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例会予定
 7 月 6 日㈫…役員・委員長就任挨拶

 7 月13日㈫…役員・委員長就任挨拶

 7 月20日㈫…「渋沢栄一と宇和島と私」
三原　英人会員

 7 月27日㈫…「RYLAで気付いた事・考え
させられた事」

米山　徹太会員

　会長退任挨拶
会長　二　神　良　昌

　皆さん1年間大変お世話になりました。有難うございます。

　昨年7月に三原前会長から会長職を引き継がせて頂き、コロナ禍の中でも「ロータリー

の絆を深め広げよう」と会員相互の助け合いを少しでも広げようと思い努力したつもりで

すが力不足で充分な仕事ができなかったことが本当に残念で悔やまれます。

　サマースクール・職場訪問例会・クリスマス家族例会そして地区大会と大きな行事はす

べて中止となりかろうじて行った植樹も縮小してしか実施できませんでした。

　又、例会も12回の休会を決断しなければならない事になり前代未聞の年度になってしま

いました。

　6月29日の夜間例会を最後に会長職を終える事になりますが、自分が充分なことが出来

なかった分次期の村井会長年度の活動にはS.A.A.として最大限の協力をさせて頂く事をお

誓い申し上げると共に、一年間支えて頂きました高橋幹事を始め理事・委員長方々そして

全ての会員の皆様に感謝申し上げて退任の挨拶とさせて頂きます。
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例会記録

出席会員　70（64）名中41名　出席率61.19％
　　前回訂正出席率66.18％
欠席会員　29名　鮒田、原田、伊澤、石橋、泉川、

伊東（秀）、勝見、小山、前田、松田、三好、
守谷、中河、名本、西原、西村、大塚、尾
谷、左納、塩梅、塩崎、清水、菅井、鶴田、
梅津、浦岡（深見、亀井、児玉）

ビジター　篠塚　武雄（東京多摩RC）

ニコニコ箱
篠塚　武雄　 ５月25日PCR検査は陰性。コロナ

ワクチンは完了しましたのでメー
クアップさせていただきます。よ
ろしく。

二神　良昌　・ 久しぶりの例会ご参加ありがと
うございます。

　　　　　　・ 大金さん、谷山さんご入会おめ
でとうございます。

谷山　　章　入会させていただきます。宜しく
お願い申し上げます。

大金　　浩　本日より入会いたします。よろし
くお願いいたします。

浜田　修一　本日、卓話をさせていただきます。
宮﨑　修一　再開をありがとうございます。
三原　英人　① 鮒田さん先日はお世話になりま

した。
　　　　　　② 久しぶりに皆さんのお顔を見ら

れて
村井　重美　ワクチンにて早くコロナの収束を

願う。
吉村　紀行　久しぶりの例会で楽しみです。
伊藤　茂喜　お久しぶりです。
河内　広志　 久しぶりの例会開催のためロータ

リーバッジを忘れているロータリ
アンがいらっしゃると思います。
→今日6／1は「バッジの日」で
す。三原S.A.A.に成り代わりバッ
ジ忘れはニコニコへと言わせて頂
きます。

佐々木　淳　やっと再開です。皆様よろしくお
願いします。

津野　和美　久し振りにニコニコ‼

秋山　影明　昨日は梅の収穫　バケツ４杯とれ
ました。

結城　　旬　 本日6／1より森松の鶴岡葬儀社
はムラタグループの傘下として弊
社スタッフでの葬儀施行をスター
トしました。浮穴地区の皆様よろ
しくお願い致します。

窪　　仁志　雇用契約を一年締結しました。
米山　徹太　多分５回休んだので
早　退　　 清田、小野川、髙石（ワクチン接種、

PCR検査等忙しくしています。何か
貢献できればとがんばります。）、武
田

卓　話　「城物語」
� 浜田　修一　会員
　
 ・設計者︰武田斐三郎（伊予大洲藩適塾出身）
 ・正式名称︰箱館奉行所
 ・ 蝦夷共和国をつくる為、榎本武揚、大鳥圭介、
土方歳三らが、たてこもり新政府軍と戦うが
敗れる。
　
 ・ 津軽家は天海（黒衣の宰相）に大切にされ、
大きな後盾を得る。
 ・ 石田三成の子供（源吾、辰子）を大坂落城の
折り助け、弘前に連れて帰り大切にする。
　津軽三代目信義は辰子の子（三成の孫）
　 兄 源吾は杉山と名乗り、その子孫は明治な
で重臣を務め現在に至る。
　
 ・ 母 義姫（最上家より）は政宗の弟 小次郎に
家を継がせたいため、政宗の毒殺を図る。毒
味役は死ぬが、政宗は軽症で済み、母を殺す
わけにはいかないので弟を殺害。
 ・正室は愛

めご

姫
ひめ

　 坂上田村麻呂を祖とする名門の
出で才色兼備。

 ・長男 秀宗は宇和島藩主。
　 長男であるが側室の子で、秀吉より秀の一字
をもらっているので徳川に気を使う。徳川は
気を使い、宇和島を与える。

五稜郭

弘前城

仙台城

第3518回例会　2021年６月１日（火）

（東京多摩RC）
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 ・蒲生氏郷　 近江から文武両道に優れた人。孫 

思
ただ

知
ちか

は、松山城へ入るが死去し、
絶家となる。

 ・保科正之　 三代将軍 家光の異母弟で不世出

会津若松城 の名君。三代目から保科から松平
と名乗る。

 ・松平正
かた

谷
もり

　 孝明天皇の信篤く、京都守護職
を務める。美濃 高津藩より入る。
弟は桑名藩主。

第3519回例会　2021年６月８日（火）

出席会員　70（64）名中44名　出席率65.67％
　　前回訂正出席率72.06％
欠席会員　26名　鮒田、浜田、石橋、伊東（秀）、

勝見、小山、松田、守谷、中河、名本、西
原、西村、大金、大塚、左納、塩梅、清水、
菅井、高岡、鶴田、浦岡、海野、吉村（深
見、亀井、児玉）

ニコニコ箱
前田　克哉　皆さん大変お世話になり、ありが

とうございました。
二神　良昌　前田さん退会残念です。東京で又、

お会いしましょう。
米山　徹太　前田さんお世話になりました。
村井　重美　井関さん卓話宜しくお願いします。
志鷹　寛明　井関さん卓話楽しみにしています。
三好　哲生　コロナの収束を願ってやみません。
塩崎千枝子　久し振りにこんにちは。みんな元

気で頑張りましょう！
秋山　影明　大街道ヨシダファッションギャラ

リーで花の油彩画展やっています
ので鑑賞下さい。

窪　　仁志　痛風から復活しました。
河内　広志　 今日6／８は「大鳴門橋開通記念

日」です。多くの旅行者が訪れま
したが桃栗３年橋1年でブームが
去りました。しかしながら我社と
ふなやが少し延命を図ることが出
来ました。

原田　満範　（会員誕生祝）
加藤　修司　（結婚記念祝）５月でしたが遅れ

ばせながら…
立松　良之　（結婚記念祝）6／４
髙石　義浩　（創業記念祝）6／２

早　退　　土居、木下（裕）

卓　話　「所属する組織・グループのご紹介」
� 井関　正志　会員
　４回もの卓話延期を経て6月８日の卓話当番
を終え、やっと重圧から解放されました。
　卓話の内容は、私の所属する組織・グループ
を少しでも知っていただくためのテーマとしま
した。以前から外部の方と親交を深めていく中
で必ず言われたことは、「ＪＡグループ」の組
織構成や役割がよく分からないでした。
　ＪＡグループには３つの階層組織がありま
す。
　直接お客様との接点である地域にあるＪＡは
生産農家に対する営農指導事業の他、商社（経
済事業）、金融（信用事業）、保険（共済事業）、
医療（厚生事業）を営んでいます。県域にはＪ
Ａを補完するための専門機関としての連合会
が、全国域には県域連合会を補完するための中
央機関としての連合会が設立されています。３
つの階層組織の事を系統三段階制と言い、事業
毎に縦系列でつながっています。
　信用事業で言えば、ＪＡ－県信連－農林中金
となります。
　県域連合会の 1つである愛媛県信連は、唯一
ＪＡを補完する連合会に止まらず、1つの独立
した金融機関の顔も持っています。
　県信連のガバナンス上の特徴として、ＪＡ独
自の経営管理委員会制度を導入しています。
　つまり、会社法の取締役会を経営管理委員会
と理事会に分離し、経営管理委員会は①業務の
基本方針に関する事項②総会に関する事項③理
事の選任・解任に関する事項を担い、理事会は
日常的な業務執行全てを担います。このことか
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出席会員　71（65）名中42名　出席率61.76％
　　前回訂正出席率69.57％
欠席会員　29名　原田、石橋、泉川、伊藤（茂）、

伊東（秀）、上甲、勝見、木下（裕）、窪、小
山、松田、守谷、中河、名本、西村、大塚、
左納、塩梅、塩崎、清水、菅井、関、谷山、
鶴田、浦岡、海野（深見、亀井、児玉）

ゲスト　３名　 日田　良介（愛媛第Ⅱ分区ガバ
ナー補佐）

　　　　　　　 野本　政孝（愛媛第Ⅱ分区次期
ガバナー補佐）

　　　　　　　越智　康夫（三浦工業㈱）

ニコニコ箱
日田　良介　 ガバナー補佐、八幡浜RCの日田

です。退任のご挨拶に寄りました。
1年間ご協力ありがとうございま
した。

野本　政孝　次年度ガバナー補佐を務めさせて
頂きます。

二神　良昌　・ 仁科さん、桑野さん入会ありが
とうございます。津野さん卓話
頑張って下さい。

　　　　　　・ 会長挨拶の時に少し会社の宣伝
をさせて頂きます。

西原　正勝　大変お世話になりました。
越智　康夫　これからよろしくお願いいたしま

す。
津野　和美　少しドキドキしていますが…
井関　正志　津野さん卓話楽しみにしています。
松本　祐治　 津野様 待ちに待った津野様の卓

話、楽しみにしてます。
村井　重美　津野さん卓話宜しくお願いします。
秋山　影明　先日のゴルフコンペ伊藤さん優勝

第3520回例会　2021年６月15日（火）

おめでとうございます。
米山　徹太　先日のゴルフ会、楽しかったです

ね。
河内　広志　今日は70年前の今日、全国信用金

庫協会が制定した「信用金庫の日」
です。二神会長が会員増強のため
勧誘に努力されています。ちなみ
に7／1は銀行の日です。

加藤　修司　本日は今年最強の一粒万倍日です!!
高橋　伸定　（結婚記念祝）
（なんとなくニコニコ）　木下（英）
早　退　　清田、三原、小野川、髙岡

卓　話　「�私の過去・現在・未来と楽しい心理
テストをみんなで‼」

� 津野　和美　会員
　初めての「卓話」のテーマは、自己紹介も兼
ねて「私」という人間を理解して頂きたいと思
い「私の過去・現在・未来」と題した卓話に
致しました。スライド無しで行いますが、幼少
時代から今に至るまでの私の人生と、今後のビ
ジョンを少々個人情報も開示しながらお話いた
します。
　私は、昭和32年３月28日に現在の宇和島市
（旧北宇和郡吉田町）で生を受け３人姉妹の真
ん中で、姉のお古ばかり身につけていた記憶が
あります。家族は祖父母・父母の7人家族でし
た。大変厳しい父のもと、高校時代でも門限が
５時と、今では考えられない厳しさで友だちの
親御さんには異様なほど信頼されていました。
卒業後は東京・宇和島・松山と場所は変われど
いろんな仕事を経験し今に至ります。私の人生
のターニングポイントは葬儀の仕事だったよう
に思います。その後も人に係わる派遣という仕

ら、代表権は理事にしか付与されません。
　理事の職位は、理事長・専務理事・常務理事
で、任期は３年となっています。
　また、経営管理委員会制度における理事は、
法の規定により業務専念を義務付けられ、出資

先企業等での取締役や監査役には就任できない
ことになっています。
　以上が卓話の概要です。紙面の制約上、私の
自己紹介は省略いたしました。

（愛媛第Ⅱ分区ガバナー補佐）

（愛媛第Ⅱ分区次期ガバナー補佐）

（三浦工業㈱）
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第3521回例会　2021年６月22日（火）

出席会員　71（65）名中43名　出席率64.18％
　　前回訂正出席率71.01％
欠席会員　28名　土居、伊澤、泉川、勝見、窪、

桑野、河内、松田、守谷、中河、名本、仁
科、西原、西村、大塚、大西、小野川、左
納、清水、菅井、関、鶴田、浦岡、吉村（深
見、亀井、児玉、大森）

ニコニコ箱
二神　良昌　役員・委員長の皆さん、1年間あ

りがとうございました。
村井　重美　今年一年間お世話になりありがと

うございました。
菊野　先一　卓話のスケジュール調整ありがと

うございました。

伊藤　茂喜　メンバーとハンディに恵まれ、6
月ゴルフ会で優勝することができ
ました。7月も頑張ります。

塩崎千枝子　皆様に長年お世話になり本当にあ
りがとうございます。

伊東　秀訓　ご無沙汰しております。
秋山　影明　昨日、ジャカランダを見て心なご

みました。
塩梅　和彦　（会員誕生祝）
玉置　　泰　（ご夫人誕生祝）今日です。
（なんとなくニコニコ）　石橋、大金、米山
早　退　　 清田、三原（先日、久々に映画館に

行きました。やっぱりシアターで
観る映画は良いですね、佐々木さ
ん！）、髙石、海野

事に従事し現在に至ります。いろんなお仕事で
キャリアを積みましたが、今は「人に寄り添う」
派遣会社に大手企業ではできないことがやれて
いると満足しています。昨年、このコロナ禍の
中で、認知症の母が施設で急逝し「万人に万人
の母あれど、我が母に勝る母なし」という言葉
を痛感し、あまり会えなかったことに後悔が残
りました。自身も心臓の病気を患い手術し、ま
るで第二の人生を生きているようです。キャリ
アコンサルタントの資格取得のための勉強は、
始めてみて後悔しましたが、やってみて「例え
ばこんな時の対応策」を知識として知り、その
知識を経験してきた知恵でこなすことができて

います。日本には「言霊」という魂があり、とっ
さの一言でも考えて、ノーでもノーサンキュー
と言えるようにしたいと思います。私の格言は
「継続は力」で、80歳頃になって、納得のいく
いい人生、やり切った人生にするか、ただ生き
てきただけで終わるか、後悔しないよう研鑚し、
今後は人に貢献できることをセミナーやキャリ
コンで活かし頑張れるだけ頑張るつもりです。
私の財産は「人」です。知り合った人たちと縁
を結び、また、このロータリーで出会った人た
ちも、新たな財産として大切にお付き合いした
いです。心はいつも豊かであるよう心がけなが
ら…。

第3522回例会　2021年６月29日（火）

－夜間例会－
於　ANAクラウンプラザホテル松山

出席会員　70（64）名中37名　出席率56.92％
　　前回訂正出席率71.64％
欠席会員　33名　会田、鮒田、浜田、濵本、原田、

石橋、伊東（秀）、勝見、守谷、中河、名本、
仁科、西原、西村、大金、大塚、尾谷、左納、

塩梅、清水、菅井、関、髙石、高岡、武田、
鶴田、梅津、浦岡（深見、亀井、児玉、中
住、玉置）

ニコニコ箱
二神　良昌　 皆さん今年一年間ありがとうござ

いました。スパークリングワイン
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理事会報告

６月１日㈫
①【事後報告】退会届　大美　慶昌会員（転勤
　のため）　承認。
②退会届　西原　正勝会員（異動のため）
　承認。
③ 新入会員申し込み　NHK松山拠点放送局
　桑野　毅氏（大美氏後任）　承認。
④ 新入会員申し込み　三浦工業㈱　越智　康夫
氏（西原氏後任）　承認。
⑤新入会員申し込み　日本生命保険（相）　中西
　康太氏（倉田（剛）氏後任）　承認。
⑥7月以降の年会費徴収について　承認。

令和３年６月度理事会決議事項

⑦第22回サマースクール開催について　中止。
⑧【ご報告】事務局「一誠ビル」建替による移
　転について　承認。
⑨ 三井住友信託銀行・周年記念準備会計につい
て　承認。
⑩ボーイスカウト松山第16団より助成金申請
　承認。
⑪ 6/29㈫　夜間例会　ANAクラウンプラザホ
テルにて開催　承認。

10本と赤ワイン10本持参しまし
た。ご賞味下さい。

高橋　伸定　一年間ありがとうございました。
秋山　影明　今年も早いもので半期になりまし

た。コロナ禍頑張りましょう。
泉川　孝三　二神さん、高橋さん一年間お世話

になりました。
伊藤　茂喜　二神会長、高橋幹事、本当にお疲

れ様でした。そしてありがとうご
ざいました。

加藤　修司　本日は宜しくお願い致します。
木下　英雄　二神会長、高橋幹事お疲れ様でし

た。
木下　裕介　皆様一年間ありがとうございまし

た。
村井　重美　二神会長そして高橋幹事一年間お

世話になりありがとうございまし
た。

佐々木　淳　二神会長、高橋幹事他理事の皆様、
一年間お疲れ様でした。7月から
拙い幹事になりますが精一杯努め
ます。

米山　徹太　二神会長、高橋幹事　一年間お世
話になりました。

大森　克介　二神会長、高橋幹事、一年間ご苦
労さまでした。

塩崎千枝子　みんなで集える日が増えますよう
に。

河内　広志　今日は「星の王子さまの日」です。
王子様とキツネの会話の中でキツ
ネが言った名言が「人と人に生ま
れる絆が、人間関係を特別にもの
にしてくれる」まさにロータリア
ンの友情を育むものですね。

結城　　旬　ビンゴの景品ごめんなさい。
海野　賀久　バッジ忘れました。
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退会のお知らせ

西日本電信電話㈱四国事業本部
長兼愛媛支店長　前田　克哉会
員は異動の為、6月８日付で退
会されました。
ロータリー歴は1年11か月でし
た。

㈱愛媛朝日テレビ　代表取締役
社長　松田　安啓会員は離任の
為、6月24日付で退会されまし
た。
ロータリー歴は２年11か月でし
た。

三浦工業㈱代表取締役　副社長
執行役員COO　西原　正勝会
員は異動の為、6月29日付で退
会されました。
ロータリー歴は４年11か月でし
た。

三井住友信託銀行㈱松山支店　
支店長　志鷹　寛明会員は転勤
の為、6月29日付で退会されま
した。
ロータリー歴は２年２か月でし
た。

新入会員紹介

勤　務　先︰ 全日本空輸㈱松山
支店　支店長

　　　　　　三番町4－12－7
　　　　　　 三井住友海上松山

三番町ビル4階
　　　　　　TEL 050－3755－0674
生 年 月 日︰昭和49年２月22日
入会年月日︰令和３年6月1日
趣　　　味︰ ゴルフ、ジョギン

グ、ラクロスなど
体を動かすことは
好きです。スポー
ツ観戦、映画鑑賞
や読書。

氏名︰谷山　　章

勤　務　先︰ 農林中央金庫
　　　　　　愛媛県担当部長
　　　　　　三番町6－8－1
　　　　　　TEL 921－3194
生 年 月 日︰昭和51年11月25日
入会年月日︰令和３年6月1日
趣　　　味︰ トレーニング（体

を動かすこと）、
ロードバイク（初
心者）氏名︰大金　　浩

勤　務　先︰愛媛大学　学長
　　　　　　道後樋又10－13
　　　　　　TEL 927－9003
生 年 月 日︰昭和29年８月30日
入会年月日︰令和３年6月15日
趣　　　味︰ ドライブ

氏名︰仁科　弘重

勤　務　先︰ NHK松山拠点放
送局　局長

　　　　　　堀之内5
　　　　　　TEL 921－1111
生 年 月 日︰昭和40年５月30日
入会年月日︰令和３年6月15日
趣　　　味︰ 映画鑑賞、スポー

ツ観戦

氏名︰桑野　　毅
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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
 1 日 70（64） 41 29 61.19％ 4 66.18％ 1

 8 日 70（64） 44 26 65.67％ 5 72.06％ 0

15日 71（65） 42 29 61.76％ 5 69.57％ 0

22日 71（65） 43 28 64.18％ 6 71.01％ 0

26日 70（64） 37 33 56.92％ 11 71.64％ 0

平均 70.4（64.4） 41.4 29 61.94％ 6.2 70.09％ 0.2

６月中の出席報告

ゴルフ会より　第384回松山ロータリークラブゴルフコンペのご報告

　令和３年6月12日㈯道後ゴルフ倶楽部にて開催さ
れました。参加者は二神会長、太さん、中住会員、
関会員、村井会員、秋山会員、結城会員、佐々木会
員、会田会員、伊藤会員、米山の11名でした。太さ
んは二神会長のお知り合いの方です。当日は雨天予
報でしたが、プレー中は降雨がなく楽しくプレー出
来ました。

　優勝は伊藤会員でした。初優勝、おめでとうござ
います‼
　今回も３組で回ることが出来、懇親を深めること
が出来ました。これからも多くの皆様のご参加をお
願い致します。
  （記　米山　徹太）

順位 参加者氏名 OUT IN 計 HDCP NET

優　勝 伊藤　茂喜 46 44 90 16.8 73.2

２　位 （ゲスト）
太　　亨哲 39 49 88 14.4 73.6

３　位 関　　啓三 46 50 96 21.6 74.4

伊藤会員、初優勝！おめでとうございます！

ダブルペリア

同NETは年長者

誕生祝　 以下４名　原田（２日）、伊澤（7日）、塩梅
（21日）、守谷（27日）

結婚祝　 以下7名　立松（４日）、吉村（6日）、井関
（6日）、前田（11日）、高橋（18日）、会田
（25日）、中河（29日）

創業祝　 以下４名　鶴田（1日）、松本（1日）、髙石
（２日）、高岡（16日）

1．ガバナー月信
1．会報３月号、４・５月合併号
1．近隣RC例会予定表

６月のお祝い 配 付 物

（敬称略）


