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例会予定
 5 月 3 日㈫…祝日のため、休会
 5 月10日㈫…「愛媛松山ロータリーとの縁」

臼井　智博会員
 5 月17日㈫…「四国の公共交通ネットワークの将来」

窪　　仁志会員
 5 月24日㈫…「社会で医療を支える献血事業」

ゲスト…愛媛県赤十字血液センター所長
羽藤　高明氏

 5 月31日㈫…「自己紹介と愛媛の農林水産業について」
大金　　浩会員

　奉仕プロジェクト委員会　
担当理事　木　下　英　雄

　奉仕プロジェクト理事を拝命し、既に4月となってしまいました。今年を振り返りますと夏休
み期間中に開催しておりますサマースクールは前年同様新型コロナウイルスの感染拡大の為中止
となり、1月11日に松山空港で開催予定だった職場訪問例会も直前に中止となりました。
　ただ、3月6日に開催しました植樹プロジェクトに関しましては家族の方の参加を見合わせ少
人数で実施する事が出来ました。客王神社に於きまして枝垂桜の苗を植えさせて頂きました。　
　宮司の二神S.A.A.はじめお世話頂きました石橋会員、御参加頂きました会員の方には心より感
謝申し上げます。
　奉仕プロジェクトとしましては、新型コロナに妨げられ思った活動が出来なかった1年でした
が、最後の詰めとしましては新たな試みですが「献血活動」に関してなんとか成功させたいと考
えております。みなさま御協力の程よろしくお願い申し上げます。

　次年度クラブ幹事として
　次年度である令和4年7月より幹事を務めさせていただく事となりました。幹事として次年度
の米山会長を御支えしながら、例会や各種イベント、クラブ運営がスムーズに進められる様に努
めてまいります。又、新入会員の方々が1日でも早く松山ロータリークラブに馴染んで頂ける様、
積極的に取り組んで参りたいと思います。次年度も引き続き新型コロナウィルス感染症の影響が
有るとは思いますが、長い歴史を持つ松山ロータリークラブが更なる発展をしていく為に、守る
べき事は守りながら今の時代に合った組織運営ができる様に臨機応変に対応してまいりたいと思
います。私自身まだまだ経験不足にて御迷惑おかけする事もあるかと思いますが、今後とも理
事の皆様及び会員の皆様からの御意見、御助言いただきながら少しでも円滑なクラブ運営、そし
て皆様が有意義で楽しい時間が過ごせる様に努めてまいりますのでどうぞ宜しくお願いいたしま
す。

副幹事　木　下　裕　介
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出席会員　71（66）名中45名　出席率66.18％
　　前回訂正出席率73.91％
欠席会員　26名　浅田、濵本、伊東（秀）、勝見、

菊野、窪、河内、守谷、中河、中西、西村、
塩崎、清水、髙石、高岡、高橋、武田、立
松、谷山、津野、浦岡、海野、吉村（亀井、
児玉、大森）

ニコニコ箱
伊藤　茂喜　お世話になりました。
村井　重美　皆さん今日は久しぶりです。宜し

くお願いします。
佐々木　淳　11週ぶりの例会です。徐々に通常

に戻ることを祈って…
秋山　影明　早く平和な世界になりたいですね！
石橋　和典　久しぶりの例会を嬉しく思います。

第3540回例会　2022年３月29日（火）

井上　隆史　久しぶりの開催に。
上甲　　泰　みなさまにお会いできてうれしい

です。
木下　裕介　皆様お久しぶりです。
宮﨑　修一　久しぶりにお会いできて嬉しい限

りです。
大塚　岩男　お久しぶりです。
越智　康夫　桜に。
臼井　智博　松山城登頂ウォーキング50回達成。
関　　啓三　先月25日の父の葬儀では色々とお

気遣いをいただきましてありがと
うございました。

米山　徹太　12回分として。
加藤　修司　（会員誕生祝）
（なんとなくニコニコ）　鮒田、木下（英）、大金
早　退　　左納

お花見例会
於︰ふなや

出席会員　67（62）名中29名　出席率46.77％
　　前回訂正出席率68.75％
欠席会員　38名　会田、浜田、原田、石橋、井関、

井上、勝見、加藤、松本、三原、宮﨑、守谷、
中河、中西、仁科、西村、大金、大塚、大西、
尾谷、越智、左納、塩崎、塩梅、清水、
菅井、髙石、高岡、立松、鶴田、浦岡、
海野、吉村（亀井、児玉、中住、大森、
玉置）

ニコニコ箱
村井　重美　今日楽しい花見例会になりますよ

うに。宜しくお願いします。
佐々木　淳　満開の桜と美味しい料理とお酒。

皆様との楽しいひと時に。
秋山　影明　道後公園で花見良いね。早く落ち

着いた社会になってもらいたいで
すね。

第3541回例会　2022年４月５日（火）

二神　良昌　桜吹雪に乾杯。
上甲　　泰　お花見に来れて幸せです。温泉に

つかって帰りたいです。
小野川雅士　本日は宜しくお願いします。
津野　和美　みなさまお元気でしたでしょうか。
　　　　　　本当にお久しぶりです。又宜しく

おねがいします。
米山　徹太　親睦委員の皆様、ふなやさんお世

話になります。
鮒田　好久　本日はありがとうございます。
窪　　仁志　欠席が続き申し訳ありません。
河内　広志　今日4／５は「デビューの日」で

す。高梨さん出戻りのデビュー歓
迎させて頂きます。夜間例会の中
盤から親睦委員会が進行を務めま
す。

高梨　明治　帰って参りました。今後とも宜し
くお願いいたします。

木下　裕介　佐々木さん3月ゴルフ会優勝おめ
でとうございます。
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菊野　先一　（会員誕生祝）（結婚記念祝）（創
業記念祝）

（なんとなくニコニコ）　木下（英）

出席会員　68（63）名中38名　出席率58.46％
　　前回訂正出席率64.62％
欠席会員　30名　会田、鮒田、濵本、泉川、勝

見、宮﨑、守谷、中河、中西、仁科、西村、
大金、大塚、大西、尾谷、左納、清水、髙
石、高岡、高梨、立松、鶴田、臼井、浦岡、
海野、結城、吉村（亀井、児玉、玉置）

ニコニコ箱
立石　篤志　 ・ 本日卓話をさせていただきます。
　　　　　　　よろしくお願いします。
　　　　　　・ 今月、長男が就職、次女が進学

しました。
米山　徹太　東京海上  佐々木さん、ようこそ！！
村井　重美　 今回の卓話  立石さん宜しくお願

いします。
窪　　仁志　立石さん卓話楽しみにしています。
松本　祐治　立石さん本日の卓話楽しみにして

います。
佐々木　淳　佐々木徹さんようこそ松山RCへ。

先日のゴルフ会ご参加の皆様お疲
れ様でした。優勝させていただき
ました。

秋山　影明　佐々木幹事、ゴルフコンペ２連続
優勝おめでとうございます。

第3542回例会　2022年４月12日（火）

木下　裕介　佐々木さんロータリーへようこそ。
　　　　　　あともう一人の佐々木幹事、ゴル

フお上手ですね。優勝おめでとう
ございます。

塩崎千枝子　平和な社会が早くもどりますよう
に。

河内　広志　・ 今日は語呂合わせで「良い皮フ
の日」です。しみじみと私の甲
を見ていると老人の皮フに見え
ます。一昨日古希を迎えました。
当然ですね。

　　　　　　・ 4/28まで県内宿泊割引キャン
ペーン「新みきゃん割」が実施
されており、道後プリンスホテ
ル驚愕のプライスがあります。
さらにロータリアン限定特典も
付いています。

浜田　修一　（会員誕生祝）来年もニコニコが
　　　　　　できますように。
三好　哲生　（会員誕生祝）誕生日をうっかり

忘れるところでした。皆様ありが
とうございます。

三原　英人　（ご夫人誕生祝）
越智　康夫　（ご夫人誕生祝）明日は家内の誕

生日です。忘れません。



―  4  ―

例会記録

（なんとなくニコニコ）　井上
早　退　　 菊野、菅井（先日はゴルフ会にてあ

りがとうございました。）

卓　話　「電信電話の変遷と愛媛でのあゆみ」
� 立石　篤志　会員
　本日は、電信電話の歴史と愛媛とのつながり
についてご紹介します。
　日本における電信電話の始まりは、明治２年
10月23日、東京・横浜間の電信線架設工事開始
となりますが、それより11年前の安政５年に蘭
学者三瀬諸淵先生が大洲の肱川で電信実験に成
功したことが電信の夜明けとなりました。
　昭和22年、当時の松山逓信局が現在の一番町
四丁目に移転をしました。この地は夏目漱石が
明治28年に教鞭をとった旧松山中学校の跡地で
あり、また電電公社時代には夏目漱石の書「文
質彬々」を譲り受け、現在も所蔵（子規記念博
物館に寄託）しています。
　その後、民営化、NTT再編成を経て、今の
NTT西日本となりますが、固定電話から携帯、

インターネットへと市場構造が変化する中で、
光サービスから電子コミックにいたるまで、
様々なチャレンジを続けてきた結果、一昨年度
には会社設立以来初めてとなる増収転換を実現
しました。
　そうした中で、昨年、改めて自分達の足元を
みつめ直し、NTT西日本グループの存在意義
（パーパス）を再定義しました。

　「つなぐ」その先に「ひらく」あたらしい
世界のとびらを
　～私たちは、地域社会の一員として、あらゆ
る人々が幸せで豊かな未来の姿を追求しつづけ
ます。そのために、技術と知恵をみがき、新た
な価値の共創に挑戦します。～

　このパーパスを胸に、これからも地域の一員
として、皆さんとともに幸せで豊かな地域社会
の実現をめざして取り組んでいきたいと思いま
す。

出席会員　69（64）名中34名　出席率51.52％
　　前回訂正出席率65.67％
欠席会員　35名　土居、泉川、井関、井上、勝見、

菊野、清田、窪、松本、三好、中河、中西、
仁科、西村、大金、大塚、大西、尾谷、越智、
塩崎、清水、菅井、関、髙石、高岡、高梨、
高橋、立松、谷山、鶴田、浦岡、吉村（亀
井、児玉、大森）

ニコニコ箱
左納　和宜　本日卓話をさせていただきます。

つたない話ですが、宜しくお願い
致します。

村井　重美　左納さん卓話宜しくお願いします。
鮒田　好久　先日は、お花見例会を開催頂きあ

りがとうございました。

第3543回例会　2022年４月19日（火）

守谷みどり　 新ブランドepo（エポ）がローンチ
されました。

河内　広志　今日は語呂合わせから「食育の日」
です。食育とは食べ物に関する知
識を学び、子供たちが一生を通じ
て健康的な食生活を送れるように
するための教育です。ロータリー
では食育プロジェクトを実践して
いるクラブもあります。

秋山　影明　戦争反対！早く平和な世界に！
木下　裕介　バッジ忘れました。
（なんとなくニコニコ）　木下（英）、米山
早　退　　 佐々木（淳）（左納さん卓話お聞きし

たかったのに早退になってしまいま
した。頑張ってください。）
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卓　話　「国宝��高野山金剛峰寺展（仮）について」
� 左納　和宜　会員
　弊社は、1992年10月に開局し、今年で30周年
を迎えます。そこで高野山金剛峯寺様の特別協
力を賜り、10月1日より「国宝  高野山金剛峯
寺展（仮称）」を、愛媛県様との共催で開催さ
せていただくこととなりました。（愛媛県美術
館／会期：11月20日まで）
　本展は、貴重な所蔵品の多さから“山の正倉
院”とも称される高野山金剛峯寺様所蔵の宝物
を中心に展示します。約40件の展示品のうち、
国宝・重文は約3/4を占めています。特に注
目は、高野山を開創した弘法大師空海が24歳の
時に著した「聾瞽指帰（ろうこしいき）」です。

当書は現存する空海直筆の書で国宝。その上巻
を期間限定で公開します。（期間：10月1日～
14日／ 11月7日～ 20日）また、運慶作「八大
童子像」２体（国宝）や、快慶作「四天王立像」
２体（重文）は通期で展示します。さらに、伊
予国の豪族・河野家当主の肖像画が、愛媛では
実に95年ぶりに公開されるなど、愛媛と高野山
とのつながりも紹介します。
　本展は全国巡回展ではない“オリジナルの展
覧会”で、公開は愛媛のみです。全国から多く
の方に来県していただき、愛媛の交流人口拡大
につなげたいのはもちろんのこと、幾多の災害
や新型コロナ禍で傷ついた皆様の心の癒やしに
つながれば望外の喜びです。

理事会報告

３月１日㈫
①今後の例会開催について　承認。
②今年度お花見例会について　承認。
③【報告】2022学年度  米山奨学生受け入れ
　承認。
④退会届　梅津信助会員（転勤のため）　承認。
⑤退会届　伊藤茂喜会員（転勤のため）　承認。
⑥ 新入会員申し込み　サントリー酒類㈱  高梨
明治氏（梅津氏後任）　承認。
⑦新入会員申し込み　東京海上日動火災保険㈱
　佐々木徹氏（伊藤氏後任）　承認。
⑧退会者の訃報の取り扱いについて　承認。
⑨ 新田青雲中等教育学校よりインターアクトク
ラブ立ち上げについての依頼の件　承認。

４月12日㈫
①当クラブ会計後任人事について　承認。

令和４年３月度理事会議事録 ②来週以降の例会開催について　承認。
③クールビズ実施について（５月～10月末まで）
　承認。
④退会届　武田一宏会員（転勤のため）　承認。
⑤退会届　伊東秀訓会員（転勤のため）　承認。
⑥退会届　浅田徹会員（転勤のため）　承認。
⑦新入会員申し込み　四国ガス㈱  佐薙英樹氏
　（武田氏後任）　承認。
⑧新入会員申し込み　㈱松山三越  山上敦氏
　（浅田氏後任）　承認。
⑨ 当クラブ85周年記念夜間例会について　全員
登録とする　承認。
⑩社会奉仕・献血活動について　承認。
⑪ ロータリー財団よりウクライナ災害救援基金
への寄付について　承認。
⑫道後RC創立30周年記念式典お祝いについて
　承認。
⑬ 4/16・17　RACトレーニングセミナー登録
料について　承認。
⑭ 会員オリエンテーション開催について　承
認。

令和４年４月度理事会議事録
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退会のお知らせ

㈱松山三越　代表取締役社長兼
店長　浅田　徹会員は異動の
為、3月31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。

四国ガス㈱　取締役執行役員　
営業本部長　武田　一宏会員は
異動の為、3月31日付で退会さ
れました。
ロータリー歴は1年９か月でし
た。

東京海上日動火災保険㈱　愛媛
支店長　伊藤　茂喜会員は異動
の為、3月31日付で退会されま
した。
ロータリー歴は1年９か月でし
た。

みずほ銀行　松山支店　支店長
伊東　秀訓会員は異動の為、4
月1日付で退会されました。
ロータリー歴は２年８か月でし
た。

新入会員紹介

勤　務　先︰ サントリー酒類㈱
　　　　　　 四国支店長兼松山

支店長
　　　　　　高松市中野町29－2
　　　　　　高松パークビル10階
　　　　　　TEL 087－837－8501
生 年 月 日︰昭和43年4月８日
入会年月日︰令和4年3月29日
趣　　　味︰ 野球、ゴルフ、ト

ライアスロン氏名︰高梨　明治

勤　務　先︰ 東京海上日動火災
保険㈱

　　　　　　愛媛支店長
　　　　　　本町2－1－7
　　　　　　 松山東京海上日動

ビル内
　　　　　　TEL 915－0123
生 年 月 日︰昭和44年５月14日
入会年月日︰令和4年4月12日
趣　　　味︰ 旅行、食べ歩き、
　　　　　　ワイン

氏名︰佐々木　徹

勤　務　先︰ ㈱松山三越　代表
取締役社長兼店長

　　　　　　一番町3－1－1
　　　　　　TEL 945－3111
生 年 月 日︰昭和39年５月27日
入会年月日︰令和4年4月19日
趣　　　味︰ゴルフ

氏名︰山上　　敦
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誕生祝　 以下10名　鮒田（3日）、宮﨑（4日）、井
上（6日）、立石（18日）、大森（19日）、髙
石（22日）、加藤（23日）、菊野（27日）、津野
（28日）、武田（31日）

結婚祝　 以下11名　塩崎（1日）、高梨（6日）、大
西（14日）、亀井（17日）、西村（20日）、立
石（23日）、大森（24日）、尾谷（24日）、原田
（29日）、木下（英）（30日）、村井（31日）

創業祝　 以下3名　菅井（1日）、菊野（3日）、桑野
（22日）

３月のお祝い

誕生祝　 以下6名　秋山（２日）、大塚（7日）、高梨
（８日）、河内（10日）、浜田（13日）、三好
（14日）

結婚祝　 以下９名　窪（4日）、濵本（９日）、菊野
（12日）、木下（裕）（14日）、泉川（20日）、
佐々木（徹）（24日）、菅井（29日）、左納（30
日）、津野

創業祝　 以下4名　村井（1日）、越智（1日）、井上
（1日）、木下（英）（20日）

４月のお祝い

1．ガバナー月信
1．会報11月号・12月号
1．会報1・２月合併号

配 付 物

1．ガバナー月信
1．近隣RC例会予定表

配 付 物

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

29日 71（66） 45 26 66.18％ 6 73.91％ 0

平均 71（66） 45 26 66.18％ 6 73.91％ 0

３月の出席報告

１ 月 皆 勤

以下37名　会田、秋山、二神、鮒田、浜田、濵本、
原田、伊澤、石橋、泉川、伊藤（茂）、井上、上甲、
木下（英）、木下（裕）、清田、窪、河内、三原、宮

﨑、村井、中西、西村、野上、大金、尾谷、佐々
木（淳）、塩崎、菅井、関、高橋、武田、谷山、津
野、米山、大森、玉置

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
（お花見例会）

 5 日 67（62） 29 38 46.77％ 15 68.75％ 0

12日 68（63） 38 30 58.46％ 4 64.62％ 0

19日 69（64） 34 35 51.52％ 10 65.67％ 0

平均 68（63） 33.7 34.3 52.25％ 9.7 66.35％ 0

４月の出席報告



―  8  ―

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389回松山ロータリークラブゴルフコンペのご報告

　令和4年3月19日㈯北条カントリー倶楽部におい
て今年初のゴルフコンペを開催しました。参加者は
村井会員、米山会員、会田会員、菊野会員、結城会
員、佐々木会員、木下（裕）の7名でした。当日は少
し肌寒く、午後からは雨も降るコンディションでし
たが、最後まで和気あいあいと楽しいラウンドでし
た。ちなみに今年初開催の栄えある優勝は佐々木会

員でした。ご参加の皆様本当にお疲れ様でした。
　尚、今回より長年幹事を務めて頂きました米山会
員より佐々木会員と木下（裕）が幹事を引き継ぐ事と
なりました。今後は、より多くの皆様が気軽に楽し
くゴルフコンペに参加して頂ける様努めて参ります
のでどうぞ宜しくお願い致します。
  （記　木下　裕介）

順位 参加者氏名 OUT IN 計 HDCP NET

優　勝 佐々木　淳 53 43 96 20.4 75.6

２　位 米山　徹太 50 52 102 26.4 75.6

3　位 会田　雅之 45 52 97 20.4 76.6

ダブルペリア

同NETは年長者（敬称略）

ゴルフ会より　第390回松山ロータリークラブゴルフコンペのご報告

　令和4年4月10日㈰道後ゴルフ倶楽部においてゴ
ルフコンペを開催いたしました。参加者は村井会長、
米山副会長、二神会員、佐々木会員、会田会員、秋
山会員、越智会員、菅井会員、浜田会員、結城会員、
洞出様、木下（裕）の12名でした。洞出様は二神会員
の御友人の方です。当日は汗ばむくらいの好天に恵
まれ、久しぶりの3組12名で開催という事もあり、
皆様最後まで賑やかにラウンドされました。ご参加

の皆様本当にお疲れ様でした。結果は前回に続いて
佐々木会員の連続優勝となりました。尚、今回新た
に設けました当日賞は菅井会員が獲得されました。
今後もいろいろな賞を設けてより多くの参加者が賞
を獲得出来るように考えて参ります。そして何より
皆様が和気あいあいと楽しくゴルフが出来るように
してまいりますので、次回以降も多数の御参加お待
ちしております。  （記　木下　裕介）

順位 参加者氏名 OUT IN 計 HDCP NET

優　勝 佐々木　淳 48 42 90 19.2 70.8

２　位 （ゲスト）
洞出　正敏 45 50 95 24.0 71.0

3　位 村井　重美 49 42 91 16.8 74.2

ダブルペリア

同NETは年長者（敬称略）


