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BE THE INSPIRATION.
　　インスピレーションになろう

クラ ブ 基 本 方 針
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ロータリアンの良さを再認識して共有しよう！
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編 集 後 記

今月は、ガバナー補佐の交代で、八塚誠一ガバナー補佐が、ご挨拶に見えられました。
桑原ガバナーも、来月からはいよいよ栄誉あるパストガバナーになられます。
今月号では、地元企業紹介の第２弾萩尾孝一会員の『オンリーワンへの挑戦』を勇躍掲
載することが出来ました。萩尾会員の企業では、気密容器を作っているのですが、他社で
困っている仕事や大企業では出来ないし、しないような仕事に積極的に取り組む努力をし
ている。それが「オンリーワン」の製品の開発につながるのだと述べておられました。
会長杯コンペでは、佐々木世希会員がハンディー18.0ネット73で見事優勝されました。お
めでとうございます。
後は新入会員の内部卓話、２編です。まずは住友生命保険の小森誠会委員の『健康経営
と行動経済学』で、生活習慣を改善することや、様々なスポーツやイベントに人々を巻き
込むことにより、人々に、｢Ｖｉｔａｌｉｔｙ｣を生み出してゆくこれこそが将来の社会の
経済的利益へと繋がってゆくと述べられていました。続いては,吉田二世達哉会員の『私の
健康法』と題し、月に２回程、奥様と２人で、約20ｋｍ、３時間ほど走られるそうです。
そのときに撮られた新居浜の美しい景色とともに御紹介していただきました。また、四万
十や、小豆島といった他の四国の楽しいマラソンコースもご紹介いただきました。
田尾章典百十四銀行支店長と、難波主憲広島銀行支店長の入会の挨拶もありました。
最後に永田光春会員から『2019年度国際大会』ハンブルグの報告があり、当クラブから
は、ご家族も含め、20名の参加があったそうです。
会員の皆様、上・下半期の会報発行ご協力ありがとうございました。これで今期の会報
発行も終了となりましたが、今までと同様に、来期も含め改めて鈴木委員長への御協力宜
しくお願い申し上げます。
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・IM報告
　（会長・３年未満会員）
・情報雑誌
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・ IAC会長幹事会（四国中央市）
・ RAC地区大会（香川）
・ 4RCゴルフ（新居浜RC担当）

・ 地区RAC会長幹事会並びに
提唱クラブ連絡会議

・ 短期交換学生受入（国際奉仕）
・ 短期交換学生歓迎会（会長・理事）
・ 中学生弁論大会（青少年）
・ 市民一斉清掃（7：00 ～）
 （社会奉仕・雨天８月４日）

・ IAC年次大会（高松）

・ ライラセミナー

【合同例会】※曜日注意！
・中学生弁論大会（青少年）
・短期交換学生例会出席12　

　
　

日

７月

７　
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・ 中学生弁論大会（青少年）
・ 短期交換学生受入（国際奉仕）
・ IAC年次大会（今治市）
・ 市民一斉清掃（7：00 ～）
（社会奉仕・雨天31）
・ ③RA委員会・提唱クラブ連絡会議
・ 短期交換学生歓迎会（会長・理事）

28　

日

21　
　
　

日

・会計報告（2015 ～ 2016）
・短期交換学生受入報告（国際奉仕）
・情報雑誌

・家庭集会（12：00 ～）
　　　　　　※曜日注意！
　　元会長・元理事・副幹事
　　副会計
・出席表彰
・委員会活動方針（Ⅱ）
　　クラブ奉仕・プログラム・出席
　　増強・分類選考・広報
　　情報雑誌・会報・親睦
　　SAA
・クラブ協議会（18：00 ～）

・会長運営方針
・委員会活動方針
　　職業・社会・人尊
　　国際・財団・米山
　　青少年・RA・IA

８
10～14
30.31
24

３

・ 中学生弁論大会（青少年）
・ 短期交換学生受入（国際奉仕）
・ IAC年次大会（今治市）
・ 市民一斉清掃（7：00 ～）
（社会奉仕・雨天31）
・RA委員会・提唱クラブ連絡会議
・ 短期交換学生歓迎会（会長・理事）

　　　　（ロータリー財団月
間）　　　　

・委員会活動回顧（Ⅱ）
　クラブ奉仕・プログラム・出席
　増強・分類選考・戦略・広報
　情報雑誌・会報・親睦
・家庭集会（18：30 ～）
（新旧理事・副幹事・副会計）

・会長幹事懇談会
・ガバナー公式訪問
・卓話（ガバナー）
・記念撮影（13：35 ～）

・家庭集会（18：30 ～）
　元会長・現理事・副幹事
　副会計

・外部卓話（青少年）
・情報雑誌

・新旧クラブ協議会
（18：30 ～）

・次年度プログラム説明
・次年度予算説明
・情報雑誌

【合同例会】
・中学生弁論大会報告（青少年）
クラブ協議会：18：30～

【移動例会】（12：00 ～）
会長杯コンペ（滝の宮CC）
　※時間注意！

・会長杯表彰式＆懇親会
（19：00 ～）

・家庭集会
（クラブ奉仕・親睦・SAA）

・会長運営方針
・委員会活動方針
　　職業・社会・人尊
　　国際・財団・米山
　　青少年・RA・IA

【夜間例会】（18：30 ～）
会長活動回顧＆総括
幹事・SAA　感想

・出席表彰
・会計報告（2018‐2019年度）
・委員会活動方針（Ⅰ）
　　職業・社会・人尊
　　国際・財団・米山
　　青少年・RA・IA

・内部卓話
新入会員（吉田達哉会員）

・内部卓話
・新入会員（小森誠会員）
・情報雑誌

特別休会

・委員会活動回顧（Ⅰ）
　　職業・社会・人尊
　　国際・財団・米山
　　青少年・RA・IA

・会長運営方針
・ガバナー補佐公式訪問
・卓話（ガバナー補佐）
・クラブ協議会（13：40 ～ 14：40）

（敬称略）（敬称略）

　2019年５・６・７月例会と行事予定　
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日　時：令和…元年５月９日(木)………12:15～

場　所：……リーガロイヤルホテル新居浜

諮問人員：12名

議題および内容

1）…新会員の入会について

	 持 ち 回 り 理 事 会 報 告 	 幹事　小 野 雄 史

日　時：令和…元年５月９日(木)………13:45～

場　所：……リーガロイヤルホテル新居浜

諮問人員：12名

議題および内容

1）…えひめボランティア助成金「愛・ウェー

ブ2019」寄付のお願い

	 定 例 理 事 会 報 告 	 幹事　小 野 雄 史

（敬称略）

■	５月16日　会長杯優勝　
（佐々木世希会員）

■	６月20日　ガバナー補佐交代挨拶

（八塚誠一様・瀧山一甫様）
ガバナー補佐 次年度ガバナー補佐
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20数年前「世界に一つだ

けの花」という歌が流行した。

私はこの歌が好きだった。こ

の歌詞の中に「…ナンバーワ

ンにならなくてもいい、もと

もと特別なオンリーワン」と

いうフレーズがある。これは、

人としてどう生きたらいいのかというメッセージ

ソングなのだが、私は素直にこんな生き方ができ

ればいいと感じたものだった。

しかし、当時は「こんな考えは甘い。ナンバー

ワンを目指して、頑張らなければ」という考えの

人が大半だったように思う。また、「１番じゃな

ければいけないんですか。２番じゃだめなんです

か」と、とんちんかんな意見をいう女性政治家も

いたくらいだ。今もそういう人が多いと思われる。

アジアの国々、特に韓国の人達にはこの考えは受

け入れてもらえなかったと聞いている。中国や韓

国ではナンバーワンでなければ２番も最下位も同

じ評価なのだそうだ。

お国柄と言えばそれまでだが、個人的な意見を

言わせてもらえば、こういう考え方が大半を占め

る隣国と仲良く付き合っていかなければならない

のだから、いろいろと問題が生じるのは仕方がな

い。この「オンリーワン」という考え方こそ今、

日本のものづくり産業が生かされる時代なのでは

ないだろうかと私は思う。

この「オンリーワン」に関連して、我が社の

事業について少しお話をさせてもらいます。我

が社は大手電機メーカーの超高圧電源用（60 ～

70KV）の遮断機が入る気密容器（タンク）を製

作している。このタンクはどのようなものかと言

うと、人間が１人入れるくらいの大きさの容器で、

この中に特殊ガスを入れておくのである。この容

器の中の遮断機が開閉時のトラブルなどでタンク

内で爆発や破裂の事故が起こったりすると、我々

の日常生活に大変な影響をもたらす。というのは、

この気密容器が使われている施設は、JR、新幹線、

飛行場、大規模工場、病院などだからだ。この業

界においては、我が社は日本の10パーセントの

シェアはいっているだろうが、それを自慢しよう

と思っているのではなく、このタンクを製作する

溶接技術や検査技術がいかに神経を使い難しい作

業であるかを知ってもらいたかったのだ。この技

術を商品化するために、我が社は社員の教育訓練

を長年かけてやってきた。今ではこの技術を取得

できた技術者を確保できている。これからも我が

社の技術者は「オンリーワン」のものづくりを目

指して頑張ってくれることだろう。彼らが地域産

業の担い手に成長してくれている様子を日々の仕

事ぶりで見るにつけ、誇らしく思う。

我が社は他社で困っている仕事や大企業では出

来ないし、しないような仕事に積極的に取り組む

努力もしている。それが私が考える「オンリーワ

ン」の製品開発につながると思うからだ。そして、

その開発技術が生かされ、人々に喜ばれる製品づ

くりをする会社としてこの新居浜というものづく

りの町で生き残っていきたいと思う。

オンリーワンへの挑戦
萩 尾 孝 一

５月16日滝の宮カント

リークラブでの移動例会の

後、恒例の会長杯ゴルフコン

ペに久し振りに参加をしまし

た。赤石スタート３組、別子

スタート３組の合計21名の

参加ですが、私は、一宮捷宏

会員、重見法人会員と３人でのプレーでした。お

二人とも80台前半で回られるかなり上手な方との

印象でしたので、迷惑をかけないように必死につ

いていこうと心に決め、緊張感を持ってプレーを

しました。

コースでは、お二人の朗らかな人柄、楽しい会

話にも助けられ、自分では上出来のスコアで回る

ことが出来ました。又、ダブルペリアのおかげで

ダボやトリプルをたたいたホールが隠しホールと

会 長 杯 優 勝
佐 々 木 世 希
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なり、幸運にもハンディーが18.0、ネット73で、

矢田義久会員に0.2ポイント差で優勝することが

出来ました。有難うございます。

次回６月９日は、新居浜RC担当の４RCゴルフ

大会に参加を予定しています。今回の幸運を逃さ

ないように、頑張りたいと思っています。今後と

もよろしくお願いします。

最近新聞紙上などで、毎日

にように健康経営や健康増進

という言葉を目にすることが

多くなってきました。弊社で

も昨年から健康増進型保険の

発売にともない、健康経営に

取り組み、また私もそのこと

について触れる機会が多くなったこともあり、今

回このテーマでお話しさせていただきたいと思い

ます。

まず健康経営についてですが、昨今耳にするこ

とが多くなった理由として、国、自治体が力を入

れているのが大きな要因だと思います。健康経営

とは企業が率先して従業員の健康増進につながる

仕組みを導入することです。企業が健康経営に取

り組む目的は極めて単純明快で、健康な従業員こ

そが収益の高い仕事をし、生産性アップにつなが

るからです。また若手人材の確保や優秀人材の定

着につながることも分かってきています。一方で

国、自治体などが健康増進に何故力を入れている

かという理由には、少子高齢化による労働力不足

への対策、毎年増加を続ける社会保険費用の抑制

のためという側面もあります。日本人の平均寿命

は世界的にも高水準であることはご承知のとおり

で、男性80.2歳、女性86.6歳となっております。

平均寿命に対して健康寿命というものがありま

す。これは人の介助を要せず自立できている年齢

のことですが、男性で71.1歳、女性で74.2歳と

なっています。この平均寿命と健康寿命の差（男

性で約９年間、女性では約12年間もあります）が、

介護や介助の必要な年数であり、これを縮めるす

なわち健康寿命を延ばしていきたいという事情が

あるわけです。

健康寿命をのばすため、また自分自身が健康で

いるために改善すれば良いこととして、主に次の

４つが挙げられます。１つ目は運動不足の改善、

２つ目は過度の飲酒の改善、３つ目は禁煙、そし

て４つ目に不規則な生活の改善です。これら４つ

のことについては、皆さんもご存知のことだと思

います。しかしながらいざ取り組むとなると、第

一歩が踏み出せなかったり、取り組みは始めたも

のの長続きしない、３日坊主で終わってしまうと

いうことも多々あるのも事実です。どうして長続

きしないのかという人の行動、心理は行動経済学

のいくつかの要素で説明ができ、また対策にも応

用できます。その事例をいくつか紹介いたします。

目の前にフルーツとケーキがあった場合、多くの

人はケーキを選ぶ傾向にあるそうです。頭の中で

はフルーツが健康に良いことが分かっているにも

かかわらずケーキを選んでしまいます。これは、

人は将来の利益（健康）という合理的な選択より、

今楽しい食べたいと思うことを優先してしまう傾

向があるからだそうです。また喫煙が主因として

亡くなられる方は、世界中で１年間に約500万人、

糖尿病は340万人おられます。ちなみにお風呂で

の溺死は日本国内だけで4800人だそうです。一

方で飛行機事故で亡くなられる方は世界で約800

人。喫煙やお風呂を恐れる人はあまりいませんが、

飛行機に乗ることに危険を感じる人は多くいらっ

しゃいます。これは、人は楽観的であり可能性の

低いことを過大評価し、可能性の高いことを過少

評価する傾向にあるからだそうです。最後の例と

して人は給料が１万円上がる喜びよりも、給料が

１万円下がるショックの方が圧倒的に大きいとい

う傾向があるそうです。このことは得する可能性

よりも損失を回避することを優先する行動につな

がります。

弊社では、これらのことを応用したVitalityとい

う仕組みを保険に組み込みました。このVitalityと

いう仕組みを開発したのは南アフリカにあるディ

スカバリー社という会社で、世界17か国に展開し

会員総数は840万人に上ります。またディスカバ

リー社は一国一社との提携という方針で、日本で

は弊社が独占提携したものです。Vitalityの概略は

健康経営と行動経済学
小 森 　 誠
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次のとおりです。

先ほどの行動経済学を応用した仕組みとして、

まず健康に取り組むきっかけとして、加入と同時

にスポーツ用品やスポーツジムなど多くの割引、

特典が得られます。また加入時の保険料を15％

割引とし、さらに年間を通じて健康に取り組み続

けると翌年の保険料が更に２％下がります。（毎

年下がり最大30％まで）、逆に健康に取り組まな

い方は翌年度の保険料が２％上がってしまいま

す。健康への取組み度合いにより４つのステータ

スに分かれており、一番取り組んだ方はゴールド

ステータスとして２％割引に、次のランクとして

１％割引のシルバーステータス、現状維持の方は

ブロンズステータス、ほぼ健康に取り組まず、健

康診断も未受診となった方はブルーステータスと

して保険料は２％アップします。人は得した喜び

よりも損したショックをより大きく感じるという

心理を利用した仕組みです。

また、年間を通じて取組を継続できるよう、一

週間ごとの目標達成時に、ご褒美があるなど継続

できる仕組みも盛り込まれています。

20年以上前からこの仕組みを取り入れている

ディスカバリー社の顧客データによると、このス

テータスごとの集団の死亡率、入院発生率には完

全な相関関係がみられます。

保険料が割り引かれることやホテル宿泊費40％

割引など、健康に取り組むことによって得られ

るリワード（ご褒美）が準備されていますが、

Vitalityの最大のリワードは加入者自身が健康に

なること、健康で居続けていただくことだと考え

ています。このポリシーを忘れず健康な方を増や

していく活動を続けてまいります。

みなさん、こんにちは。今

日は、私の健康法についてお

話をさせていただきます。と

は言っても、ランニングの話

が中心です。一つ目は、妻と

休日に走るランニングコース

の紹介、二つ目は、そのラン

ニングコースで撮った画像の数々、そして、時間

があるようでしたら、四国のおすすめマラソン大

会の紹介をいたします。

私達には子供が二人、長女28歳と長男22歳が

おりますが、既に家を出て夫婦二人暮らしです。

休みの日はすることがないので、約６年前から夫

婦で健康のために走る様になりました。平日は

週に数回、別々にスポーツジムに行くか、近所を

少しジョギングする程度です。しかし、何の予定

もない休日は、これからご紹介するコースを月に

１～２回走ります。まずは自宅のある中須賀町の

サーパス中須賀から東川を左手に見ながら西に進

み、新居浜工業高校前を過ぎ、昭和橋を渡って青

野海運さん、住友生命さんの間を抜けて、イオン

モール新居浜の前を通り過ぎます。ちょうどこの

辺りで、曽我部謙一会員がよく犬の散歩をされて

います。その後新居浜電子さんに突き当たって左

折、新居浜電子さんの壁伝いに走りサイクリング

ロードに出ます。そして、そのまま滝の宮公園に

入り、第一展望台、第二展望台に向かいまます。

この第一から第二展望台に行くまでの上り坂はな

かなかのもので、止まらず走り切ることができれ

ば健脚の持ち主と言えると思います。その後は

来た道を下って滝の宮の池を一周し、サイクリン

グロードに戻って南に進みます。途中東川に出る

ので、川に沿っていくと真光寺の隣に市営墓地が

あります。そこで吉田家の墓参りを済ませ、東川

に降りて上流に向かいます。最初は未整備の土手

も200mも走れば遊歩道が整備されており、中萩

小学校の西まで続いております。それを走って中

萩小学校の西にある自然学習園を抜けると、中萩

中学校に面する道路に出ます。そして、中萩中学

校の西側の交差点を山に向かって坂道を登って行

き、新しく出来た上部東西線を越えて、左折する

と広瀬公園の池に出ます。広瀬邸の前を抜け、広

瀬通を少し下ったところで、上部東西線（山根大

通り）を右折、この辺りで白石正一会員が自転車

に乗って以前は良く走っていました。そして、ロー

ソン山根店で水分補給とトイレ休憩をとり、瑞応

寺参拝と父方の墓参りを済ませ角野小学校を抜け

て、生子橋に向かい、橋を渡って山根公園を一周

します。その後は、上部東西線（山根大通り）を

西に進み、角野のAコープからサイクリングロー

私 の 健 康 法
吉 田 達 哉
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ドに入り、一路下って、国道11号線を抜け、JRの

線路をくぐって滝の宮公園を超えて（この辺りで

は大和田洋会員や越智仁会員が散歩をされていま

す。）西の土居自治会館前から進路を北にとって

東川の西側の土手を下ります（この辺りでは矢田

義久会員が犬の散歩をよくされております）。そ

して商工会館の裏を抜け、十全病院を左に見なが

ら最後のラストスパート、西高テニスコートの横

を抜けてサーパス中須賀にゴール。ざっとこんな

コースを妻と休日は走っています。走行距離にし

て、21.46キロ　時間2時間57分55秒　消費カロ

リー 1630kcal。ですから、この日は何を食べて

もカロリーオーバーになることはないので、食事

制限のストレスから解放されて、気持ち良く、冷

たいビールと美味しい料理を食べています。ビー

ルを美味しく飲むために走っていると言っても過

言ではありません。

次にランニング中

に撮った写真を少し

紹介します。今年の春

は、去年濁流が流れた

東川に自生した菜の

花がいっぱいでした

し、桜が一気に満開を

迎えました。滝の宮公

園、広瀬公園、山根公

園の桜はどれも見応

えがありました。桜が

終わると別子銅山記

念館がツツジで真っ赤に染まります。そして、梅

雨のシーズンになると、山田町には、色とりどり

の紫陽花が静かに咲いています。秋になると、広

瀬公園の紅葉や、山田町には、真っ黄色に色づく

大きなイチョウの木が素晴らしいです。この冬は、

元旦の朝走って金子山第二展望台から初日の出を

見ました。元旦の朝は７時過ぎに日の出を迎えま

すが、第二展望台

から見える初日の

出は、太陽が四国

山脈の裏から右肩

上がりの山の稜線

に沿って登ってく

るために、初日の

出が拝めたのが８

時３分でした。元

旦、寝過ごした人

が、初日の出を拝

むには第二展望台

がお勧めです。

最後に私がおす

すめするマラソン

大会をご紹介しま

す。広く一般には２月第２日曜日に開催される愛

媛マラソン、２月第４日曜日に開催される高知龍

馬マラソンが有名ですが、四国には、まちおこし

のためにたくさんのマラソン大会があります。私

の一番お気に入りが、３月第４日曜日に開催され

る窪川から土佐大正町まで走る四万十川桜マラソ

ン。満開の桜と菜の花、そして雄大な四万十川と

緑の濃い四国の山を望みながら走るこの大会は絶

景です。途中２回沈下橋を渡り四万十川を満喫で

きる綺麗な大会です。次におすすめなのが、高知

県高岡郡檮原町で開催される、龍馬脱藩マラソン。

四万十川の上流で、坂本龍馬が実際に脱藩した時

のルートも走り、折り返し点までの400mは獣道

の上り、高知県から愛媛県に足を踏み入れて脱藩

を見事達成、そして帰ってくる高低差550mのコー

スは、タフとしか言いようがありません。それで

もまた走りたくなるそんな魅力を持っている大会

です。

最後に小豆島で開催されるオリーブハーフマラ

ソン。醤油蔵のあるレトロな町並みの走り抜け、

途中から瀬戸内海の雄大な海を眺められる贅沢な

大会です。ゴール後には、みかん箱のお化けの様

な入れ物に、たっぷり入ったそうめんをランナー

全員に無料で提供してくれます。最高に美味しい

です。食べても、食べても減らないそうめんが印

象に残った大会です。

以上、ざっと私の健康法と写真、おすすめマラ

ソン大会をご紹介させていただきました。ラン

ニングを妻と二人でする様になって、異常な体験

を共有することで以前よりも増して、夫婦仲が良

くなりました。何より頭を真っ白にする時間を持

つことで、日頃のストレスの解消や、体が欲しが

るものを美味しく食べられることが何より幸せで

す。これからも二人で走り続けます。ご静聴あり

がとうございました。

サイクリングロードに咲く菜の花

広瀬公園の桜

四万十川桜マラソン
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この度は、伊予ロータリー

クラブの同業者である、石田

美多嘉会長と私の二人旅でし

た。ポケトーク（通訳機）を

使いながら、トラブルだらけ

の楽しい旅となりました。

国際ロータリー年次大会の

開催地である、ドイツ・ハンブルクは、国際港湾

都市として発展をした街で、建都は９世紀まで遡

ります。古い倉庫街は世界遺産として、当時の繁

栄が偲ばれる活発な経済産業都市です。

2019年度　国際ロータリー年次大会には、新

居浜ロータリークラブより、ロータリアン９名（令

夫人８名）が参加致しました。大会は５月30日～

６月５日まで開催されましたが、私は、６月２日

までの参加とさせていただきました。

６月１日の夜は、桑原　征一ガバナーが主催

する、ガバナーナイトで盛り上がりました。第

2670地区代表幹事、安藤　賢一氏が全体を取り

仕切り、意義のある懇親会となりました。

６月２日は、バスで会場まで移動し、7,000人

収容可能な会場、２会場（計14,000人）で行われ、

前面は全てスクリーンに利用されていました。

バリー・ラシンRⅠ会長より“手を取りあえば、

世界中で出会う全てのインスピレーションになる

可能性あり”と、お言葉をいただきました。

そして、自分の才能に気付き、自分の可能性に

気付いた若者２人、本人による実例の発表があり

ました。

今回は、私が行きたかった、ワルシャワ、クラ

クフ、アウシュヴィッツ、プラハでした。視察先は、

人間の欲望が渦巻くヨーロッパでも、中心に位置

する国です。

流通や産業、土地の広さなど、豊かな国であれ

ばあるほど隣国が欲しがる国土となります。侵略

され、知性と音楽が発達した国が奴隷となり、そ

れに伴い、国民は大変な屈辱を受けました。特に

ポーランド、チェコで起こった事は歴史の上で、

とても痛ましい出来事となりました。

今後、我々ロータリアンも国際人として思慮深

く、又、寛容な精神でしたたかに、国際舞台で活

躍する必要があると、この度の視察で強く感じた

次第です。

… 令和元年6月6日

… 永田　光春

2019年度　国際ロータリー年次大会　報告
2019年5月26日（日）～ 6月4日（火）

永 田 光 春

このたび、新居浜ロータ

リークラブに入会させてい

ただくことになりました、

百十四銀行新居浜支店の田尾

でございます。伝統と格式の

ある当クラブの一員となれる

ことを、大変光栄に思ってお

ります。また、推薦いただきました神野勝太様に

は心より感謝申し上げます。前任の松浦同様、よ

ろしくお願いいたします。

私は、浦島太郎伝の伝説が残り、風光明媚な荘

内半島のある香川県三豊市詫間町の生まれです。

平成６年に百十四銀行へ入行し、香川県の多度

津支店で勤務後、加古川、栗林（高松）、観音寺、

今治、本店営業部、本部（融資部）、松山と転勤

を繰り返し、今回新居浜支店での勤務となりまし

た。私ども百十四銀行は現在124店舗あり、うち

愛媛県で５か店を展開しております。私は今回で

愛媛県内３か店目の配属で、銀行員生活25年のう

ち約10年を愛媛県内で過ごしておりますので、愛

媛県には非常に愛着があります。新居浜は山と海

に囲まれた自然豊かな地域で、新旧の町並みが混

在し、そこに住む方々も素晴らしく、秋には太鼓

祭りといった一大イベントもあります。家族は香

入会にあたって
田 尾 章 典
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川県の高松市に住んでおり、私は単身赴任となり

ますが、在任中は新居浜の歴史や良いところをで

きるだけ多く学び、帰省した際にはその素晴らし

さを家族や多くの知人に伝えていきたいと思って

おります。

趣味はゴルフ、スポーツ観戦、将棋、お酒といっ

たところです。ゴルフは銀行に入った頃からやっ

ていますが、体重の急増もあって体の回転が鈍く

なり、ここ10年はスコアも100前後で固定化して

います。新居浜にはよいゴルフ場も近くにあり、

機会も多いと聞いていますので、是非一皮むけて

転勤したいものです。また、学生時代に野球、サッ

カーの経験があることから、プロ野球やサッカー

の試合を大好きな芋焼酎片手によくテレビ観戦し

ています。将棋は小さい頃からやっておりますが、

腕はアマ２級程度で「下手の横好き」の域を脱し

ません。ただ、将棋は右脳をよく使うと言われて

おり、私は右利きで普段は左脳を多く使っている

はずなので、脳のトレーニングにも役立ち、スト

レス解消にもなります。また、ゲーム性から集中

力も鍛えられますので、皆様も是非やってみられ

てはいかがでしょうか。

最後に、ロータリークラブへの入会は初めてで

ご迷惑をおかけすることも多々あると思います

が、「奉仕の精神」をしっかりと学び、皆様のご

指導のもと様々な経験を積ませていただきながら

日々精進していく所存でございますので、どうぞ

よろしくお願い申し上げます。

この度は、一般社団法人積

善会理事長松尾先生に多大な

るご尽力をいただき、引き続

き広島銀行新居浜支店支店長

として伝統ある、そして格式

の高い「新居浜ロータリーク

ラブ」に入会させていただき、

誠に光栄であり、心より感謝申し上げます。

ここからは少々自己紹介させていただきます。

私は昭和42年３月に広島県の北部に位置する比婆

郡西城町（現庄原市）に生を受けました。会員の

皆様も“比婆郡”と聞いて「ん？」と思われる方

もいらっしゃると思いますが、あの「ヒバゴン」

が現れた町です。私が小学生のころ新聞記事とな

り、取材もたくさん来られていたと聞いてます。

ちなみに重松清さんの小説「いとしのヒナゴン」

をもとに井川遥さん主演で庄原市を舞台に「ヒナ

ゴン」という映画が制作されています。また、広

島東洋カープで「炎のストッパー」と呼ばれた故

津田恒美さんは「ツネゴン」と呼ばれていました。

私の経歴に戻りまして、高校までは庄原市で過

ごし、卒業後東京の大学に進学し、平成２年のバ

ブル真っ只中、広島銀行に入行しました。最初の

勤務地は広島市内の支店に３年勤務し、その頃の

懐かしい思い出としましては上司や先輩に夜遅く

まで食事に連れて行ってもらったことです。

その後、理系出身ということもあり、システム

関連部へ約10年在籍し、西暦2000年対応、福岡

銀行さまとのシステム共同化においては企画・開

発でかかわり、その際福岡への出張が楽しみで仕

方ありませんでしたが、本番が近づくにつれ、足

取りが重くなったことを思い出します。

平成15年５月から１年間は東京の都市銀行で金

融ファイナンスを学んだ後、法人営業部に配属と

なりファイナンス関連の商品開発や営業店支援担

当で約８年勤務し、その間相場に関係する仕事を

していたことから平成21年９月のリーマンショッ

クは記憶に新しいところです。

その後は、平成24年１月大阪支店次長として

約３年間勤務しました。大阪では休みの日は京都

や奈良の寺社などを拝観したり、観光バスを利用

した七福神めぐり、また西国三十三所めぐりでは

最終目的地である長野県善光寺への宿坊１泊２日

の旅、その間東は「岐阜県の華厳（けごん）寺」、

西は「姫路の圓教（えんぎょう）寺」、南は「和

歌山県の那智大滝がある青岸渡（せいがんと）寺」、

北は「京都府天橋立近くの成相（なりあい）寺」

まで足を運びました。長い歴史をもつ西国三十三

所のお寺にはご本尊の観音菩薩をはじめ、数々の

仏像が祀られており、こうしたひとときの観光を

兼ねた参拝は私にとって大変有意義な時間となり

ました。

その後広島に戻り、再び本部勤務となりお借入

れに関する一般的な契約書から船舶契約書の作

入会にあたって
難 波 主 憲
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成・精査・改訂、融資事務に関する規定などの改

正を中心に約５年間地元広島で勤務しました。ま

た、家族とは３年ぶりの同居生活が始まり、食事

による健康管理のありがたさを痛感しました。

本年４月より新居浜支店勤務となり、新元号

“令和”の年に新居浜支店長として勤務できるこ

とはこの地にご縁を感じ、仕事に一生懸命取り組

むことはもちろんのこと、新居浜をはじめ愛媛

県、四国を堪能し、“西国三十三所”同様“四国

八十八ヶ所”めぐりを楽しみたいと思います。

最後になりましたが、新居浜ロータリークラブ

の精神を習得し、四つのテスト「真実、公平、好

意と友情、ためになるか」を心に刻み、諸活動に

鋭意取り組んで参りますので、皆様のご指導、ご

鞭撻およびご支援の程、どうぞよろしくお願い申

し上げます。

（敬称略）

開　会� 中山会長

来客紹介� 小森親睦委員

　ゲスト　� 　

　　� 新居浜市教育委員会　教育長　髙橋良光様

� 広島銀行新居浜支店　支店長　難波主憲様

� 百十四銀行新居浜支店　支店長　田尾章典様

　来訪ロータリアン　なし

誕生祝（５月）
　高橋　正明君�� 7日　　髙橋　英吉君��20日

　長岡　一路君��27日

出席報告� 明星出席委員長

持ち回り理事会報告� 中山会長

幹事報告（ホームページに掲載）� 小野（雄）幹事

各委員会の連絡事項
ニコニコ報告� 副SAA

外部卓話（青少年奉仕委員会）
　紹　　介� 井石（正）青少年奉仕委員長

　卓　　話「青少年の教育について」� 髙橋良光様

　謝　　辞� 中山会長

情報雑誌� 米谷情報雑誌委員長

閉　会� 中山会長

Ｒ１.５. ９（第3238回）

Ｒ１. ５.16（第3239回）
開　会� 中山会長

来客紹介� 山本親睦委員

　ゲスト　なし�

　来訪ロータリアン　なし

結婚記念祝（５月）
　嶋田　祐二君�� 1日　　明星　　元君�� 4日

　平尾秀一郎君�� 4日　　松尾　嘉禮君�� 5日

　白石　正一君�� 5日　　中山　恵二君�� 8日

　井石　正哉君��12日　　西本　　健君��14日

　近藤　利彦君��14日　　垂水　辰仁君��21日

　近藤　奉文君��23日　　吉田　達哉君��27日

　村上　正純君��29日　　大和田　洋君��30日

出席報告� 小野（雄）幹事

幹事報告（ホームページに掲載）� 小野（雄）幹事

各委員会の連絡事項
ニコニコ報告� 副SAA

例会閉会� 中山会長

記念撮影� 重見親睦委員長

会長杯ゴルフ大会

開　会� 中山会長

来客紹介� 礒村親睦委員

　ゲスト　なし� 　　

　来訪ロータリアン　なし

出席報告� 小野（雄）幹事

定例理事会報告� 中山会長

幹事報告（ホームページに掲載）� 小野（雄）幹事

各委員会の連絡事項

Ｒ１. ５.23（第3240回）
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開　会… 中山会長

来客紹介… 吉田親睦委員

　ゲスト　なし… 　　

　来訪ロータリアン　…

… 西条ロータリークラブ　井上隆寿様

出席報告… 明星出席委員長

幹事報告（ホームページに掲載）… 小野（雄）幹事

各委員会の連絡事項
ニコニコ報告… 副SAA

内部卓話（新入会員）
　「健康経営と行動経済学」… 小森誠会員

情報雑誌… 米山情報雑誌委員長

閉　会… 中山会長

Ｒ１.５.30（第3241回）

永田　光春　…令和元年５月３日、４日　晴れの岡

山、24時間100Ｋウォーク。23時

間と39分で完歩する。1200名参加、

達成率64％。私の参加目的は、健康

で希望に満ちた人生を歩むためで

す。今回の100Ｋウォーク完歩で、

自分が新しく入れ賛りました。今か

らご指導をお願いして、お礼とします。

高橋　正明　…平成から令和をまたいだ10連休。長

野県箕輪町で妻とともに楽しい連休

でした。よって感謝し。

新谷　隆則　…長いＧＷが終わりました。期間中

（4/27 ～ 5/6）に2450名の来場者

数となり、昨年並となりました。事

前予約不調でしたが、期間中好天気

に恵まれ、「ホッ」としました。御

来場頂いた皆様に感謝致します。

森平　信哉　…ＧＷを利用して、新居浜から京都ま

で自転車で走りました。本当は自宅

のある名古屋を目指したのですが、

雨の関ヶ原は越えられませんでし

た。無事故に感謝し、ニコニコします。

青野　　正　…髙橋先生、本日はありがとうござい

ます。

井石　正哉　…忙しい中、時間を作っていただいて

髙橋先生ありがとうございます。

小野　正師　…髙橋新教育長、ようこそお越し下さ

いました。大いに期待しております。

高橋　正明　…髙橋教育長、本日は卓話、宜しくお

願いします。

高橋　正明　…満70の大台に突入しました。

長岡　一路　…10連休のおかげで頭がボーとしてお

りました。

髙橋　英吉　…令和がスタートして、初めての誕生

日を迎えます。71才になります。

明星　　元　…美しいバラの花束ありがとうござい

ました。早や41回目を迎えました。

これからも仲良くして行きたいと思

います。（結婚記念）

中山　恵二　…５月８日で42回目の結婚祝でした。

金婚式まで後８年！なんとか耐えて

がんばります！

嶋田　祐二　…結婚記念

白石　正一　…５月５日で28回目の結婚記念日で

す。すてきなお花ありがとうござい

ました。

重見　法人　…先月４月30日、平成最後の日に、

26回目の結婚記念日に美しいバラの

花束が届きました。家内も大よろこ

びしていました。ありがとうござい

■�５月９日�	 ……………………………………………………………………………………… ●

（敬称略）

ニコニコ報告… 副SAA

新会員入会…
　紹　　介… 松尾会員

　入会挨拶… 難波主憲会員

　紹　　介… 神野（勝）会員

　入会挨拶… 田尾章典会員

　歓迎の辞… 中山会長

内部卓話（新入会員）…「私の健康法」吉田達哉会員
閉　会… 中山会長
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ました。 小野　正師　…（その他）

新谷　隆則　…5/16…移動例会を「滝の宮カントリー

クラブ」で開催いただき、ありがと

うございます。

西岡　　圭　…今週土曜日（18日）10：00 ～ 16：

00に当社でえひめさんさん物語

「アーティスト・イン・ファクトリー」

が開催されます。お時間あります方

は、ぜひ多喜浜の当社までお越し下

さい。また、その取組の様子が、明

日午前11：30～ NHK「四国お昼の

クローバー」にて放送されます。こ

ちらも併せてご覧下さい。

伊東　省司　…昨日のカープ逆転勝に感動!!首位に

向かって、それ行けカープ!!

山本　和宏　…宮崎からの伝言です。広島カープ逆

転勝利おめでとうございます。

松尾　嘉禮　…５月５日、バラの花束有難う御座居

ました。53回目の記念日でした。

西本　　健　…きれいなバラ、昨日届きました。あ

りがとうございました。

■�５月16日�	……………………………………………………………………………………… ●

妹尾　次郎　…社員が春の叙勲で瑞宝単光章をいた

だきました。専門工事業務功労とし

て評価されたようです。会社にとっ

ても名誉なことです。ありがとうご

ざいます。

佐々木世希　…５月16日、会長杯ゴルフコンペでハ

ンディに恵まれ優勝出来ました。同

伴者の一宮さん、重見さんありがと

うございました。

西岡　　圭　…５月18日に開催された「えひめさん

さん物語：アーティストinファクト

リー」は、約500名の方に来社いた

だき成功裏に終えることができまし

た。来ていたお子さんの笑顔と、社

員が前向きに楽しんでくれた事がと

ても嬉しかったです。

松尾　嘉禮　…広島カープ、やっとセリーグ首位に

なりました。

中山　恵二　…難波さん、田尾さん、新居浜RCへ

ようこそ！銀行というバックボーン

のお二人に入会していただき、大変

心強いです。これからも宜しくお願

いします。

小野　雄史　…田尾支店長様、入会歓迎致します。

よろしくお願いします。

松尾　嘉禮　…難波主憲広銀新居浜支店長様の新入

会おめでとう御座居ます。今後共よ

ろしくお願い致します。

難波　主憲　…伝統と格式のある新居浜ロータリー

クラブに入会させて頂きありがとう

ございます。本日からよろしくお願

い致します。

神野　勝太　…田尾さん入会おめでとうございます。

田尾　章典　…本日より入会致しました。よろしく

お願い致します。

平尾秀一郎　…ありがとうございました。（結婚記念）

井石　正哉　…34回目の結婚記念日、無事迎えられ

ました。素敵なバラの花、妻も喜ん

でいました。

村上　正純　…５月29日、38回目の結婚記念日で

す。家内に怒られないようにしたい

と思っています。

垂水　辰仁　…５月21日（友引）朝、バラの花が届き

ました。43年前の結婚式、５月21

日も友引と記憶しております。現在

は子供達も巣立ち、２人きりで甘い

生活を送っております。今後ともご

指導・ご愛顧のほど宜しくお願いし

ます。

吉田　達哉　…本日は内部卓話をさせていただきま

す。宜しくお願いします。

小野　雄史　…出席報告、大変失礼しました。

礒村　典秀　…（その他）

■�５月23日�	……………………………………………………………………………………… ●

米谷　方利　…去る５月20日、公益社団法人…新居

浜法人会…会長に就任しました。

一宮　捷宏　…5/24 ～ 27まで、愛媛県～遼寧（りょ

うねい）省及大連市の交流契約25周

年で変更契約で知事を団長に出張し

ました。30年振りで大変近代化され

■�５月30日�	……………………………………………………………………………………… ●
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ニコニコ寄付金2018 ー 19 年度

５月 合計 48 件  147,000 円       累 計 483 件  1,737,000 円

ていました。半日空いたので旅順・

203高地を訪問、乃木大将率いる日

露戦争に感激しました。

桑原　征一　…明日から国際大会に参加するため、

ドイツ…ハンブルクへ行って参りま

す。お陰様で新居浜ロータリークラ

ブより、御婦人を含めて17名、四国

からは45名の参加です。大勢の方が

参加して頂けることに感謝申し上げ

ます。

村上　　徹　…国際大会へ出席の皆様、元気に出発

し、元気に学び、遊び、元気に帰っ

てきて下さい。

高橋　正明　…６月１日は、何の日か知っています

か。人権擁護委員の日です。宜しく。

近藤　利彦　…５月14日でおそらく13周年になる

と思います。当日は私も家内も何事

もないかの様な平凡な日常でした。

きれいなお花ありがとうございまし

た。（結婚記念）

吉田　達哉　…結婚祝いにきれいなバラを頂きあり

がとうございました。５月27日で結

婚30周年を迎えました。これからも

妻に見捨てられない様、精進します。

小森　　誠　…本日、内部卓話を担当させて頂きま

す。タイトルのわりに、内容は薄口

のものとなります。どうぞ宜しくお

願い致します。

井石安比古、金山貴博、小野正師（その他）

−1−

PHD箱寄付金報告（インターアクト委員会）
　… ５月合計額… 4,601円　
… 2018‐19年度累計額… 59,773円　

… 昭和57年５月13日スタート以降の累計額… 1,714,223円

おのおのの物そして心の両面の10％をささげ、
世界に平和と健康をつくりだす人を−−。

PEACE･HEALTH		&		HUMAN		DEVELOPMENT

… ６月末… 62名

… ７月末… 65名

… ８月末… 67名

… ９月末… 67名

… 10月末… 67名

… 11月末… 67名

… 12月末… 66名

… １月末… 66名

… ２月末… 66名

… ３月末… 61名

… ４月末… 61名

… ５月末� 63名

正 会 員 数

2018ー19年度の入退会者
入　　会 退　　会 紹 介 者事 業 所 名月／日

四国電力(株) 愛媛支店
営業部 新居浜営業所

7/5… 小森　　誠　　　 … 住友生命保険（相）新居浜支社… 西本　　健

7/5… 山本　和宏　　　 … … 井石安比古

7/26… 礒村　典秀　　　 … 新居浜LNG(株)… 丹　　一志

8/2… 大和田　洋　　　 … 住友重機械工業(株) 愛媛製造所… 秋月　伸治

8/30… 吉田　達哉　　　 … (株)よしだ… 青野　　正

12/17… 　　　伊藤　雅治… 愛媛労災病院 東城看護専門学校… 大石　省三

3/31… 　　　秋月　伸治… 三井住友建設(株)……四国支店… 西本　　健

3/31… 　　　石川　博敏… (株)広島銀行……新居浜支店… 松尾　嘉禮

3/31… 　　　松浦　正樹… (株)百十四銀行……新居浜支店… 神野　勝太

3/31… 　　　田中　康幸… イオンモール(株)……イオンモール新居浜… 畑田　達志

3/31… 　　　丹　　一志… 住友化学(株)……愛媛工場… 一宮　捷宏

5/23� 難波　主憲　　　 � (株)広島銀行　新居浜支店� 松尾　嘉禮

5/23� 田尾　章典　　　 � (株)百十四銀行　新居浜支店� 神野　勝太

… 計… ７名… ６名
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新居浜ロータリークラブ　会報委員長　井 石 安 比 古
東田印刷株式会社

例会場　　リーガロイヤルホテル新居浜　　　　例会日 （木曜日）12:45～13:45
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ロータリー口座 伊予銀行 新居浜支店 普 4093994

会　長　　中 山 恵 二 　　　　　　　　　幹　事 　　小 野 雄 史

● 発行所
● 印刷所

国際ロータリーテーマ

《 ’18 - ’19 》
BE THE INSPIRATION.
　　インスピレーションになろう

クラ ブ 基 本 方 針

《 ’18 - ’19 》
ロータリアンの良さを再認識して共有しよう！

6
編 集 後 記

今月は、ガバナー補佐の交代で、八塚誠一ガバナー補佐が、ご挨拶に見えられました。
桑原ガバナーも、来月からはいよいよ栄誉あるパストガバナーになられます。
今月号では、地元企業紹介の第２弾萩尾孝一会員の『オンリーワンへの挑戦』を勇躍掲
載することが出来ました。萩尾会員の企業では、気密容器を作っているのですが、他社で
困っている仕事や大企業では出来ないし、しないような仕事に積極的に取り組む努力をし
ている。それが「オンリーワン」の製品の開発につながるのだと述べておられました。
会長杯コンペでは、佐々木世希会員がハンディー18.0ネット73で見事優勝されました。お
めでとうございます。
後は新入会員の内部卓話、２編です。まずは住友生命保険の小森誠会委員の『健康経営
と行動経済学』で、生活習慣を改善することや、様々なスポーツやイベントに人々を巻き
込むことにより、人々に、｢Ｖｉｔａｌｉｔｙ｣を生み出してゆくこれこそが将来の社会の
経済的利益へと繋がってゆくと述べられていました。続いては,吉田二世達哉会員の『私の
健康法』と題し、月に２回程、奥様と２人で、約20ｋｍ、３時間ほど走られるそうです。
そのときに撮られた新居浜の美しい景色とともに御紹介していただきました。また、四万
十や、小豆島といった他の四国の楽しいマラソンコースもご紹介いただきました。
田尾章典百十四銀行支店長と、難波主憲広島銀行支店長の入会の挨拶もありました。
最後に永田光春会員から『2019年度国際大会』ハンブルグの報告があり、当クラブから
は、ご家族も含め、20名の参加があったそうです。
会員の皆様、上・下半期の会報発行ご協力ありがとうございました。これで今期の会報
発行も終了となりましたが、今までと同様に、来期も含め改めて鈴木委員長への御協力宜
しくお願い申し上げます。


