
この会報誌は環境保全・森林保護のため再生紙を利用して発刊しております。

JUNE
2020

新居浜ロータリークラブ　会報委員長　新 谷 隆 則
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）12:30～13:30
事務所　　リーガロイヤルホテル新居浜　　　　〒792-0007 新居浜市前田町6-9

ＴＥＬ（0897）34‐6767　ＦＡＸ（0897）35‐1321
ロータリー口座 伊予銀行 新居浜支店 普 4093994

会　長　　小 野 幸 男 　　　　　　　　　幹　事 　　垂 水 辰 仁

● 発行所
● 印刷所

国際ロータリーテーマ

《 ’20- ’21 》
ロータリーは機会の扉を開く

ク ラ ブ 基 本 方 針

《 ’20- ’21 》
それぞれの立場で行動し、地域に貢献しよう

7

編 集 後 記

表紙写真提供：新居浜市観光協会

7JULY
2020

「東平に昇る青龍」



７月 ８月

２ 
日

●   会長運営方針
●   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
●   情報雑誌

６
日

●     ガバナー補佐公式訪問
●     情報雑誌
●     クラブ協議会
 （13:40～14:40）

９
日

●   委員会活動方針（Ⅱ）
　  クラブ奉仕・プログラム
　  出席・増強・分類
　  戦略・広報・情報
　  会報・親睦・SAA

13
日

家庭集会（18:30～）
　  元会長・現理事・副幹事・
 　 副会計

16
日　　

●   会員スピーチ（桑原征一会員）
●   会則検討委員会結果報告
 （青野正 委員長）

20
日

●     外部卓話（人間尊重）

23
日

27
日

●     会長幹事懇談会（11:30～）
●     ガバナー公式訪問
●     卓話（ガバナー）
●     記念撮影（13:35～）

30
日

●   会計報告(2019-2020年度）
●   会員スピーチ （近藤奉文会員）

22

　

●   会員増強セミナー
●   クラブ研修リーダー育成セミナー 
  （高松パールガーデン）

休 会 （海の日）

休　会

（　　　　 　　　　　
　　　　　　）

（ 　　　　　　）

（ ）

会員増強
 ・新クラブ結成推進月間６月 （親睦活動月間）

４
日

●   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

11
日

●   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）

18
日

●   次年度プログラム説明
●   次年度予算説明
●   情報雑誌

25
日

【夜間例会】18:30～
  会長活動回顧＆総括
  幹事・SAA　感想

●   IAC会長幹事会(四国中央市)
●   RAC地区大会
●   4RCゴルフ（新居浜RC担当）

（ 　　　　　　）
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日　時：令和…２年６月４日㈭… 12:00〜　

場　所：……リーガロイヤルホテル新居浜

諮問人員：11名

議題および内容

1）…次年度委員編成表について

2）…次年度プログラムについて

3）…次年度予算編成について

	 被 選 理 事 会 報 告 	 幹事　垂 水 辰 仁

日　時：令和…２年６月11日㈭… 12:00〜　

場　所：……リーガロイヤルホテル新居浜

諮問人員：10名

議題および内容

1）…2019‐2020年度　会計監事選任について

2）…理事会の案内ついて

3）…健康相談（血圧測定）について

	 定 例 理 事 会 報 告 	 幹事　長 岡 一 路

日　時：令和…２年６月４日㈭… 12:00〜　

場　所：……リーガロイヤルホテル新居浜

諮問人員：11名

議題および内容

1）…会員の出席規定適用免除について

	 持 ち 回 り 理 事 会 報 告 	 幹事　長 岡 一 路
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青野…正…会長より 小野幸男…新会長へ



足元を見つめ直し、故郷に
貢献しよう！をテーマにス
タートさせて頂きましたが、
実際の活動につきましては
１．……古参会員のスピーチで新
居浜RCの歴史を振り
返ってもらい、会員全体

　　でこれからの活動について話し合いたい。
２．……未来を託す青少年にロータリーとして、どの
ように手を差し伸べたらよいかを教育現場の
先生方とも話し合ってテーマの選定を勧めて
ゆきたい。

３．……細則等の見直しをとうして、みんなで会則を
読んで、ロータリーのルールを再確認してみ
よう。それと、事務局のHPの更新、経理シ
ステムの刷新をして会員の皆様が利用しやす
い環境を作りたい。
これらのことを念頭におきながら上期をスター
トしました。
ガバナー補佐＊ガバナー訪問が7月第一例会、
第二例会にあり、当クラブの定例行事が第3週か
らになり異例のスタートとなりました。しかしな
がら短期交換留学生の受入や中学生弁論大会につ
きましては、担当の委員会の方々のご努力で順調
に開催できました。８月はIACの年次大会報告と
小野綾夏さんの短期留学の報告があり、人間尊重
の外部卓話は、大変興味深いお話を聞かせていた
だきました。９月はライラセミナーの報告、10月
は米山留学生の卓話、花の種配布（IAC12名RAC
４名）会員12名で実施、また社会奉仕功労者表彰
を実施し、秋の遠足では、委員会の皆様のきめ細
やかなサービスで25名の参加者全員が秋の味覚、
松茸やカキなどを楽しみ全員無事に帰省いたしま
した。11月はお茶の会と職場訪問（一宮DK新居
浜流通センター）を実施、地区大会には21名の参
加で徳島へ行ってまいりました。
下期では、1月は職業奉仕功労者表彰、２月は、
小中学生科学奨励賞とRAC活動報告と人間尊重の
外部卓話につきましては何とか例会事業をこなす
事ができましたが、２月25日の政府見解ならびに
４月16日の緊急事態宣言によって、今回の新型コ
ロナに対する対応が厳しく制限せられ３月・4月
は２回・５月は１回の例会を休会せざるを得ませ
んでした。

この間、理事会を数回開催して例会・その他行
事について議論を重ね会員の皆様に説明をして、
飲食を伴う夜の会合は全て中止また昼の会合でも
他のクラブや外部からの講師についても中止とさ
せていただき、会員のみの例会、１テーブル４人
から５人で扉はオープンのまま会合を開催致しま
した。近隣のクラブは３月から６月まで休会をさ
れたクラブがほとんどでありましたが、私は、ロー
タリーは例会を開く事によって会員相互の情報交
換がなされ親睦が育まれて行くこれが大切だとい
う思いもあり会員の皆様にはご無理を申し上げま
したが、それぞれの所属されている会社の方針・
指導については最優先していただき欠席されても
連絡していただければ出席として取り扱わせて頂
きました。
一年をとうして、年頭の思いは果たせませんで
したが、貴重な体験と会員の皆様の温かい友情と
ご支援に感謝いたします。
次年度、小野幸男会長をはじめ役員の皆様には
まだまだ大変な環境が続くと思いますが、順調な
運営をお祈りしております。
最後に一年間支えていただきました、役員・理
事並びに委員長そして事務局の皆様に心からの御
礼を申し上げて、回顧とさせて頂きます。有り難
うございました。

会長活動回顧
2019〜2020年度会長　　青 野 　 正
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ここ数年委員会活動をこな
しながら、ふだん寺に籠もっ
ていて郷土や社会の動きに疎
くなっている頭をリフレッ
シュするために、例会で興味
深い情報と接して楽しく過ご

していたところ、幹事を仰せつかることになり、
青天の霹靂と寝ぼけた気分が覚醒した次第です。
心配していた地区大会とその二次会のお世話も

なんとか乗り越え、秋の遠足も寝不足となりつつ

も事故無く終えてひと安心していたところ、この
新型コロナです…。年が明けてからというものす
べて手探りで当たるような状況で、翻弄されてし
まい青野会長の力になれなかったことが残念で
す。ただそのなかにあっても青野会長の暖かいご
指導と小野正師副会長の優しい助言と、なにより
事務局田所さんの細やかなバックアップや会員み
なさまのご協力により無事なんとか任期を終える
ことが出来ました。感謝の言葉しかありません。
ありがとうございました。

幹事活動回顧
幹　事　　長　　岡　　一　　路

今年は小野雄史氏と佐々木
世希氏と私の３人で例会運営
をさせて頂きました。一部の
会員には時間調整が上手くい
かずご迷惑をおかけしました
が、概ね問題無く１年間過ご

せました。これも皆さんのご理解、ご協力の賜と
感じております。一度開始10秒前に滑り込みセー
フのアクシデントもありましたが、無事開始と終
了のチーンを鳴らす事が出来ホットしておりま
す。１年間ありがとうございました。

S.A.A活動回顧＆総括
S.A.A　　中　　山　　恵　　二

職 業 奉 仕
… 職業奉仕委員長　増　田　　　忍　
国際ロータリー第2670地区の職業奉仕委員会に

昨年・今年と所属していた為、新居浜ロータリー
クラブでも2018〜2019年度に引き続き私が職業
奉仕委員会の委員長となりました。
昨年同様職業奉仕委員会の主な活動として、上

期の職場訪問と下期の職業奉仕功労者表彰の２つ
をあげました。
一宮捷宏職業奉仕副委員長のご紹介で、11月21

日に一宮運輸㈱DK新居浜流通センターを見学しま
した。一宮運輸㈱DK新居浜流通センター近くの交
差点では一宮運輸㈱の社員さんが案内板を掲げ駐
車場まで道案内してくれました。また、見学者全
員にインカム（受信機）が配布されたので案内係り

のスタッフさんの説明を明瞭に聞くことができま
した。１Fは主に入荷エリアと出荷エリアにわか
れフォークリフトが走行しトラックが停まってい
ました。２Fには自動仕分設備が配置されDCMダ
イキ㈱四国地区62店舗の各店舗に必要な物を必要
な数だけ出荷されます。中３Fは保管エリアとなっ
ており台所用品・カー用品・ペット用品等カテゴ
リ別に保管されていました。倉庫内は締麗に清掃
され巨大な空調設備により適温に設定されていま
した。作業に従事している皆さん全員が礼儀正し
くハツラツとしていたのが印象的でした。敷地面
積14990㎡延床面積23440㎡の広大な倉庫の割に
少ない人数に感じましたが繁忙期には225名が働
いていると聞き鷲きました。見学会の終わりに新
居浜ロータリークラブを代表し青野会長より謝辞
と謝礼がありました。生産者と消費者を繋ぐ物流
事業ですが配送するだけではなく保管・仕分け・
梱包まで行うことで効率化に貢献している事が良
く解りました。また一宮運輸㈱の皆様の至れり尽
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くせりのご対応に感謝申し上げます。
１月の職業奉仕月間には、１月23日の例会にて

職業奉仕功労者表彰を行い表彰者を称え卓話をして
頂きました。本年度は小野正師新居浜ロータリーク
ラブ副会長【新居浜市社会福祉協議会会長】の紹介
で、新居浜市立児童館館長の藤田恭子様を表彰しま
した。39年間の障害福祉と児童・高齢者福祉の経
験のスピーチには感銘を受けました。そして児童館
業務で向き合ういじめ問題・虐待問題と個人情報の
保護等複雑高度化した現状の話には考えさせられま
した。小野正師新居浜市社会福祉協議会会長には来
年度も表彰に値する職業人の紹介をお願いします。
職業奉仕委員会の活動目的は『職業及び職業人
に学ぶ』です。本年度も皆様の協力のおかげで無
事終了することが出来ました。新型コロナ問題が
本格化する前に実施できたというラッキーもあり
ました。心よりお礼申し上げます。

社 会 奉 仕
… 社会奉仕委員長　松　尾　嘉　禮　
今年度の社会奉仕委員会は、森平信哉副委員長、
村上徹委員の３名での活動でした。
2019〜2020年度事業は以下のとおりでした。
1)…市民一斉清掃事業への参加
　…日時2019年７月28日　参加会員数…22名
　………当日は晴天で会員の参集もスムーズに運び
リーガロイヤルホテル新居浜の前の通りのご
み収集をいたしました。

2)…いきいきフェスティバル花の種配布
　………今年は花の種の購入を６万円として、（例年よ
り２万円増）

　…日時2019年10月６日
　　　　………参加会員数…12名
　　　　…インターアクタ−9名　ローターアクター4名
で配布いたしました。フェスティバルに集まっ
た皆様には好評でした。
花の種類はもっと有るほうが良し、かな？
3)………社会奉仕功労者表彰　小野正師会員に推薦を
していただき、

　…日時2019年10月31日
　　　被表彰者　三　木　ユリヱ様
　　　新居浜市母子寡婦福祉連合会会長
以上を計画通りに進めることが出来ました。
会員の皆様の御協力と田所さんの確りした準備
でスムーズに運べた事を感謝いたします。

人 間 尊 重
… 人間尊重委員長　近　藤　利　彦　
今年度は、永田光春副委員長と共に活動させて
頃きました。
今年度も上期、下期共に外部卓話をさせて頃き

ました。
まず上期は８月29日の例会にて、パーソナルア
シスト青空代表の佐伯康人様にお越し頂き、「障が
い者が地域の課題を解決する」…と題しまして、全
国で展開されている農福連携を通じて、障がい者
による農業により、地域の課題を解決する取り組
みを講演して戴きました。
下期は２月13日の例会にて、アマチュア落語家
芸乃樽斗（げいのたると）様こと松江亨様にお越し
項き、「笑いから人間関係をつくる」と題しまして、
現在のストレス社会の中、いかにうまくコミュニ
ケーションをとるかという問題を『笑い』という観
点から、上手に人間関係を作っていく方法を、笑
い体操を含め講演して頂きました。
永田副委員長、会員の皆様、一年間ご協力あり
がとうございました。

国 際 奉 仕
… 国際奉仕委員長　佐々木　世　希　
今年度は、日野副委員長、吉田会員の３名で活
動を行いました。委員会の主な行事は、短期交換
学生の受け入れと、送り出しです。受入れについ
ては、７月６日㈯に受入をしまして、７月10日㈬
に送り出しを行いました。
この間ホストファミリーは小野正師会員のご家
族と、近藤基起会員のお母様が、留学生２人ずつ、
４名の男子学生の御世話をして頂きました。有り
難うございました。
今回は、受入期間の聞に、新居浜クラブの例会
日がありませんでしたので、９日火曜日の南RCの
例会に、出席をさせて頂きました。
又、畑田会員の工場見学や、西高IACとの交流
会を行いました。大変御世話になりました。
この受入の報告につきましては、９月５日の例
会でさせて頂きました。
送り出しについては、西高IACの小野綾夏さん
が、７月25日から８月15日の問、ニュージャージー
州に派遣されまして、８月22日の例会で報告をし
ていただきました。
主な活動は、以上です。
１年間大変お世話になりました。

Ｒ 財 団
… ロータリー財団委員長　神　野　勝　太　
今期は、当委員会は当初、横川委員長、私、嶋田
さんの３人でスタートしましたが、途中で横川委
員長退会という事で、私と嶋田さんの２人で活動
しました。
当クラブは毎年、国際財団に一人当たり年３千
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円、クラブとして30万円、有志による大口寄付
＄1000を2人にとのことでしたので、今期も一人
当たり3,000円を個人より誕生祝い分を、クラブ
として月２回の節約食事例会で30万円を、そして
今年は有志による大口寄付を日野さんと東田さん
にお願いして財団に送金致しました。
前期末の財団月間には、嶋田さんに財団に関す

る卓話をお願いしました。後期はコロナ騒動であ
まり活動をせず、何とか終えることができました。
皆さん一年間お世話になりました。

米 山 奨 学
… 米山奨学委員長　米　谷　方　利　
初めて米山奨学委員長を拝命しました。ここ数

年ロータリー活動を積極的にできなかったため、
何をすればよいのか皆目わかりませんでしたので、
2019年３月31日に徳島で開催された地区米山奨
学委員会の研修に参加して、ある程度の勉強をす
ることが出来ました。地区委員の方々の情熱と、
気概に接して改めて米山奨学活動の大切さと先輩
方のご努力に触れることが出来ました。
本委員会は勉学または研究のため来日し、大学

教育機関に在籍する外国人留学生に対して奨学金
を支給し、よってロータリーの理想とする国際理
解と親善に寄与することを目的としています。
当クラブは今年度、留学生を直接支援すること

はありませんでしたが、これまでの活動を振り返
りながら側面より支援することになりました。
本年度委員会メンバーとして、近藤奉文副委員

長、桑原征一委員という心強いメンバーでスター
トしました。
委員会活動としては次のような事を実施しました。
①………米山記念奨学事業の理解促進のための奨学生
卓話訪問受け入れを実施しました。

　　卓話日：10月10日例会
　　名　前：ホア…テイ…トウイ…ユンさん
　　　　　　（ベトナム　タンホア町出身）
　　大学名：愛媛大学…生物環境学…修士課程…２年生
　　演　題：「私の大学生活」
　　随行員：…カウンセラーの松山東RC…宮崎幸

一郎会員にお世話になりました。
②………地区米山委員会の意向に沿った普通寄付金と
特別寄付を増進しました。

　・…普通寄付金…6,000円…会員から徴収しました。
　・…特別寄付金…100,000円…松尾会員に寄付を
いただきました。

以上、最初の半年で委員会行事は無事に終了す
ることが出来ました。今年になってまだまだ続く
コロナ禍のなかで、会員の皆様の今後のご無事を
祈念いたします。

青少年奉仕
… 青少年奉仕委員長　垂　水　辰　仁　
青少年奉仕は指導力要請活動・社会奉仕プロジェ
クトおよび国際奉仕プロジェクトへの参加、世界平
和と異文化の理解を深め育む交換プログラムを通じ
て、青少年並びに若者によって好ましい変化が、も
たらされることを認識するものであるとあります。
今年度の国際ロータリーのテーマは「ロータリー
は世界をつなぐ」地区ガバナ一方針は「パッション
＆パシュート：情熱と追求」です。よってそれぞ
れの会員はクラブ内での立ち位置・居場所を見つ
け、研修委員会での充実・青少年奉仕部門の充実
を図る事を求められています。
我がロータリークラブとして青野正会長が掲げ
た方針は「足元を見つめ直しふるさとに貢献しよ
う」です。そのスローガンをもとに青少年奉仕委
員会は健全な青少年育成に努力する事が「ふるさ
とに貢献すること」と受け止め、今まで以上に中
学生弁論大会・小中学生科学奨励賞・インターア
クト・ローターアクト等に熱心に取り組みました。
明星元副委員長と越智仁委員と共に多くの会員
の方が参加して下さる様努力しました。
上期の活動としては新居浜市中学生弁論大会・
弁論大会報告（３名の生徒様による）外部卓話・え
ひめ学園運動会への参加。
下期の活動としては小中学生科学奨励賞・科学
奨励賞発表会報告と順調に進んで参りましたが、
12月に発生したコロナウイルスの為RYLAセミ
ナー中止・春は子供天国中止・青少年奉仕月間卓
話などが中止となりました。
残念なのは通期を通してふるさと貢献費という事

で多額の予算を付けて頂いたにもかかわらず、対象
案件を見つけ出せなかった事が残念でなりません。

ローターアクト
… ローターアクト委員長　金　山　貴　博　
昨年の今頃ローターアクト委員会委員長の指名
を受けて「高専の若手と交流ができるぞぉ！」と単
純に喜んでいたらもう１年たってしまいました。
前半、会長幹事会や地区内交流会への参加、新居
浜高専RAC部員との顔合わせ、国領祭での支援、
売上金寄付の受託までは計画どおり行うことがで
きました。後半は３月の学期末には卒業生の巣立
ちを見送り、４月には新入部員の歓迎と活動の応
援しに行こうと考えていましたが、感染防止のた
め自粛することとなりとても残念です。
自分のためではなく、部員の皆が他の誰かのた
めに自分の時間を費やしているのはとても尊い行
動です。頭が下がります。今回ローターアクト委
員会の活動に関わることができ大変勉強になりまし
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た。自分も何かしなきゃと思うようになりました。
皆さんのご協力ご支援のおかげで活動を終える
ことができました。感謝感謝です。

インターアクト
… インターアクト委員長　妹　尾　次　郎　
今年度の当委員会の活動は、以下のとおりです。
●　Ｒ元年６月… 8日　……地区ＩＡＣ会長・幹事研修

会(四国中央市)　
●　Ｒ元年６月13日　……新居浜西高IAC：西高祭で

のブース展示見学
●　Ｒ元年７月27日　……地区年次大会(高松市)
●　Ｒ元年８月… 1日　……新居浜西高IAC年次大会報

告(例会にて)
●　Ｒ元年８月21日　……新居浜西高IACとの連絡会

(リーガ)
●　通年事業　　　　………PHD箱寄付金活動（今年度

は、¥47,568-集まりました）
IACの生徒たちは青春真只中なので、すべての
会において熱気溢れる議論を重ね若者らしい斬新
な考えに、常識で凝り固まった親父にはとても良
い刺激になりました。新居浜西高IACは、我がク
ラブが提唱クラブですのでこれからもしっかりと
サポートをしていく必要があります。
当初、藤田真哉氏が委員長で私が副委員長の二人体

制でスタートする予定でしたが、藤田委員長が急遽転
勤となり、私が繰り上がる形で委員長職を拝命いたし
ました。一人では寂しかろうという青野会長のご配慮
で、プログラム委員会の池田氏が副委員長に、親睦活
動委員会の小森氏が委員にそれぞれ兼務で加わって頂
き、三人体制で委員会活動に取り組めたので大変心強
く感じました。お陰様で、予定されていた事業は概ね
無事終了することが出来ました。会員の皆様方の一年
間のご協力に対しまして、心より厚く御礼申し上げま
す。ありがとうございました。…

クラブ奉仕
… クラブ奉仕委員長　髙　橋　英　吉　
徳島地区大会に出席した際に、クラブ奉仕委員
長は原則会長エレクトが任命されるべきだと指摘
を受けたが、新居浜ロータリークラブはそういう
規則になっていないと報告する。
再度ガバナー事務所東条氏より催促の連絡あり。
愛媛第一分区の実状を調べた結果、今治北ＲＣ・
今治南ＲＣ・伊予三島ＲＣ・川之江ＲＣは会長エレ
クトがクラブ奉仕委員長、今治ＲＣ・東予ＲＣ・西
条ＲＣ・新居浜南ＲＣ・新居浜ＲＣは違う事が判明。
新居浜ロータリークラブとしては、従来通りの
考えで今後とも継続していく方針です。
下期の活動については、新型コロナウイルスの

影響で例会の休みが多く、行事が中止になったこ
とが印象に残った１年間でした。…

プログラム
… プログラム委員会委員長　東　田　桂　典　
本年度は、池田副委員長と2人でプログラム委
員会をさせていただきました。
上期につきましては、多少ご迷惑をお掛けした
所もありますが、青野会長のご提案の会員スピー
チを含めて、例年通りのプログラムを無事終える
ことが出来ました。
下期は、コロナウイルスの影響により、地区研
修協議会、RYLAセミナー等、地区事業が次々と
中止となり、３月には例会が休会となり始め、親
睦家族会、合同夜間例会、お茶の会、会長杯コン
ペも中止となり、手の付け様がない状態となって
しまいましたが、青野会長、長岡幹事が適切に処
理していただいたので、何とか無事終えることが
出来そうです。ありがとうございました。
次年度池田プログラム委員長、大変だと思いま
すがよろしくお願い致します。
皆さん、一年間ご協力ありがとうございました。

出 席
… 出席委員長　近　藤　基　起　
本年度の出席委員会は、井石安比古副委員長と
共に活動してまいりました。当委員会は各種行事
への積極的な参加を積極的に呼びかけていくこと
が重要な役割でございます。
本年の上半期は全会員が精力的にRCイベントや
例会へご参加下さいましたが、下半期においては、
コロナ禍の影響により計画されていた行事が軒並
み中止となり、更に周辺クラブの例会も中止となっ
たことも重なり、例会出席率100％を維持するこ
とができませんでした。私自身も十分な任務を果
たすことができず不徳の致すところではございま
したが、自粛期間を終えて例会が再開された後は、
本クラブ例会の実出席率が非常に高く、我クラブ
の底力を感じることができたと思っております。
今後は例会出席率100％に固執しない方針で運
営していくと思いますが、引き続き積極的に例会
へご参加くださいますようお願いいたします。
皆様、1年間本当にありがとうございました。

会 員 増 強
… 増強会員委員長　曽我部　謙　一　
今回で２回目の増強委員長を任せられることに
なった。前回は転勤された方の補充もうまくいか
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ず、会員数が減少したまま終わってしまった苦い
経験がある。
今回はと、気合を入れて取り組むつもりだった

が、結果を残せず終わってしまいそうである。
少し言い訳になってしまうが、今期は公職も含め

忙しい年になった。例会のほうもほとんど出席で
きずに、メーキャップばかりをお願する事になり、
事務局の田所さんには迷惑をかけたと思います。
地区研修会で、自分のクラブの５年先10年先を

見据えた会員増強を考えるべきであるとの話が
あった。まったくその通りであると思う。これか
らの増強は若手経営者の勧誘を優先すべきである
と思うのだが、自分の事として考えてみると、40
歳後半で入会したのだが、現役社長として毎週の
例会出席はかなりハードルが高かったような気が
する。今後の若手の会員を勧誘するにしても、
100パーセントは目標であるが、拘らなくても良
いという風にしたほうが良いのではないかと思い
ます。
また、女性会員の加入もこれから力を入れてい

くべきテーマだと思います。入会金の問題とか、
まだまだ検討すべき事は沢山あると思いますが、
次期委員長にお願いして、回顧とさせていただき
ます。
一年間有難うございました。…

分類・選考
… 分類・選考委員会委員長　萩　尾　孝　一　
一年間ありがとうございました、本年度分類選

考委員会は、井石副委員長の協力のもと活動をし
てまいりました。
会員に推薦された候補者を職業上及び社会的地

位、人格などの適正を調べその結果を理事会に報
告することが第一の役目でしたが、本年度地元の
新規会員の加入が無く、活動の場がなく残念でし
た。是非次年度は、会員増強委員会とともに協力
して新規会員の掘り起こしを皆さんにお願いいた
しまして回顧といたします。

戦略計画委員会
… 戦略計画委員長　松　田　哲　雄　
戦略計画委員会は
　⑴…クラブサポートの強化
　⑵………人道的介入奉仕の重点化と増加… …

公共イメージと認知度の向上… … …
… を活動方針に挙げていましたが

実績としては2019年８月17日に徳島で開催さ
れたクラブ研修リーダー育成セミナーの出席と増強委
員会と合同でクラブフォーラムを開催いたしました。

他のクラブの戦略計画委員会の状態を色々と検
索してみましたがこれと言って活発な活動は見ら
れませんでした。又地区協議会の部門別委員会は
開催されてはいません。
委員会としてのあり方を検討する時期ではない
かと思われますが？

  広報（ＩＴ）
… 広報（ＩＴ）委員長　藤　本　　　毅　
伝統と格式ある新居浜ロータリークラブに加え
ていただいてまだ１年あまりで2019〜2020年度
の広報（ＩＴ）委員長を拝命し、新谷隆則前委員長
からアドバイスを受け、大和田洋副委員長と２人
で１年間担当してきました。が、任務である外部
団体への「ロータリーの友」配布と、クラブ公式ホー
ムページ（ＨＰ）更新は事務局に頼りっぱなしで、
職責を果たせたとは言い難いところです。最初の
仕事だったはずの昨年３月の地区研修協議会も、
池田昭大会員にはるばる徳島まで代理で出向いて
いただいたことと合わせ、反省ばかり募ります。
そうしたなか、最大のテーマとなったのがＨＰ
のリニューアルでした。昨年、事務局から内々に
相談を受け、お聞きすると現在のＨＰは安藤賢一
会員のご息女が作ってくださったとか。会員の皆
さまも長年慣れ親しみ、愛着を持たれてきたこと
と想像します。一方で、インターネット技術や機
器が刻々と発展しデザインの流行も移ろうなか、
クラブ内外からの注目を高めるには…あれこれ思
いめぐらせました。
年頭所感で青野正会長から正式に指示をいただ
いたものの、どう手を付けてよいか分からぬうち
に時間ばかりが過ぎました。次年度予算編成でよ
うやく腰を上げ、見積もりとプランの説明をいた
だいたところで時間切れ。具体的な作業は新年度
に持ち越しとなりました。ありがたいことに、引
き続き広報（ＩＴ）委員会を担当せよとのご下命を
たまわり、責任をもってまっとうせねばと思いを
新たにしています。
ご期待に沿えず申し訳ありませんでしたが、皆
さまの心強いお力添えで１年間、貴重な勉強の機
会をいただき感謝いたします。

Ｒ情報・雑誌
… 情報雑誌委員長　重　見　法　人　
情報雑誌委員会は、今年度、安藤賢一副委員長と
礒村典秀委員の三人で担当させていただきました。
主な活動は三つありました。
先ず、新入会員へのインフォメーションですが、
上期は７月に平喜彦会員、９月に長田伸一郎会員、
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10月に久米良樹会員と飯尾泰和会員に対しまし
て、会長、幹事並びにクラブ奉仕委員長に同席を
いただいて、手引書「ロータリーへようこそ」に沿っ
て其々行わせていただきました。下期は、該当者
が有りませんでした。
次に、新入会員の皆さんがクラブ活動になじめ
るように、親睦活動委員会と共催で親睦会を開催
する件に関しましては、今年度は、新型コロナウ
イルスの影響で残念ながら開催する事が出来ませ
んでした。
三つ目は、ロータリーに関する情報を集めて会
員の皆様にお知らせする件ですが、先ずは「ロー
タリーの友」誌の内容解説を毎号させていただき
ました。例会のプログラムの内容によっては、毎
月第一週でというわけにはいかなかったですが、
いずれかの週でやらせていただきました。おかげ
様でこの一年、「ロータリーの友」誌は毎号、隅か
ら隅まで読ませていただきましたが、なかなか内
容の濃い記事が多かったように思いました。中で
も、私が一番記憶に留めているのは、2019年12
月号の特集記事です。ノーベル平和賞受賞者のコ
ンゴ人の産婦人科医・デニス・ムクウェゲさんが
残忍な性暴力を受けた女性達を治療している姿や
その現状に涙し、感動しました。
その他、内部卓話的に情報をお伝えする機会を
何度か戴きまして、「ニコニコボックス」や「ロー
タリーソング」について、その起源をお話しさせ
ていただいたり、「ポール・ハリスとアル・カポネ」
という演題でも、寄せ集めの資料からお話しさせ
ていただきました。
最後に、この一年間情報雑誌委員長をさせてい
ただいたことで、自分自身がロータリーに関して
知らない事が沢山あることが分かり、「手続要覧」
や「規定審議会」等についても中味を少しかじらせ
ていただきました。大変勉強になった一年でした。
事務局の田所さん、お世話になりました。
会員の皆さん、有難うございました。

会 報
… 会報委員長　鈴　木　誠　祐　
今期の会報委員会は新谷副委員長・村上正純委
員のご協力、東田会員・井石前委員長のご指導の下、
青野会長の方針に基づき会報を発行してきました。
皆様方が投稿に快くご協力してくださったおかげ
で充実した紙面になっていましたが、３月より新
型コロナウィルス騒動のために行事・例会の中止
が相次ぎました。会報の発行も危ぶまれていまし
たが、なんとか12編、無事に発行できて胸をなで
おろしています。
表紙には前期に引き続き、新居浜市観光協会のカ

レンダーの写真を使用させていただきました。本年
度は会長肝いりの会員スピーチが始まり、当クラブ
の昔の様子や皆さんの得意とする分野の話で紙面が
にぎわいました。また、前年度に引き続き「わが社
の自慢」も曽我部会員にお願いして掲載することが
できました。投稿にご協力いただきました会員の皆
様方、本当にありがとうございました。

親 睦 活 動
… 親睦活動委員長　加　藤　友　久　
2019〜2020年度の親睦活動委員会の委員長を
務めさせていただいた加藤友久です。会員の皆様
の温かいご理解とご協力並びに積極的なご参加を
いただき、改めて厚くお礼を申し上げます。今年
度の親睦活動委員会は、青野会長の方針「足元を
見つめ直し、ふるさとに貢献しよう」の下に、会
員相互の親睦をより一層活性化させることを目標
に取り組んでまいりました。
特に、毎回の例会は、西岡副委員長をはじめと
する８名の委員さんが笑顔での受付対応と後片付
けまでしていただきました。委員の皆様に重ねて
厚くお礼を申し上げます。
上期は、毎月の誕生祝や結婚記念祝いなどの恒
例行事以外に、新居浜RC会長杯ゴルフ大会を開催
しました。年度前半の一大イベントである秋の遠
足は、「松茸三昧と牡蠣尽くし」にこだわり、10月
12日㈯から13日㈰の日程で実施いたしました。参
加者は、国産松茸を堪能して頂くため新居浜祭り
前になったことから、11組のご夫婦と５名の会員
の総勢27名でした。当日は、松尾嘉禮ご夫妻のお
見送りを受け出発しました。懇親会は、青野会長
の挨拶の後、神野勝太会員の乾杯で待ちに待った
焼き松茸、松茸＆すき焼き、松茸の土瓶蒸しなど
の松茸三昧の幕開けでした。地元の銘酒との相性
は最高で皆さん相互に親睦を深められました。翌
日は、約140年ぶりの大改修している宮島厳島神
社の大鳥居をバックに記念撮影して２日目がス
タートしました。昼食は、オバマ前米国大統領も
絶賛した広島名物の牡蠣尽くし会席を時間延長し
て楽しみました。
しかし、下期の年度後半の３月から４月の期間
は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により
例会が休会になるとともに、親睦活動委員会の集
大成ともいうべき家族会が中止を余儀なくされま
した。
本来の親睦活動が出来なかったことに対しまし
て、青野会長をはじめ会員の皆様にお詫びを申し
上げますとともに、会員の皆様の温かいご支援と
ご鞭撻に心から感謝申し上げます。
この１年間本当にありがとうございました。
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６月26日付で転勤するこ
とになり、退会することにな
りました。この格式と伝統
ある新居浜ロータリークラブ
には丹会員のご紹介により
2017年12月に入会させてい

ただき、２年６ヵ月お世話になりました。アッと
言うまでした。会員の皆さんと色々な話ができる
ようになり、やっと仲間入りできたかなと感じ始
めたところでしたので、とても残念です。特にこ

の１年はローターアクトの活動に関わることがで
き、今まで以上に新居浜に愛着を感じていたとこ
ろです。
コロナ禍が収まり上京する機会がありましたら
ぜひご連絡ください。銀座・・ではなくおじさん
の社交場新橋でお待ちしております。
本当に皆さんありがとうございました。

追伸「瀬戸の花嫁は小柳ルミ子です♪」と歌う
と結構楽しくなれます。　

愛着益々（退会の挨拶）
　　金 山 貴 博
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（敬称略）

開　会… 青野会長
来客紹介… 長田親睦委員
　ゲスト　なし
　来訪ロータリアン　なし
誕生祝（６月）
　東田　桂典君……18日　　山内　君男君……27日
出席報告… 近藤(基)出席委員長
持ち回り理事会報告… 青野会長

被選理事会報告… 小野(幸)エレクト
幹事報告… 長岡幹事
各委員会の連絡事項
ニコニコ報告… 副SAA
委員会活動回顧〔Ⅰ〕
（…社会・人尊・国際・財団・米山・青少年・RA・IA）
… 各委員長
閉　会… 青野会長

Ｒ２. ６. ４（第3288回）

Ｒ２. ６.11（第3289回）
開　会… 青野会長
来客紹介… 難波親睦委員
　ゲスト　なし…
　来訪ロータリアン　なし
結婚記念祝（６月）
　山本　和宏君…… 7日　　小野　正師君……10日
　長田伸一郎君……14日　　鈴木　誠祐君……30日
出席報告… 井石(安)出席副委員長
定例理事会報告… 青野会長
幹事報告… 長岡幹事

各委員会の連絡事項
ニコニコ報告 副SAA
会員退会
　送別の辞… 青野会長
　退会挨拶… 金山貴博会員
委員会活動回顧〔Ⅱ〕
（…職業・クラブ奉仕・プログラム・出席・増強・分類・戦略・
広報・情報・会報・親睦）… 各委員長

閉　会 青野会長



■ ６月４日 																																																																																																	●
神野　勝太… ……R財団委員長なんとか無事終了しま

した。お世話になりました。
米谷　方利… ……米山奨学委員会、１年間お世話にな

りました。
金山　貴博… ……ローターアクト委員会の委員長を１

年間務めました。皆さんのご協力の
おかげでなんとか活動を終了するこ
とができました。ありがとうござい
ました。

妹尾　次郎… ……委員会活動回顧をさせて頂きます。
一年間お世話になりありがとうござ
いました。

青野　　正… ……今日もたくさんの出席ありがとうご
ざいます。

高橋　正明… ……今日は、６月４日ですが、６月１日は
何の日か知っていますか。私が平成元
年からしている人権擁護委員の日です。
皆さん忘れないようにお願いします。

小野　正師… ……社協に次亜塩素酸水製造機をご寄付
頂いております。無料ですので、必
要な方は容器持参でお越し下さい。

東田　桂典… ……誕生祝ありがとうございました。62
歳になります。あと20年は、自分で
車を運転して、仕事にゴルフに頑張
れる様、健康に留意していきます。

小野　君男… ……誕生祝ありがとうございます。コロ
ナ禍によるホテル休業により、皆様
には大変ご迷惑をおかけし申し訳ご
ざいません。一日でも早く営業再開
できるようにがんばります。

松尾　嘉禮… ……今期社会奉仕委員会行事への御協力
を感謝致します。

近藤　利彦… ……人間尊重委員会を無事終了する事が
できました。ありがとうございました。

佐々木世希… ……国際奉仕委員会、１年間お世話にな
りました。
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開　会… 青野会長
来客紹介… 田尾親睦委員
　ゲスト
　　RI第2670地区愛媛第Ⅰ分区
… ガバナー補佐　瀧山一甫様
… 次年度ガバナー補佐　井原　伸様
　来訪ロータリアン　なし
出席報告… 近藤(基)出席委員長
幹事報告… 長岡幹事

各委員会の連絡事項
ニコニコ報告… 副SAA
ガバナー補佐交代挨拶… 瀧山一甫様
… 井原　伸様
次年度プログラム説明… 池田次年度プログラム委員長
次年度予算説明… 飯尾次年度会計
情報雑誌… 重見情報雑誌委員長
閉　会… 青野会長

Ｒ２. ６.18（第3290回）

開　会… 青野会長

来客紹介… 加藤親睦委員長

　ゲスト　なし… 　　

　来訪ロータリアン　なし…

出席報告… 近藤(基)出席委員長

幹事報告… 長岡幹事

各委員会の連絡事項

ニコニコ報告… 副SAA

会長活動回顧＆総括 青野会長

幹事感想… 長岡幹事

SAA感想… 中山SAA

例会閉会… 青野会長

槌の伝達（小野幸男 新会長へ）… 青野会長

閉　会…

Ｒ２. ６.25（第3291回）

（敬称略）



■ ６月11日 																																																																																																	●
金山　貴博… ……本日が最後の例会出席になります。

２年６ヶ月大変お世話になりました。
ありがとうございました。

青野　　正… ……金山さん２年間ありがとうございま
した。東京でのご活躍をお祈りいた
します。

丹　　一志… ……本日、新しい新居浜北火力発電所建
設の起工式を行いました。愛媛県初
の天然ガス火力発電所で石炭と比べ
二酸化炭素の排出量は約半分になり
ます。２年後の営業運転開始に向け、
取り組んでいきます。

桑原　征一… ……先週６月５日金曜日、地区事業とし
て、愛媛県歯科医師会にロータリー
フェイスシールドを贈呈させて頂き
ました。今回は残念ながら、報道は
ありませんでした。

妹尾　次郎… ……次男に一人目の子供をさずかりまし
た。私にとって三人目の孫になりま
す。男の子でした。長男のところも
男の子二人。私自身も三人の息子に
恵まれました。女の子は、どうすれ
ばできるのでしょうか？

井石　正哉… ……妻からの話には相槌だけという事が
わかるのが35年。妻からの相談は、
自分の意見を決して言ってはいけな
い事が解るまで35年。35年目の今年
は、平和な結婚記念日を無事迎えてお
ります。花ありがとうございました。

小野　正師… ……あれから41年。我慢、辛抱、忍耐、
奉仕の生活にもすっかり慣れ、忠実
なシモベとなっております。

山本　和宏… ……嫁と一緒にいる日に花が届き、嫁の
喜ぶ顔が見えてよかったです。34年
間ありがとうは心の中で言っておき
ました。ありがとうございます。

長田伸一郎… ……今年で34年目になります。途中から
単身赴任で、最近は帰宅の間隔があ
き、ちょっと心配ですが、頑張ります。…
… （結婚記念）

鈴木　誠祐… ……すっかり忘れてました。ロータリーの
おかげで救われました。…（結婚記念）

増田　　忍… ……皆様の協力のおかげで無事１年間終
了しました。… （職業奉仕委員長）

垂水　辰仁… ……青少年奉仕委員長を今年一年務めさ
せて頂き有難うございました。この
度無事に終了することが出来ました
ことはひとえに皆様の御協力のお陰
と思い感謝を申し上げます。

垂水　辰仁… ……青少年奉仕委員長就任時に、ニコニ
コをしていないかと思います。申し
訳ございません。次期は幹事となり
ます。その時には忘れず行います。

髙橋　英吉… ……クラブ奉仕委員長無事終了しました。
ありがとうございました。

東田　桂典… ……本年度プログラム委員会にご協力い
ただき…ありがとうございました。

曽我部謙一… ……大した成果も上げられず１年経って
しまいました。先週のフォーラムで
は活発な意見有難うございました。
１年間お世話になり有難うございま
した。

萩尾　孝一… ……分類選考委員長を無事終了すること
が出来ました。ありがとうございま
した。

松田　哲雄… ……戦略計画委員会無事終了しました。
藤本　　毅… ……広報・IT委員会の活動回顧をさせて

いただきます。事務局の田所さんを
はじめ、皆さま１年間お世話になり
ました。

重見　法人… ……情報雑誌委員長をつとめさせて頂き、
ロータリーについて勉強させて頂き
ました。ありがとうございました。

鈴木　誠祐… ……会報委員会回顧させていただきます。
きびしい取り立てにもかかわらず快
く投稿に協力いただきました皆様、
ありがとうございました。

礒村　典秀、小野正師、垂水　辰仁（その他）

■ ６月18日 																																																																																																	●
瀧山　一甫… ……この一年色々とご指導ありがとうご

ざいました。
井原　　伸… ……2020〜21年度愛媛第１分区ガバ

ナー補佐を務めさせて頂きます。若
輩者で経験不足のロータリアンです
が、私なりに精いっぱい努力して参

りたいと思います。何卒、ご指導ご
鞭撻のほどよろしくお願い申し上げ
ます。

桑原　征一… ……新旧ガバナー補佐の来訪を歓迎いた
します。瀧山ガバナー補佐１年間ご
苦労さまでした。井原次年度ガバナー

2019～2020年度
ガバナー補佐

2020～2021年度
ガバナー補佐
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補佐これから１年間よろしくお願い
致します。

青野　　正… ……瀧山ガバナー補佐一年間おつかれで
した。井原さんガバナー補佐就任あ
りがとうございます。

米谷　方利… ……次年度ガバナー補佐、井原…伸さん、
がんばって下さい!!本年度瀧山さん、
ご苦労様でした。

曽我部謙一… ……新居浜カントリー倶楽部の理事長に
前理事長の小野さんに替わり就任す
る事になりました。これからも新居
浜カントリー倶楽部を宜しく御願い
します。

小野　幸男… ……この度、新居浜カントリー倶楽部の
理事長を退任致しました。２期４年
間、御指導、御協力ありがとうござ
いました。後任は、曽我部謙一会員
が就任しました。よろしくお願いし
ます。

妻鳥　孝行… ……この度新居浜カントリー倶楽部の理
事会において、名誉会計に選任され
ました。苦しい経営状態ですが再建
に貢献したいと思います。皆様のご
来場をお待ち申し上げます。

青野　　正… ……曽我部さんNCCの理事長就任ご苦労
様です。又、妻鳥さんNCCの名誉会

計就任ご苦労様です。お二人ともよ
ろしくお願いいたします。

村上　正純… ……本当に軽い軽い脳梗塞で様子見入院
をしていました。その間、御見舞い
やら、はげましの電話をいただきあ
りがとうございました。又、鈴木院
長には病室まで来ていただきありが
とうございました。無事に退院しま
した。今後は年を考えて生活したい
と思っております。

小野　正師… ……永田光春様、ご長男様と共に社協ま
ごころ銀行へのご寄付たまわり誠に
ありがとうございました。

池田　昭大… ……本日、次年度のプログラムの説明を
させて頂きます。流動的になる行事
もあると思いますが、皆様のご協力
で、スムーズにプログラムを進めて
いきたいと思います。よろしくお願
いします。

加藤　友久… ……親睦活動委員会の加藤です。西岡副
委員長さんや委員の皆様、この一年
は大変お世話になりありがとうござ
いました。青野会長さん十分なこと
出来なくて申し訳ありませんでした。

■ ６月25日 																																																																																																	●
青野　　正… ……会員の皆様一年間ありがとうござい

ました。小野幸男君、次期も大変だ
と思いますがガンバレ！

小野　正師… ……皆様一年間ありがとうございました。
良き学びと気づきを得ました。

長岡　一路… ……今日は自然に顔の筋肉がゆるみます。
一年間ありがとうございました。

中山　恵二… ……無事本日をもってSAAの仕事も終え
ることができました。皆様の御協力
のたまものと感謝しております。つ
たない進行に御協力、御理解ありが
とうございました。

小野　雄史… ……副SAAの小野です。一年間大変お世
話になりました。

藤本　　毅… ……青野会長をはじめ役員、理事の皆さま
１年間大変お世話になりました。い
ただいた宿題をまっとうするよう努
力します。引き続きご指導ください。

井石安比古… ……青野会長をはじめ三役、理事の皆様
１年間御苦労様でした。

妹尾　次郎… ……青野会長はじめ役員の皆様、一年間
お疲れ様でした。想定外の事態にな

りましたが、ある意味記憶に残る一
年でした。ありがとうございました。

髙橋　正明… ……青野会長他執行部の皆様、コロナ災
害の中、この一年ごくろう様でした。
感謝申し上げ、ニコニコします。

髙橋　英吉… ……会長、幹事さん１年間おつかれさん
でした。

伊東　省司… ……会計の伊東です。皆さんの協力の
おかげで予算どおり会計処理ができ
そうです。７月30日に決算報告をさ
せて頂きます。ありがとうございま
した。

近藤　基起… ……皆様、開催されたイベントや例会に
精力的に出席下さりありがとうござ
いました。後半はコロナの影響によ
り中止となった会が多かったですが、
無事に１年間出席委員長を務めるこ
とができました。

加藤　友久… ……親睦活動委員会の加藤です。この一
年間は十分な事が出来ず申し訳あり
ませんでした。機会があれば心残り
がないように取り組みたいと思いま
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す。今後ともよろしくお願いします。
一宮　捷宏… ……愛媛FAZ㈱の第27期株主総会が無事

6/22㈪に終了しました。コロナで２
月３月のイベントが中止になるなど

一部大変でしたが増収増益でした。
松山でのイベントや会合があればぜ
ひご利用下さい。

小野　正師…（その他）……　
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ニコニコ寄付金
６月 合計 62 件  223,000 円       累 計 492 件  1,653,000 円

2019 ー 20 年度

PHD箱寄付金報告（インターアクト委員会）

　… ６月合計額… 5,304円　
… 2019‐20年度累計額… 52,872円　

… 昭和57年５月13日スタート以降の累計額… 1,771,386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

2019ー20年度の入退会者

月／日 入　　会 退　　会 事 業 所 名 紹 介 者

7/11 平　　喜彦 三井住友建設㈱ 四国支店 鈴木　誠祐

7/31 藤田　真哉 ㈱伊予銀行新居浜支店 青野　　正

8/31 横川　明英 東予信用金庫 青野　　正

9/12 丹　　一志 住友共同電力㈱ 一宮　捷宏

9/12 長田伸一郎 住友化学㈱　愛媛工場 鈴木　誠祐

10/10 久米　良樹 ㈱伊予銀行新居浜支店 青野　　正

10/24 飯尾　泰和 東予信用金庫 青野　　正

6/25 金山　貴博 住友金属鉱山㈱別子事業所 丹　　一志

計 ５名 3名

正 会 員 数

６月末 61名

７月末 61名

８月末 60名

９月末 62名

10月末 64名

11月末 64名

12月末 64名

１月末 64名

２月末 64名

３月末 64名

４月末 64名

５月末 64名

６月末 63名
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新居浜ロータリークラブ　会報委員長　新 谷 隆 則
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）12:30～13:30
事務所　　リーガロイヤルホテル新居浜　　　　〒792-0007 新居浜市前田町6-9

ＴＥＬ（0897）34‐6767　ＦＡＸ（0897）35‐1321
ロータリー口座 伊予銀行 新居浜支店 普 4093994

会　長　　小 野 幸 男 　　　　　　　　　幹　事 　　垂 水 辰 仁

● 発行所
● 印刷所

国際ロータリーテーマ

《 ’20- ’21 》
ロータリーは機会の扉を開く

ク ラ ブ 基 本 方 針

《 ’20- ’21 》
それぞれの立場で行動し、地域に貢献しよう
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　鈴木誠祐前委員長より、会報委員長を引き継ぎました。
　会報はクラブの活動状況の結果を会員に周知・報告し、会員の交流を促す機能があります。
この重責を鈴木前委員長・東田会員のご指導を受けると共に、村上正純副委員長・白石正一
会員にご協力頂き、小野幸男会長のスローガン「それぞれの立場で行動し、地域に貢献しよう」
が会報にも反映出来る様に、一年務めて参りたいと存じます。
　経済活動再開に伴い７月中旬より、新型コロナウイルス感染の第２波とも言える都市部の
新規感染者が急増しており、新居浜地区にも波及するものと想定されます。第１波の時に比
べ重症者の比率は少ないとはいえ、感染予防対策の再強化は必須の状況に陥ってます。新居
浜地区での感染拡大や、会員及びご家族・会員各社の従業員に感染が及ばないこと、又ロー
タリークラブの活動にも影響が出ないことを祈るばかりです。
　自身も数多くの顧客に支えられている事業に従事しており「Go to キャンペーン」にも慎重
に対応せざるを得ません。事業所の感染予防の再強化は必須であり、私生活においても改め
て注意いたします。会員の皆様は影響度の大きな方々ですので十分ご注意願います。 以上


