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　2020年 ７・８・９月例会と行事予定　

７月 ８月 ９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）

３
日

●     会員スピーチ （青野正会員）
●   情報雑誌

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

10
日

●   会員スピーチ（小野正師会員）

家庭集会（18:30～）
　  元会長・現理事・副幹事・
 　 副会計

家庭集会（18:30～）
　  社会・人尊・青少年
　  RA・IA

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）
17
日

●   内部卓話
●   会員スピーチ
 （佐々木世希会員）

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～）

24
日

【移動例会】 00:21（）ムラグロプ（ ～）
●   会長杯コンペ（新居浜CC）
                  ＊時間注意！
●   会長杯表彰式＆懇親会
　（19:00～）

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） 　

●   4RCゴルフ（東予RC）

休 会 （海の日）

休　会

（ ）

（　　　　 　　　　　
　　　　　　） （　　　　 　　　　　

　　　　　　）

（ 　　　　　　）

（ ）

会員増強
 ・新クラブ結成推進月間

基本的教育と識字率向上月間
 ・ロータリーの友月間

（新旧理事・副幹事・副会計）

IAC会長幹事会(四国中央市)

4RCゴルフ（新居浜RC担当）

区分

例会日
会員数

出　席

会員数

欠　席

会員数

当 　 日

出 席 率

メーキャッ

プ数

修 　 正

出 席 率

来訪ロー

タリアン

2日 63 55 8 87.30% 6   96.67％ 0

9日 63 53 10 84.13% 7   94.92％ 1

16日 63 54 9 85.71% 8   98.31％ 0

30日 63 55 8 87.30% 7   98.28％ 0

　合　計 252 217 85 28 （　　　  1）
（カード　  0）

　平　均 63 54.25 8.75 86.11% 7   97.03％ （累　計  1）
（カード　  0）

中止

中止

中止

延期



日　時：令和2年7月9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

2）……理事会の案内について

3）……健康相談（血圧測定）について

4）……会員増強について

5）……出席率100%について

6）……新入会員入会金制度について

	 定 例 理 事 会 報 告 	 幹事　垂 水 辰 仁

日　時：令和2年7月30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）……会員の退会について

2）……送別会について

	 持 ち 回 り 理 事 会 報 告 	 幹事　垂 水 辰 仁

　新居浜市市民環境部地域コミュニティ課

　　国際交流員
　　　ヌル ファラナス ビンティ アブ マンスル 様

　　国際交流係長　菊　池　栄　光 様

愛媛第Ⅰ分区ガバナー補佐

　　　井　原 　　伸 様
　　　　　（伊予三島ロータリ－クラブ）
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■ ８月６日　ガバナー補佐公式訪問 ■ ■ ８月20日　外部卓話（人間尊重） ■



この度、第68代新居浜ロー
タリークラブ会長に御推挙を
頂き、誠に光栄であると同時
に、その責任の重さに身の引
き締まる思いであります。
幸いなことに、丹一志副会
長、垂水辰仁幹事、役員及び

理事の方々、委員長、委員会会員の皆様に支えら
れ、御指導、御協力を頂きながら、会長の職を全
うしたいと思っております。
さて、2020〜2021年度国際ロータリー、ホル
ガー・クナーク会長のテーマは「ロータリーは機
会の扉を開く」であり、「ロータリーは奉仕プロ
ジェクトを実施し、やり遂げる機会を与えてくれ
ます。地域社会でのささやかなプロジェクトや、
一本の植樹まで、奉仕する機会への扉を開いてく
れます。」と言われています。
それを受けて、第2670地区篠原徹ガバナーは

「行動するロータリーを目指そう」、サブタイトル
として「基本理念から新しい流れへ」を方針とさ
れています。
各ロータリークラブの自主性、独自性を最大限
尊重されながら、地区の全般的目標４項目、個別
目標８項目を強調されております。
本年度、新居浜ロータリークラブの会長方針は

「それぞれの立場で行動し、地域に貢献しよう」と
させて頂きました。
我がクラブの会員の皆様は優秀な方々ばかり
で、それぞれの立場で地域に貢献されております。
お一人お一人の力を結集し、今年度計画されてお
ります各行事、各委員会方針にのっとりクラブ運
営をさせて頂きたいと思っております。
ワンチームの精神でやっていきましょう。
会員の皆様の御協力の程、よろしくお願い申し
上げます。

2020−2021年度  クラブ会長方針

それぞれの立場で行動し、地域に貢献しよう
会　長　小　　野　　幸　　男

　本日会員スピーチをさせて
頂きます。どうかよろしくお
願いいたします。
　卓話の前に新居浜ロータ
リークラブの皆様に、改めてガ
バナー年度のご支援に対しま
して、厚く御礼申し上げます。
　おかげさまをもちまして、

無事大過なく、大役を務めることができましたこ
と新居浜ロータリークラブの会員の皆様のご協力
の賜であります。今でもＰＥＴＳや地区協議会で
の袋詰めの光景がよみがえってまいります。本当
にありがとうございました。
　それと、事務局の田所さんにお礼を申し上げます。
本日のスピーチのための資料をお願いしたところ、

（私はマイロータリーで検索すれば、簡単に出来る
とおもっていました。）膨大な量の資料をチェック
して頂き、必要な所に付箋を付けて頂きました。
私が本日スピーチが出来るのは田所さんのおかげ
であり、お礼申し上げます。

　さて、本日は四国のロータリークラブの歴史、
地区組織、そして時間があれば、日本の国内組織
などについてお話をさせて頂きます。

　皆様方は、1920年（大正９年）日本に初めての
クラブが東京に、そして1934年　（昭和９年）四
国で初めてのクラブが今治に誕生したことはご存
じだと思います。

会員スピーチ
桑　　原　　征　　一
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　それでは、四国で初めてのクラブが何故、今治
に誕生したのかご存知でしょうか？
　ここに今治ロータリークラブの40周年記念誌が
ありますので読み上げさせて頂きます。

　創立を目指して
　　　「四国にロータリークラブを」の宿願成る

　昭和８年当時の第70地区ガバナー村田省蔵氏は
四国にロータリーの創設を計画し、新居浜住友の
三村起一氏に話を持ち掛けたのであり、三村氏は、
新居浜におけるクラブ結成を検討したが、困難な
事情のため、親交のあった今治の三藤香吉氏に呼
びかけ、昭和９年新春、両氏の間にはじめて、今
治ＲＣ結成の話し合いが行われた。

　続いて３月４日、三村氏は、村田ガバナー、大
阪ＲＣの山本為三郎氏等と共に来今し、阿部秀太
郎氏、三藤氏等９名を招いて会談し、国際ロータ
リーの精神、運営の実際について詳細な説明があ
り、種々話し合いを重ねたが、阿部、三藤氏などは、
村田ガバナー、三村氏などの「四国にロータリーを」
の熱意に打たれ深く共鳴したのである。
　以上２回の会合が今治ＲＣ誕生の大きな原動力
となったことは申すまでもないことである。その
後、17回に及ぶ準備委員会によって着々と準備は
進められ、10月17日、創立の日を迎え、ここに「四
国にロータリーを」の宿願は達成されたのである。

1905年 明治…38年 ポール・ハリスによって
RC創立さる。

1 1920年 大正…… 9年 東京RC創立

2 1922年 大正…11年 大　阪

3 1924年 大正…13年 神　戸

4 1924年 大正…13年 名古屋

5 1925年 大正…14年 京　都

6 1927年 昭和…… 2年 横　浜

7 1932年 昭和…… 7年 広　島

8 1932年 昭和…… 7年 札　幌

9 1933年 昭和…… 8年 福　岡

10 1933年 昭和…… 8年 小　樽

11 1934年 昭和…… 9年 岡　山

12 1934年 昭和…… 9年 函　館

13 1934年 昭和…… 9年 門　司

14 1934年 昭和…… 9年 今　治

　もう少し、当時の状況を詳しくご説明いたしま
すと、国際ロータリー第70地区は、日本全国一地
区であり、全部で13クラブでした。村田ガバナー
は、大阪ロータリークラブ所属で、大阪商船の社
長でありました。ロータリーの拡大、増強に熱心で、
在任中にクラブ数を倍にしたことで有名です。全
国にクラブを拡大する中で、四国にも是非ロータ
リークラブをと考え、かねてから親しかった住友
別子鉱業所所長の三村起一氏に依頼し、三村氏が
それに賛同して、設立準備に入ったという事です。

　これより先は、お手元に、配布している、私の
親戚である高橋学蔵の回顧録をご覧ください。
　今、考えると、四国の第一番目のロータリーク
ラブがこの私たちの新居浜ロータリークラブで
あったかも知れないと思うと誠に残念に思うのは、
私だけでしょうか。

　新居浜ロータリークラブの設立は更に遅れて昭
和27年になりましたが、設立当初より、住友各社
と地元との融和と共存共栄を図りながら、ロータ
リー活動を実施しております。
　今後ともこの伝統をしっかりと受け継ぎ、活動
を続けていきましょう。

　（地区概況、国内委員会などにつきましては、紙
面の都合により、省略させて頂きます。）
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　新居浜ロータリークラブに
入会は平成８年２月で約25年
前で53歳でした。同時期入会
は、小野幸男さんと佐々木世希
さんで吉松会長と嶋田幹事で
した。
　入会の動機は、当時ゴルフ

のお世話をお願いしていました中に、同年の越智…仁
さんもおられ、当時現場出張も多く男性中心の建
設現場ですので、自分の不勉強もあり我も強く精
神修養の場として諸先輩に鍛えてもらおうという
思いもあり推薦を打診お願いしました。当時は長
老の怖い方が多数おられ、勉強をさせられました。
　入会当時印象にありますのは、大先輩の高橋利吉
さんに入会を喜んでいただいたこと。それから桑原
さんのお父さんにも、喜んでいただき私と同名の山
下奉文大将が高知出身で南方での活躍の資料を頂き
読ましてもらいました。また天野さんはじめ熱心な
方々がおられ、千種会での勉強を勧められましたが、
当時の新居浜ロータリーは100パーセント出席です
ので、勉強会の方は永くは続きませんでした。
　職業分類は配管工事業です。
　弊社は㈱近藤文一工業所として創業し、私が社
長就任時に㈱近文に改名しました。創業60年目に
なる今年…息子と社長交代しました。
　昭和30年代よりコンビナー卜が次々と建設され
て四日市、水島地区の石油化学系のプラン卜建設、
住友化学の千葉進出に際しては姉ヶ崎、袖ケ浦工
場の建設に初期より携わらせていただきました。
当時は長期出張で、飯場暮らしで毎朝、埋め立て
の砂を掃除するのが日課でした。
　本業はこれぐらいでおきます。
　地元、新居浜のサッカーについて考えることも
あり少し時聞を頂きます。
　この例会に出席の方々の中にもサッカーボールを
蹴った方、身内で関係された人等多数おられます。
　住友化学工場長で今も現役の長田さん、日泉化
学にサッカ一部を作られた一宮さん、西高出身の
日野さん吉田さん、息子さんがサッカ一部の中山
さん、垂水さん、高橋さん等多数の方がおられます。
　西高サッカーOB会のお世話をしていますが、
夢でありました、H10全国総体、H11全国選手権
大会出場を果たしました。
　新しく赴任された近藤監督のもと県代表を目指
して頑張ってくれるものと期待をしています。
　古い話ですが、私のサッカーの関りは新居浜北

中時代、六回連続優勝時の三、四回目を経験しま
した。当時サッカーは野球と比べるとマイナーな
競技でした。
　住友化学の菊本グランドが出来た時や住友病院
の南のグランドでの社会人との試合を懐かしく思
い出します。
　社会人となり、新居浜クラブとして県リーグ参
戦、またジュニア育成の大切さを痛感して、ジュ
ニアのサッカー大会を開催して指導者育成の重要
性を学び、昨年は高津教室が県代表としての全国
大会の出場を果たしました。１昨年設立30周年記
念を祝いました新居浜オールドキッカーズの立ち
上げも、サッカ一好きのファンあってのものです。
　1988年（S63）第１回全国スポレク祭が山梨に
て開催され、壮年サッカーの部で愛媛選抜で初め
て出場した。46歳でした。
　戦績はブロックで決勝を静岡と対戦、接戦１点
差で惜敗したが、山梨は当時全試合のグランドを
全面芝で設備しており、新居浜にも芝のグランド
の構想が湧いてきました。行政に働き掛け、グリ
ンフィールド新居浜として立派な２面のグランド
は完成し、評価も高いと思います。
　地元出身のＪリーガーは福西、福田、伊藤と有
名です。
　Ｊリーグ、愛媛県では愛媛FC、今治FCと２チー
ムがあり、特に最近の注目は今治FCです。元日本
監督の岡田さんを擁し、Ｊ３よりＪ２に昇格を目
指し頑張っています。
　四国には現在新居浜にもJFL加入を目指して四
国リーグで頑張っているチームもあります。
　創設は1991年ですので約30年ほど前で、新居浜
のサッカーマンが永く挑戦してきておりますが、四
国のトップとなるとハードルも高く現在は新商クラ
ブを改名、レベニロッソNC代表者は飯尾さんです。
　リーグ１位で他地域のJFLチームに勝たないと
Ｊ３には入れない。Ｊリーグの中でも最もハード
ルの高い戦いを勝ち抜いてやっとＪ３（今治FC）
となりますが夢を叶えて欲しいです。四国サッカー
リーグに所属チームはFC柳町、光洋シーリングテ
クノ、FC徳島、llamas高知FC、レベニロッソ
NC、KUFC南国、アルヴェリオ高松、多度津クラ
ブの８クラブです。
　レベニロツソNCの四国リーグ優勝を目指して応
援、支援をお願いします。スピーチ終わります。
ご清聴ありがとうございました。

会員スピーチ
近　　藤　　奉　　文
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《マスク配布のお知らせ》
　この度、出退勤時の新型コロナウイルス感染予
防のため、従業員の皆さまにマスクをお配りする
こととなりました。
　つきましては、初回配布予定日とご使用方法を
以下にお知らせいたします.

■　初回配布予定日　2020年２月22日㈯
■　数量　約２週間分（月２回程度配布予定）
■　ご使用方法　①退勤時にマスクを２枚持ち帰ります。
　そのうち１枚を着用し、退勤します。
　②翌朝、残りの１枚を着用し、出勤します。
趣旨をご理解いただき、出退勤時にご使用頂きま
すよう、よろしくお願い申し上げます。

《消毒用アルコールボトル配布について》
　この度、新型コロナウイルス感染予防のため、
外商、全店舗に消毒用アルコールボトルを配布す
ることになりました。
　各店舗に２本配布予定になっております。
お客様が接触した場所や、金銭授受のあとの手指
の殺菌消毒励行して下さい。

■　補充方法　　……２本の内１本が空になりましたら、
原材料まで送って下さい。

■　問い合わせ　補充関係・・・原材料
　　　　　　　その他・・・・総務課
　趣旨をご理解いただき、ご使用して頂きますよ
う、よろしくお願い申し上げます。

新型コロナウィルスに関する方針書
1．予防対応
⑴…外出に関して
　①………関東関西圏への社命のない出張を禁止します
（４月。状況により５月以降も継続予定。）

　②………都会圏などからの私生活を含む入出を自粛ま
た入出時の上司への報告を義務とする。

　　…状況によっては出勤規制をする。
⑵…発熱症状への対応
　①………37.5度以上の発熱の際、上司に報告の上、自

宅待機とする。事後の対応は相談。
　②………家族や同居者の発熱時は、上司に報告の上、

自宅待機とする。
　③…毎日の検温と報告記録を実施する。
⑶…基本行動の徹底
　①………手洗いと殺菌・うがい・洗顔・マスク着用を

引き続き徹底する。
　②…社員は日報により状況報告を必ず行う。
⑷………業務中通勤中のマスク着用を必ず行う。（着用を
義務化します）

⑸…職場の清掃・殺菌を行う。
　①………多数の人が接触するドアノブなどのアルコー

ル殺菌を励行する。
⑹…予防備品の支給
　①………マスクの７月末までの配布分手配中（10月ま

での配布分を目標に手配活動継続中）
　②………首掛けウイルスシャットアウト６月配布分ま

で確保済み（８月分まで状況を見つつ確保
予定。）

　③…各職場へのアルコール配布継続します。
⑺…就業時間規制・営業時間変更の検討中

新型コロナウイルス感染症予防等の方針に関して
　　　注：…2020年２月より以下の様に対応しています。状況により対策が変更されております。

　　　　　記
1．予防に関して… 「外出に関して」「発熱症状への対応」「基本行動の徹底」
… 「マスク着用義務化」「職場の清掃殺菌」「予防備品の支給」
… 「就業時間・営業時間に関して」「会議の中止・面談の禁止」
… 「会社説明会・採用面接の実施方法」「換気の実施」
… 「社内行事の延期及び中止」
2．罹患者発生時の対応
3．今後の販売戦略
4．厚生労働省等による基本注意事項
5．社命による休業時の給与の補償… 以上　　

日頃はロータリーの皆様には大変ご支援をいただきまして厚くお礼申し上げます。

ハタダの新型コロナ対策（感染予防）
畑　　田　　達　　志
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⑻………本社集合形態の会議および社外の方との面談
の休止をします（４月。状況により５月以降も
継続）

　①…評価会も書類提出で対応します
　②………テレビ会議・チャットワークミーティングの活用
⑼………会社説明会を少人数（２名）実施に変更と採用
面接における予防対策を実施

　①………説明会・パート面接においてもマスク着用・
換気・手指の殺菌を行ってください。

⑽…店舗や事務所の定期的換気の実施
⑾…社内行事の延期中止に関して
　

①…中止するもの
＊新入社員歓迎会　　＊社内旅行

　 ②…延期及び中止検討中のもの
＊本社健康診断（延期）
＊７月店長会（中止検討中）
＊従業員表彰大会（延期・中止検討中）

　　③…５月会議等については後日連絡します。

2．以下の罹患者発生時の対応については現状は
発生時に、個別対応指示をします。
　近日中に対応方針を発表します。
⑴…従業員本人が罹患したときの対応

⑵………家族・同居者の罹患および；濃厚接触者が罹患
した場合の対応

⑶………各部署の罹患者発生時の休業等に関する対応方針

上記の状態になった場合は、ためらわず即報告
をしてください。会社が全力で対応します。

3．今後の販売戦略については15日をめどに発表
します。

4．厚生労働省等からの発表の基本注意事項
⑴…３密を避ける
　………「換気の悪い密閉」「多数の人が集まる密集」「間
近で会話する密接」

⑵…不要不急の外出をしない
⑶………免疫増進のための十分な睡眠とバランスの良い食事
⑷…こまめな手洗い殺菌とマスクの着用

5．社命による休業時の給与の補償
　社命による休業をした場合の給与保障に関して
は国の制度と社内原資で満額対応できるよう考え
ています。安心して業務に集中してください。休
業時は、不要不急の外出自粛徹底お願いします。
　以上、１人１人が集団の１人としての責任と自
覚をもって行動していきましょう。

今年にはいって新型コロナ
ウィルス（COVID19）が世界
中に蔓延し、世界を震撼させ
続けています。日本にも広が
り、愛媛県・新居浜地区でも
感染者が出て大きな騒ぎにな
りました。そもそもコロナ
ウィルスは風邪のウィルスと

して広く存在していました。従来のコロナウィル
スは上気道感染（風邪）を起こしてもウィルス自体
が下気道の感染（肺炎）を起こすことはなかったの
ですが、この新型コロナウィルスは肺炎の原因と
なることがあり、しかも重症化すると命にかかわ
ります。また、今まで地球上に存在していなかっ
たウィルスなので誰も免疫を持っておらず、感染
が容易に拡大してしまいます。
住友別子病院では1月に新型コロナウィルス感

染対策本部を立ち上げて、病院の中に新型コロナ
ウィルスを持ち込まない、万が一入ってきても拡
大させず封じ込むという方針で、毎週、対策を協議・
実行してきました。標準予防策（手洗い・マスク・
うがい）を徹底し、パソコン等接触する機器は定
時的にアルコール消毒するという基本対策を行っ
たうえで、下記のような対応を行いました。対策
の対象範囲は診療（外来診療・入院診療）、患者家
族（面会・病状説明）、訪問業者、職員におよびます。
感染拡大範囲1.国内、2.県内、3.新居浜地域内、4.院
内に合わせて対策を決めて対応するようにしまし
た。まず、1.国内に感染を認めた段階で、『発熱外来』
を立ち上げて37.5℃以上の発熱、海外渡航歴のあ
る患者さんについては他の方と別の入り口から入
館のうえ隔離して診療するよう導線を区分し、新
型コロナウィルス感染の可能性があると判断した
患者さんは保健所と相談して、『帰国者・接触者相

住友別子病院の新型コロナウィルス対策
鈴　　木　　誠　　祐
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談センター』を受診するようにしました。この段
階で保健所と意見が合わずに押し問答を繰り返す
こともありました。面会者に対しては許可制とし、
少人数で15分以内、訪問業者については必要最小
限度に制限しました。また、職員に対しては、体
調の悪い職員・感染の疑いのある者に接触した職
員は自宅待機とし、感染危険地域への公務での移
動は禁止、公務外を含めて他地域への移動は自粛
としました。2.県内に感染が確認された段階では
1の対策に加えて、感染危険地域への移動歴のあ
る方も導線を分け、入館者全員に対してマスクの
着用をお願いしたうえで病院玄関で体温を測り、
感染危険地域へ移動がないか問診を行うようにし
ました。職員の健康チェックも強化し、体調の悪
い者の自宅待機を徹底しました。院内外の会議は
原則として延期・中止、公務の他地域への移動は
禁止、公務外の移動は自粛し、移動時は要報告と
しました。3.新居浜地域内に感染拡大した段階で
は診療制限を行い、不要不急の受診・検査・手術・
入院を制限しました。また、院内に感染疑い患者
が生じた場合に備えて新型コロナウィルス対策用
として陰圧個室病床を確保し、ゾーンニングのシ
ミュレーションを行いました。業者の訪問は要請
した場合のみとし、職員に対しては他地域への移
動を禁止、職員家族の移動も自粛要請し、移動時
は要報告としました。職員の外食禁止、院内食堂
での会話制限・ソーシャルディスタンスの確保、
デパート・遊興施設等日常生活に支障を及ぼさな

い施設への出入り禁止などを要請しました。6月
19日以降、国が緊急事態宣言を解除するのにした
がって、しっかりした感染対策を行ったうえで通
常診療を再開し、院内外の会議も再開しています。
職員の移動制限も解除しましたが、感染の多い地
域への移動は注意を呼び掛けています。また、職
員の外食も少人数で飲酒を伴わないものから解除
し、現在は一人一人が十分な感染対策を講じたう
えでクラスター発生が危惧される場（スナック・
カラオケ等）以外は可となっていますが、多人数
での飲食はまだ禁止となっています。
診療制限や患者さんの受診控えによって経営上
は大きな赤字となりましたが、上記のような対応
で感染の第一波ではなんとか院内に新型コロナ
ウィルスを持ち込むことを阻止できました。しか
し、第二波はすぐそこまでやってきている状況で
す。ワクチンができて新型コロナウィルス感染の
拡大・病状の重篤化が阻止できるようになるまで
予断はできず、また感染対策を強化していく事態
になるかもしれません。たいへん残念なのは心な
い誹謗・中傷や風評被害が横行していることです。
当院に新型コロナウィルス感染の患者が入院して
いるとの風評が流れ、誹謗・中傷するような電話
がかかってきたこともあります。病気に立ち向か
う以上に悲しくつらいことです。今後は誹謗・中
傷や風評被害がなくなり、国民が一丸となって新
型コロナウィルスに立ち向かい克服できるように
祈っています。

　８月１日付で転勤となり、
退会することになりました。
格式と伝統のある新居浜ロー
タリークラブには、桑原会員
のご紹介により、2016年９
月に入会させていただき３年
11カ月お世話になりました。

　この問、親睦活動・会員増強・米山奨学委員に
在籍させていただきました。特に、親睦家族会で、

みなさまと懇親できたことは、本当に楽しい思い
出になりました。これも、会員のみなさまが、何
もわからない私に、やさしく接していただいたお
かげだと、感謝しております。
　ここ数か月は、コロナの関係で、行事も含め、
いろんなことが思うようになりませんが、新居浜
口ータリークラブが、更に発展されますことを祈
念し、退会の挨拶といたします。
　本当にありがとうございました。

退 会 挨 拶
平　　尾　　秀一郎
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（敬称略）
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開　会… 小野（幸）会長
来客紹介… 西岡親睦委員長
　ゲスト　なし
　来訪ロータリアン　なし
誕生祝（７月）
　明星　　元君…11日　　佐々木世希君…13日
　桑原　征一君…14日　　畑田　達志君…23日
　平尾秀一郎君…23日　　西岡　　圭君…24日
　森平　信哉君…25日　　小森　　誠君…26日
　安藤　賢一君…31日

出席報告… 井石（安）出席委員長
幹事報告 垂水幹事
各委員会の連絡事項
ニコニコ報告… 副SAA
会長運営方針… 小野（幸）会長
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)… 各委員長
情報雑誌… 安藤情報雑誌委員長
閉　会… 小野（幸）会長

Ｒ２. 7. 2（第3292回）

Ｒ２. 7. 9（第3293回）
開　会… 小野（幸）会長
来客紹介… 礒村親睦副委員長
　ゲスト　なし…
　来訪ロータリアン　伊予三島RC…鈴木和範様
結婚記念祝（７月）
　高橋正明君…30日
出席報告… 井石(安)出席委員長
定例理事会報告… 小野（幸）会長
幹事報告… 垂水幹事

各委員会の連絡事項
ニコニコ報告 副SAA
委員会活動方針〔Ⅱ〕
(RA…・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)… … …
… 各委員長・SAA
閉　会 小野（幸）会長

開　会… 小野（幸）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　なし
出席報告… 井石（安）出席委員長
幹事報告… 垂水幹事

各委員会の連絡事項
ニコニコ報告… 副SAA
定款・細則等検討委員会進捗状況報告… 青野委員長
会員スピーチ… 桑原征一会員
閉　会… 小野（幸）会長

Ｒ２. 7.16（第3294回）

開　会… 小野（幸）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…

会員退会　　送別の辞… 小野（幸）会長

　　　　　　退会挨拶… 平尾秀一郎会員

出席報告… 井石（安）出席委員長

持ち回り理事会報告… 小野（幸）会長

幹事報告… 垂水幹事

各委員会の連絡事項
ニコニコ報告… 副SAA

出席表彰（紹介のみ）・健康相談御礼… 近藤（基）直前出席委員長
会計報告（2019-20年度）… 伊東直前会計

会計監査報告（2019-20年度）… 妻鳥直前会計監事
会員スピーチ… 近藤奉文会員

閉　会… 小野（幸）会長

Ｒ２. 7.30（第3295回）



（敬称略）

■７月２日                                                                                                 ●
小野　幸男 ……今年度、新居浜ロータリークラブ会

長に就任致しました。一年間、御指
導の程、よろしくお願い致します。

丹　　一志 …この一年、副会長を拝命しました。
果たして自分に務まるのか心配です
が、皆様のご支援をいただきながら
精一杯会長を支えていきたいと思い
ますのでどうぞ宜しくお願いします。

垂水　辰仁 …この度　本年度幹事に就任いたしまし
た垂水です。ワンチームの精神でお世
話役を務めさせていただきます。微力
ではございますが力を尽くして参りた
いと思っております。何卒ご協力の程
よろしくお願い申し上げます。

青野　　正 SAAとして小野会長の指導に従い、
例会を進めて行きます。よろしくお
願いいたします。

米谷　方利 エレクトに指名されました。１年間
勉強させていただきます。小野会長
がんばって下さい。

小野　正師 副SAAとして雑巾がけからやり直し
ます。長岡さんと共に一年間宜しく
お願いします。

桑原　征一 青野前会長、ご苦労様でした。コロ
ナで大変な時期に適切に運営して頂
きました。また、小野新会長、１年間、
身体に気をつけて頑張ってください

一宮　捷宏 小野会長他新執行者の就任おめでと
うございます。頑張って下さい。今
後共よろしくお願い致します。

藤本　　毅 小野幸男会長をはじめ役員、理事
の皆さま、１年間よろしくお願い
します。

萩尾　孝一 本年度職業奉仕委員長を拝命致し
ました。１年間よろしくお願い致
します。

中山　恵二 社会奉仕委員長として一年間がんば
りますので宜しくおねがいします。
コロナの影響でスタートプログラム
は活動できませんが、その分何かで
うめあわせしたいと思います。

永田　光春 人間尊重委員会です。宜しくお願い
します。

近藤　基起 国際奉仕委員長に任命されました近

藤です。コロナ禍の影響で留学生の
受け入れがなくなり、あまり活躍は
できませんが１年間務めさせていた
だきますので、よろしくお願い致し
ます。

佐々木世希 ロータリー財団委員会の担当になり
ました。一年間よろしくお願い致し
ます。

髙橋　英吉 米山奨学委員長として中味よくわ
かっていませんが１年間よろしくお
願いいたします。

明星　　元 青少年奉仕委員長を拝命しました。
１年間よろしくお願いします。

日野　英典 インターアクト委員長をやらせて頂
きます。よろしくお願い致します。

井石安比古 出席委員長を拝命いたしました。
100％出席を目標に努力いたします。
ので皆様御協力よろしくお願いいた
します。

桑原　征一 2020〜21年度、国際ロータリー、
日本国内委員の内、第３地区（福井県・
岐阜県より鹿児島県迄の12地区）の
ロータリー公共イメージコーディ
ネーター補佐に無理やり、就任させ
られました。公共イメージ向上のた
め、各地区ガバナーに助言、援助す
る役目のようです。鹿児島西RCの山
下コーディネーターのもと、頑張っ
てやろうと思ってます。

矢田　義久 先日キムタクがラジオの番組内で五
色そうめんを食してくれ、良い宣伝
になりました。キムタク、案外イイ
やつかも知れない。

安藤　賢一 元気でやってます。（誕生祝）
畑田　達志 いよいよ大台を迎えました。今後共

よろしく御指導のほどをお願いいた
します。

平尾秀一郎 お祝いありがとうございます。（誕生祝）
桑原　征一 誕生日祝いありがとうございます。

後期高齢者ですが、もう少し頑張り
たいと思います。

小森　　誠 53歳になります。残りの人生で、今
が一番若い。をモットーに、新しい
趣味を増やしていこうと思ってます。
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有難うございます。

明星　　元 今年で古希を迎える年になってしまいま
した。これからも元気でガンバリます。

森平　信哉 誕生祝いありがとうございます。
西岡　　圭 24日で51歳を迎えることとなりまし

た。健康に気を付けながら、親睦委
員長の１年を楽しみたいと思います。

佐々木世希 早いものでもう71歳になります。元
気で過ごします。

近藤　利彦、森平　信哉（その他）

■７月９日                                                                                                 ●
小野　幸男 伊予三島RC…鈴木和範様…ようこそ新

居浜RCに来ていただきました。歓迎
致します。

高橋　正明 何年になるかは忘れましたが、暑い
中での結婚式だったと思います。

長岡　一路 小野正師会員と副SAAを交代でさせ
ていただきます。読み間違い等ある
と思いますが御容赦下さい。

妹尾　次郎 出席委員にもかかわらず、小野会長
の記念すべき船出の例会を欠席しま
したこと、申し訳ございませんでし
た。可能な限り100％を目ざします
ので、よろしくお願いします。

高橋　正明 ローターアクト委員長になりました。
小森…誠…副委員長と東田桂典委員の
３人で頑張りますので宜しくお願い
します。

小野　正師 クラブ奉仕を重見副委員長殿のご指
導の下、務めます。宜しくお願いし
ます。

池田　昭大 本日はプログラム委員会の活動方針
を発表させて頂きます。１年間よろ
しくお願い致します。

矢田　義久 やっぱり、青野SAAは見逃してはく
れませんでした。会員増強、頑張り

ます。

井石　正哉 分類選考委員長を拝命しました。微
力ながら精一杯がんばります。

妻鳥　孝行 戦略計画委員会の委員長を拝命いた
しました妻鳥です。副委員長に松尾
嘉禮さん、委員に神野勝太さん、
松田哲雄さん、と元会長だけで構成
され、大変緊張しております。１年
間よろしくお願いします。

藤本　　毅 広報(IT)委員会の活動方針を報告さ
せていただきます。委員長拝命２年
目「まだよく分かっていません」とい
う言い訳がもう通用しないと、自分
を追い込んで努力します。

安藤　賢一 情報会報については勉強もしてませ
んがガンバリます。宜しく御願い致
します。

新谷　隆則 会報を担当します。原稿依頼の際は
よろしくお願いします。

西岡　　圭 今年度親睦委員長を務めさせていた
だきます。楽しくお酒好きな委員会
メンバーと共に皆様の親睦が深まる
ように活動して参ります。

小野正師、曽我部謙一（その他）

■７月16日                                                                                                 ●
青野　　正 皆様からいただきましたマスクあり

がとうございます。明日市の方へ持っ
て行きます。

青野　　正 定款・細則等検討委員会の報告をさ
せて頂きます。

藤本　　毅 定款・細則等検討委員会でクラブに
ついて学ぶ機会をいただき、ありが
とうございます。青野委員長、本日

のご報告よろしくお願いします。

桑原　征一 つたないスピーチをさせて頂きます。
聞き流して頂けたらと思います。

井石安比古 桑原パストガバナー、スピーチご苦
労さまです。貴重なご講話を期待し
ています。

礒村　典秀 所用で早退いたします。申し訳あり
ません。

■７月30日                                                                                                 ●
永田　光春 RNBラジオ「心にプラス・ワン」７

月21日、22日、23日、24日、4日
間永田光春の意見をのべさせて頂き

ました。ありがとうございました。

近藤　奉文 今日はつたないスピーチをお聞きね
がい感謝します。
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伊東　省司 会計決算報告をさせて頂きます。皆
さんのご協力のお陰で剰余金を沢山
残すことができました。ありがとう
ございました。

一宮　捷宏 先日、ゴルフでエージシュート73が
出ました。いつまで出来るかは？で
すので今後も出来る限りゴルフに励
みます。さそって下さい。

松田　哲雄 ロータリークラブ様よりフェイス
シールドいただきました。ありがと
うございました。

長田伸一郎 近藤奉文会員、会員スピーチ楽しみ
にしています。

小森　　誠 先日、第96回…一宮白鳥会コンペに
参加させて頂き、優勝させて頂きま
した。感謝の思いで、ニコニコさせ
て頂きます。コロナの政府給付金で
買ったドライバーが良かったのかも
しれません。

長岡　一路 よしだ会員にお願いして事務所と庫
裡の玄関のリフォームをしました。
手際よい仕事で、宅配のお兄さんか
らも"みちがえましたね"とほめても
らったり皆大変喜んでおります。

近藤　利彦、曽我部謙一（その他）
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ニコニコ寄付金
７月 合計 54件  148,000円       累 計 54件  148,000円円

2020 ー 21 年度

PHD箱寄付金報告（インターアクト委員会）

… ７月合計額… 3,006円
… 2020−21年度累計額… 3,006円

… 昭和57年５月13日スタート以降の累計額… 1,774,392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

2020ー21年度の入退会者

月／日 入　　会 退　　会 事 業 所 名 紹 介 者

7/31 平尾秀一郎 愛媛銀行新居浜支店 桑原　征一

計 0名 1名

正 会 員 数

６月末 63名

7月末 62名
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● 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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編 集 後 記

表紙写真提供：新居浜市観光協会

編 集 後 記

　新型コロナウイルス感染の第２波とも言われ、７月下旬から全国で毎日1,000名を超える新
規感染者が報道される中、８月に入り体温を超す気温が続き、新型コロナ以上に熱中症で死
者が出ています。ワクチンが猛スピードで開発されているとは言え未だ投与時期・順番も不
透明な状況で、当面各自の予防に頼るしかありません。
　新居浜ロータリークラブの会員・ご家族の皆様及び各社従業員の方々には、新型コロナウ
イルス感染予防と共に残暑にも気を付けて対応頂き今年の夏を無事に乗り切って下さい。
　今月号では新型コロナウイルス感染予防が最も進んでいる医療機関と食品製造販売の対策
を鈴木会員・畑田会員に投稿頂きました。会員各社の対策に役立てて頂ければ幸いです。
　会員は各社での集団感染予防に併せ、地域における発言力を自覚して新居浜市内での感染
発生の際には誹謗・中傷や風評被害防止を互いに努めましょう。
　近隣クラブが会員減少を叫ぶ中、新居浜ロータリークラブは会員数を維持しており会員増
強委員会を初め役員・理事の皆様のご活躍に敬意を表します。


