
2022～2023年度国際ロータリーのテーマ

2022～2023年度
国際ロータリー会長
ジェニファー・ジョーンズ

巻頭メッセージ

例会予定
10月 4 日㈫…「選挙よもやま話」

  井上　隆史会員
10月11日㈫…「松山RCの30年分の資料をデジタル化しました。

附、本の自炊とCDのリッピングについて」
  大森　克介会員

10月18日㈫…「人と人を結ぶことば」
ゲスト…愛媛大学法文学部
　　　　教授　今泉志奈子氏

10月25日㈫…「じじばばの里親参加」
  塩崎千枝子会員

2022

８·9
事務局　松山市一番町3 －3 －6センターポイントビル6 F TEL（089）932－4426　会長　米山徹太　幹事　木下裕介

　クラブ幹事として　
幹　事　木　下　裕　介

　2022－23年度のRI会長テーマは「IMAGINE  ROTARY」（想像しようロータリー）、第2670地区
八田ガバナーテーマは「Be a Change  Maker !」（変化をもたらす人になろう！）、松山ロータリー
クラブ米山会長テーマは「ロータリーを深く考え直し、更に発展させよう！」です。本年度もスター
ト早々、新型コロナウィルス感染症の影響により例会中止、85周年記念例会延期となってしまい
ましたが、米山会長の想い、理事の皆様の御意見、会員皆様のお考えを反映しながらウィズコロ
ナという新しい時代に沿った形でクラブ運営が進められるように、私自身想像を膨らませ、更に
松山ロータリークラブが発展できる様に臨機応変に対応してまいりたいと思います。そして今ま
で以上に例会や各種イベント、クラブ運営がスムーズに、何よりも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。私自身まだまだ経験不足にて御迷惑を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や会員の皆様からの御意見、御助言をいただきながら精一杯努
めてまいりますのでどうぞ宜しくお願いいたします。

　会員増強について
　2022－2023年度の松山ロータリークラブのテーマは、「ロータリーを深く考え直し、更に発展さ
せよう！」です。その実現のためには、会員増強は重要課題の一つです。
　ここ４～５年の会員数は70名程度に維持され、平均年齢は60 ～ 61歳ですが、今後のクラブの
発展を目指して、次代を担う方に入会いただくこと、女性に入会いただくことにも注力したいと
思います。会員の皆さんが同じ思いと言葉で、入会の勧誘を進めていくために、松山クラブなら
ではの魅力、ロータリアンとして過ごす楽しさや意義の発信にも努めます。
　皆さんの一人一人のご協力のもと、会員が増える環境づくりと勧誘活動を行って参りますので
よろしくお願いします。

会員増強委員会　担当理事　三　原　英　人
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例会記録

出席会員　70（66）名中31名　出席率46.27％
　　前回訂正出席率69.12％
欠席会員　39名　会田、鮒田、浜田、原田、石橋、

勝見、窪、桑野、三原、三好、村井、守谷、
中河、中西、仁科、西村、大塚、大西、越
智、小野川、左納、塩崎、清水、菅井、関、
髙石、高岡、立松、田渕、鶴田、臼井、浦岡、
海野、山上、結城、吉村（児玉、大森、玉置）

ニコニコ箱

中住　義晴　拙い卓話を聞いて下さい。
米山　徹太　皆様ご出席頂きありがとうござい

ます。
秋山　影明　熱波、コロナで大変ですが、集ま

れて幸いです。
井上　隆史　久しぶりの会に、コロナがおさま

ることを祈ります。
宮﨑　修一　久しぶりです。宜しくお願いします。
尾谷　牧夫　久しぶりの出席です。よろしくお

願いします。
佐々木　淳　皆様お久しぶりです。
津野　和美　早くにぎやかな例会できますように。
河内　広志　 本日は時宗の開祖  一遍上人の命

日です。道後にある宝厳寺では上
人の「捨てる思想」のコンセプト
でもういっぺんプロジェクトが進
行中です。是非どうごへどうご。

早　退　　 土居、二神、泉川

卓　話　「感謝の心」

� 中住　義晴　会員

　77年前の本日（昭和20年８月23日）私は海軍
兵学校解散のため原子爆弾投下直後の長崎市に

第3555回例会　2022年８月23日（火）

帰還しました。車窓からは真っ赤に咲いた夾竹
桃の花、荷車に繫がれたままの馬の死骸、医大
のへし折れた煙突、帰路死骸焼却の現場と祈る
老婆などを見ながら帰宅、迎えた母の頭髪は
1/3程なくなっていました。当時の新聞は70
年間草木も生えずと伝えていましたがそうでも
ありませんでした。父は勤務中で無傷ではあり
ましたが５年後背部肉腫（ガン）で痛み死にま
した。母は88歳まで生き松山で逝きました。妻
富美子は東広島の学童疎開先でピカドンに遭い
姉の迎えで市内に帰った様です。私と二人２週
間以内入市者という事で原爆被爆者の片われで
す。
　一瞬の爆発で広島長崎合わせて50万という命
が失われました。戦争はやったやり返したとい
う軍隊の習性が起こすものですが恨みや憎しみ
からは何も生まれません。
　日本人は我慢強い民族なのでしょうか。地震
津波、火山、洪水、大火災に戦等あらゆる災害
をかいくぐって生きてきました。日本人はすぐ
に立ち直るのです。その冬に投句した私の一句
が新聞に載りました。
　「敗戦は何時知らぬ間に終戦となり」です。
　さて私たちはアメリカに恨みを抱いていたの
でしょうか。恨み、憎しみからは何も生まれま
せん。戦後アメリカから受けた食料、医療、電
気機器類など莫大なものに感謝するべきでしょ
う。般若心経の最後の一行に諦という字が４回
出てきます。意味はよくわかりませんが諦めを
経て立ち直るべきでしょう。
　感謝の心とは先ず母親に次に妻に先祖に先生
に更には森羅万象に感謝する心です。感謝して
いる人に刃を向ける人は恐らくいません。ダラ
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イ・ラマ氏は心に愛をもってすべてのものに博
愛の心で接すれば世に戦争などないといいま
す。しかし一方では人間に欲と競争心がある限
り戦争はなくならないという人もいます。私も
そう思います。30年後は世界人口は80億人にな

るといいます。我々の曾孫の時代ですがその頃
には水や食料が不足し核の使用もあって人類滅
亡の危機に瀕するでしょう。そうならない、し
ない為に感謝の心をもって活動するのがロータ
リアンの使命でしょう。

出席会員　70（66）名中37名　出席率54.41％
　　前回訂正出席率70.59％
欠席会員　33名　秋山、浜田、濵本、原田、伊

澤、泉川、勝見、木下（裕）、窪、三好、中
河、中西、仁科、西村、野上、大塚、大西、
越智、左納、塩崎、清水、関、髙石、高岡、
高梨、立松、鶴田、臼井、海野、浦岡、吉
村（児玉、玉置）

ビジター　1名　 塩崎彰久（東京日本橋RC）

ニコニコ箱

米山　徹太　塩崎さんようこそ‼休会3回分と
して。

石橋　和典　塩崎さん、ようこそ松山クラブへ。
松本　祐治　小林様、卓話楽しみにしております。
佐々木　淳　小林さん、卓話楽しみにしており

ます。
安藤　誠一　先月より入会いたしました。よろ

しくお願いいたします。
井上　隆史　いい季節に楽しい例会が毎週でき

ますように。
鮒田　好久　久しぶりでございます。
上甲　　泰　再開祝
菊野　先一　お久しぶりです。
村井　重美　久しぶりです。宜しくお願いします。

第3556回例会　2022年９月20日（火）

守谷みどり　久しぶりの参加です。
菅井　久勝　長期間休会しておりました。大変

申し訳ございません。本日よりお
願い申し上げます。

二神　良昌　 ９/23  吉長オープン致します。９
月末まで4,000円以上のコースを
頼まれた方、松茸の土瓶蒸しを無
料でサービス致します。

河内　広志　今日は昔々、バスが初めて走った
「バスの日」です。伊予鉄グルー
プの清水一郎会員が全国バス協会
の会長をされており、バス利用の
促進に頑張っておられます。

宮﨑　修一　（結婚記念祝）
早　退　　 清田、大金

卓　話　「私の見た新嘉坡と胡志明」

� 小林総一郎　会員

　2011年から3年シンガポール（以下、SGP）
に、そして2014年から４年半ホーチミン（以
下、HCM）に赴任した際に、私が実際に見て
驚いた事や印象に残っている事を紹介させて頂
きました。まず両国を漢字一字で表すと「星」
と「越」になりますが、SGPが新ではなく星を
使う理由は何故か。昔は漢字で星嘉坡と表記し

例会記録



―  4  ―

例会記録

出席会員　70（66）名中39名　出席率56.52％
　　前回訂正出席率66.67％
欠席会員　31名　会田、秋山、二神、浜田、原

田、泉川、井上、勝見、三原、三好、中河、
中西、仁科、西村、大塚、大西、尾谷、越智、
左納、塩崎、清水、関、髙石、高岡、立松、
田渕、鶴田、浦岡、海野、吉村（児玉）

ニコニコ箱

米山　徹太　先日のゴルフコンペ楽しかったで
すね。

木下　裕介　先日のゴルフ会参加の皆様、お疲
れ様でした。お天気と運とメン
バーに恵まれ優勝させていただき
ました。ありがとうございました。

第3557回例会　2022年９月27日（火）

上甲　　泰　佐々木さん、卓話楽しみにしてお
ります。

加藤　修司　佐々木さん卓話楽しみにしていま
す。

村井　重美　卓話、佐々木さん宜しくお願いし
ます。

濵本　道夫　安部内閣総理大臣閣下の国葬に謹
んで哀悼の意を捧げます。

土居　英雄　愛媛新聞は９月29日付で紙齢（発
行号数）５万号となります。多く
の皆さまに支えていただき、あり
がとうございます。

窪　　仁志　日経トレンデーの全国観光列車ラ
ンキングで「伊予灘ものがたり」
が1位になりました。

ており、新はニュージーランドに使われてい
たからです。またSGPがHCMより西にあるに
も関わらず日本との時差は逆にHCMが２時間、
SGPが1時間なのも不思議です。独立前に同一
国であったマレーシアの時間をそのまま使って
いる説と世界の金融センターとして香港・上海
に1時間の遅れは許せない説があります。個
人的には後者だと思います。言葉もどちらも特
徴的です。SGPは４つの公用語があり、中でも
英語が最も使われますが、オリジナルとは大き
く異なる「Singlish」が主流です。発音が短い、
単語だけを並べる、何でも「ラー」を語尾に付
ける等の特徴があります。ただ政府は否定的で
常に正しく英語を話そうと国民には呼び掛けて
います。一方、HCMはご存じベトナム語です。

ベトナムは54の民族が住む多民族国家でそれぞ
れ別々の言葉がありますが、国民の85%を占め
るキン族の言葉がベトナム語です。ただ各地方
でかなり方言があり、有名な民族衣装を北部で
はアオザイ、HCMのような南部ではアオヤイ
と言います。いずれにしても習得難度の高い言
語で、日常会話もおぼつかず帰国となりました。
食事情やローカルフードも紹介しました。同じ
日系チェーン店のラーメン価格を円換算する
と、SGPはHCMの3.5倍で2,500円します。ただ
SGPのローカルフードは安価で美味なものが沢
山ありました。一方、詳細割愛しますがHCM
では味よりも衝撃的な食材が記憶に残っていま
す。まだまだ驚いたことは多々あるので、また
機会がありましたらご紹介させて頂きます。
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河内　広志　今日は「世界観光の日」です。観
光が復活するために10/11から全
国旅行割がスタートします。観光
万歳！

津野　和美　久しぶりの雨です。喜んでいる人
達も多いでしょう。

臼井　智博　（会員誕生祝）
早　退　　 佐々木（淳）（先日のゴルフ会お疲れ

様でした）、小野川

卓　話　「自己紹介＆松山での抱負」

� 佐々木　徹　会員

　本日は自己紹介と、自らの松山でのミッショ
ンについてお話しします。
　1969年生まれの53歳で生まれも育ちも東京で
す。家族は妻（もちろん1名）です。単身赴任
で花園町に住んでいます。1992年の入社後、神
戸、福岡、東京、福岡（２回目）と転勤して、
今年の４月に松山にまいりました。
　高校は応援指導部（応援団）に入り厳しいシ
ゴキにも遭いました。大学時代は端艇部（ボー
ト部）でカヌー競技に没頭して、年間の半分は
合宿生活でした。卒業後にはOB会の理事長を
務めました。
　今年の夏休みは、三津浜花火、松山野球拳お
どり、梅津寺駅（秋山兄弟銅像、東京ラブストー
リーのロケ地）、広島のマツダスタジアムを満
喫しました。松山は、人が優しく、魚介類がお

いしく、温泉も最高で、すっかりファンになり
ました。
　私の松山でのミッションは二つあります。
　一つ目は、地震保険の普及です。愛媛県の「い
ざ」に備えて保険でお守りしたいです。
　私は1995年に阪神淡路大震災に遭遇しまし
た。当時、関西は地震が起きないと言われてお
り、私は地震発生まで一度も地震保険をおすす
めしていませんでした。これが私の会社生活で
の最大の後悔であり、その学びとして「お客様
にベストの商品をおすすめする」ことが責務と
考えています。
　二つ目は、サイバー攻撃など、中小企業を取
り巻くリスクからお守りすることです。
　サイバー攻撃を受けますと、個人情報の漏洩
の有無を問わず、その企業様は大変な状況にな
ります。
　絶対的な対策はありませんので、予防、防御、
対処、保険の４つの切り口で準備いただく必要
があります。
　当社ではサイバーリスク対策として「Tokio 
Cyber Port」というポータルサイト、さらに
は中小企業の多種多様な経営課題を解決する
「BUDDY＋」というサイトを立ち上げていま
す。
 いずれも当社の保険契約の有無に関わらず、
無料でご利用できますのでご活用ください。

例会記録
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理事会報告

８月９日㈫

①今治南創立60周年記念行事お祝いと交通費の
件　承認。
② 大洲RC創立50周年記念式典お祝いと交通費
の件　承認。
③【事後報告】７/17㈰RAC連絡会議登録料に
ついて　承認。
④ ８/６㈯米山奨学卓話研修会・交流会参加費
について　承認。
⑤ 国際地雷処理・地域復興支援の会より寄付の
お願い　承認。
⑥ 周年記念準備会計　みずほ銀行定期預金満期
のお知らせ　承認。
⑦８/23㈫例会は実施する　承認。

クラブニュース

新入会員紹介

勤　務　先︰ 四国電力㈱愛媛支
店　執行役員　愛
媛支店長

　　　　　　 湊町6－6－2
　　　　　　TEL 946－9706
生 年 月 日︰昭和39年２月13日
入会年月日︰令和４年８月23日
趣　　　味︰ ジョギング

氏名︰安藤　誠一

９月６日㈫

①RAC地区内交流会登録料について　承認。
② 川之江RC創立60周年記念式典お祝いと交通
費の件　承認。
③ 新居浜RC創立70周年記念式典お祝いと交通
費の件　承認。
④ 国際交流基金・伊予銀行定期預金満期のお知
らせ　承認。
⑤ 愛媛県保健福祉部社会福祉医療局より「愛媛
県臓器移植普及推進月間」後援依頼について
　承認。
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誕生祝　 以下８名　児玉（3日）、結城（10日）、中住
（11日）、佐薙（13日）、西村（15日）、木下
（裕）（20日）、石橋（23日）、仁科（30日）

結婚祝　 以下２名　小林（23日）、小野川（31日）
創業祝　 以下４名　西村（1日）、佐々木（徹）（1

日）、田渕（24日）、木下（裕）（27日）

８月のお祝い

1．会報７月号
1．近隣RC例会予定表

配 付 物

以下27名　秋山、土居、二神、浜田、濵本、石橋、
泉川、井上、上甲、木下（英）、木下（裕）、清田、河

７・８月２ヶ月皆勤

内、松本、三原、西村、野上、佐々木（淳）、菅井、関、
高橋、立石、津野、結城、米山、中住、大森

クラブニュース

誕生祝　 以下４名　松本（11日）、臼井（14日）、立松
（16日）、高岡（18日）

結婚祝　 以下1名　宮﨑（15日）
創業祝　 以下４名　石橋（1日）、大塚（1日）、伊澤

（1日）、土居（11日）

９月のお祝い

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

23日 70（66） 31 39 46.27％ 16 69.12％ 0

平均 70（66） 31 39 46.27％ 16 69.12％ 0

８月の出席報告

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

20日 70（66） 37 33 54.41％ 11 70.59％ 1

27日 70（66） 39 31 56.52％ 7 66.67％ 0

平均 70（66） 38 32 55.47％ 9 68.63％ 0.5

９月の出席報告
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ゴルフ会より　第394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８月６日㈯久万カントリークラブにおい
て第394回ゴルフコンペを開催しました。参加者は
米山会長、結城副会長、村井S.A.A.、二神副S.A.A.、
関会員、会田会員、佐薙会員、佐々木の２組８名で
した。
　久万高原は標高が高く気温も低めで、午前中に通
り雨に降られましたが快適にプレイをすることがで
きました。関会員におかれましては前半38という好
スコアでラウンドされ、白熱した戦いになりました。

優勝、準優勝は米山会長と結城副会長という今後の
松山ロータリーの繁栄を彷彿とさせる結果となりま
した。
　９月、10月とゴルフをするには絶好の天候になっ
てまいります。会員の皆様におかれましては、懇親
を深めるチャンスです。新入会員の方々、久しく参
加されていない方々、奮ってのご参加をお待ちして
おります。
  （記　佐々木　淳）

順位 参加者氏名 OUT IN 計 HDCP NET

優　勝 米山　徹太 49 42 91 20.4 70.6

準優勝 結城　　旬 48 47 95 22.8 72.2

3　位 関　　啓三 46 38 84 10.8 73.2

ダブルペリア

同NETは年長者（敬称略）

ゴルフ会より　第395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９月25日㈰、奥道後ゴルフクラブにおい
て第395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、  越智会員、
佐々木（淳）会員、関会員、二神会員、村井会員、山
上会員、木下（裕）の3組10名でした。当日のコン
ディションは快晴、汗ばむぐらいの陽気の中、皆様
のびのびとプレーされました。優勝は、メンバーに
めぐまれた上、運よくハンディを沢山いただいた木

下（裕）、準優勝は佐々木（淳）会員。図らずもゴルフ
会幹事二人で1・２フィニッシュしてしまいまし
た。皆さん大変良いスコアであったにも関わらず恐
縮です…。尚、当日賞は二神会員が受賞されました。
これからゴルフには大変良い季節となってまいりま
す。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 44 52 96 25.2 70.8

準優勝 佐々木　淳 43 46 89 16.8 72.2

3　位 山上　　敦 41 51 92 19.2 72.8

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/

クラブニュース


