
3･4

巻頭メッセージ

例会予定
 3 月 7 日㈫…「最近の話題」

  清田　明弘会員
 3 月14日㈫…「認知症高齢者の介護家族

の法的課題」
ゲスト… 安田女子大学現代

ビジネス学部教授
博士　山本　克司氏

 3 月21日㈫…祝日のため、休会
 3 月28日㈫…「セメントって？」

  菊野　先一会員

2023
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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

　副会長挨拶
副会長　結　城　　　旬

　今年度も早８カ月が過ぎようとしています。年度初めのサマースクールこそ中止となりました

が、クリスマス例会、職場訪問例会、インターシティ・ミーティング、植樹といつもの日常が戻

りつつあります。また各クラブの周年式典も活発で、泉川ガバナー補佐、米山会長、木下幹事を

中心に多忙なロータリー活動を推進していただいております。

　そして延期となっていました松山クラブの8５周年が、目前に迫ってまいりました。この原稿を

執筆している前日が、たまたま南クラブさんの５０周年に出席したこともあり、副会長として、出

来る限りのご協力の思いを強くしているところです。

　ロータリーは毎週の例会が基本であり、その積み重ねで、奉仕、親睦、国際理解、平和を推進

する訳ですが、５年に一度、過去を振り返り、未来に思いをはせることで、更に強固な日常のロー

タリー活動を実現する後押しになるものだと思います。

　8５周年では、松山クラブの礎をお築きいただき、確固たるクラブにお育ていただいたチャーター

メンバーを始めとする、多くの諸先輩に敬意と感謝を表し、当日お越しいただけるゲストの皆様

と親睦を深め、松山クラブらしい品格で、素晴らしい時間を過ごしたいと思います。

　この先、PETSを始め、いよいよ来季に向けての会長としての準備が盛り沢山に予定されてい

ます。残された４カ月、米山会長をお支えしながら、来たるべき時に心と身体を整えて参りたい

と存じます。

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42名　出席率62.69％

　　前回訂正出席率68.66％

欠席会員　26名　安藤、二神、鮒田、原田、泉川、

勝見、菊野、窪、河内、三好、中河、中西、

仁科、大塚、大西、左納、清水、髙石、立石、

立松、津野、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

浜田　修一　卓話させて頂きます。拙い話にな

りますがご勘弁下さい。

米山　徹太　浜田さん、久々に卓話聞けてうれ

しいです。

石橋　和典　浜田さん、卓話を楽しみにしてお

ります。

村井　重美　 浜田さん、卓話楽しみにしており

ます。

佐々木　淳　浜田さん、卓話を楽しみにしてお

ります。

菅井　久勝　浜田さん、卓話を楽しみにしてお

ります。

守谷みどり　新会社ゆいふるの上棟式が無事終

わりました。

秋山　影明　メジロのつがいが三番町の庭に飛

来してきました。良いですね。

越智　康夫　なんとなくニコニコ

早　退　　濵本、清田

卓　話　「皇位」

� 浜田　修一　会員

第3574回例会　2023年２月７日（火）

　日本の天皇は神武天皇から始まり、126代今

上天皇まで2000年超の皇室で一つの王朝がこれ

だけ続いた例は日本以外にありません。

　天皇の役目は、祭祀を司る〝王＂ であり、国

民の安寧と五穀豊穣を祈る人。数年前、皇位継

承問題が取り上げられたが、その継承について

の原理原則は「血統」を守ること。つまり男系

即ち父方の血統を受け継ぐこと（万世一系）。

　今上天皇126代までの約半数は親子関係でな

かった。つまり「相続」でなく、原理原則に基

づいて継承されたのである。それは皇室典範第

１条にも次のように述べられている。「皇位は

皇統に属する男系の男子がこれを継承する」と

あり、それを貫き通したからこそ2000年も続く

ことが出来た。つまり〝伝統＂ とは無形の財産

でお金に換算できない形而上のものである。

　男子継承は直系重視でないので天皇に男子が

生まれなくても〝宮家＂ があればそこが継げば

良いのである（相続ではない）。

　日本は「権力」と「権威」があり、「権力」

の上に「権威」が君臨することにより世界に類

のない長い歴史が保たれている。「権威」を得

るには相当の時間がかかる。その意味では日本

は奇跡の国ともいえる（「権威者」とは「天皇」）。

　第二次大戦後もはっきりしているのは、天皇

と国民の関係は何があっても切れないものであ

り、これが日本の国の〝かたち＂ であり、この

誇れる〝かたち＂ を保持して政治・経済・文化

において世界のリーダーたる国になりたいもの

である。
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例会記録

出席会員　68（65）名中43名　出席率64.18％

　　前回訂正出席率67.16％

欠席会員　25名　安藤、土居、原田、勝見、窪、

三好、守谷、中河、中西、仁科、大金、大塚、

大西、越智、清水、関、髙石、立松、谷山、

田渕、鶴田、浦岡、山上、吉村（児玉）

ニコニコ箱

高梨　明治　卓話よろしくお願いいたします。

米山　徹太　高梨さん卓話よろしくお願いしま

す。

井上　隆史　高梨さん卓話楽しみです。

上甲　　泰　高梨さん卓話楽しみです。

村井　重美　高梨さん卓話楽しみです。

菅井　久勝　バレンタインデーですね。高梨さ

ん卓話楽しみにしております。

三原　英人　第60回愛媛マラソン無事完走しま

した。応援いただいた方、運営い

ただいた方、皆さんに感謝します。

津野　和美　先週はセミナー参加頂いた企業様

ありがとうございました。

塩崎千枝子　 Happy Valentine's Day! 愛に満ち

た毎日でありますように♡

河内　広志　 会長は独身ですので本日、チョコ

チョコと100個ほど届くと思われ

ます。又、語呂合わせでふん（２）

ど（10）し（４）の日でもあります。

愛媛第Ⅱ分区ガバナー補佐がこよ

なく愛されております。

秋山　影明　石手川から見る山の稜線の雪が

減ってきました。もうすぐ春です

第3575回例会　2023年２月14日（火）

ね！

伊澤　征大　（早退）昨日、県庁におきまして、

本年も愛媛森林基金へ寄付させて

頂きました。工場がなくなりまし

ても、愛媛県との絆を大切に守っ

ていきますので引き続き応援の程

よろしくお願い申し上げます。

早　退　　 鮒田、松本（申し訳ございませ

ん。）、佐々木（淳）

卓　話　「香川のトリセツ」

� 高梨　明治　会員

【香川の特徴】

 ・ 全47都道府県で最も面積が狭く、平野が県土

のほぼ半分を占めている

 ・ 岡山県との結びつきは強く、民間テレビ放送

局が同一のエリア

 ・ 日本一晴天の日が多い。自然災害は少ない方

から全国3位である（2010年）。

 ・ 人口密度は全国11位と高い

 ・ 香川の県民性を表す言葉として「へらこい」

がある。利己的で、要領がいいという意味

 ・ 商売はカネに細かくクールな実利優先主義の

顧客が多い

 ・ 教育熱心。人口あたりの東大卒業者は全国２

位、京大3位

 ・ 歴史あるお祭りが無い。温暖な気候や豊かな

食糧（魚介類・農作物など）があるため、五

穀豊穣を祈る必要が無い。

　そのため何百年と続くようなお祭りが無いの

ではと考えられる。（高松夏祭りは戦後）
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出席会員　68（65）名中37名　出席率55.22％

　　前回訂正出席率67.16％

欠席会員　31名　土居、濵本、原田、伊澤、泉

川、勝見、菊野、木下（裕）、三好、守谷、

中河、中西、仁科、野上、大塚、大西、越

智、佐々木（淳）、左納、清水、髙石、高岡、

高梨、立石、立松、鶴田、浦岡、海野、山

上、吉村（児玉）

ニコニコ箱

米山　徹太　 先日のI.M.皆様大変お世話になり

ました。

三原　英人　 先日のI.M.では、皆様に御協力い

ただきありがとうございました。

無事、終えることができました。

感謝。

木下　英雄　 先日I.M.に参加された米山会長他

皆さんお疲れ様でした。本日の卓

話楽しみです。

井上　隆史　卓話楽しみにしています。

第3576回例会　2023年２月21日（火）

上甲　　泰　田渕さん卓話楽しみにしておりま

す。

村井　重美　田渕さん卓話楽しみにしています。

窪　　仁志　 「伊予灘ものがたり」菜の花、も

うすぐ桜がきれいです。ご利用く

ださい。

秋山　影明　チューリップの球根の芽が出てき

ました。日常生活に美のあるくら

しを楽しみましょう。

河内　広志　1911年２月21日に文部省が夏目漱

石に文学博士の称号を贈ると伝え

たが「自分に肩書は必要ない」と

辞退した「そうせきの日」です。

坊っちゃんで賑わう道後へどう

ご。

臼井　智博　初めてバッジを忘れてしまいまし

た。

安藤　誠一　（会員誕生祝）

早　退　　関

例会記録

 ・ うどんの消費量は全国断トツの№１

 ・ 香川の藩は高松藩（親藩）丸亀藩（外様）多

度津藩（外様）小豆島（天領）

 ・ サントリー創業者鳥井信治郎の奥様のクニさ

んは観音寺出身

 ・ 大企業が少ない分、中小企業が多く、高級車

などが売れる俎上がある
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例会記録

出席会員　68（65）名中41名　出席率62.12％

　　前回訂正出席率72.73％

欠席会員　27名　会田、二神、鮒田、原田、勝

見、清田、桑野、宮﨑、三好、中河、中西、

仁科、大塚、尾谷、佐薙、左納、塩崎、清

水、髙石、立松、田渕、鶴田、浦岡、海野、

吉村（児玉、玉置）

ゲスト　１名　竹内　康祐（高知西RC）

ニコニコ箱

米山　徹太　高知西ロータリークラブ竹内様、

本日卓話宜しくお願いいたしま

す。

泉川　孝三　竹内様ようこそいらっしゃいまし

た。卓話楽しみにしています。

井上　隆史　竹内さん卓話よろしくお願いしま

す。楽しみです。

村井　重美　先日の母の葬儀にはお世話になり

ました。

守谷みどり　 南海放送VOICEに出演させて頂

きました。

秋山　影明　菜の花が咲いてきました。家庭に

も花を咲かせて下さい。

河内　広志　今日は千利休が豊臣秀吉に切腹さ

せられた命日です。全国のロータ

リークラブでは茶会の催しや茶道

の同好会サークルが開かれていま

す。

菊野　先一　 （創業記念祝）3/ 3㈮が創業記

念なので。

大金　　浩　なんとなくニコニコ

第3577回例会　2023年２月28日（火）

早　退　　大西、佐々木（淳）

卓　話　「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

　新型コロナウィルスの世界的な感染拡大に伴

い、青少年交換事業が3年ほど停止していまし

たが、「青少年保護のための地区危機管理計画」

を各地区で策定することを条件に、再開が認め

られるようになり、第2670地区でも、昨年度、

完成の運びとなりました。計画の内容は、事

故、身体的健康、自然災害、ハラスメント、個

人情報保護、そして、新型コロナウィルスのよ

うなパンデミックなど多岐に渡りますが、パン

デミックについての項目は、タイトルを含めて

わずか6行です。あくまでも基本方針であり、

細かい環境整備や不測の事態が起きた際のシュ

ミレーションは、各委員会で行う必要がありま

す。短期交換小委員会でも、学生、ホストファ

ミリー、すべての関係者の安全・安心を担保す

ることを主眼に、具体的な環境整備を行い、実

施中に不測の事態が起きた場合の詳細なフロー

チャートの作成を、実施されるそのときまで継

続的に行います。短期交換小委員会では、現

在、交換学生の募集を行っており、定員を大幅

に超える応募が見込まれています。落選される

学生さんが出てしまうことは、心苦しい限りで

す。実施までの間、委員会では定期的に会合を

開き、新型コロナウィルスへの国の対応に注視

しながら、より良い交換事業となるよう知恵を

しぼってまいります。短期交換事業は、子ども
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例会記録

理事会報告

２月7日㈫

① I.M.実行委員会（役員）について　承認。
②植樹の件　承認。
③ 当クラブサイト年間保守費用の件　承認。
④85周年記念例会　講演者について
　名本二六雄元会員に依頼　承認。

クラブニュース

誕生祝　 以下3名　安藤（13日）、谷山（22日）、田渕
（27日）

結婚祝　 以下２名　山上（７日）、河内（22日）
創業祝　 以下3名　高橋（１日）、高梨（１日）、清田

（20日）

２月のお祝い

１．会報１月号
１．近隣RC例会予定表

配 付 物

たちの大きな成長を促し、また、グローバル化

が進んでいるとはいえホストファミリーの皆様

に非日常的な国際交流の機会を味わっていただ

ける貴重なプログラムです。1978年に始まって

以来、2,000人以上の学生さんが参加し、日本人・

アメリカ人問わず、プログラムをきっかけに将

来の進路を選択したり、世界を股にかけて活躍

したりという方もいらっしゃいます。ぜひ、今

後とも、多くの子どもたちの成長と輝く将来の

ために、ご理解、ご協力を賜れたらと切にお願

い申し上げます。

２月14日㈫　臨時理事会

① ライラセミナー受講生　２名推薦します
　（受講費40,000円×２名分）　承認。
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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

７日 68（65） 42 26 62.69% 4 68.66% 0

14日 68（65） 43 25 64.18% 2 67.16% 0

21日 68（65） 37 31 55.22% 8 67.16% 0

28日 68（65） 41 27 62.12% 7 72.73% 0

平均 68（65） 36 33.4 61.05% 5.3 68.93% 0

２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/

クラブニュース
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