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例会予定
 8 月 2 日㈫…休会

 8 月 9 日㈫…休会

 8 月16日㈫…定款適用により休会

 8 月23日㈫…「感謝の心」
  中住　義晴会員

 8 月30日㈫…「松山三越の歴史と今」
  山上　　敦会員

　会長挨拶
会　長　米　山　徹　太

　この７月より松山RC新年度が始まりました。今年も昨年に引き続き新型コロナウイルスの影
響が出ております。早速、サマースクールの中止、当クラブ創立85周年記念例会の開催延期、通
常例会の中止など厳しい状況が続いております。このような中、７月26日㈫八田ガバナー公式訪
問例会は開催出来ました。又、この例会に、約20名の会員の方が出席して頂きました。ありがと
うございます（もちろん、コロナ禍の中ご出席頂けなかった方々はほとんど書面にてメークアッ
プして頂きました）。ガバナーからご教示頂いた内容は皆様にお伝えしていこうと思います。続
いて嬉しいことに田渕会員が新しく入会して頂きました。皆さんと一緒にロータリー活動を楽し
みましょう。
　今年のRI会長ジェニファー・ジョーンズ氏（初の女性RI会長）のテーマは「IMAGINE
ROTARY（想像しようロータリー）」です。そして2670地区八田ガバナーの地区テーマは「変化
をもたらす人になろう！」です。これらを基に松山RCのテーマを「ロータリーを深く考え直し、
更に発展させよう！」と設定しました。会員の皆様におかれましては一つ一つを考えて頂き本年
度のロータリー活動を実施して頂きたいと思います。そして、今年のテーマに限らず、今まで多
くの先輩会長が培って来られた伝統を途切らせないように努力して参ります。
　新型コロナウイルスの影響がまだまだ続くであろう年度をどのようにすればロータリーを楽し
んで頂けるかを考えて参りますが、皆様からのご助言もお待ちしております。皆さんでコロナを
乗り切り今年１年を、更に来年に続くようロータリーを楽しみましょう。
　今年１年、何卒宜しくお願い申し上げます。
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例会記録

－役員・委員長　就任挨拶－
出席会員　69（65）名中37名　出席率55.22％
　　前回訂正出席率65.67％
欠席会員　32名　鮒田、原田、伊澤、上甲、勝見、

加藤、窪、桑野、三原、宮﨑、三好、守谷、
中河、中西、仁科、西村、大金、大塚、佐
薙、左納、清水、菅井、髙石、高岡、高梨、
立松、谷山、浦岡、海野、吉村（児玉、玉置）

ニコニコ箱

米山　徹太　今年一年宜しくお願いします。田
渕さんようこそ‼

木下　裕介　本年度幹事を務めさせていただき
ます。一年間どうぞよろしくお願
いいたします。

村井　重美　米山会長、一年間楽しんでくださ
い。

佐々木　淳　本日から新年度です。米山会長、
木下幹事、役員の皆様一年間よろ
しくお願いします。

松本　祐治　しばらく不在でご迷惑おかけしま
した。本日より少しずつ復帰致し
ますのでよろしくお願いします。

二神　良昌　米山会長、木下幹事　一年間よろ
しくお願いします。

第3552回例会　2022年７月５日（火）

浜田　修一　米山会長、木下幹事、今年度よろ
しくお願いします。頑張って下さ
い。

石橋　和典　米山会長、木下幹事　一年間よろ
しくお願いします。

井上　隆史　役員・委員長のみなさま、よろし
くお願いいたします。

木下　英雄　新理事の方、会長・幹事の方、一
年間宜しくお願いします。

小野川雅士　今年度もよろしくお願いします。
津野　和美　新しい年のロータリーの幕開けで

すね。今期一年宜しくお願いいた
します。

秋山　影明　台風４号ころ良い恵みの雨になれ
ばと思っています。

越智　康夫　熱中症に気を付けて下さい。
河内　広志　愛媛県は農林水産が盛んです。今

日は「農林水産省の日」です。
1948年水産庁が設置され、その後
1978年の今日、200カイリ時代を
迎え、水産行政の重要さが高まっ
た為、農林省が農林水産省に名称
が替わりました。

早　退　　 関
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－役員・委員長　就任挨拶－
出席会員　69（65）名中33名　出席率49.25％
　　前回訂正出席率58.21％
欠席会員　36名　鮒田、濵本、原田、勝見、菊野、

清田、窪、河内、小林、宮﨑、守谷、中河、
中西、仁科、西村、大塚、大西、尾谷、越
智、小野川、佐々木（徹）、佐薙、左納、塩
崎、清水、菅井、髙石、高岡、高梨、立松、
鶴田、臼井、浦岡、吉村（児玉、中住）

ゲスト　１名　 泉川孝三（愛媛第Ⅱ分区ガバ
ナー補佐）

ビジター　３名　 嶋村文男（第2580地区ガバ
ナー・東京東江戸川RC）

　　　　　　　　野原秀雄（名古屋東RC）
　　　　　　　　阿部真弓（今治RC）

ニコニコ箱

嶋村　文男　本日は米山会長の就任お祝いの
メークアップです。宜しくお願い
申し上げます。

野原　秀雄　ビジター参加させていただきます。
阿部　真弓　本日は、ビジター参加させていた

だきます。
泉川　孝三　ガバナー補佐としてお伺いしまし

た。よろしくお願いします。
米山　徹太　嶋村ガバナー、阿部様、野原様、

ようこそ松山ロータリーへ‼
木下　裕介　嶋村様、野原様、阿部様　本日は

ようこそお越し下さいました。

（国際ロータリー第2580地区ガバナー）

（名古屋東RC）

（今治RC）

第3553回例会　2022年７月12日（火）

松本　祐治　しばらく療養の為不在にしご迷惑
をおかけしました。７月より復帰
いたしましたので宜しくお願いし
ます。

伊澤　征大　ニコニコ箱委員長を拝命いたしま
した。ニコニコを絶やさず元気に
明るく務めさせて頂きますので、
よろしくお願いします。

二神　良昌　安倍元総理のご冥福をお祈りしま
す。

加藤　修司　安倍晋三元総理のご冥福をお祈り
いたします。

佐々木　淳　安倍元総理のご冥福をお祈りしま
す。先日のゴルフ会お疲れ様でし
た。木下さん、結城さんのワンツー
フィニッシュでした。

秋山　影明　今日、庭からクマゼミが旅立ちま
した。元気で育つように！

三原　英人　（会員誕生祝）
（なんとなくニコニコ）　村井
早　退　　 関、海野

例会記録
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例会記録

－八田ガバナー公式訪問例会－
出席会員　69（65）名中22名　出席率33.85％
　　前回訂正出席率88.24％
欠席会員　47名　会田、土居、鮒田、濵本、原田、

伊澤、石橋、勝見、菊野、木下（英）、桑野、
小林、三原、宮﨑、三好、村井、守谷、中
河、中西、仁科、西村、大塚、大西、尾谷、
越智、佐々木（徹）、左納、塩崎、清水、菅井、
関、髙石、高岡、高梨、立松、谷山、田渕、
津野、鶴田、浦岡、海野、山上、吉村（児
玉、中住、大森、玉置）

ゲスト　４名　 八田　光（第2670地区ガバナー）
　　　　　　　 泉川孝三（愛媛第Ⅱ分区ガバ

ナー補佐）
　　　　　　　丸井一馬（地区代表幹事）
　　　　　　　 有吉徳洋（米山記念奨学担当幹

事）

ニコニコ箱

八田　　光　公式訪問よろしくお願いいたします。
（国際ロータリー第2670地区ガバナー）

第3554回例会　2022年７月26日（火）

米山　徹太　八田ガバナー、随行員の皆様、よ
　　　　　　うこそ松山ロータリークラブへ。
　　　　　　１年間よろしくお願いいたします。
木下　裕介　八田ガバナー、泉川ガバナー補佐、

随行員の方々、松山ロータリーク
ラブへようこそお越しいただきま
した。

佐々木　淳　八田ガバナーようこそお越しくだ
さいました。卓話楽しみにしてお
ります。

二神　良昌　八田ガバナー、コロナ禍の中よう
こそ来て頂きました。

結城　　旬　八田ガバナーご訪問ありがとうご
ざいます。

松本　祐治　八田ガバナーようこそ松山に。卓
話も楽しみにしております。

上甲　　泰　祝・ガバナー公式訪問
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理事会報告

７月５日㈫

①【事後報告】退会届　井関正志会員　承認。
②【事後報告】退会届　塩梅和彦会員　承認。
③ 新入会員申し込み　四国電力㈱　安藤誠一氏
　（塩梅氏後任）　承認。

④ 当クラブ予算書・決算書について　承認。
⑤ 米山奨学会からの、「世話クラブ補助費」に
ついて　承認。

クラブニュース

新入会員紹介

勤　務　先︰ 田渕康広税理士事
務所

　　　　　　 勝山町1－13－4ダイ
トー商事ビル2F

　　　　　　TEL 961－1980
生 年 月 日︰昭和37年２月27日
入会年月日︰令和４年７月５日
趣　　　味︰ 旅行、ゴルフ

氏名︰田渕　康広

誕生祝　 以下７名　三原（２日）、海野（９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７名　勝見（１日）、吉村（１日）、小野

川（１日）、立石（１日）、中西（４日）、米山
（25日）、関

７月のお祝い

１．ガバナー月信
１．クラブ計画書
１．会員名簿
１．会報６月号
１．近隣RC例会予定表

配 付 物

以下28名　会田、秋山、二神、浜田、濵本、石橋、
上甲、加藤、菊野、木下（英）、木下（裕）、清田、河内、

５・６月２ヶ月皆勤

三原、村井、中西、西村、野上、大金、佐々木（淳）、
菅井、関、高橋、津野、臼井、米山、中住、大森
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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

５日 69（65） 37 32 55.22％ 7 65.67％ 0

12日 69（65） 33 36 49.25％ 6 58.21％ 3

⎛八田ガバナー⎞
⎝公式訪問例会⎠
26日

69（65） 22 47 33.85％ 38 88.24％ 0

平均 69（65） 30.7 38.3 46.11％ 17 70.71％ 1

７月の出席報告

ゴルフ会より　第393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７月10日㈰、道後ゴルフ倶楽部において
第393回ゴルフコンペを開催いたしました。参加者
は米山会長、結城副会長、会田会員、秋山会員、佐々
木（淳）会員、田渕会員、浜田会員、二神会員、村井
会員、山上会員、木下（裕）の３組11名でした。田渕
会員と山上会員は初参加でした。ようこそゴルフ会
へ！。当日は気温が30℃を超え湿度も高いコンディ
ションでしたがみなさま元気にホールアウトされま

した。今後は、新型コロナウィルス感染症の状況次
第ではございますが、19番ホール（プレイ後の懇親
会）も企画してまいりたいと思います。ちなみに優
勝は、メンバーの方々に恵まれたのと、運に運が重
なり私木下がさせていただきました。当月賞は会田
会員でした。引き続き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 木下　裕介 46 46 92 21.6 70.4

準優勝 結城　　旬 51 52 103 30.0 73.0

３　位 浜田　修一 53 47 100 26.4 73.6

ダブルペリア

同NETは年長者（敬称略）

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/


