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例会予定
 8 月 3 日㈫…「私の故郷  ダナンについて」

ゲスト…米山記念奨学生
グェン  ハ  ヴィさん

 8 月10日㈫…定款適用により、休会
 8 月17日㈫…定款第６条第一節適用によ

り、休会
 8 月24日㈫…定款第６条第一節適用によ

り、休会
 8 月31日㈫…定款第６条第一節適用によ

り、休会

　会長挨拶
会長　村　井　重　美

　この７月より、新年度が始まります。今回は昨年に続きコロナ禍も引き続きますが良いことは、
世界の祭典でありますオリンピックの開催もあり、全世界の注目の的が今の日本です。それに関
わる全ての物事が変化しながら動いています。また、当クラブも今期84期のスタートをしようと
しています。
　今年度RI国際会長シェカール・メータ氏のRIのテーマは「奉仕しようみんなの人生を豊かにす
る為に」であります。その目的とは、会員を増やしてロータリー参加者の基盤を広げる目標で在
ります。基盤とは人を幸せにする事である。「人生では、与える者、奉仕する者になりなさい」とおっ
しゃっています。又、第2６70地区の東　邦彦ガバナーのテーマは「グローロタリアン」成長しよ
うロータリアン、と言われています。成長とは県　内外に繋がる事であると言われております。
　両ガバナーとも話を合わせて見ると幅広く「人の為に奉仕」をする事で、やがて自分にも返っ
て来る。関わった皆さんが幸せに成ろうと言われております。今年度の松山ロータリークラブの
運営方針は「成長しよう人生を豊かにする為に」です。
　この思いは、例会も行事も積極的にモチベーションを上げて参加し楽しんで欲しいと思います。
（自分の考えが変われば、行動が変化し、楽しい生活に代わる、結果として人生の上で、心の豊
かな幸せが現れる事と思います）全ての事は自らが決定し自らの責任で行動する事に有ると思い
ます。
　今期、特に新しい事ですが、委員会の活動の活性化の意味で、年間２回ぐらいは委員会の方々
が集まり今期の計画を話し合う小委員会を開催する事で、委員会のコミュニケーションを取る事
も出来、今まで以上に皆さんの親睦活性化が図れると期待します。
　今年一年どうか皆様のご協力を何卒宜しくお願いします。
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例会記録

－役員・委員長就任挨拶－
出席会員　69（63）名中44名　出席率66.67％
　　前回訂正出席率70.15％
欠席会員　25名　伊澤、勝見、桑野、小山、三

好、守谷、中河、名本、仁科、西村、大塚、
大西、左納、塩崎、清水、菅井、高岡、立松、
梅津、浦岡、結城、吉村（深見、亀井、児玉）

ニコニコ箱
志鷹　寛明　お世話になりました。
村井　重美　84期が始まりました。今期一年宜

しくお願いします。
佐々木　淳　村井会長、理事の皆様、ロータリ

アンの皆様、拙い幹事になると思
いますが、精一杯努めてまいりま
す。

二神　良昌　村井会長、佐々木幹事今期一年よ
ろしくお願いします。

秋山　影明　村井会長、今年一年宜しくお願い
します。

伊藤　茂喜　新体制、宜しくお願いします。
木下　裕介　本年度、副幹事をさせていただき

ます。よろしくお願いいたします。
初回から早退でスミマセン…

窪　　仁志　村井会長一年よろしくお願いいた
します。バッジ忘れてしまいまし
た。日本丸クルーズのパンフをお
配りしています。そろそろいいで
すヨ‼

小野川雅士　 今年度広報IT・記録・雑誌委員
長になりました。よろしくお願い
します。

津野　和美　新しい役員の皆様、がんばって下
さい。

米山　徹太　村井会長、佐々木幹事宜しくお願
いします。

宮﨑　修一　ワクチン完了。無敵です。今後も
宜しくお願いします。

木下　英雄　先週は夜間例会お疲れ様でした。
河内　広志　今日は「ゼロ戦の日」です。開戦

当初は圧倒的な強さを誇っていた
ゼロ戦はサイパン陥落後は旧式で
お粗末な飛行機となっていた。そ
の後登場した紫電改はゼロ戦の
倍、2000馬力のエンジンパワーで
速力と防弾を備えた戦闘機と生ま
れ変わった。海軍のもっともすぐ
れた戦闘機は日本に現存する唯一
のものとして南予に展示されてい
ます。

松本　祐治　木下裕介会員、先日は優勝おめで
とうございました。

三原　英人　 （会員誕生祝）村井会長の門出を
祝して。

関　　啓三　（創業記念祝）
早　退　　 土居、伊東（秀）

第3523回例会　2021年７月６日（火）
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例会記録

第3524回例会　2021年７月13日（火）

出席会員　72（66）名中50名　出席率72.46％
　　前回訂正出席率77.14％
欠席会員　22名　会田、土居、泉川、勝見、加

藤、桑野、三原、中河、名本、西村、大塚、
尾谷、越智、塩崎、清水、菅井、高橋、鶴
田、浦岡、海野（深見、亀井、児玉）

ニコニコ箱
松田　安啓　２年という短い間でしたが、お世

話になりありがとうございまし
た。後任の井上社長は温厚かつ誠
実な人間ですので、皆様方に御厚
情賜りますよう宜しくお願い致し
ます。

井上　隆史　入会記念
秋山　影明　本日くちなしの純白が美しく咲き

ました。大谷君夢をありがとう。
髙石　義浩　今年一年よろしくお願いいたしま

す。
吉村　紀行　役員の皆様、一年間よろしくお願

いします。
村井　重美　今回ゴルフコンペ優勝しました。
米山　徹太　 先日のゴルフ会楽しかったです

ね。村井会長、会長就任早々の優
勝おめでとうございます。

武田　一宏　 7/10  松山RCゴルフ会皆さんお世
話になりました。村井会長優勝お
めでとうございます。ニコニコさ

せて頂きます。
二神　良昌　 コロナワクチン２回打ちました。

ゴルフ会お疲れ様でした。
伊藤　茂喜　ゴルフ会、ありがとうございまし

た。
河内　広志　・ 県民限定の「こみきゃん割」で

大変リーズナブルな価格でご宿
泊いただけます。夏休みの思い
出にファミリーでお過ごし下さ
い。配布箱に夏チラシを入れさ
せて頂きました。

　　　　　　・ ７月13日は語呂合わせで「ナ・イ・
スの日」、米山テツタさんの愛
好会ではナイスという言葉がよ
く出ますが松山ロータリークラ
ブがさらにナイスなクラブにな
りますよう祈念します。今日も
ナイスな日でありますよう。

菅井　久勝　長い間欠席しておりました。本日
より宜しくお願い申し上げます。

玉置　　泰　（会員誕生祝）７月17日　72才
大金　　浩　 （結婚記念祝）先週のロータリー

で発表いただくまで結婚記念日を
忘れていました。危ないところで
した。

（なんとなくニコニコ）　守谷
早　退　　大西、梅津
　

（元会員）
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例会記録

出席会員　71（65）名中43名　出席率63.24％
　　前回訂正出席率69.57％
欠席会員　28名　濱本、伊東（秀）、勝見、清田、

窪、桑野、守谷、中河、中西、名本、仁科、
西村、大塚、大西、越智、清水、関、髙石、
高岡、武田、立松、津野、鶴田、浦岡、吉
村（深見、亀井、児玉）

ニコニコ箱
三原　英人　本日、卓話をさせて頂きます。宜

しくお願いします。
村井　重美　三原さん卓話宜しくお願いします。
佐々木　淳　三原さん卓話楽しみにしておりま

す。
鮒田　好久　三原さん卓話よろしくお願いいた

します。
原田　満範　三原さん卓話楽しみにしています。
石橋　和典　浜田さん、昨日はお電話ありがと

うございました。三原さん、卓話
を楽しみにしております。

伊藤　茂喜　三原さん卓話楽しみにしています。
米山　徹太　来る７月25日で弊社は創立60周年

を迎えます。皆様のおかげです。
これからも精進して参ります。

秋山　影明　 大リーグ大谷君34号おめでとう。
オリンピックも近づいて来ました。

二神　良昌　梅雨明けました。コロナも早く明
けてほしいものですね。

井上　隆史　梅雨明け記念で。
河内　広志　今日7/20は月面着陸の日です。ア

ポロ11号が月面の「静かな海」に
着陸し、アームストロングは「人
類にとって大きな飛躍」と地球に
伝えました。

塩崎千枝子　無届欠席続けてしまい、ごめんな
さい。

早　退　　梅津、海野

第3525回例会　2021年７月20日（火）

卓　話　「渋沢栄一と宇和島と私」
� 三原　英人　会員
　渋沢栄一と私が生まれた宇和島の人々との縁
をお話しする。
　渋沢栄一は近代日本資本主義の父。「論語と
算盤」に代表される「道徳経済合一」思想を説
く。2024年の新一万円札の「顔」。NHK大河ド
ラマ「青天を衝け」主人公。明治６年に大蔵省
を辞し、第一銀行を開業。その後、約５00社の
創設と育成に関わる。
　一人目は、伊達宗城。宇和島藩第８代藩主。
幕末四賢侯の一人。高野長英や村田蔵六を招き
藩の近代化に注力。国産初の蒸気船の建造や日
本初のマラソン（健歩）を行う。明治政府で民
部卿兼大蔵卿を務める。渋沢が民部省に勤務時
のトップ。後に渋沢は伊達家の資金運用に携わ
り、預金を3倍にして深く感謝されている。
　二人目は、穂積陳重。現・宇和島市京町生ま
れ。日本初の法学博士の一人で東京大学学部長。
英吉利法律学校（後の中央大学）の創始者の一
人。貴族院議員、枢密院議長。宇和島で銅像の
建立の話が持ち上がった時、「老生は銅像に仰
がれるより、万人の渡らる橋となりたし」と固
辞。後に彼の言葉に依り、改築中の本開橋が「穂
積橋」と命名され現在に残る。妻は、渋沢栄一
の長女の歌子。結婚を伊達家の家令で、第一銀
行取締役の西園寺公成が取り持つ。新婚当初は、
東京深川の渋沢邸宅内に別邸を建て共に暮らし
た。
　三人目は、山下亀三郎。現・宇和島市吉田町
喜佐方の生まれ。山下汽船（現・商船三井）山
下財閥の創業者。渋沢栄一や秋山真之と深く交
流する。故郷に山下実科高等女学校（現・愛媛
県立吉田高等学校）、母親の故郷に第二山下実
科高等女学校（現・愛媛県立三瓶高等学校）を
設立。1915年、第一銀行広島支店が開業の際、
頭取として広島へ行く渋沢に四国初上陸を懇願
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第3526回例会　2021年７月27日（火）

出席会員　71（65）名中47名　出席率69.12％
　　前回訂正出席率75.36％
欠席会員　25名　伊澤、泉川、伊東（秀）、勝見、

菊野、三原、村井、中河、名本、仁科、西
村、大金、大塚、越智、清水、菅井、髙石、
武田、梅津、浦岡、海野、吉村（深見、亀
井、児玉）

ニコニコ箱
米山　徹太　本日卓話をさせて頂きます。拙い

話ですが宜しくお願いします。
鮒田　好久　米山さん、卓話楽しみにしており

ます。
伊藤　茂喜　米山さん、卓話楽しみにしていま

す。
上甲　　泰　米山さんライラ卓話楽しみです。
木下　裕介　米山副会長卓話楽しみにしていま

す。
秋山　影明　オリンピック卓球金おめでとうご

ざいます。
二神　良昌　日本の金メダルラッシュに。
塩崎千枝子　 心配していたオリンピックです

が、選手たちの頑張りに感動をい
ただいています。

津野　和美　オリンピック…いろいろありまし
たがやっぱり楽しいですネ。

河内　広志　今日は左から読んでも右から読ん
でも727の日であり、「スイカ」の
日です。午前中ワクチン接種応援
キャンペーンとして「スイカ食べ
放題」で無料ご招待を致しました。

木下　英雄　本日15時過ぎに81歳の親父の１回
目のワクチン接種行ってきます。
私は来週8/3  16時～です。

井上　隆史　（ご夫人誕生祝）
（なんとなくニコニコ）　小野川
早　退　　土居

卓　話　「RYLAセミナーで気付いた事・考え
させられた事」

� 米山　徹太　会員
（RYLA：Rotary  Youth  Leadership  Awards
の略　青少年指導者養成セミナー）

　当地区のRYLAセミナーは2680地区（兵庫）
との共同開催で約50名の青少年に向け3泊４日
で開催されるセミナーです。コロナ禍で２年
間開催されていません。歴史あるロータリー

し同行した。渋沢は、松山に滞在中「道後鮒屋」
に宿泊。日記に「山下亀三郎氏ハ松山行ノ東道
主人トシテ同行」と記している。
　渋沢栄一と縁のある宇和島の人々と私
①穂積重信の生家は、私の宇和島の実家の目の
前にあった。②穂積が創始者の一人である中央
大学を私は卒業した。③山下亀三郎と私の父の
出身地は吉田町喜佐方。山下家と父の実家は、
深い付き合いがあった。亀三郎が設立し私の父

が卒業した吉田高校には、渋沢の書と穂積の短
歌の碑がある。④渋沢栄一は幕府陸軍奉行所に
勤務時に、新選組副長の土方歳三と面識があっ
た。私は土方の長年のファンであり、中央大学
新選組研究会に所属していた。余談。宇和島藩
主の伊達秀宗、村候、宗城を祀って大正3年に
創設された鶴島神社（現南予護国神社）には、
渋沢栄一が寄贈した狛犬がある。
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例会記録

理事会報告

７月６日㈫
①「コロナ対応届出書」７月以降も対応してい
いかどうか　承認。
②事務局移転に伴う書類の処分について　承認。
③【事後報告】退会届　前田克哉会員（異動の
為）　承認。
④【事後報告】退会届　松田安啓会員（離任の
為）　承認。
⑤【事後報告】退会届　志鷹寛明会員（異動の
為）　承認。
⑥ 新入会員申し込み　㈱NTT西日本　立石篤
志氏（前田氏後任）　承認。

令和３年７月度理事会決議事項

⑦新入会員申し込み　㈱愛媛朝日テレビ　井上
隆史氏（松田氏後任）　承認。
⑧セキ㈱より、次年度印刷物の値上げについて
　承認。
⑨当クラブ予算書・決算書について　承認。
⑩国際地雷処理・地域復興支援の会より寄付の
お願い。ニコニコより拠出　承認。

［協議事項］
①アクリル板の撤去に関して、２ケ月程様子見
る。
②事務局員の雇用契約について　次回の会長・
幹事会で協議する。

の青少年向けプログラムを早く再開したいも
のです。このRYLAセミナーのお話をするに
あたり絶対に忘れてはならない方がお２人い
らっしゃいます。お２人とも故人となりまし
たが今井鎮雄先生と深川純一先生です。そし
て、お２人がRYLAセミナーで青少年達に伝
えたかった教育分野がHumanistic  Education
（人間がお互いに心豊かになろうという教育）
とInductive  Education（人間とは何かという
真実に招き入れる教育）であります。現代は
Technical  Education（技術教育）で詰め込み
過ぎる教育が主流であることを危惧されており
ました。ではInductive  Educationとはどのよ
うな教育かと申しますと、人間の医学発展のた
めに犠牲になる多くの実験動物の「命」をどう
捉えるか？又、余命２年の少年が、これから勉
強したいと申し出て、この少年に何を教育すれ
ば良いのか、教育するのは正しいのか？などを
青少年達に考えてもらうことであります。お２

人は、長年にわたりこれらを（他の事例も含め
て）RYLAセミナーで謳って来られました。更
にお２人は仰いました。「ロータリーの役割は、
結果を求めずただひたすらに若者達に奉仕の種
を蒔くことであります。すぐに芽生えるかもし
れないし、何年経っても芽生えないかも知れな
い。しかし例え芽が出なくてもただひたすらに
奉仕の種を蒔く。そして、未来に夢を託す、こ
れがロータリーの役割であります。」と。
　我々ロータリアンもお２人の講義を拝聴し、
毎回考えさせられました。このように、我々の
RYLAセミナーは受講生たちに、気づいてもら
う・考えてもらうセミナーです。ですから、3
泊４日を要するわけであります。
　今後、私たちがお２人の熱意を引き継いで、
これからのRYLAに取り組んで行かなければな
りません。大変難しいことですが努力して参り
ます。
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クラブニュース

退会のお知らせ

日本銀行松山支店　支店長
小山浩史会員は転勤の為、７月
13日付で退会されました。
ロータリー歴は10か月でした。

新入会員紹介

勤　務　先︰ 三浦工業㈱　代表
取締役　専務執行
役員CTO

　　　　　　堀江町７番地
　　　　　　TEL 979－7107
生 年 月 日︰昭和33年７月29日
入会年月日︰令和3年７月６日
趣　　　味︰ テニス、ゴルフ、

バンド活動、工芸氏名︰越智　康夫

勤　務　先︰㈱愛媛朝日テレビ
　　　　　　代表取締役社長
　　　　　　和泉北1－14－11
　　　　　　TEL 946－4600
生 年 月 日︰昭和37年3月６日
入会年月日︰令和3年７月13日
趣　　　味︰ 旅行、食べ歩き、

読書

氏名︰井上　隆史

勤　務　先︰西日本電信電話㈱
　　　　　　四国支店長
　　　　　　一番町4－3
　　　　　　TEL 936－2000
生 年 月 日︰昭和46年3月18日
入会年月日︰令和3年７月13日
趣　　　味︰ 体を動かすこと

（ウォーキング、
　　　　　　 ウェイトトレーニ

ング）、読書氏名︰立石　篤志

勤　務　先︰ 日本生命保険（相）
松山支社　支社長

　　　　　　 一番町3－3－3　菅
井ニッセイビル内

　　　　　　TEL 941－9585
生 年 月 日︰昭和46年12月31日
入会年月日︰令和3年７月13日
趣　　　味︰ ゴルフ

氏名︰中西　康太

誕生祝　 以下８名　三原（２日）、海野（９日）、名
本（14日）、中河（15日）、会田（16日）、玉置
（17日）、木下（英）（29日）、越智（29日）

結婚祝　 以下１名　大金（１日）
創業祝　 以下６名　勝見（１日）、吉村（１日）、小野

川（１日）、中西（４日）、米山（25日）、関

１．ガバナー月信
１．クラブ計画書
１．会報６月号
１．近隣RC例会予定表

７月のお祝い 配 付 物



―  8  ―

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

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
 6 日 69（63） 44 25 66.67％ 3 70.15％ 0

13日 72（66） 50 22 72.46％ 4 77.14％ 0

20日 71（65） 43 28 63.24％ 5 69.57％ 0

27日 71（65） 47 25 69.12％ 5 75.36％ 1

平均 70.8（64.8） 46 25 67.87％ 4.3 73.06％ 0.3

７月中の出席報告

ゴルフ会より　第385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７月10日（土）久万カントリークラブに
て開催されました。参加者は村井会長、二神会員、
武田会員、会田会員、伊藤会員、梅津会員、木下（英）
会員、米山の８名でした。当日は梅雨の終わりで雨
天でしたが、小降りで何とかプレー出来ました。優

勝は村井会長でした。村井会長年度スタートのめで
たい出来事でした。
　今回は２組でしたが参加者は多い方が楽しいので
多くの皆様の参加をお待ちしております。
  （記　米山　徹太）

順位 参加者氏名 OUT IN 計 HDCP NET

優　勝 村井　重美 49 46 95 20.4 74.6

２　位 会田　雅之 46 44 90 14.4 75.6

3　位 武田　一宏 46 52 98 20.4 77.6

村井会長就任祝いの優勝！！

ダブルペリア

同NETは年長者（敬称略）

６ 月 皆 勤

以下32名　会田、秋山、浅田、二神、浜田、濵本、
石橋、井関、上甲、加藤、菊野、木下（英）、清田、
河内、松本、宮﨑、三原、村井、西村、尾谷、佐々

木、志鷹、菅井、関、高橋、立松、津野、結城、米
山、深見、中住、大森


