田、窪、前田、
尾谷、小野川

出席会員　70（65）名中44名　出席率65.67％
　　前回訂正出席率72.06％
欠席会員　26名　浜田、五十嵐、泉川、伊東（秀）、

勝見、菊野、木下（英）、木下（裕）、小山、
松田、三好、名本、西原、太田、大塚、大
橋、大西、清水、髙石、高岡、鶴田、梅津、
浦岡（深見、亀井、児玉）

ビジター　１名　佐々木善康（西条RC）

ニコニコ箱
会田　雅之　本日の卓話、よろしくお願いしま

第3499回例会　2020年９月29日（火）

す。
二神　良昌　会田さん卓話楽しみにしていま

す。
村井　重美　卓話頑張って、会田さん。
玉置　　泰　伊東豊雄さん設計のネッツトヨタ

愛媛新本社ビルの地鎮祭が昨日行
われました。施工は太田会員の竹
中工務店です。

河内　広志　・ 10月からGo Toトラベル35％割
引と県民5,000円割引と地域共
通クーポンでトリプル併用が可
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例会記録

９月８日㈫

①【事後報告】退会届　山添勝吉会員　承認。
② 新入会員申し込み　アサヒビール㈱　伊澤征
大氏（山添氏後任）　　承認。
③ 新入会員申し込み　㈱ジャスト・ワン執行役
員　津野和美氏  （推薦者︰二神会長）　承認。

④ 当クラブ国際交流基金・伊予銀行定期預金が
満期を迎えます。　承認。
⑤ 愛媛県保健福祉部社会福祉保健局より「愛媛
県臓器移植普及月間」後援依頼について
　承認。

能となります。→是非この機会
にご家族おそろいで道後プリン
スホテルをご利用下さい。

　　　　　　・ 9/29は語呂合わせで「クリー
ニングの日」です。クラブの慣
習を定めるための細則をポスト
コロナではクリーニングをして
もよいですね。

（なんとなくニコニコ）米山
早　退　　倉田（満）、佐々木、中住

卓　話　「健康寿命日本一、愛媛県をもっと元気に!」
� 会田　雅之　会員
　住友生命の会田でございます。
　さて、弊社では県をあげて取組み続けられて
いる「えひめ健康づくり21」への連携・協力を
推進していく上で、県民みなさんの健康づくり
につながる情報提供や啓蒙活動に日々努めてお
ります。そこで、本日は健康増進につながる話
題、当社商品のPRをさせていただきます。
　皆さんの中に「健康になりたいですか？」と
質問されて、「いいえ」と答える方はいないと
思いますが、一方で今、多くの方は健康になり
たいけど、日々いろいろなことに追われて・忙

しくて健康増進を始めるきっかけがないという
のが実情ではないでしょうか。
　住友生命では健康長寿社会の実現に向け、健
康増進活動を始めるきっかけ・お手伝いをさせ
ていただく商品 Vitality（バイタリティ）をご提
供しております。最近ではバナナマンのテレビ
CMが好評をいただいておりますが、Vitalityの
特徴は3つです。
　一つ目は健康につながる活動に取り組むと宣
言すること。Vitalityの健康プログラム契約に
ご加入いただくことで、保険料が15％割引にな
ります。二つ目は健康になる活動を継続して取
り組むこと。歩いたり走ったりした結果に基づ
きステータスを判定し、その後の保険料が最大
30%割引となります。逆に取り組まなかった場
合は最大10%の割増となります。三つ目は運動
に必要なスポーツウェア（adidas）やウェアラ
ブルデバイス（アップルウォッチ）との提携や
一週間単位の目標達成でスターバックスやロー
ソンのコーヒーチケットがもらえる等、素敵な
特典を享受できます。
　ご関心・興味を持たれた方は一声おかけいた
だければ幸いです。ご清聴ありがとうございま
した。

理事会報告

令和２年９月度理事会決議事項
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退会のお知らせ

アサヒビール㈱松山支社　理事
支社長　山添　勝吉会員は、転
勤の為、9月１日付で退会され
ました。
ロータリー歴は１年4か月でし
た。

クラブニュース

誕生祝　 以下3名　立松（16日）、高岡（18日）、太田
（30日）

結婚祝　 以下3名　深見（14日）、宮﨑（15日）、太田
（28日）

創業祝　 以下5名　石橋（１日）、大塚（１日）、山添
（１日）、志鷹（２日）、土居（11日）

１．ガバナー月信
１．会報８月号
１．近隣RC例会予定表

９月のお祝い 配 付 物

新入会員紹介

勤　務　先︰日本銀行  松山支店
　　　　　　支店長
　　　　　　三番町4－10－2
　　　　　　TＥL 933－2216
生 年 月 日︰昭和44年10月11日
入会年月日︰令和２年9月１日
趣　　　味︰ 水泳、旅行

氏名︰小山　浩史

勤　務　先︰ アサヒビール㈱
　　　　　　松山支社　支社長
　　　　　　一番町1－15－2
　　　　　　 松山一番町ビル内
　　　　　　TＥL 921－0195
生 年 月 日︰昭和41年6月7日
入会年月日︰令和２年9月15日
趣　　　味︰ 読書（時代小説）、
　　　　　　ブックオフめぐり、
　　　　　　 料理（単身の為、

自炊）、健康維持
のランニング

氏名︰伊澤　征大

以下31名　秋山、会田、二神、鮒田、浜田、濵本、
井関、石橋、上甲、加藤、菊野、木下（英）、木下（裕）、
清田、倉田（剛）、倉田（満）、河内、村井、西村、太

７・８月２ヶ月皆勤

田、大森、小野川、佐々木、菅井、関、高橋、結城、
米山、深見、中住、玉置
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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/

ゴルフ会より　第379回松山ロータリークラブゴルフコンペのご報告

　令和２年9月12日㈯北条カントリークラブにて開
催しました。参加者は二神会長、関会員、浜田会員、
村井会員、武田会員、伊東会員、佐々木の7名でし
た。伊東会員におかれましてはゴルフ会に初参加い
ただき、本当にありがとうございました。
　当日は雨の中スタートでしたが、プレイが進むに
つれ天候も回復少々蒸し暑さを感じるほどでした。

皆様スコア的には不本意な方もいらっしゃいました
が、親睦を深めることのできたいい会になったと思
います。
　例会や火曜会とは一味違った懇親の場です。新会
員の方も気兼ねなく参加できる会です。お気軽に米
山会員、佐々木までお問合せください。
  （記　佐々木　淳）

順位 参加者氏名 OUT IN GROSS HDCP NET

優　勝 村井　重美 46 51 97 27.6 69.4

準優勝 関　　啓三 43 48 91 14.4 76.6

3　位 浜田　修一 47 46 93 14.4 78.6

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

 1 日 70（65） 50 20 73.53％ 2 76.47％ 1

 8 日 69（64） 51 18 77.27％ 2 79.10％ 0
（ガバナー公式訪問）

15日 70（65） 49 21 73.13％ 2 75.00％ 0

29日 70（65） 44 26 65.67％ 5 72.06％ 1

平均 69.8（64.8） 48.5 21.3 72.40％ 2.8 75.66％ 0.5

９月中の出席報告


