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例会予定
 2 月 7 日㈫…「皇位」  浜田　修一会員
 2 月14日㈫…「香川のトリセツ」

  高梨　明治会員
 2 月21日㈫…「税務閑話」

  田渕　康広会員
 2 月28日㈫…「MY LIFE WORK 青少年交換事業

と私 ～心から“やって良かった”～」
ゲスト…高知西RC

竹内　康祐氏
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　皆様、あけましておめでとうございます。
　2022－2023年度は、７月冒頭から順調にスタートしたと思えば、やはりコロナ禍に巻き込まれ、
７月～９月で５回休会がありました。しかし、会員の皆様の例会開催への熱意が届いたのか、９
月2０日以降は食事無し等ございましたが通常の例会開催が実施出来ております。皆様、ご協力有
難うございます。
　さて、2023年は、１月17日に職場訪問例会を実施致しました。実に３年越しの開催で松山空港
見学が出来ました。関係各位には深く感謝致します。又、２月18日にI. M. が松山RC主催で開催
されます。I. M. は2020年以来の開催になります。こちらでは５42０地区ウエスト・ジョーダンRC
所属の永田雄治会員による「ポリオワクチン投与活動の最前線パキスタンでは」という演題で卓
話頂く予定です。そして、３月には植樹、更に４月には当クラブの創立8５周年記念例会が開催さ
れます。このように徐々にではございますが様々な行事が再開・実施されることになり大変嬉し
く思っています。
　一方世界に目を向けると、まだまだ大変な日々が続くと思います。ロシアによるウクライナへ
の侵略戦争や中国でのコロナ感染者数拡大、これらの影響による不景気・物価高騰等、枚挙にい
とまがございません。しかし、これらの解決に向け世界中のロータリアンが活躍しているに違い
ありません。私達、松山ロータリークラブのメンバーも何が出来るか考えようではありませんか。
　今年は卯年です。今までの数年間から大きく「飛躍」し、私たちの生活が大きく「向上」する
年になって欲しいものです。早く平和になり、COVID-19はじめ多くの疫病が無くなり世界中の
皆さんが楽しく過ごせる日が来ることを衷心より祈りたいと思います。

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　68（65）名中37名　出席率55.22％

　　前回訂正出席率68.66％

欠席会員　31名　浜田、濵本、原田、井上、勝

見、河内、三原、三好、守谷、中河、中西、

仁科、大塚、大西、越智、佐々木（淳）、佐々

木（徹）、左納、塩崎、清水、関、髙石、高

梨、立松、谷山、田渕、浦岡、海野、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　明けましておめでとうございます。

　　　　　　今年も宜しくお願い致します。

木下　裕介　あけましておめでとうございます。

秋山　影明　明けましておめでとうございます。

　　　　　　 白梅の花が咲いてきました。平和

な年になりますように！

鮒田　好久　本年もよろしくお願い致します。

石橋　和典　 新年おめでとうございます。本年

も何卒宜しくお願いします。

木下　英雄　明けましておめでとうございます。

　　　　　　本年もよろしくお願いします。

松本　祐治　明けましておめでとうございます。

　　　　　　 本年もご指導よろしくお願いしま

す。

村井　重美　 あけましておめでとうございま

す。

大金　　浩　明けましておめでとうございます。

　　　　　　本年もよろしくお願いします。

小野川雅士　あけましておめでとうございます。

第3570回例会　2023年１月10日（火）

高橋　伸定　 新年あけましておめでとうござい

ます。2023年度後半、卓話のお声

がけをさせて頂きます。宜しくお

願い致します。

津野　和美　 ピョンピョンと皆様に良い福がき

ますように…

臼井　智博　本年もよろしくお願いいたします。

伊澤　征大　 今月末をもちまして、アサヒビー

ル四国工場1998年以来24年間の操

業を終了します。皆様のご愛顧に

感謝し、本日、アサヒビール四国

工場感謝記念缶を発売致します。

永い間応援誠にありがとうござい

ました。工場はなくなりますが営

業部隊は松山に拠点を置き、愛媛

県との絆を今まで通り守っていき

ますので引き続き、ご指導ご鞭撻

の程何卒よろしくお願い申し上げ

ます。

河内　広志　 今日は「十日戎の日」です。毎年

１月10日商売繁盛の神、福の神と

して親しまれる七福神の恵比寿様

をお祀りする祭礼です。近所では

五色浜神社、恵比寿神社がありま

す。

野上　和雄　（会員誕生祝）１/20に52歳になり

ます。この１年楽しすぎてあっと

いう間に１年経ちました。

早　退　　 二神（明けましておめでとうござい

　　　　　ます。本年もよろしくお願いします。

　　　　　開運干支守りをお持ち帰り下さい。）



―  3  ―

卓　話　「年男は語る」

� 松本　祐治　会員（昭和38年９月11日生）

　昭和38年９月生まれの私は、今年満60歳とな

る。満60歳になると相反する二つの行事（or風

習）に直面することとなる。

　先ずは還暦。還暦とはその名の通り、「元の

暦に還る」の意味で「元の暦」というのは、「自

分が生まれた年の干支（えと）」のこと。つま

り「還暦＝自分が生まれた年の干支に還る」を

表す。そしてその干支は「十二支（じゅうにし）」

と「十干（じっかん）」の組み合わせからなり、

60年で一巡するサイクル故に、自分が生まれた

年の干支に還るのは61年目である満年齢60歳で

還暦を祝う由来とされているとのこと。ただ家

族からは未だ何らのコメントなく、しいて言え

ば競技ゴルフでハンディを貰えて従来よりも若

干前でティーショットが出来るようになったこ

とは何よりも有難いと感じる瞬間。

　一方で今年は私にとって厄年であり、それも

本厄の年。昨年の前厄では年始早々から散々な

思いをした連続で、詳細は例会時に長々とお話

させて頂いた通り。この厄年、元々は古代中国

から日本に伝わった「陰陽道」という考え方か

ら影響を受けて生まれたと言われていて、一般

的には、人生で３回ほど訪れる災難や不幸が降

りかかりやすいと考えられている年とのこと。

　なのでこの１年を祝いの年として受け止める

か、はたまた災いの年と受け止めて過ごすかの

二択を迫られる訳であるが、自身としては世の

中諸事二面性あり、それを如何に受け止めるか

で見方もモチベーションも大きく変わるはずと

信じ、今年１年を有意義で意味のある時間とし

ていきたいと思う。そして何より、松山ロータ

リーで大切な役割を拝命させて頂いているので

「いつもより慎重に心正しく過ごすことが必要

な年」であることだけは忘れないようにしてい

きたい。

卓　話　「年男は語る」

� 小野川雅士　会員（昭和５０年1０月１日生）

　あけましておめでとうございます。本年もよ

ろしくお願いします。

　私は1975年に高知県高知市に生まれ、大学か

ら東京に引っ越し、その後就職してからは香

川県と高知県と東京都をぐるぐる回る生活で、

2020年７月に松山市で初めて生活することにな

りました。赴任後は新型コロナウイルスの第二

波から第七波まで色々な行動制限があり、松山

市を満喫することなく転勤することになるので

はと心配していましたが、昨年末は色々なイベ

ント、懇親会に参加させていただき、松山市を

満喫させていただきました。松山市は最高です。

ずっと松山市で生活できれば良いのですが、今

年で在職期間３年になりますので転勤があるの

ではと考えています。転勤まで広報IT・記録・

雑誌委員長として積極的に活動してまいります

ので、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいた

します。

　最後に一言、毎週松山ロータリークラブホー

ムページの活動報告を更新していますので、是

非ご覧ください。

卓　話　「年男は語る」

� 小林総一郎　会員（昭和５０年12月18日生）

　スポーツ観戦好きということもあり、年末年

始は様々なイベントをじっくりと見て、感じた

ことをその年の心がけにすることがあります。

今年も学ぶ所が多かったので、いくつか紹介さ

例会記録
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－職場訪問例会－

於︰松山空港

出席会員　68（65）名中36名　出席率55.38％

　　前回訂正出席率66.67％

欠席会員　32名　浜田、濱本、原田、泉川、井

第3571回例会　2023年１月17日（火）

上、勝見、木下（裕）、清田、窪、守谷、中河、

中西、仁科、大塚、大西、越智、佐々木（徹）、

左納、塩崎、清水、髙石、高梨、立松、鶴

田、臼井、浦岡、海野、山上、吉村（児玉、

大森、玉置）

出席会員　68（65）名中40名　出席率59.70％

　　前回訂正出席率68.66％

欠席会員　28名　浜田、原田、石橋、勝見、清

田、松本、三原、三好、中河、中西、野上、

大塚、左納、清水、関、髙石、高岡、高梨、

立石、立松、田渕、鶴田、浦岡、海野、山

上、結城、吉村（玉置）

第3572回例会　2023年１月24日（火）

ゲスト　２名　 山下　正純（ボーイスカウト松

山第16団団委員長）

　　　　　　　 小島　伸治（ボーイスカウト松

山第16団前団委員長）

ニコニコ箱

小島　伸治　よろしくお願いします。
（ボーイスカウト松山第16団前団委員長）

せて頂きます。ボクシング世界Ｓフライ級王座

統一戦で引き分けに終わった井岡選手の試合か

らは、「技巧も良いが、やはり勢いは必要」と

いうことで今年も勢いよく物事に取り組みたい

と思います。今年の高校スポーツも良かったで

すね。サッカーでは初優勝をかけた岡山学芸館

と東山の決勝戦でした。大会を通して成長を続

けた両チームが本当にひたむきにプレーしたの

ですが、この試合は「攻守の切り替えの速さ、

しつこさ」を感じ、仕事でもそうありたいと思っ

た次第です。最後に箱根で大学駅伝３冠を果た

した駒沢大学の大八木監督。選手との信頼関係

に基づき、選手の力を引き出せる「愛のある檄」

を飛ばせる人間になりたいと強く思いました。

今年もどうぞ宜しくお願い致します。

例会記録
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例会記録

米山　徹太　山下様、小島様、ようこそお越し

下さいました。卓話楽しみにして

おります。

児玉　義史　たいへんご無沙汰しました。

越智　康夫　ボーイスカウトの山下さん、よろ

しくお願いします。

河内　広志　今日は「ボーイスカウト創立記念

日」です。松山ロータリークラブ

からも団費として会費を払わせて

頂いております。

菅井　久勝　先週の松山空港での職場訪問例会

にて谷山会員、米山会長、ご出席

の皆様有難うございました。

井上　隆史　遅くなりましたが、今年もよろし

くお願いします。

伊澤　征大　先週１月20日、四国工場最後の製

造を終え、田中副知事、玉井西条

市長を招いてのセレモニーも無事

終えました。25年間の皆様のご愛

顧に心より感謝申し上げます。今

後は吹田工場製造のビールが主体

となりますが、変わらずおいしい

ビールを提供いたしますので、変

わらぬご愛顧賜りますよう引き続

きよろしくお願いします。ありが

とうございました。

秋山　影明　雪の中、赤い椿が咲いてきました。

まだまだ寒い中健康に留意くださ

い。

塩崎千枝子　早く春がきますように。

村井　重美　今日は寒い。

早　退　　 土居、菊野

出席会員　68（65）名中44名　出席率65.67％

　　前回訂正出席率71.64％

欠席会員　24名　土居、二神、原田、勝見、清田、

窪、三好、守谷、中西、仁科、大塚、大西、

清水、関、髙石、高梨、立松、谷山、田渕、

浦岡、海野、山上、吉村（児玉）

ニコニコ箱

鮒田　好久　本日はよろしくお願いいたします。

井上　隆史　鮒田さん卓話楽しみです。

米山　徹太　鮒田さん卓話楽しみにしていま

第3573回例会　2023年１月31日（火）

す。

村井　重美　卓話、鮒田さん宜しくお願いしま

す。

浜田　修一　久しぶりの例会出席です。楽しみ

です。

秋山　影明　椿祭りも終え、水仙のつぼみがで

てきました。早く良い春を望んで

います。

河内　広志　今日は語呂合わせでアイ・サ・イ

「愛妻の日」です。ポール・ハリ

スを含め、当クラブの歴代会長は
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例会記録

愛妻家が多いと思います。ちなみ

に米山会長は独身です。

上甲　　泰　（結婚記念祝）１/28で27年になり

ました。夫婦ともに元気で居られ

て何よりです。

大金　　浩　なんとなくニコニコ

早　退　　 安藤、加藤、木下（裕）、宮﨑、中河、

尾谷、玉置

卓　話　「道後の今昔」

� 鮒田　好久　会員

　江戸時代の温泉番付「諸国温泉功能鑑」とい

うものがあります。1852年に出されたもので、

明治まで発行されました。東では第１位草津温

泉、第２位那須温泉、第３位上諏訪温泉。西で

は第１位有馬温泉。第２位城崎温泉。第３位道

後温泉。西側の３位に道後温泉が選ばれていま

す。

　それから170年経ち、観光経済新聞にて2022

年温泉ランキングが発表されました。１位草津、

２位下呂、３位道後、４位別府、５位登別、６

位指宿、７位有馬。

　道後温泉は道後温泉本館の保存工事中ではあ

りますが３位にランクインができました。

　道後温泉が、長い歴史の中でも高い人気を

保っていることに感謝致しております。

　明治14（1881）年の道後の古地図があり、正

岡子規が少年時代に訪れた当時の道後の様子を

知ることができます。道後温泉本館のあたりに

は、まず、牛湯と呼ばれ、馬が入るような温泉

があり、現在皇室専用の又新殿のあたりには、

新湯がありました。向かって右手には、奥より、

「一の湯（一等）」、  「二の湯（二等）」、  「三の湯（三

等）」。現在も本館には三つの入り口が残ってお

ります。昔を引き継ぎながら、建設されたこと

が推測されます。伝承の「玉の石」については、

道の中央にあったようで、今は本館に近づけて

設置されています。

　2014年より道後では新しい試みとしてアート

事業を行っており、本年度はアート・クラフト

をテーマに行われます。名物砥部焼も「民芸運

動」の柳宗悦、陶芸家のバーナード・リーチ、

益子焼の浜田庄司らによって、ハンドメイドの

良さや素朴さなどが再評価をされ、今へと続い

ています。

　道後温泉本館の工事が2024年12月に完了し、

2025年には大阪万博が予定されています。歴史

に学び、大都市にはない地域の魅力を生かし、

SDGsなど地域で取り組んでいければと思いま

す。引き続き、歴史のある愛媛・松山・道後の

持続的な発展のため、ご指導、ご支援をよろし

くお願いいたします。
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理事会報告

１月10日㈫

① １月27日㈮　会長・幹事会の会費について
　承認。
②当クラブ創立85周年記念例会　延期後の日程

について　2023年４月４日㈫とする　承認。
③ 松山海洋少年団より会費納入のお願い
　承認。

クラブニュース

誕生祝　 以下６名　浦岡（１日）、佐々木（淳）（４
日）、勝見（10日）、関（11日）、野上（20日）、
菅井（29日）

結婚祝　 以下１名　上甲（28日）
創業祝　 以下２名　上甲（１日）、加藤（１日）

１月のお祝い

１．近隣RC例会予定表

配 付 物

以下30名　秋山、二神、浜田、濵本、石橋、泉川、
井上、上甲、木下（英）、木下（裕）、清田、桑野、河
内、松本、三原、宮﨑、村井、中西、小野川、佐々

11・12月２ヶ月皆勤

木（淳）、佐々木（徹）、菅井、関、高橋、津野、臼井、
結城、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

10日 68（65） 37 31 55.22% 9 68.66% 0

（職場訪問例会）

17日 68（65） 36 32 55.38% 8 66.67% 0

24日 68（65） 40 28 59.70% 6 68.66% 0

31日 68（65） 44 24 65.67% 4 71.64% 0

平均 68（65） 39.3 28.8 58.99% 6.8 68.91% 0

１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　https://www.matsuyama-rotary.jp/


