
巻頭メッセージ

例会予定
12月 6 日㈫…年次総会︰次年度役員選出

12月13日㈫…クリスマス忘年例会
  於︰道後プリンスホテル

12月20日㈫…「三浦工業について」
  越智　康夫会員

12月27日㈫…定款適用により、休会

2022

11
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　ロータリー財団委員会
担当理事　石　橋　和　典

　ロータリー財団委員会  担当理事をさせていただいております石橋です。二度目の財団

理事ですが、経験の割に力不足を申し訳なく思っております。

　さて、ロータリアンにとって財団の重要性は特に大きく、財団の使命とは、ロータリア

ンが世界の人々の健康状態を改善し、教育への支援を高め、貧困を救済することを通じて、

世界理解、親善、平和を達成できるようにすることです。この使命を益々理解することに

より、皆様のロータリアンとしての活動はより活発化されると思います。

　最近ではポリオ根絶祈願ということで、四国八十八ヶ所霊場である西林寺様に米山会長、

会員の皆様と共に参拝をさせていただきましたが、祈る気持ちが必ずポリオゼロに繫がる

と熱い気持ちになり、思いの大切さを感じました。

　また米山奨学委員会は、未来の人材育成を考える上で素晴らしい活動であり、是非皆様

のお力で、前途ある若者達に様々な意義のある機会を与えて頂けたらと願います。

　ご存知の通りロータリー財団は皆様支援者のご寄付によって支えられておりますので、

未来の世界を想像し、益々のご支援をどうか宜しくお願いします。

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38名　出席率55.07％

　　前回訂正出席率63.77％

欠席会員　32名　会田、土居、鮒田、浜田、原

田、伊澤、勝見、小林、松本、三好、守谷、

中河、中西、仁科、西村、大塚、大西、尾

谷、越智、左納、清水、髙石、高岡、高梨、

高橋、立松、田渕、津野、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

米山　徹太　佐薙さん卓話宜しくお願いします。

上甲　　泰　 佐薙さん卓話楽しみにしておりま

す。

加藤　修司　 佐薙さん卓話楽しみにしておりま

す。

村井　重美　佐薙さん卓話宜しくお願いします。

木下　裕介　 日曜日の合同コンペご参加いただ

いた皆様お疲れ様でした。ありが

とうございました。

秋山　影明　秋桜が満開となってきました。秋

の旬を楽しみましょう。

河内　広志　今日は「教育の日」です。学校に

通っていない子供は世界に6,700

万人います。地域社会が自力で学

校を支え、教育における性差別を

減らし、成人の識字率を高められ

るよう支援することがロータリー

の目標です。

塩崎千枝子　 （会員誕生祝）たくさん誕生を祝っ

第3562回例会　2022年11月１日（火）

ていただきました。

佐薙　秀樹　（創業記念祝）今年で創立110周年

になります。本日卓話です。よろ

しくお願いします。

井上　隆史　なんとなくニコニコ

早　退　　 菊野、佐々木（淳）（日曜日の愛媛第

Ⅱ分区ゴルフコンペ本当にお疲れ様

でした。木下幹事本当にありがとう

ございました。）

卓　話　「「環境問題」について」

� 佐薙　秀樹　会員

　今年5月に入会させて頂きました佐薙です。

　本題に入る前に自己紹介。私は1961年8月生

まれで愛媛県新居浜市の出身です。四国ガス入

社後は松山、今治、高松での勤務を経て今年か

ら松山本社勤務となっております。

　さて本題ですが、地球の平均気温は100年あ

たり0.73℃の割合で上昇しており、日本におい

ても1900年以降1.2℃上昇し、特に1990年半ば

以降は高温となる日が多く地球温暖化が進んで

おります。原因は温室効果ガス（二酸化炭素：

75％、メタン：18％、他7％）が地球を覆い、

熱が宇宙に放出されず気温が上昇するというこ

とです。世界的な問題ではありますが、日本も

国土面積は小さいものの世界で5番目の二酸化

炭素排出国となっている。

　地球温暖化は気温が上がるだけでなく、海面

上昇や自然災害が増える、生態系の変化、伝染

病の広がり等々の影響が出てきます。

　このままでは人類滅亡の危機にさらされるの
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－松山近隣８RC合同例会－

於︰ANAクラウンプラザホテル松山

出席会員　69（65）名中26名　出席率39.39％

　　前回訂正出席率62.69％

欠席会員　43名　会田、安藤、土居、二神、鮒

田、浜田、原田、伊澤、石橋、上甲、勝見、

第3563回例会　2022年11月5日（土）

加藤、木下（裕）、桑野、松本、宮﨑、三好、

守谷、中河、中西、野上、大金、大塚、大

西、尾谷、越智、小野川、左納、清水、髙石、

高岡、高梨、高橋、立石、立松、田渕、浦

岡、海野、山上、吉村（児玉、中住、玉置）

例会記録

で、2015年世界中の国々が参加し世界の平均気

温上昇を産業革命前に比べて1.5℃に抑える努

力をしていこうと「パリ協定」が採択された。

これを受け2020年10月に菅前首相が「2050年

カーボンニュートラル（CN）脱炭素社会の実

現を目指す」宣言をした。この実現に向け14の

重点分野に分類し、CN実現に向けた技術開発

などグリーン成長戦略を作成、併せてCNへの

行動表明をした自治体が愛媛県でも松山市をは

じめ4市が表明している。

　都市ガス事業者の取り組みも2050年に合成メ

タンや水素、バイオガスを活用しCN化の実現

を目指している。合成メタンは排ガスからCO2
を回収し水素と合成させ都市ガスの主成分であ

るメタンを作り出す技術開発を行っている。

　最後にご家庭での温暖化対策を一部紹介しま

す。

 ・ 冷暖房の設定温度を夏場は１℃上げ、冬場は

１℃下げる。

・ 車の運転を控え、運転時もアイドリングストッ

プを行う。

・マイバック利用。

　全ては一人の本気から始まります。次世代の

ために今やれることを頑張りましょう。
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例会記録

出席会員　69（65）名中37名　出席率54.41％

　　前回訂正出席率63.24％

欠席会員　32名　会田、安藤、土居、浜田、原田、

勝見、加藤、菊野、窪、河内、小林、三原、

中河、中西、仁科、大金、大塚、越智、佐薙、

清水、関、髙石、高梨、立石、立松、谷山、

田渕、鶴田、浦岡、山上、吉村（児玉）

ニコニコ箱

清田　明弘　秋の叙勲で、税理士功労として旭

日小綬章を頂きました。

米山　徹太　清田先生、叙勲おめでとうござい

ます。

三好　哲生　本日卓話、お恥ずかしい限りです。

石橋　和典　三好会員、卓話を楽しみにしてい

ます。

井上　隆史　三好さん、卓話楽しみにしていま

す。

第3564回例会　2022年11月15日（火）

塩崎千枝子　紅葉が美しいですね。

秋山　影明　椿のつぼみが出てきました。オミ

クロン第8波がきますので寒さに

も気を付け体をいたわっていきま

しょう。

木下　裕介　来週より３週連続出張の為、お休

みをさせて頂きます。申し訳あり

ません。

津野　和美　今年もあと少しですネ。体調を壊

しませんように…

村井　重美　（会員誕生祝）

守谷みどり　株式会社創立記念月です・感謝！

早　退　　 二神、松本（本日早退させて頂きま

す。三好会員の卓話が聞けず申し訳

ありません）、佐々木（淳）（先週コロ

ナ初体験しました。無事に現場復帰

しました。）、左納

－夜間例会－

於︰時の名所 ふなや

出席会員　69（65）名中37名　出席率56.06％

　　前回訂正出席率68.66％

欠席会員　32名　会田、浜田、原田、石橋、勝見、

菊野、木下（裕）、宮﨑、守谷、中河、中西、

第3565回例会　2022年11月22日（火）

仁科、野上、大金、大塚、大西、尾谷、左

納、清水、菅井、髙石、高梨、高橋、谷山、

田渕、浦岡、海野、山上、吉村（児玉、大

森、玉置）
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例会記録

ニコニコ箱

米山　徹太　ふなや様、本日はお世話になりま

す。

鮒田　好久　本日はありがとうございます。

井上　隆史　夜間例会初参加です。

桑野　　毅　久しぶりの夜間例会楽しみにして

います。

河内　広志　今日はかの有名なイイ夫婦の日で

す。早めに帰ることなく、ロータ

リアンと市内で遅くまで遊びます。

塩崎千枝子　いい夫婦の日のモデルには到底な

　　　　　　れませんが、皆さんご家族仲良く♡

秋山　影明　 明日からサッカー、ドイツ戦頑

張って下さい。

加藤　修司　必勝‼サッカーＷ杯、ドイツ戦。

越智　康夫　ワールドカップ日本代表ガンバレ。

出席会員　69（65）名中41名　出席率61.19％

　　前回訂正出席率70.59％

欠席会員　28名　鮒田、浜田、原田、勝見、木

下（裕）、河内、小林、松本、三好、守谷、

中河、中西、仁科、野上、大塚、大西、左納、

清水、関、髙石、高梨、立松、田渕、浦岡、

海野、吉村（児玉、中住）

ゲスト　１名　 結城　崇史

　　　　　　　（株式会社スローネ代表取締役）

ビジター　３名　塩出　卓一（松山南RC）

　　　　　　　　浮田　宏行（  　〃　  ）

　　　　　　　　藤原　幸太（  　〃　  ）

ニコニコ箱

塩出　卓一　 本日PRに来ました。よろしくお

願いします。

浮田　宏行　 本日はメークアップ宜しくお願い

致します。

（松山南RC）

（松山南RC）

第3566回例会　2022年11月29日（火）

藤原　幸太　 本日メークアップさせていただき

ます。よろしくお願いいたします。

米山　徹太　結城様、松山南ロータリークラブ

の皆様、ようこそ‼

佐々木　淳　本日の卓話は私の盟友  結城さん

をお迎えしました。夜の上映会と

併せて卓話を楽しんでください。

臼井　智博　結城様、卓話楽しみにしておりま

す。

秋山　影明　青天、紅葉、メンバーに恵まれエ

リエールで優勝できましたことを

感謝致します。

宮﨑　修一　 萬翠荘100周年おめでとうござい

ます。14F鉄板焼きから眺めて下

さい。

小林総一郎　来週12月６日の例会で年末ジャン

ボ宝くじを販売します。是非夢を

買っていきませんか？

（松山南RC）
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例会記録

谷山　　章　 本日パンフレットを入れさせても

　　　　　　らいました。マイルも使えるANA

のふるさと納税をよろしくお願い

します。

大金　　浩　（会員誕生祝）

鶴田　直丈　（会員誕生祝）49歳になりました。

引き続きよろしくお願い致しま

す。

早　退　　 二神（昨日ゴルフ会ありがとうござ

いました。）、三原

理事会報告

11月１日㈫

① 退会届　西村　真也会員　承認。
② 当クラブ指名委員会の立ち上げについて
　承認。
③ 周年記念準備会計・三井住友信託銀行の一部
定期が満期になります。　承認。
④ 11/11　RACの助言委員会会費について
　承認。

⑤クリスマス忘年家族例会について　承認。
⑥ 当クラブ会計について（昼例会等の費用の値
上げの件）　承認。
⑦ ㈱新星工業社より事務局PC保守契約につい
て　承認。

クラブニュース

退会のお知らせ

西村皮膚科・神経科　院長　
西村　真也会員は一身上の都合
により、11月１日付で退会され
ました。
ロータリー歴は16年10か月でし
た。
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誕生祝　 以下7名　村井（２日）、吉村（２日）、大西
（３日）、清水（7日）、土居（20日）、大金
（25日）、鶴田（28日）

結婚祝　 以下３名　土居（３日）、松本（３日）、二神
（25日）

創業祝　 以下4名　仁科（11日）、佐薙（15日）、守谷
（17日）、宮﨑（18日）

11月のお祝い

１．近隣RC例会予定表

配 付 物

クラブニュース

以下33名　秋山、安藤、二神、浜田、濵本、石橋、
泉川、上甲、加藤、菊野、木下（英）、木下（裕）、清
田、窪、桑野、河内、松本、三原、宮﨑、村井、中

９・10月２ヶ月皆勤

西、西村、小野川、佐々木（淳）、佐々木（徹）、菅井、
関、高橋、津野、結城、米山、中住、大森

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

１日 70（66） 38 32 55.07% 6 63.77% 0
⎛松山近隣8RC⎞
⎝　合同例会　⎠

5日 69（65） 26 43 39.39% 16 62.69% 0

15日 69（65） 37 32 54.41% 6 63.24% 0

（夜間例会）

22日 69（65） 37 32 56.06% 9 68.66% 0

29日 69（65） 41 28 61.19% 7 70.59% 3

平均 69.2（65.2） 35.8 33.4 53.22% 8.8  65.79% 0.6

11月の出席報告
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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

ゴルフ会より　第396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11月28日㈪、エリエールゴルフクラブに
おいて第396回ゴルフコンペを開催いたしました。
参加者は結城副会長、会田会員、秋山会員、菊野会員、
佐々木（淳）、佐々木（徹）会員、二神会員、松本会員、
村井会員、山上会員、ゲスト参加の洞出様、木下(裕)
の３組12名でした。11月20日迄開催されたエリエー
ルオープンの余韻が残る中、12人の激しい戦いを制
して見事優勝されたのは秋山会員でした。尚、当日

賞は二神会員が受賞されました。本年のゴルフ会は
今回が最終という事で、コンペ終了後表彰式兼忘年
会を「吉長」にて開催いたしました。16名の方々に
御参加いただき、ゴルフ談義にも花が咲き大変賑や
かな宴となりました。次回ゴルフ会は来年３月より
再開いたします。来年も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 秋山　影明 47 48 95 20.4 74.6

準優勝 （ゲスト）
洞出　正敏 41 46 87 12.0 75.0

３　位 会田　雅之 49 49 98 22.8 75.2

ダブルペリア

同NETは年長者（敬称略）


