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例会予定
 7 月 5 日㈫…役員・委員長就任挨拶
 7 月12日㈫…役員・委員長就任挨拶
 7 月19日㈫…「環境教育とボーイスカウト」

 ゲスト…ボーイスカウト松
  山第16団団委員長
  山下　正純氏

 7 月26日㈫…創立85周年記念夜間例会
（八田ガバナー公式訪問例会）

 7 月30日㈯…松山近隣８RC合同例会
於︰ANAクラウンプラザホテル松山

　会長退任挨拶
会　長　村　井　重　美

　皆さん、今期一年間大変お世話に成った事を感謝申し上げます、本当に有難う御座います。

　今年も昨年同様にコロナ渦の為に12か月間で３か月近く休会と成り皆様にご不便をお掛けいた

しました。今期の84期をスタートして私の目標とスローガンとして、「成長しよう人生を豊かに

する為に」と言う事で始めましたが、まず、私の出来なかった事や引き続き、継続したいことは、

会員増強10名とか他に、委員会事の活動強化ではコロナ渦での人流を止めている為、中々会員の

皆様に、お願いする事もままならない状態で、この委員会の活動の強化は会員の中からも、是非

実行して欲しい声が有りました。叶うなら次期の所でも、検討して欲しいと思います。

　また、実行して良かった事は、献血の推進と神社仏閣の植樹の継続をおねがいします。とて

も、人に喜ばれる社会奉仕事業の一つと思います。次年度はS.A.A.として米山次期会長を全力で

サポートして参りたいと思っています。また、今期一年間、私を支えて頂いた佐々木幹事を始め

理事・委員長さんそして全ての会員の皆様に感謝を申し上げて退任の挨拶に代えさせて頂きます。
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例会記録

出席会員　71（66）名中49名　出席率71.01％
　　前回訂正出席率76.81％
欠席会員　22名　勝見、小林、松本、宮﨑、三

好、守谷、中西、西村、大塚、左納、清水、
菅井、関、髙石、高岡、立松、谷山、浦岡、
海野、吉村（亀井、児玉）

ゲスト　１名　フィン　ディップ　ティエン　ニー
　　　　　　　（当クラブ米山記念奨学生）
ビジター　１名　 林　章二（今治南RC・当ク

ラブ元会員）

ニコニコ箱

林　　章二　お久しぶりです。本日はよろしく
お願いします。

村井　重美　菊野さん卓話今日宜しくお願いし
ます。

佐々木　淳　林さんようこそ‼菊野さん卓話楽
しみにしております。趣味？松山
RCにふさわしいきわどい話を期
待しております。

菊野　先一　優しい気持ちで卓話を見守って下
さい。

鮒田　好久　菊野さん卓話楽しみにしておりま
す。

石橋　和典　菊野さん、卓話を楽しみにしてい
ます。

米山　徹太　菊野さん卓話楽しみにしています。
木下　英雄　昨日現在で献血協力者の方は50人

と聞いております。引き続き御協
力お願いします。

三原　英人　持病の薬のため献血できませんで
した。申し訳ありません。

秋山　影明　山越の河沿いに、南半球の紫の桜

（今治南RC・当クラブ元会員）

第3548回例会　2022年６月７日（火）

ジャカランダが咲き始めました。
津野　和美　松本会員が早く出席してくれます

ように…
河内　広志　今日は語呂合わせで「むちうちの

日」です。むちうち症を治療する
日であって、むち打ち刑の日では
ありません。

伊澤　征大　（会員誕生祝）誕生日のお祝いを
頂き、ありがとうございます。

鶴田　直丈　（創業記念祝）創業120周年を迎え
ました。引き続き宜しくお願い致
します。

（なんとなくニコニコ）　原田
早　退　　 井関（所用のため途中退席させてい

ただきます）、中河、大金、大西、
小野川

卓　話　「私の趣味？」

� 菊野　先一会員

　私の「趣味」といえるものか定かではありま
せんが、「私の趣味？」の話をさせて頂きます。
　まず、始めに仕事でもある、「コンクリート」
の話です。
　近年のSDGsの流れで取り組んでいるCO2削
減に少しでも貢献するべく、弊社では低炭素型
高流動コンクリートの開発に着手しました。こ
の製品は通常よりCO2の排出を約45％削減し、
長期強度の増加、塩分浸透や化学抵抗性に優
れているといった特徴があります。また、CO2
の排出を65%以上削減した製品も開発中で、耐
久性の評価を愛媛大学と共同で実施しておりま
す。
　今後も環境負荷の低減に努め、脱炭素社会の
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出席会員　71（66）名中41名　出席率59.42％
　　前回訂正出席率73.91％
欠席会員　30名　二神、濵本、泉川、井関、勝見、

清田、窪、小林、松本、宮﨑、三好、守谷、
中西、仁科、西村、大塚、左納、清水、菅井、
関、髙石、高岡、立松、臼井、浦岡、海野、
結城、吉村（亀井、児玉）

ニコニコ箱

桑野　　毅　本日卓話をさせていただきます。
よろしくお願いいたします。

第3549回例会　2022年６月14日（火）

村井　重美　桑野さん卓話頑張ってください。
宜しく。

佐々木　淳　桑野さん卓話楽しみにしておりま
す。献血の御協力をいただいた方、
雨のゴルフ会に参加された方あり
がとうございました。

井上　隆史　桑野さん卓話楽しみです。
尾谷　牧夫　桑野様　卓話楽しみにしておりま

す。
米山　徹太　桑野さん、今年度最後の卓話、宜

しくお願いします。

例会記録

一助を担っていきたいと考えています。

　次に「茶道」です。祖父と父が茶道に携わっ
ていた関係で私自身も裏千家の淡交会に所属し
ております。
　流派によって少し違いはありますが、皆様に
も気軽に茶会に参加して頂きたいので簡単に作
法をお伝えしたいと思います。

お菓子のいただき方

 ・お茶が出される前に食べきる
 ・手前を輪にした懐紙に１個ずつ取る
 ・複数種あるものは１種１個ずつ取る
 ・ 練切や羊羹はようじなどで２、３口に切って
軽く刺して食べる
 ・まんじゅうは手で２つに分けて手で食べる
 ・ 落がんなど干菓子は手で懐紙に取って、手で
食べる

お茶のいただき方

 ・ お茶が運ばれたら隣に「お先に」と声をかけ、
お茶わんを手に取る
 ・左手にのせて右手を添える
 ・ 茶わんの正面を右手前に２度ほど少しずら
し、正面を避けて飲む
 ・ 飲み終わったら飲み口を人差し指と親指で軽
く清め、懐紙で指を拭く
 ・茶わんを右向こうに回して元通りに正す
 ・茶わんを置くときは正面を亭主の側に向ける

　もっと分かり易い説明が必要な方や詳しく知
りたい方はYouTube等でお調べ下さい。

　この他にはまっている趣味として「キャンプ」
や「ウッドデッキ」そして「そば打ち」があり
ます。
　今後は広く浅くの「趣味？」を「趣味！」と
言える様に深くしていきたいと思います。
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例会記録

木下　裕介　先日のゴルフコンペ皆様お疲れ様
でした。二神さん優勝おめでとう
ございます。関さん大変お世話に
なりました。

木下　英雄　献血プロジェクトの御協力頂きま
して有難うございました。200人
の目標のところ183人の御協力が
ありました。

河内　広志　今日は「世界献血デー」です。こ
のテーマは安全な血液供給を確保
するための若者の役割に焦点を当
てています。木下理事の献血プロ
ジェクト大変ご苦労様です。

秋山　影明　大街道ヨシダファッションギャラ
リー内で日本画  花・はな・爽やか・
展示会をご鑑賞下さい。

塩崎千枝子　大勢の皆様にお世話になり息子の
初めての報告会が無事にできまし
た。ありがとうございました。

（なんとなくニコニコ）　越智
早　退　　 鮒田、三原（スワローズの交流戦優

勝を祝して）、中河

卓　話　「私と野球と愛媛と」

� 桑野　　毅会員

　私の野球はするのではなく観るのが専門。ご
ひいき球団ホークスの歩みと共に自分史を振り
返ります。
　大阪を拠点としていたホークスが福岡に移転
した1989年にNＨＫに入局。秋田に赴任しまし
た。日本初の開閉式屋根を備えた福岡ドームが
オープンした1993年に東京に転勤、阪神・淡路
大震災や東日本大震災などの災害対応に携わ
りました。後に名将といわれる工藤監督初シー

ズンとなる2015年には福岡に転勤（！）。熊本地
震、九州北部豪雨などの災害に見舞われながら
も、仕事が終わればビール片手にドームで野球
観戦。リーグ制覇と日本一を２回ずつ近くで見
ることができました。
　その後、東京での３年を経て2021年に愛媛に
着任しました。愛媛は野球王国と言われ、これ
まで人生の節目に野球との関わりがあった私に
とって、愛媛で働くことは運命であり必然でし
た。
　総合テレビで平日夕方に放送している「ひめ
ポン！」に「愛媛にはプロ野球がないのになぜ
野球王国と呼ばれているの」という質問が寄せ
られました。1955年刊行の文献に「いわゆる野
球王国愛媛といわれるようなエポックを作った
のは大正時代に入って松山商業の台頭があった
から」という記述がありました。甲子園での愛
媛代表の優勝回数は夏６回（全国８位）、春４
回（全国９位）。夏に限れば122勝69敗の勝率.639
で大阪に次ぐ全国２位という好成績。一方で10
年ごとに区切ってみると時代が新しくなるにつ
れて勝率が下がっています（.640→.545→.500）。
若い世代に野球王国という認識がない人もいる
ようですが甲子園の成績が関係しているのかも
しれません。
　愛媛は明治時代に俳人・正岡子規が野球を伝
えたことや、大正時代に松山で郷土芸能「野球
拳おどり」が生まれるなど野球のエピソードに
は事欠きません。７月には坊っちゃんスタジア
ムで地方球場では全国最多となる３回目のプロ
野球オールスターゲームが開かれます。これか
らも、野球王国愛媛の野球熱を全国に伝えてい
きます。
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－役員・委員長退任挨拶－
出席会員　71（66）名中34名　出席率50.00％
　　前回訂正出席率60.87％
欠席会員　37名　土居、鮒田、原田、泉川、井

関、勝見、木下（裕）、清田、窪、小林、松本、
宮﨑、三好、中河、中西、仁科、西村、大
塚、尾谷、越智、小野川、佐々木（徹）、塩
崎、清水、菅井、髙石、高岡、高橋、立松、
谷山、鶴田、浦岡、海野、吉村（亀井、児
玉、中住）

ニコニコ箱
塩梅　和彦　６月28日付で、高松の本店に異動

することになりました。ロータ
リー出席は本日が最後となりま
す。大変お世話になりました。

第3550回例会　2022年６月21日（火）

井関　正志　退会御礼
村井　重美　皆さん退任挨拶宜しくお願いしま

す。
木下　英雄　一年間奉仕プロジェクト理事をや

らせて頂きました。みなさん御協
力ありがとうございました。

河内　広志　今日は「ガン支えあいの日」です。
ロータリアンにも克服した会員、
治療中の会員がいらっしゃると思
いますが共助の精神で支え合って
ゆくことが望まれます。

石橋　和典　菊野さんがいらっしゃったので。
守谷みどり　（会員誕生祝）
（なんとなくニコニコ）　秋山（梅雨時期を楽し

みましょう）、米山
早　退　　 二神、三原、大金、関

例会記録

－役員・委員長退任挨拶－

出席会員　71（66）名中41名　出席率59.42％
　　前回訂正出席率68.12％
欠席会員　30名　土居、鮒田、井関、勝見、窪、

松本、宮﨑、守谷、中河、中西、西村、野
上、大塚、大西、尾谷、越智、小野川、佐々
木（徹）、塩梅、清水、菅井、関、高橋、立
松、谷山、鶴田、浦岡、吉村（亀井、児玉）

ニコニコ箱

村井　重美　皆様今年１年間お世話になりまし
た。感謝いたします。

第3551回例会　2022年６月28日（火）

佐々木　淳　村井会長、１年間本当にお疲れ様
でした。会員の皆様の御協力のも
と幹事を務め上げることができま
した。本当にありがとうございま
した。

二神　良昌　村井会長、佐々木幹事お疲れさま
でした。

浜田　修一　村井会長、佐々木幹事お疲れ様で
した。ありがとうございました。

石橋　和典　村井会長、佐々木幹事、１年間お
世話になり、ありがとうございま
した。
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例会記録

理事会報告

６月７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 新入会員申し込み　田渕康広氏（米山副会長
推薦）　承認。
③ ボーイスカウト松山第16団より助成金申請
　承認。

④ 当クラブ85周年夜間例会予算書について
　承認。
⑤ 献血費用について　承認。
⑥2022－23年度I.M.開催日程などについて
　候補日︰2023年２月18日㈯とする　承認。

木下　英雄　役員の方、本日最後という事でお
疲れ様でした。来年度はなんとか
コロナの影響が無い様に祈るだけ
です。

木下　裕介　皆様一年間ありがとうございまし
た。

三原　英人　会長・幹事をはじめ皆さん一年間
お疲れ様でした。

米山　徹太　村井会長、佐々木幹事１年間お世
話になりました。来年以降も宜し
くお願いします。

秋山　影明　マザーテレサの言葉、思考は現実
化する。

塩崎千枝子　飼いネコも伸びてグッタリ猛暑で

すネ。
河内　広志　今日は「貿易記念日」です。経産

省が1963年に制定しました。その
26年前の1937年に松山ロータリー
クラブが誕生しました。初代会長
は井上要（かなめ）氏です。弁護
士・衆議院議員・松山商工会議所
会頭をされた偉大な大先輩です。

菊野　先一　ロータリーバッジ忘れました。
髙石　義浩　（創業記念祝）
（なんとなくニコニコ）　井上（一年間本当にお

疲れさまでした。ありがとうござ
いました。）

早　退　　 泉川
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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）、高橋（18日）、会田（25日）、中河
（29日）、野上（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）

６月のお祝い

１．ガバナー月信
１．会報５月号
１．近隣RC例会予定表

配 付 物

クラブニュース

退会のお知らせ

四国電力㈱愛媛支店　執行役員
愛媛支店長　塩梅　和彦会員は
離任の為、６月28日付で退会さ
れました。
ロータリー歴は２年10か月でし
た。

ＪA愛媛県信連　理事長　井関
正志会員は退任の為、６月29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。

㈲シルト・ボーネン　会長　
亀井　義弘会員は一身上の都合
により、６月30日付で退会され
ました。
ロータリー歴は51年６か月でし
た。
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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

７日 71（66） 49 22 71.01％ 5 78.26％ 1

14日 71（66） 41 30 59.42％ 10 73.91％ 0

21日 71（66） 34 37 50.00％ 8 60.87％ 0

28日 71（66） 41 30 59.42％ 6 68.12％ 0

平均 71（66） 41.3 29.8 59.96％ 7.3 70.29％ 0.3

６月の出席報告

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392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６月11日㈯、愛媛県で現存するゴルフ場
としては最も歴史ある松山ゴルフ倶楽部川内コース
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、会田会員、菊野会員、小林会員、佐々
木（淳）会員、佐薙会員、関会員、浜田会員、二神会員、
結城会員、洞出様、木下（裕）の３組12名でした。小
林会員と佐薙会員は初参加でした。洞出様は二神会
員の御友人の方です。当日は雨が降る中愛媛県最古
の名門コースに皆様苦戦しつつも、無事元気にホー
ルアウトされました。ご参加いただきました皆様本

当にお疲れ様でした。尚、大変難しいコンディショ
ンのなか見事優勝に輝いたのは二神会員でした。今
回のコンペについては、松山ゴルフ倶楽部川内コー
スを運営する松山観光ゴルフ株式会社の代表取締役
社長に先日御就任されました関会員に大変お世話に
なりました。本当にありがとうございました。やは
り12名いらっしゃると賑やかなコンペとなりまし
た。次回もより多くの皆様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 二神　良昌 55 51 106 33.6 72.4

準優勝 結城　　旬 46 48 94 21.6 72.4

３　位 （ゲスト）
洞出　正敏 51 41 92 18.0 74.0

ダブルペリア

同NETは年長者（敬称略）


