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例会予定
11月 1 日㈫…「環境問題について」

  佐薙　秀樹会員
11月 5 日㈯…松山近隣８ＲＣ合同例会

於：ＡＮＡクラウンプラザホテル松山
11月 8 日㈫…松山近隣８ＲＣ合同例会の振替休会
11月15日㈫…「あれから３年経ちました…」

  三好　哲生会員
11月22日㈫…夜間例会  於：時の名所ふなや
11月29日㈫…「三浦工業について」

  越智　康夫会員
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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

　公共イメージ委員会
担当理事　上　甲　　　泰

　本年度も早いもので５か月が経過しました。主な責務は、クラブのプロジェクトや活動について
地域社会の人びとに伝えることで、クラブの公共イメージを形づくること、とあります。細かく書
きますと、
広報活動
　・クラブまたは会員が支援している取り組み
　・ロータリープログラムの参加者や学友、またはその体験にスポットを当てた活動
メディア対応
　・クラブの活動とかかわる分野やトピックを担当している地元記者と関係を築きます。
　・協力団体と共同でメディアへの働きかけを行います。
マーケティング
　・ 卓話をしてくれた人、クラブが支援した奨学生や交換留学生、寄付者との連絡を保ち、活動や
イベントに参加してもらうための情報を伝えます。

　・入会見込者向けのパンフレットを作成します。
ソーシャルメディア
　・クラブ活動を生き生きと表すようなコンテンツを投稿します。
　・ 国際ロータリーのソーシャルメディアページ、または信頼できる協力団体のコンテンツを共有
して、ソーシャルメディアページに活気を与えます。

イベント／行事
　・ 地域社会での認識を高めるために、特色のある毎年恒例のイベントを開催することをクラブに
促します

　・ ロータリーを通じたネットワーク（人脈）づくりやその他の活動を企画し、広報します。
ウェブサイトの利用
　・ 会員が一丸となって取り組み、楽しみ、地域社会に好ましい変化をもたらしている活動を捉え
た写真や動画を使用します。

　・ 寄付方法、ボランティア方法、入会方法など、行動を明確に呼びかけることによって市民から
の参加やサポートを促します。

　Ｍｙ　 Ｒｏｔａｒｙ　を見ていますとクラブ公共イメージの好ましい情報発信により会員増に結び付ける事例
も多くあるようです。クラブのイメージを地元にさらに定着させて、佳き奉仕活動、プログラムに
取り組み、情報を広めてまいりましょう。ロータリーの使命と中核的価値観を、友人、取引先、仕
事上の知り合いなどに広めてもらいます。入会候補者がクラブでの活動を体験できるよう、行事や
奉仕活動に候補者を招くよう、会員に呼びかけましょう。

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
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例会記録

出席会員　70（66）名中36名　出席率52.17％

　　前回訂正出席率63.77％

欠席会員　34名　二神、鮒田、浜田、原田、石橋、

泉川、勝見、小林、三好、守谷、中河、中

西、西村、大塚、尾谷、越智、小野川、佐薙、

左納、清水、関、髙石、高岡、高梨、立石、

立松、谷山、田渕、鶴田、臼井、浦岡、山

上、吉村（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）

ニコニコ箱

井上　隆史　本日卓話担当です。よろしくお願

いします。

桑野　　毅　井上様、卓話楽しみにしています。

宮﨑　修一　井上社長、卓話楽しみです。

村井　重美　今日の卓話井上さん宜しくお願い

します。

大西　康司　井上社長、楽しみにしてます！

佐々木　淳　井上さん卓話頑張ってください。

三原さんヤクルト優勝と村上様三

冠王、56号おめでとうございます。

伊澤　征大　9/30をもちまして、四国工場ビー

ル園閉園いたしました。1988年開

園以来、皆様に大変ご愛顧頂き感

謝申し上げます。

秋山　影明　村上君56号・３冠王おめでとうご

ざいました。

河内　広志　今日は語呂合わせで「投資トウシ」

の日です。野村證券様、伊予銀行

様、みずほ銀行様、三井住友信託

第3558回例会　2022年10月４日（火）

銀行様、今日を重点月間スタート

として頑張って下さい。

米山　徹太　 （会員誕生祝）井上さん卓話楽し

みにしています。

三原　英人　 （会員誕生祝）（創業記念祝）東京

ヤクルトスワローズの優勝、村上

選手の三冠王、56号ホームランを

祝して。

玉置　　泰　（結婚記念祝）

木下　英雄　なんとなくニコニコ

早　退　　 清田（ヤクルトスワローズ村上、三

冠王・56号ホームランおめでとうご

ざいます。）、菅井、海野（久しぶり

に出席。でも早退ですみません。）

卓　話　「選挙よもやま話」

� 井上　隆史　会員

　京都市出身の私が選挙を初めて知ったのは小

学校低学年の時でした。19７０年の大阪万博の少

し前、突然通学路の塀や電柱にオレンジ色の

◎と青色のVしか書かれていない２種類のポス

ターがあふれて、子供達の間で話題になりまし

た。知事になりたい人を応援するポスターだと

担任から説明され、大人も不思議なことをする

んだなと思ったものです。

　それから十数年を経て、私は放送局で選挙の

仕事に携わるようになりました。選挙が近づく

と各陣営は党の実力者を呼んで演説会を開きま

す。金丸信さんや野中広務さんは、聴衆の心を

つかむのがお上手でした。金丸さんはこなき爺

に、野中さんはガラモンに自らを例えて紹介し、
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出席会員　70（66）名中40名　出席率57.97％

　　前回訂正出席率81.43％

欠席会員　30名　安藤、土居、二神、浜田、濵

本、原田、井上、勝見、清田、三原、三好、

村井、守谷、中西、仁科、西村、大金、大

塚、尾谷、佐薙、左納、清水、髙石、高梨、

立松、田渕、臼井、浦岡、吉村（児玉）

ニコニコ箱

高岡　隆雄　久しぶりの出席です。

大森　克介　あまり出来の良くない卓話ですが

よろしくお願いします。

米山　徹太　大森先生卓話宜しくお願いします。

秋山　影明　大森さん卓話宜しくお願いします。

第3559回例会　2022年10月11日（火）

石橋　和典　大森先生卓話を楽しみにしており

ます。

松本　祐治　大森会員卓話楽しみにしておりま

す。

小林総一郎　ハロウィンジャンボ販売していま

す。この中から高額当選が出るこ

とを祈っています。

木下　裕介　宝くじ買いました‼当たりますよ

うに‼

津野　和美　宝くじを買った勢いで…

河内　広志　 今日は「安心安全なまちづくりの

日」です。道後温泉は防災SDGs

など安全安心なまちづくりに挑戦

し続けております。

例会記録

笑いで会場を沸かせて候補者本人にマイクを渡

しました。ハマコーこと浜田幸一さんは突然歌

いだして、聴衆の度肝を抜きました。緊張のあ

まり「社会正義を実現する」と言うべきところ

を「社会主義を実現する」と言ってしまった自

民党候補は、照れながら訂正する姿が支援者の

間で話題となり当選を果たしました。番組で候

補者に討論していただく時は、話す時間がほぼ

同じになるよう気を使うのですが、早口かそう

でないかで分量が異なるため、説明に苦労しま

した。

　候補者の当落判定に向けては、情勢調査や出

口調査も重要ですが、基本は取材です。各陣営

を回って集会や街頭演説をのぞきながら支持者

や聴衆の様子にも注目します。喫煙所で聞いた

噂話をきっかけに取材を進めて正しい当落判定

につながったこともありました。

　開票当日は候補者にとっては審判の日です

が、落選した場合の振る舞いで支持者とのつな

がりが強まったり弱まったりします。支持者に

感謝を伝えるだけでなくメディア関係者にも

「いい記事を書き続けて下さい」と話した方も

いました。ピンと背筋が伸びました。

　近年は投票率の低下が顕著ですが、１票の投

票もまた、真民先生のいう「あとから来る者の

ため」につながるのだと思う次第です。
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例会記録

塩崎千枝子　（会員誕生祝）誕生祝ありがとう

ございました。初めてジャンボ宝

くじを買いました。当たりますよ

うに！

鶴田　直丈　（結婚記念祝）

早　退　　 菊野、中河、佐々木（淳）（米山さん、

二神さん、村井さん、三原さん、結

城さん、松本さん、加藤さん、先

日は本当にありがとうございまし

た。）、関、海野

卓　話　�「松山ロータリークラブ３０年間の資料を

デジタル化しました。（附、CDのリッ

ピングと本のデジタル化について）」

� 大森　克介　会員

　2021年6月頃でしたか、クラブの事務所の移

転の予定があるのだが、少し手狭になるので、

沢山溜まっている資料を捨てても良いだろうか

との相談を受けました。

　その時には、何か必要になることもあるかも

しれないので、デジタル化して保存しましょう

と、軽い気持ちで引き受けました。

　もともと私は、趣味？として、沢山溜まった

ＣD（約4,500枚）のリッピング（ＣDのデジタ

ルデーターをハードディスクに保存すること）

とか、乱読してボール箱などに保存していた沢

山の本（４～５千冊）のデジタル化をしており、

デジタル化に必要なスキャナー類も持っていま

した。

　最近では終活（8０歳になりましたので）の意

味で、子供たちの生まれた時から成長の過程の

アルバムやフィルムを全部デジタル化し、小さ

なUSBに保存して皆に配布しております。

　そのような訳で、軽い気持ちで1967年度より

３０年分の資料と写真とフィルムをデジタル化す

ることにしました。

　いざ始めてみますと、資料は、殆ど分類せず

に、年度別に分けてあるだけなので、まずは部

屋中に資料を広げて分類することから始めなく

てはいけなく、全部終わるのに10カ月もかかり

ました。

　古い写真やフィルムは退色しているものが多

く、ソフトを使って補正しても、あまり綺麗に

なりませんでした。

　鼻水とくしゃみに悩まされながら、ようやく

終わって“ホッ”としています。

　苦労してデジタル化した資料を、将来参考に

することがあれば良いのですが、多分無いで

しょうね。
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出席会員　70（66）名中32名　出席率46.38％

　　前回訂正出席率69.57％

欠席会員　38名　会田、土居、鮒田、浜田、原田、

勝見、清田、窪、河内、三原、三好、村井、

守谷、中河、中西、仁科、西村、野上、大

金、大塚、越智、佐々木（淳）、佐々木（徹）、

佐薙、左納、清水、関、髙石、高岡、高梨、

立松、谷山、田渕、鶴田、浦岡、結城、吉

村（児玉）

ゲスト　１名　 今泉志奈子（愛媛大学法文学部

教授）

ニコニコ箱

米山　徹太　 本日私のバースデーです。そんな

日に今泉先生の卓話を聞けるとは

最高のプレゼントです。卓話宜し

くお願い致します。

木下　裕介　 米山会長！お誕生日おめでとうご

ざいます。

菅井　久勝　 今泉先生ようこそ！卓話楽しみに

しております。

高橋　伸定　 今泉先生、本日卓話宜しくお願い

いたします。

立石　篤志　10月23日は電信電話記念日です。

秋山　影明　 金木犀の良い香りがする季節と

なってきました。旅行がしたく

なってきました。

木下　英雄　なんとなくニコニコ

第3560回例会　2022年10月18日（火）

卓　話　「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

　松山ＲＣさまとのご縁で、国際ロータリー第

2670地区短期交換留学プログラムにおいて、通

訳を担当させていただく度に、ロータリー財団

奨学生としてイギリスに留学させていただいた

１年間のことを思い出します。

　私は、1998 ～ 1999年、第2680地区宝塚中ＲＣ

のご推薦をいただき、イギリス・マンチェスター

のポイントンＲＣに受け入れていただきました。

マンチェスター大学大学院で１年間学び、修士

号を取得し、帰国しました。出発の日、飛行機

が離陸した瞬間にとてつもない不安が押し寄

せ、機内でわんわん泣いていた私が、イギリス

で一生の宝物のような時間を過ごさせていただ

いたのは、ロータリアンのビッセルさん、奥さ

まのアナさんをはじめ、ご家族のみなさん、そ

してロータリアンのみなさまがいてくださった

からです。

　現地では6回の卓話の機会をいただき、み

なさんがとても温かく迎えてくださったこと、

ロータリアンの奥さま方が活動されているThe 

Inneｒ Wheelクラブで「今度は貴方が留学に憧

れる女の子たちのロールモデルになるのよ」と

励ましていただいたこと、香港やフィンランド

出身の親友と出会い、今も温かい交流が続いて

いること…こうした一つひとつが、帰国後の

学友活動やGSE団受け入れの際の通訳などに繫

がっていきました。そして、大学教員となって

20年前に愛媛大学に赴任してからは、学生さん

例会記録
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例会記録

出席会員　70（66）名中36名　出席率52.94％

　　前回訂正出席率71.01％

欠席会員　34名　土居、二神、鮒田、浜田、原

田、伊澤、泉川、勝見、加藤、菊野、清田、

三好、村井、中河、中西、西村、大金、大

塚、大西、尾谷、越智、佐々木（淳）、左納、

清水、関、髙石、立石、立松、田渕、浦岡、

海野、吉村（児玉、中住）

第3561回例会　2022年10月25日（火）

ニコニコ箱

塩崎千枝子　 今日はお耳汚しですが宜しくお願

いします。

米山　徹太　 塩崎さん、卓話宜しくお願いしま

す。

石橋　和典　 明日で結婚20年になりますが、仲

人である塩崎会員には心より感謝

申し上げます。本日の卓話、楽し

みにしております。

臼井　智博　 10/22に松山城登頂ウォーキング

たちの留学支援にはじまり、英語圏への語学留

学プログラムの立ち上げ、国際交流ブックレッ

トの発行、そしてイギリスをはじめとする各国

からの留学生受け入れというかたちで実を結ん

でいきました。

　24年前、ロータリークラブのみなさまが私の

なかに種をまいてくださったのだと思います。

時間をかけて、大切に、大切に育てるんだよ、と。

24年分の感謝の気持ちを胸に、今後とも短期交

換留学プログラムでの通訳をはじめ、みなさま

とご一緒させていただく機会に活かしていきた

いと思っております。この度は、卓話の機会を

賜り、誠にありがとうございました。

－ポリオ根絶祈願－　　於︰西林寺
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100回達成しました。１年かかり

ました。

秋山　影明　 四季桜が満開となってきました。

塩崎さん卓話楽しみにしていま

す。

河内　広志　1 0月25日12時25分は語呂合わせで

「ニコニコの日」です。スマイル

ボックスに笑顔で寄付してニコ

ニコの一日を過ごしましょう。

上甲　　泰　（会員誕生祝）54になりました。

井上　隆史　（結婚記念祝）

早　退　　 三原、守谷（千枝子さん卓話よろし

くお願いします）

卓　話　�「じじばばの里親参加　

－子どもの育ちを支えたい－」

� 塩崎千枝子　会員

　今春、私たち夫婦は里親登録をした。夏には

泊りがけで施設の小学生姉妹が我が家にやって

きて、一緒にご飯を作って食べて、遊んで笑っ

て、そんな当たり前の日常を共にした。70年ぶ

りに「児童福祉法」が改正され、子どもの権利

が初めて法的に位置づけられたが、それがどう

現場に活かされているか実際に知りたいじじ

と、教育と福祉と併せて子どもに関わりたいば

ばの里親参加が始まった。なお、里親とは実親

の親権はそのままに、子どもを一時的に家庭内

で預かって養育する制度である。

　私は高校時に米国に留学したが、ホストファ

ミリ―との出会いが私の生き方の原体験となっ

た。優しい家族に温かく支えられ、心が折れそ

うな時は「あなたのことを大切に思っているよ」

とホストマザーが抱きしめてくれた。その恩返

しをいつかしなければと思い続けて今日までき

た。

　米国の家族は日本ほど血の繫がりを気にせ

ず、留学生や養子の受け入れは全く珍しいこと

ではなかった。私のホストシスターも30代で赤

ちゃんを養女に迎え、重い知的障害のあるその

子を息子と一緒に大切に慈しんで育て、今も親

子仲良くとても幸せそうだ。

　少子化、社会的孤立や貧困、虐待など、現代

家族の問題が深刻化している。昨年の児童虐待

相談件数は20万件以上で愛媛県も1,400件を超

えた。特別養子縁組は約700人、里親等は7,700

人程しかおらず、要保護児童の８割は児童養護

施設にいる。子どもが育つためには自分を認め

てくれる特定の大人との「愛着形成」が大切だ

が、家庭的養育を得られない子どもが増えてい

る。

　里親を増やして一人でも多くの子どもに家庭

的な環境を提供したいが、行政の取り組みだけ

では到底足りない。そこで、私たちは今、里親

推進の活動をするためにＮPO設立準備を始め

た。子どもを地域社会がみなで支え、一人でも

多くの子どもに「大切に思っているよ」と伝え

ていきたいと思う。

例会記録
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誕生祝　 以下７名　小野川（１日）、上甲（７日）、高
橋（10日）、尾谷（14日）、米山（18日）、左納
（19日）、塩崎（31日）

結婚祝　 以下12名　浦岡（３日）、玉置（７日）、児
玉（9日）、髙石（10日）、越智（16日）、海
野（19日）、高岡（23日）、井上（23日）、三原
（24日）、勝見（25日）、石橋（26日）、鶴田
（30日）

創業祝　 以下８名　河内（１日）、左納（１日）、大西
（１日）、山上（6日）、三好（８日）、臼井
（10日）、三原（28日）、清水（28日）

10月のお祝い

１．会報８・9月合併号

配 付 物

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

４日 70（66） 36 34 52.17％ 8 63.77％ 0

11日 70（66） 40 30 57.97％ 17 81.43％ 0

18日 70（66） 32 38 46.38％ 16 69.57％ 0

25日 70（66） 36 34 52.94％ 13 71.01％ 0

平均 70（66） 36 34 52.37％ 13.5 71.45％ 0

10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/

理事会報告

1０月４日㈫

① ＲＡＣ助言委員会より2022－23年度ローター
アクトクラブへの助成金について　承認。
② 10月18日実施予定の四国八十八カ所ポリオ根
絶祈願における祈願料について　公共イメー

ジ予算より１万円拠出　承認。
③火曜会及び夜間例会について　承認。
④ I.Ｍ.は２/18㈯13：00～　ＡＮＡクラウンプラ
ザホテルにて行う　承認。


