
表紙のことば

６月は梅雨入り、雨に濡れた紫陽花が似合う月である。ところが今年の梅雨は如何したの
であろうか、どんよりと曇った日は続くが一向に雨は降らない。絵の中に「紫陽花に　晴れ
間嬉しや　かたつむり」という句を入れたが、雨が無ければカタツムリの嬉しさも半減する
のではないだろうか。

 絵・文　伊藤雅治

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。
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2018

新居浜ロータリークラブ　会報委員長　長 岡 一 路
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　　妻 鳥 孝 行 　　　　　　　　　幹　事 　　東 田 桂 典

● 発行所
● 印刷所

国際ロータリーテーマ

《 ’17 - ’18 》
ロータリー：変化をもたらす

クラ ブ 基 本 方 針

《 ’17 - ’18 》
新居浜ロータリーの長所を生かし、
　　ガバナー輩出の次年度に備えましょう

6

編 集 後 記

いよいよ私の担当も最終号となりました。何とか体裁を保つことができましたのも東田幹
事兼会報委員会常任顧問の編集手腕に助けられることが大きく、今月号も原稿数が少なくて
心配されましたが、うまくやりくりしていただいて無事にお届けできました。
日本語は世界でも難しい部類の言語だそうですが、漢字にひらがなカタカナを使い、読み
も音読み訓読みがあるし、仏教で一般的な読み方である呉音（ゴオン）などが渾然一体とな
った言葉を日常何気なく使い分けているのですから、我が民族は実に大したものだと思います。
会報委員長としては従来の紙面を維持するのが精一杯でしたが、委員会での３年間は今後の
ロータリー活動においてもいい経験だったと思います。みなさまの原稿のご協力ありがとう
ございました。



−2−

・IM報告
　（会長・３年未満会員）
・情報雑誌
　　　　
・家庭集会 
    クラブ奉仕・親睦
    SAA   

9
16～ 17
24

８

10
16～ 18
16
22

28～ 29

14　
　
　

日

12　
　
　

日

10　
　
　

日

21　

日

17�

日�

（火）
17　

日

６月（親睦活動月間） ７月５月（青少年奉仕月間）

７　
　

日

５　
　

日

３　
　

日

28　

日

26　

日
24　

日

31�

日

・ IAC会長幹事会
・ RAC地区大会（高知）
・ 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
・ 中学生弁論大会（青少年）
・ 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）
・ 市民一斉清掃（7：00 ～）
（社会奉仕・雨天29）
・ IAC年次大会（鳴門市）

【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　
　

日

・ 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

・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・戦略・広報
　　情報雑誌・会報・親睦・SAA

・外部卓話（青少年）
・情報雑誌

・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）
・短期交換学生例会出席
※曜日・時間（12：30点鐘）注意！

【移動例会】（12：00 ～）
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 ～）

・家庭集会
　　（新旧理事・副幹事・副会計）

・家庭集会（18：30 ～）
　（元会長・現理事・副幹事・副会計）

・クラブ協議会 7/19（木）18：30 ～
※曜日注意！

・新旧クラブ協議会
　　　　　（18：30 ～）

・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（2017‐2018年度）
・短期交換学生受入報告（国際奉仕）
・情報雑誌

・クラブフォーラム
　（戦略計画委員会）

・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
・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

・外部卓話（国際奉仕）
・情報雑誌

憲法記念日

（カード	 12）

	 10日	 62	 47	 15	 75.81%	 15	 100％

	 17日	 62	 39	 23	 62.90%	 23	 100％

	 24日	 62	 41	 21	 66.13%	 21	 100％

	 31日	 63	 54	 ９	 85.71%	 ９	 100％

　合　計	 249	 181	 68	 	 68	

　平　均	 62.25	 45.25	 17	 72.64%	 17	 100％	

区分

例会日
会員数

５ 月 中 の 出 席 成 績
（平均100%）

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

2017ー 18年度

（カード16）0

（カード16）0

（カード16）0

（カード13）1

（累　計	 16）
（カード	 73）

（　　　	 1）
（カード	 16）

（敬称略）（敬称略）

　2018年５・６・７月例会と行事予定　

目　　　　　　　　次

「新居浜市中学生国際交流事業」の卓話を終えて…… …４

会長杯コンペ優勝……………………………… …４

入会挨拶………………………………………… …５

例会記録・ニコニコBOX……………………… …６
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日　時：平成30年５月10日(木)………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）…新会員の入会について

	 定 例 理 事 会 報 告 	 幹事　東 田 桂 典

（敬称略）

■	５月17日　【移動例会】会長杯コンペ　表彰式＆懇親会	■

日　時：平成30年５月24日(木)………12:00〜

場　所：……リーガロイヤルホテル新居浜

諮問人員：７名

議題および内容

1）…新会員の入会承認と所属委員会決定について

2）…新会員の入会について

	 持 ち 回 り 理 事 会 報 告 	 幹事　東 田 桂 典
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「新居浜市中学生国際交流事業」の卓話を終えて
新居浜市教育委員　　伊 藤 嘉 秀

５月31日の例会の

中で、卓話の時間を

賜りまして、毎年新

居浜市教育委員会で

実施している「新居

浜市中学生国際交流

事業」についてお話

をさせて頂きましたこと心より感謝申し上げま

す。本事業は、1986年から行われ昨年度で第30

回を迎えています。派遣される中学生は20名程で

すが、その中には語学に興味を持ち、海外の大学

へ進学する学生や高校生になって夏休み中に一人

で派遣先のホームステイファミリーを訪問する方

も出てきています。

近年、大手企業を中心に世界市場の開拓やグ

ローバルな取引が進み、行政においても地場産業

の輸出先開拓が取り組まれており、実践に役立つ

英語力が喫緊の課題となっています。これらの影

響で学習指導要領も改正され、小学生からの英語

教育が予定され、中学校では今まで以上に英会話

やコミュニケーション能力、能動的な英語の学習

が行われるようになりました。

新居浜市教育委員会では、こうした変化に対し

て、毎年行っている国際交流事業の経験を活かし、

子どもたちがより英語に親しみやすく会話のでき

る授業に取り組むため、ＡＬＴ（外国語指導助手）

の増員や簡単な英会話から始まるALL… … ENGLISH

授業を進めています。

新居浜の子どもたちが、海外へ自由に行き来し、

会話や通信によって国外の人々と心が通じ合う事

ができるように、しかしながら根底には故郷学習

やユネスコスクールで育んだ故郷愛をもって活躍

できるように願っています。

今後も新居浜ロータリークラブの皆様にご支

援、ご指導を頂けますことをお願い申し上げまし

て卓話のお礼とさせていただきます。

５月17日は移動例会で、場

所は新居浜カントリー倶楽部

でした。当日は来客紹介の当

番に当たり、５月に結婚記念

日の会員14名を紹介させて

いただきました。無事例会も

終わり、玄関前に集合し記念

写真を撮って貰ったあと、会長杯ゴルフコンペが

スタートしました。

コンペの参加者は、当初28名のエントリーでし

たが、最終的に３名が欠席し、25名となりまし

た。我々の組もひとり減り３人でのインスタート

で、パートナーは垂水辰仁氏と矢田義久氏でした。

垂水さんとは初めての同組プレイでした。矢田さ

んとは何年ぶりかの同組でしたが、70台にあと一

歩の相変わらずの華麗なゴルフを見せて頂きまし

た。私は、久し振りのゴルフのうえに、ワンウェ

イのスループレイはさすがに足腰に疲労がにじん

でいましたが、無事にホールアウト出来ました。

最終組で、お風呂を出るときは誰もいなくなり、

西本先生が風呂場にお忘れになった帽子を持っ

て、懇親会と表彰式がある龍鳳に向かいました。

ダブルペリアの結果は、イン43、アウト46、

グロス89でハンデが16.8も付き、ネット72.2の

優勝でした。アウトもインも２ホールずつ有った

ダボが全て隠し

ホールとなってお

り、0.2ポイント

差で小野幸男氏を

かわしての幸運で

した。

来季の新居浜

会長杯コンペ優勝
重 見 法 人

【外部卓話】

懇親会の様子
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順位
優勝

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

順位
14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

OUT
46

48

48

40

42

42

40

47

51

43

57

46

48

OUT
47

54

44

46

45

51

46

45

46

40

46

65

IN
43

46

48

43

38

44

43

48

49

44

54

46

43

IN
48

46

43

40

46

63

42

42

47

46

46

63

GROSS
89

94

96

83

80

86

83

95

100

87

111

92

91

GROSS
95

100

87

86

91

114

88

87

93

86

92

128

HDCP
16.8

21.6

22.8

9.6

6.0

12.0

8.4

20.4

24.0

10.8

34.8

15.6

14.4

HDCP
18.0

22.8

9.6

8.4

13.2

36.0

9.6

8.4

14.4

7.2

10.8

36.0

NET
72.2

72.4

73.2

73.4

74.0

74.0

74.6

74.6

76.0

76.2

76.2

76.4

76.6

NET
77.0

77.2

77.4

77.6

77.8

78.0

78.4

78.6

78.6

78.8

81.2

92.0

参加者名
重見　法人

小野　幸男

小野　雄史

白石　正一

矢田　義久

藤田　真哉

青野　　正

安藤　賢一

村上　　徹

加藤　友久

日野　英典

佐々木世希

松尾　嘉禮

参加者名
永田　光春

西岡　　圭

中山　恵二

新谷　隆則

桑原　征一

金山　貴博

妻鳥　孝行

一宮　捷宏

明星　　元

西本　　健

東田　桂典

垂水　辰仁

松山市の愛媛新聞社本社か

ら４月に東予支社へ赴任して

まいりました。このたびは株

式会社ハタダの畑田達志会長

のご推薦により、伝統と格式

ある新居浜ロータリークラブ

に入会させていただき、大変

光栄です。

私が入社したのは1992（平成４）年です。学

生時代はバブル景気で経済が過熱する一方、昭和

から平成に変わり、冷戦終結や湾岸戦争なども

あって、自分が生きてくこれからの時代はどうな

るのだろうと感性を刺激されました。

こうした状況で、世の中の動きを広く伝えるこ

とで社会貢献したい、さまざまな現場を自分の目

で見たいと思い、記者を志しました。以来26年余

りたち、東京で国政に触れる機会もいただきまし

た。論説委員として１面コラム「地軸」や社説も

担当しました。新聞社も今は紙媒体だけでは生き

残れません。私はケーブルテレビやインターネッ

トの映像ニュースの記者も長く経験しました。

私は現場へ足を運ぶこと、さまざまな立場の人

から話を聞くこと、そして正確にわかりやすく伝

えることを大事にしてきました。作家の井上ひさ

しさんは文章のポイントとして「むずかしいこと

をやさしく、やさしいことをふかく、ふかいこと

をおもしろく」と言っています。記事であれ映像

ニュースであれ、これが私の心がけてきたことで

す。その境地にはまだ遠く、それゆえ記者の仕事

は難しく面白いのだと感じています。

新居浜に単身赴任して以降、水がよほど合って

いるらしく体重が２〜３キロ増えてしまいまし

た。水といえば今の街をはぐくんだ壮大な山並み

が迫り、水に関連した地名も多く、水の豊かな町

であることを住み始めてから初めて知りました。

新旧の街が混在して味わいがあり、人もすばらし

く、本当に良いところです。新居浜ロータリーク

ラブの皆様をはじめ、この地での出会いに感謝し

ながら活動してまいりたいと思っています。どう

ぞよろしくお願いいたします。

入 会 挨 拶
藤 本 　 毅

会長杯コンペ順位表

ロータリークラブでは、親睦活動委員長を務めさ

せていただきますが、未熟な次年度委員長を激励

する優勝を戴いたと思い、これからのロータリー

活動を一層頑張る所存でございます。

よろしくお願い致します。ありがとうございま

した。
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（敬称略）

Ｈ30.５.17（第3194回）　
開　会… 妻鳥会長

来客紹介… 重見親睦委員

　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

　秋月　伸治君…… 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　　石川　博敏君……10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　　村上　正純君……29日

出席報告… 東田幹事

幹事報告（ホームページに掲載）… 東田幹事

各委員会の連絡事項
ニコニコ報告� 副SAA

例会閉会… 妻鳥会長

記念撮影… 白石親睦委員長

会長杯ゴルフ大会

Ｈ30.５.10（第3193回）　
開　会… 妻鳥会長

来客紹介… 森平親睦委員

　ゲスト… 桑原運輸㈱　安全環境室　鴻上大輔様

… 新居浜市市民部　鴻上歩実様

… 米山奨学生　孫源晙様

　来訪ロータリアン　なし…

誕生祝（５月）
　高橋　正明君…… 7日　　石川　博敏君……10日

　田中　康幸君……10日　　高橋　英吉君……20日

　長岡　一路君……27日　　

出席報告… 近藤（奉）出席委員長

定例理事会報告… 妻鳥会長

幹事報告（ホームページに掲載）… 東田幹事

各委員会の連絡事項
ニコニコ報告� 副SAA

新会員入会
　　　紹　　介… 萩尾会員

　　　入会挨拶… 西岡圭会員

　　　歓迎の辞… 妻鳥会長

外部卓話（青少年奉仕委員会）
　　　紹　　介… 永田青少年奉仕委員長

　　　ライラセミナー報告… ①鴻上大輔様

… ②鴻上歩実様

　　　謝　　辞（修了証授与）… 妻鳥会長

情報雑誌… 西本情報雑誌委員長

閉　会� 妻鳥会長

Ｈ30.５.24（第3195回）　
開　会… 村上（徹）副会長

来客紹介… 高岡親睦委員

　ゲスト… ㈱愛媛新聞社　東予支社長　藤本毅様

　来訪ロータリアン　なし…　　

出席報告… 近藤（奉）出席委員長

持ち回り理事会報告… 村上（徹）副会長

幹事報告（ホームページに掲載）… 東田幹事

各委員会の連絡事項
ニコニコ報告� 副SAA

クラブフォーラム（戦略計画委員会）� 小野（雄）副委員長
閉　会� 村上（徹）副会長
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開　会… 妻鳥会長

来客紹介… 鈴木親睦委員

　ゲスト…

… 広告会社ナレーション　代表　伊藤嘉秀様

　来訪ロータリアン　

… 高知南ロータリークラブ　戸田明様

出席報告… 近藤（奉）出席委員長

幹事報告（ホームページに掲載）… 垂水副幹事

各委員会の連絡事項
ニコニコ報告… 副SAA

新会員入会
　　　紹　　介… 畑田達志会員

　　　入会挨拶… 藤本毅会員

　　　歓迎の辞… 妻鳥会長

外部卓話（国際奉仕）
　　　紹　　介… 小野（正）国際奉仕委員長

　　　卓　　話「中学生海外派遣について」…

… 伊藤嘉秀様

　　　謝　　辞… 妻鳥会長

閉　会… 妻鳥会長

Ｈ30.５.31（第3196回）

西岡　　圭　…本日より入会させていただきます。

末永くお付き合いのほど、よろしく

お願いいたします。

畑田　達志　…西岡さん入会ありがとうございま

す。萩尾さんお世話になります。よ

ろしくお願いします。

桑原　征一　…西岡圭さん、入会おめでとうござい

ます。これから宜しくお願いします。

萩尾　孝一　…西岡圭君、これからもロータリーを

楽しんで下さい。

伊藤　雅治　…３ヶ月入院し、ロータリーを休んで

しまいました。クラブの100％出席

を破り申し訳有りません。

村上　　徹　…伊藤先生無事回復されおめでとうご

ざいます。これからも元気にロータ

リーに出席して下さい。

東田　桂典　…伊藤先生、病気ご回復おめでとうご

ざいます。出席をお待ちしておりま

した。

桑原　征一　…本日は、弊社鴻上大輔がライラセミ

ナーの受講報告をさせて頂きます。

お世話になり、ありがとうございま

した。鴻上君、お疲れ様でした。

高橋　英吉　…６人目の孫の初節句、ふなやにて行

いました。まだ９ヶ月です。

永田　光春　…晴れの国、岡山100kウォーク、挑

戦76.6k、18時間歩きドロップアウ

トする。大会テーマは自習、自得。

でした。短い時間で、小さな事に感

謝できた。来年度は必ず完歩したい。

西本　　健　…5/3 〜 ４ おかやま24時 間100km

ウォークに永田会員、増田会員と参

加。 途 中 足 趾 の 豆 が つ ぶ れ、

39.4kmでリタイア。5/5 〜６土佐

ユートピアCCでボール確認に走ろ

うとして、右ふくらはぎが痙攣し、

軽い肉離れか痛み続いています。趾

の爪も３本死にかけています。大変

です。

明星　　元　…新居浜カントリー倶楽部の４月度シ

ニア月例で優勝しました。記念に額

に入ったレリーフを頂く予定です

が、このレリーフは在庫がなくなれ

ば廃止するそうですので、もう１枚

欲しい方は、早目に優勝を目指して

下さい。

新谷　隆則　…4/18、19　愛媛県アマチュア選手

権決勝大会を無事終了。2019年は

日本ミッドシニア選手権競技を受入

れ、全国からトップアマが新居浜に

来ます。又、2020年の日本スポー

ツマスターズ、男子ゴルフ会場にも

内定しています。

白石　正一　…５月５日、土佐ユートピアゴルフ場

■�５月10日�	……………………………………………………………………………………… ●

（敬称略）
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にて、３地区のロータリーの親睦ゴ

ルフがありました。団体戦は新居浜

ロータリーが優勝、そして、個人戦

は私が優勝しました、一緒にまわっ

ていただいたメンバーの方ありがと

うございました。

伊東　省二　…鯉のぼりが終ってもカープまだ首

位!!このまま優勝を祈願してニコニ

コさせていただきます。

妻鳥　孝行　…月初の例会時、君が代を忘れていま

した。会長職も終り近くなり、油断

していました。申し訳ありません。

石川　博敏　…今年も無事一年過ごせました。

長岡　一路　…来年から本格的に年金もらえます。

特別な感慨ナシです。

高橋　正明　…元気に69才になりました。

高橋　英吉　…満70才になります。今後は終活につ

いて考えていきます。

松尾　嘉禮　…５月５日、バラの花束を有難うござ

いました。52回目の記念日でした。

明星　　元　…バラの花束、ありがとうございまし

た。今年で結婚40周年を迎えました。

これからも仲良く過ごして行きたい

と思います。

嶋田　祐二　…結婚記念

小野　正師　…（その他）

妻鳥　孝行　…本日、新居浜CCでの移動例会、RC

メンバーには晴男が多いようで、熱

中病に気を付けて頑張りましょう。

小野　幸男　…本日は、例会、会長杯コンペ、新居

浜CCを利用していただきありがと

うございます。

加藤　友久　…新居浜カントリー倶楽部での移動例

会開催に感謝いたします。

白石　正一　…さる５月12日土曜日、白岡ガイドさ

んの案内で、住友産業遺産を見学し

てきました。我々メンバーは７名が

参加しました。全員銅山峰に登り、

無事下山しました。

白石　正一　…新居浜ロータリーの元メンバーで、

四国電力新居浜支店長をされていた

原田雅仁様が、このたび６月末の株

主総会で四電エンジニアリングの社

長に内定されます。今後ますますの

ご活躍祈っております。２つ合わせ

て亀さんをします！

山内　君男　…4/19付で、本社ブリーズベイホテル

経営支援部シティホテル担当ディレ

クターの兼務となりました。新居浜、

長岡、佐久に加え、北海道の千歳、

帯広、そして富山のホテルの担当と

なり、毎月巡回することになります。

体力勝負です。皆様に出来るだけご

迷惑をかけないようにと思っており

ます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。

井石　正哉　…33回目の結婚記念日を迎えました。

30年を超える頃から逆らわない事が

平和の秘訣と考えています。

村上　正純　…37回目の結婚記念日となりました。

今年はおかげさまで総会会合が入っ

ていないので29日は家に帰ります。

中山　恵二　…５月８日で結婚40周年を迎えること

ができました。後10年、石の上にも

なんとやら…耐え抜いて金婚式を迎

えたいと考えております。

西本　　健　…５月14日が40周年目の結婚式でし

た。ルビー婚というそうです。ルビー

の指輪などは贈りませんでしたが、

きれいなバラが届き、慶んでいまし

た。ありがとうございました。

白石　正一　…結婚して27年、そのご褒美に７月に

北海道旅行に行きます！

■�５月17日�	……………………………………………………………………………………… ●

中山　恵二　…先日、新居浜C.Cの月例で、MS（ミッ

ド・シニアの部）で優勝しました。

残り少ない楯（たて）を手に入れた

いと思います。

鈴木　誠祐　…5/12に住友別子病院健康フェスタ

2018を行いました。500名以上の

方が参加され、盛大に終えることが

できました。ありがとうございまし

■�５月24日�	……………………………………………………………………………………… ●
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戸田　　明　…今日は例会におじゃまさせて頂きま

した。ありがとうございます。

米谷　方利　…５月25日の総会において、愛媛県建

設業協会会長の任期２年を終えて無

事に退任しました。任期中はお世話

になりました。

池田　昭大　…予定外の突然の人事ですが、所属団

体の（一社）日本塗装工業会愛媛県支

部の支部長を拝命致しました。力不

足を感じますが、まずは一期２年頑

張ります。

高橋　正明　…6/1は、人権擁護委員の日です。私は、

人権擁護委員を20年以上してきまし

た。

藤本　　毅　…伝統と格式ある新居浜ロータリーク

ラブに入会させていただき、大変光

栄です。よろしくお願いいたします。

畑田　達志　…藤本さん入会おめでとうございま

す。今後共新居浜ロータリーよろし

くお願いします。

小野　正師　…本日、国際奉仕委員会、外部卓話に

て新居浜市教育委員　伊藤嘉秀様に

お越し頂きました。

妻鳥　孝行　…先週は欠席して村上副会長にお世話

になり、ありがとうございました。

石川　博敏　…お祝いありがとうございました。妻

も大変喜んでおりました。（結婚記

念）

■�５月31日�	……………………………………………………………………………………… ●

ニコニコ寄付金2017 ー 18 年度

５月 合計 52 件  164,000 円       累 計 459 件  1,812,000 円

高知南RC
ロータリー財団委員長

た。

近藤　利彦　…先日の法人会総会にて、優良会員と

して表彰して頂きました。ありがと

うございました。

近藤　利彦　…５月１日に、母が住友病院にて緊急

手術を行い、10日に無事退院する事

ができました。鈴木先生にはいろい

ろお世話になり、ありがとうござい

ました。

高橋　正明　…５月12日（土）親睦委員会主催の別

子銅山遺跡群めぐりをしながらの銅

山越えハイキング、死ぬ思いをしま

したが、楽しかったです。また、来

年も行きたいです。

重見　法人　…５月17日開催の会長杯ゴルフコンペ

優勝させていただきました。矢田さ

ん、垂水さんのパートナーに恵まれ、

90をやっと切ったスコアーでした

が、ありがとうございました。

小野　雄史　…本日戦略計画委員会のクラブフォー

ラムを行わせていただきます。よろ

しくお願いします。

永田　光春　…５月10日、ライラ参加報告では、例

会時間を15分も長引かせてしまい、

ご迷惑をおかけしました。

高橋　正明　…５月10日の例会において、S.A.Aと

して時間管理に不手際があり、予定

時間を超過してしまい、会員の皆様

にご迷惑をおかけしました。申し訳

ありませんでした。

近藤　利彦　…５月14日で結婚12年になりました。

最近ますます家庭内にて孤立感を感

じるのは、気のせいでしょうか。

垂水　辰仁　…５月21日月曜日仏滅、幸せのバラが

届きました。結婚して42年経過しま

す。今の楽しみは孫４人の成長と、

家内との小旅行の計画です。

田中　康幸　…49回目の誕生日を家族で祝ってもら

いました。40代最後の年も頑張って

いきます。

萩尾　孝一　…（その他）
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私は、昭和21年12月に新居

浜市に生まれ、地元の小・中・

高校に通いました。

３男であることから、大手電

機メーカーに就職いたしまし

た。横須賀市葉山からバスと電

車に乗って横浜市戸塚の工場ま

で通勤でした。しかし、少し慣れた時に父親から家を

継いで欲しいので帰るように強い要請がありました。

帰省しても就職が決まらないと帰れないと父親に話を

していました。２男の兄は、どこで情報を入手したの

か、愛媛県が行政職の採用試験を実施するので、今後

の採用試験の腕試しのつもりで受けるように強く言わ

れたため、帰省して受験いたしました。

学科試験は、全て４択問題で２問程度は分かりまし

たが、後の２問は疑問符が付くので、鉛筆を転がして

運を天に任せました。

また、面接は、民間企業の厳しさを一応体得してい

ましたので、仕事に対する心構えとして与えられた仕

事は責任をもって最後までやり抜きますと、今思えば

無責任に答えました。

択一式の学科試験でしたが、答えに自信が無かった

ことと、面接の質問も他は何を答えたのか記憶に無

かったので、不合格であると思っていました。

どこでどう間違ったのか分かりませんが、採用通知

が届きました。

初出勤は、昭和42年８月です。勤務先は、西条市

にある黒瀬ダム建設事務所で県営ダムとしては、有効

貯水量が県下一のダムです。初仕事は、用地交渉や登

記事務でした。

登記事務で法務局の所長から可愛がられ役所の仕事

は、法的根拠に基づき進めることや、同一業務の担当

者から教えを請われるくらい担当業務に精通すること

が公務員として、また組織人として重要であると教え

られました。仕事に対するこの考え方は、県職員や団

体職員として仕事をしていく上で大いに役立ちまし

た。また、係長時代に６ヵ月間の研修に参加し、110

名の都道府県職員と同じ釜の飯を食べたことです。昼

間の講義より夜の「赤ちょうちん」研修が充実してい

ました。

研修後に７回の人事異動を経験した「あれから（採

用から）40年」後の平成19年に西条地方局総務県民

部長を最後に定年退職いたしました。

私は、県庁退職後の平成19年４月から縁あって、

地域の総合経済団体である新居浜商工会議所に約９年

６ヵ月お世話になりました。この間、青野正元会頭・

小野幸男前会頭の指示のもとで取り組んだ記憶に残る

仕事は、中村知事・石川市長の同行による住友本社へ

の年始表敬訪問の実現と株式の購入など、住友各社さ

んとの共存・共栄に関して一翼を担わせていただいた

ことです。

そして、平成28年12月から歴史と伝統のある新居

浜カントリー倶楽部で引き続きお世話になっていま

す。ゴルフ人口の高齢化と減少時代にあって、支配人

として緊張した毎日を送っていますが、１日も早く会

員から信頼されるように微力ながら取り組んでいく所

存であります。

現在、元気で仕事が出来るのは、これまでご指導い

ただいた上司、先輩、同僚の皆様方と、仕事に専念で

きるように家事・育児全般を支えてくれた妻のおかげ

であると感謝しています。

これからは、ロータリアンとして地域社会のため、

微力ながら社会奉仕に努めて参りますので、引き続き

ご指導ご鞭撻賜りますようお願い申し上げます。

私 の 履 歴 書
加 藤 友 久
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PHD箱寄付金報告（インターアクト委員会）
　… ５月合計額… 7,156円　
… 2017‐18年度累計額… 52,568円　

… 昭和57年５月13日スタート以降の累計額… 1,650,192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… 59名

… ７月末… 59名

… ８月末… 59名

… ９月末… 60名

… 10月末… 60名

… 11月末… 61名

… 12月末… 63名

… １月末… 64名

… ２月末… 64名

… ３月末… 61名

… ４月末… 61名

… ５月末� 63名

正 会 員 数

2017ー18年度の入退会者
入　　会 退　　会 紹 介 者事 業 所 名月／日

9/14… 藤田　真哉　　　 … ㈱伊予銀行　新居浜支店… 青野　　正

11/9… 重見　法人　　　 … ㈱タステム.… 秋月　伸治

12/14… 加藤　友久　　　 … （一社）新居浜カントリー倶楽部… 神野　勝太

12/14… 金山　貴博　　　 … 住友金属鉱山㈱ 別子事業所… 丹　　一志

1/18… 池田　昭大　　　 … 四国竹林塗装工業㈱… 嶋田　祐二

3/7… 　　　大谷　洋司… 住友生命保険（相）新居浜支社… 西本　　健

3/21… 　　　野村　大介… ㈱愛媛新聞　東予支社… 畑田　達志

3/31… 　　　宮崎　誠司… 四国電力㈱　新居浜支店… 井石安比古

5/10� 西岡　　圭　　　 � 西機電装㈱� 萩尾　孝一

5/31� 藤本　　毅　　　 � ㈱愛媛新聞社東予支社� 畑田　達志

… 計… 5名… 3名



表紙のことば

６月は梅雨入り、雨に濡れた紫陽花が似合う月である。ところが今年の梅雨は如何したの
であろうか、どんよりと曇った日は続くが一向に雨は降らない。絵の中に「紫陽花に　晴れ
間嬉しや　かたつむり」という句を入れたが、雨が無ければカタツムリの嬉しさも半減する
のではないだろうか。

 絵・文　伊藤雅治

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
2018
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● 発行所
● 印刷所

国際ロータリーテーマ

《 ’17 - ’18 》
ロータリー：変化をもたらす

クラ ブ 基 本 方 針

《 ’17 - ’18 》
新居浜ロータリーの長所を生かし、
　　ガバナー輩出の次年度に備えましょう
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編 集 後 記

いよいよ私の担当も最終号となりました。何とか体裁を保つことができましたのも東田幹
事兼会報委員会常任顧問の編集手腕に助けられることが大きく、今月号も原稿数が少なくて
心配されましたが、うまくやりくりしていただいて無事にお届けできました。
日本語は世界でも難しい部類の言語だそうですが、漢字にひらがなカタカナを使い、読み
も音読み訓読みがあるし、仏教で一般的な読み方である呉音（ゴオン）などが渾然一体とな
った言葉を日常何気なく使い分けているのですから、我が民族は実に大したものだと思います。
会報委員長としては従来の紙面を維持するのが精一杯でしたが、委員会での３年間は今後の
ロータリー活動においてもいい経験だったと思います。みなさまの原稿のご協力ありがとう
ございました。
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