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例会予定
 3 月 1 日㈫…定款第６条第一節適用によ

り、休会
 3 月 8 日㈫…定款第６条第一節適用によ

り、休会
 3 月15日㈫…定款第６条第一節適用によ

り、休会
 3 月22日㈫…定款第６条第一節適用によ

り、休会
 3 月29日㈫…「通常例会」（卓話なし）

　会長挨拶　
会　長　村　井　重　美

　皆様新年明けましておめでとうございます。
　昨年の前半はコロナの影響で一部休会も余儀なくなり、このままではと今期も昨年同様の形が
続くのかと不安視していましたが、年末数ヶ月前よりだいぶ終息し始め少し安心し始めた感じが
有りましたが、今年はオミクロン株の流行があるとの事で、もう東京また沖縄では急激な発生も
あり、また近隣県や愛媛県よりも発生し、このままだと、また、人流を制限に入る方向性に成ら
なければ良いがと思う年明けかと思います。
　さて、今年は干支が寅年と言う事で、虎年の運勢は、果敢に決断して艱難に耐え大成功を得る
と言われています。また、虎年は千里を走るそうですが、経済は干支の如く、大きく動くと聞き
ました。今年は皆さんの事業も「千里を走る虎の如く」大きく躍進してもらいたいと思っています。
　今、この激動の時代にビジネスのかじ取りは難しいですが、「自分を信じて、事業運営をして
ください」。皆様に取りまして今年一年が良い年で有ります様にお祈りし、本年もどうか一年宜
しくお願いします。

　副会長挨拶
　村井会長年度も早、８カ月が過ぎようとしています。今年度も、昨年同様、コロナ禍に巻き込
まれ、満足したロータリー活動が出来ていません。しかし、村井会長はじめ多くの会員の皆様が
何とか活動を実施しようとの事で、クリスマス忘年会などを開催しました。当クラブのチームワー
クが発揮されたと思います。私自身では、リモート会議の普及により恩恵を受けたこともありま
す。「チームポリオジャパン」の存在です。たまたま松山西RCの会員である私の父がポリオ根絶
のために寄付をしたところお声掛けいただき、チームポリオジャパンのリモート会議に参加させ
て頂きました。ロータリークラブの友情の深さ、活動の崇高さを改めて感じた会議でした。私が
会長を務めるときに活用したいと思います。
　このようにコロナ禍でいつもの活動が出来ない分、色々なアイテムでロータリークラブを更に
学べることが多いのではないでしょうか。
　残り４カ月程ですが村井会長を微力ながらお支えして参ります。

副会長　米　山　徹　太
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例会記録

出席会員　71（66）名中32名　出席率47.06％

　　前回訂正出席率55.07％

欠席会員　39名　浅田、土居、濵本、井関、伊

東（秀）、勝見、加藤、菊野、桑野、河内、

松本、三好、守谷、中河、仁科、西村、大

塚、大西、越智、小野川、左納、塩梅、塩崎、

清水、関、髙石、高岡、立石、立松、鶴田、

臼井、梅津、浦岡、海野、結城、吉村（亀

井、児玉、中住）

ニコニコ箱

村井　重美　新年あけましておめでとうござい

ます。新たな一年宜しくお願いし

ます。

秋山　影明　年男卓話させていただきますので

宜しくお願いします。

二神　良昌　明けましておめでとうございます。

　　　　　　本年も宜しくお願いします。私の

神社でご祈願した干支守りです。

お持ち帰り下さい。

鮒田　好久　明けましておめでとうございます。

　　　　　　本年もよろしくお願い致します。

浜田　修一　今年も元気で例会に出席して楽し

みましょう。よろしくお願い致し

ます。

伊藤　茂喜　本年も宜しくお願いします。

伊澤　征大　あけましておめでとうございます。

　　　　　　本年も宜しくお願い申し上げます。

　　　　　　本年もいろいろ新商品用意してい

ますので、ご愛顧の程お願いしま

第3539回例会　2022年１月４日（火）

す。

木下　英雄　明けましておめでとうございます。

木下　裕介　明けましておめでとうございます。

三原　英人　新しい年のスタートを祝して。

大金　　浩　明けましておめでとうございます。

　　　　　　本年も宜しくお願いします。

尾谷　牧夫　明けましておめでとうございます。

高橋　伸定　明けましておめでとうございます。

　　　　　　今年も宜しくお願い致します。

武田　一宏　新年を迎えられた事にニコニコし

ます。

河内　広志　今日は語呂合わせで「石の日」で

す。１/４に地蔵・狛犬・墓石な

ど願いがかけられた石に触れると

願いが叶います。コロナ禍のトラ
4 4

ウマを克服し、本年はロータリー

および観光振興にトラ
4 4

いします。

米山　徹太　佐々木さんハッピーバースデー。

野上　和雄　（会員誕生祝）51歳になります。

佐々木　淳　（会員誕生祝）皆様明けましてお

めでとうございます。あと６か月、

幹事職を全うすべく精進します。

早　退　　窪

卓　話　「年男は語る」

� 村井　重美　会員（昭和２５年１１月２日生）

　皆さん、今年は年男です。

　干支は虎で十二支のネズミからスタートし

て、牛、トラと干支の順番で三番目です。

　12年に一回るとして６回も回り７2歳に成りま
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した。

　私は195０年の11月２日生まれのさそり座の寅

年の男ですが、名前が重美と書くためにイメー

ジが女の子みたいな事で、昔、健康保険の欄で

女性と書かれました。今年は五黄の虎とも言わ

れ、この五黄の虎は3６年１回訪れるとか、とて

も干支の組み合わせでも、珍しい年だそうです。

　「その寅年にまつわる話を少しさせて頂きま

す」

１） 五黄の寅年に生まれた人は一般的に運気が

強いとされるそうです。

２） 虎は親子の愛情が深い動物であると言われ

て居ります。

３） 虎の刻は午前４時を中心に２時間前後の時

間帯を言うそうです。

　また幸運を呼ぶ月は旧暦の３月、７月と1０月

だそうです。今年は寅年だけに、皆さん、今期

の目標に向かい大いにトライして頂きたいと思

います。今年も宜しくお願いします。

卓　話　「年男は語る」

� 秋山　影明　会員（昭和２５年４月２日生）

　明けましておめでとうございます。本年もよ

ろしくお願いします。

第1回目年男　小学６年生の社会科の教科書で

イスラエルの死海にて水着姿で新聞を読んでい

る写真を見て海外に行ける仕事に就きたい。

第２回目年男　㈱日本旅行会社に入社、国内旅

行全県、海外旅行添乗70回を目標、個人として

結婚・子供・自宅を持ちたい。

第3回目年男　東京に転勤し管理部門で仕事を

したい。個人として美術品収集（陶器・絵画）

をする。

第４回目年男　都内支店長、国際博覧会等のイ

ベント業務を目指す。個人として、定期的にク

ラシックコンサートを鑑賞する。

第5回目年男　定年後、松山へ帰り、両親の介

護、大学の講師、高校同窓会、高齢クラブのお

世話をする。

第6回目年男　夢・愉快・友愛をもとに健康で

幸せな生活を行い、みんなの人生を豊かにする

ために奉仕をしていく。

　絵画の展示会活動を行い、滑川にてグリーン

活動、ゴルフ、南米・アフリカ旅行をする。

　私の両親も２人とも父96歳母98歳と元気に生

きたので、私も第８回目年男を目指していきた

い。

卓　話　「年男は語る」

� 井上　隆史　会員（昭和37年3月6日生）

　愛媛で初めての正月を迎え、60の年男となり

ました。還暦から２周目に入ると申します。ゴー

ルははるか彼方だなと思っておりましたら、

ネットでこんな考え方を知りました。レベル５

になったというのです。12歳でレベル１、24歳

でレベル２と12年刻みでレベルが上がり、還暦

でレベル５となるわけです。なるほど次はレベ

ル６を目指せばいいのか、それなら頑張れそう

だと思った次第です。さて、数年後にレベル７

になるフォークシンガーの高石ともやさんが作

詞した「街」という歌があります。もともと京

都をイメージして作られていて、街の風景をそ

のまま切り取ってつなげています。松山市で言

えば、小高い山の城、路面電車、温泉から立ち

上る湯気、鯛めしの香り、といったところでしょ

うか。聞いた人はそれぞれの思い出を重ね合わ

例会記録
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せているようです。還暦の今年は愛媛のあちこ

ちを訪れて、心に響いた情景を言葉にして書き

留めていきたいと思っています。

卓　話　「松山ＲＣ年男年頭挨拶」

� 武田　一宏　会員（昭和37年3月3１日生）

　改めまして、みなさん明けましておめでとう

ございます。本年もどうか宜しくお願い申し上

げます。

 さて、私は昭和3７年３月31日生まれで、今年

６０歳の年男となります。「抱負と目標」等の発

表依頼をいただき、例年ですと中々こういった

１年の計を考えたりしませんが、改めて今年に

ついては、考えることができ良い機会をいただ

いたと感謝しております。

 そこで考えましたが、中々抱負と目標が出て

まいりませんでした。昨年の出来事を振り返っ

てみますと、やはり１番は、７月25日高松帰省

中に心筋梗塞になったことです。単身赴任をし

て早、６年が来ようとしており、食生活等不摂

生が一番の要因と反省しております。その上に、

コロナ禍による業績不振のストレスが加速させ

たのではないかと私なりに思っております。

 したがいまして、今年の努力目標は、１日塩

分摂取量６ｇ以内等食生活改善と１日１時間の

ウォーキング。認知症と脳卒中等の早期発見が

わかる片足立ち６０秒１日各３回の実施、そして

１週間のうち５回以上湯船につかる人は、心臓

や血管の年齢が若く保たれるようですので、湯

船につかる入浴の励行により、健康寿命期間を

少しでも延ばして「人生1００年」に向けて寅年

ですのでトライしていきたいと考えておりま

す。

　最後になりましたが、今年１年本日ご列席の

皆様方が健康で暮らせ、コロナ感染が再蔓延し

ないようご祈念申し上げ、私の年男年頭の目標

表明とさせていただきます。

卓　話　「年男は語る」

� 谷山　章　会員（昭和49年２月２２日生）

　明けましておめでとうございます。本年もよ

ろしくお願いいたします。

　弊社内で新年早々「今年の一文字を書き表

す」といったイベントがございます。私は今年

の一文字として「捕」を選択いたしました。ア

フターコロナを見据え環境が目まぐるしく変化

する中、皆様との会話を通し、「最新」の「正確」

な情報をキャッチする、そしてそこでまた、愛

媛県、松山の地域の課題をキャッチする、そし

てそこで得た課題に対し、ANAならではの新

たな価値を提供することで課題を解決していき

たい。このような思いを込めております。今年

は、ANAの前身である２機のヘリコプターか

らスタートした日本ヘリコプター輸送の設立か

ら70周年を迎えます。創業時からのDNAとし

て引き継がれております「現在窮乏、将来有望」

の言葉を胸に、節目の年を迎えるにあたり、コ

ロナの感染対策を行いながらも、皆様と密に連

携していきたいと思いますので、引き続きよろ

しくお願いいたします。

例会記録
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理事会報告

1月４日㈫
①【事後報告】深見邦芳会員（会長に確認の上、
　11月末で退会処理済み）　承認。

令和４年1月度理事会議事録

1月２５日㈫
①今後の例会開催について　承認。
②松山南RC創立50周年記念式典お祝いの件
　承認。
③当クラブサイト年間保守費用の件　承認。

クラブニュース

退会のお知らせ

サントリー酒類㈱松山支店　支
店長　梅津信助会員は転勤によ
り、２月28日付で退会されまし
た。
ロータリー歴は１年８か月でし
た。

誕生祝　 以下６名　浦岡（１日）、佐々木（４日）、勝
　　　　 見（10日）、関（11日）、野上（20日）、菅井

（29日）
結婚祝　 以下１名　上甲（28日）
創業祝　 以下３名　上甲（１日）、加藤（１日）、中住

（７日）

１月のお祝い

誕生祝　 以下１名　谷山（22日）
結婚祝　 以下２名　中住（４日）、河内（22日）
創業祝　 以下４名　高橋（１日）、梅津（１日）、亀井

（10日）、清田（20日）

２月のお祝い
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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/

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

 4 日 71（66） 32 39 47.06％ 6 55.07％ 0

平均 71（66） 32 39 47.06％ 6 55.07％ 0

１月の出席報告

クラブニュース

１．ガバナー月信

配 付 物

以下23名　秋山、二神、浜田、濵本、石橋、上甲、
木下（英）、木下（裕）、清田、桑野、河内、三原、村井、

11・12月２ヶ月皆勤

西村、佐々木、菅井、関、高橋、立石、臼井、米山、
中住、大森


