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《 ’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！

5
編 集 後 記

今月は、ガバナー輩出クラブへの、ガバナー公式訪問が執り行われました。そこでのガ
バナーの『講話』では、ガバナーとしての地区の活動や、地区大会での会員の協力に対し、
桑原ガバナーは“感謝”の念を表されました。さらには一つの苦言として、確かにクラブ
の能力には高い物があると、しかし小さくまとまる傾向が見られ、今後さらに広い視野を
持って、新たなプログラムに挑戦し、さらにクラブを発展させていってほしいとのお言葉
でした。
10月からの、消費税増税に備え、新居浜税務署の池尻幸代上席調査官にお越しいただき
『軽減税率制度』に関するお話をいただきました。４月18日には春の『呈茶』があり、淡
交会新居浜支部の志賀宗樹様からのご報告をいただきました。青少年委員会の外部卓話は、
新居浜市教育長の高橋良光様にお越しいただき、現在の教育委員会の活動状況と、今一番
大切にしていることは、『物の見方によって、相手の見方も変わってくる』よって、『人
の思いに心を寄せ、耳を傾けることや、温かい言葉で包み込むことから、本当に持続可能
な社会が築かれるものと思われます』と述べられました。西本　健会員からは『山の話』
が寄せられ、山登りの楽しさと、高山病や低体温症を防止するためには、周到な準備が必
要である事が述べられました。最後は、永田光春会員による、『晴れの国岡山での100ｋｍ
歩行』への挑戦・参加記です。そこには人生そのものを歩くような思いと、達成したとき
の『“自修自得”。嗚呼・万感の思いで！！』が手を取るように表されていました。
　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。今期の会報発行
もあと１回となりましたが、今までと同様に、来期も含め改めてご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
　　　　
・家庭集会 
    クラブ奉仕・親睦
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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）

・ ライラセミナー・ RAC会長幹事会（高知）
・ 4RCゴルフ（西条RC担当）

【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
・家庭集会（18：30 ～）
（新旧理事・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 ～）

・ガバナー補佐公式訪問
・外部卓話（新居浜税務局）
・クラブ協議会（13：50 ～ 14：50）

・家庭集会（18：30 ～）
（職業・国際・財団・米山）

・次年度プログラム説明
・次年度予算説明
・情報雑誌

【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 ～）

・お茶の会（プログラム） ・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

・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

・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（13：50 ～）

【夜間例会】（18：30 ～）
新居浜南RC担当
卓話：新居浜RC担当
　※曜日注意！（火曜日）

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

（敬称略）（敬称略）

　2019年４・５・６月例会と行事予定　
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足を動かせば幸せが来る！
～晴れの国おかやま24時間100キロ歩行物語～
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日　時：平成31年４月18日(木)………13:45～

場　所：……リーガロイヤルホテル新居浜

諮問人員：５名

議題および内容

1）…新会員の入会について

2）…日本笑い学会四国支部主催「Dr.カタリア来日

記念講演」後援依頼について（名義のみ）

	 定 例 理 事 会 報 告 	 幹事　小 野 雄 史

日　時：平成31年４月25日(木)………12:15～

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

	 持 ち 回 り 理 事 会 報 告 	 幹事　小 野 雄 史

（敬称略）

■	４月25日　ガバナー公式訪問	■

■	５月16日　［移動例会］会長杯コンペ（滝の宮CC）	■
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新居浜ロータリークラブの

会員の皆様、今年は大変お世

話になりました。皆様方の暖

かいご支援に対しまして、心

からお礼を申しあげます。

私のガバナー年度も早や

10 ヶ月を経過し、後２ヶ月

余となりました。ここまで順調に活動できました

事は、ひとえにホームクラブである新居浜ロータ

リークラブの皆様が支えて下さった賜と改めて感

謝申しあげます。

本日、国際ロータリー第2670地区74クラブの

公式訪問が終了いたします。新居浜ロータリーク

ラブの平成最後の例会が、私の締めの公式訪問と

なりました事、何か感慨深いものがございます。

さて、2016年５月にガバナーノミニーデジグ

ネートという長い名前の役職に指名されてから３

年間、私にとりましてはまさに激動の３年間であ

りました。ノミニー時代はわりとのんびりしてい

たのですが、エレクトに就任してからは、2017

年９月のGETS、10月第２回目GETS、11月のロー

タリー研究会、大変な役職を受けてしまったと後

悔しきりでした。そして、2018年１月14日から

21日帰国までのサンディエゴでの国際協議会、あ

らためて覚悟を決め直さなければならない状況で

ありました。

しかし、そのような状況で勇気を与えて頂いた

のが、新居浜ロータリークラブの皆様でした。２

月25日のPETS・DTTS、３月11日の地区協議会、

これらの会合準備のため、新居浜RCの会員全員

が総力を結集して頂きました。あの全員での袋詰

め作業の光景は、今でもまぶたに浮かんで参りま

す。忘れる事のできない、新居浜ロータリークラ

ブの原点だと思います。

また、10月には全員の力を結集して地区大会を

立派に成功させて頂きました。本当に皆様に支え

て頂いた、そして新居浜RCの力を発揮すること

のできた１年間であったと感謝いたしております。

ガバナーに就任いたしました2018年７月１日

より、2019年６月30日迄のスケジュールをチェッ

クしてみました。後２ヶ月の予定も含めますと、

合計202日、ガバナーとしての職務が入っており

ました。我ながら大変な職責を果たしたなと思い

ますが、正直申しあげまして、苦労したという思

いはございません。

むしろ、ガバナーをやらせて頂いたおかげで、

素晴らしい感動と出会いを頂きました。ロータ

リーとは、人と人のつながり、地域社会とのつな

がり、国際社会とのつながり、すごいネットワー

クを実感させて頂きました。

１人ではできる事に限りがありますが、仲間で、

みんなでやればもっと大きな事が出来る。その喜

びを感じた１年間でもありました。

この感動を自分だけのものとせず、如何にお世

話になったクラブにお役に立つ事が出来るのか

が、私に課せられた宿題だと思っております。

最後に、新居浜ロータリークラブの皆様にお願

いというか、提言がございます。

今回の状況からも、新居浜ロータリークラブの

能力の高さは充分実証されたと思います。地区内

74クラブはもとより、全国的にみても、伝統とい

い、格式といい、どこのクラブにも負けない素晴

らしいクラブであることは間違いありません。

ただ、残念ながら、事業としてはもう少し、質

量ともに実行する能力があるにもかかわらず、遠

慮してかどうか判りませんが、静かにしてるなと

いう感じが致します。

今回、地区内74クラブを公式訪問させて頂きま

した。どのクラブも、それぞれの地域社会の中で

頑張っておられます。それぞれ特色のある事業展

開をされている事に感動しております。

我が新居浜ロータリークラブも、その能力をも

う少し発揮したらもっと素晴らしいクラブになれ

るだろうという事を感じております。クラブの中

で検討して頂けたら幸いであります。

新居浜ロータリークラブの皆様、本当にありが

とうございました。心から感謝申しあげます。

新居浜ロータリークラブは、最高のクラブです。

感　　謝
国際ロータリー第2670地区　2018‐19年度　ガバナー　　桑 原 征 一
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消費税の軽減税率制度等について
新居浜税務署　法人課税第一部門　上席調査官　　池 尻 幸 代

2019年10月１日か

ら消費税率の引上げ

と同時に軽減税率制

度が実施され、軽減

税率が適用されるの

は、軽減税率対象品

目「飲食料品（酒類、

外食・ケータリング等は除く）及び新聞」の譲渡

です。

また、2023年10月１日から適格請求書等保存

方式（インボイス制度）も導入されます。軽減税

率制度実施後は、軽減税率制度対象品目を記載し

た請求書の発行や取引を区分して記帳するための

経理方法など様々な対応が必要であり、特に、飲

食料品を取り扱う事業者の方は、複数税率に対応

したレジや受発注システムなどの導入・改修につ

いて、早期に準備を行う必要があります。

なお、中小企業・小規模事業者等の方は、複数

税率対応レジや受発注システムの改修等を行う際

に、その経費の一部を補助する「軽減税率対策補

助金」の制度があります。事業者の皆様は、早期

に準備を進めていただくようよろしくお願いいた

します。

呈　　茶
茶道裏千家淡交会新居浜支部　　志 賀 宗 樹

４月18日、新居浜ロータリークラブの皆さまに、

リーガロイヤルホテル新居浜での春の例会でお呈

茶をさせていただきました。

今回は、春水、荒磯、波、渦など春の海をイメー

ジした取り合わせです。

床には前大徳寺派管長 立花大亀老師が書かれ

たお軸

春　水　満　四　澤

しゅんすい　したくに　みつ

春の雪解け水がどの沢にも満ちあふれている。

古代中国の詩人、陶淵明(とうえんめい)が四季

の美しい情景を詠んだ「四時詩(しいじのし)」春

の句からの、自然の素晴らしさや大らかさがお茶

の心に通じる禅語です。

お茶をすくった梶浦逸外老師作の茶杓は、「銘

　波の華」

波のしぶきや泡が花のように輝く様子に春の日

の暖かさを感じていただけましたでしょうか。　

渦を表したお菓子と薄茶で、春のひとときの一

服をお楽しみいただけましたら幸いです。

お茶を通してできました皆さま方とのご縁に感

謝申し上げ、今

後とも淡交会へ

のお力添えをよ

ろしくお願い申

し上げます。
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大切にしていること
新居浜市教育長　　高 橋 良 光

新居浜ロータリーク

ラブの皆様には、中学

生弁論大会や科学奨励

賞をはじめ、平素から

児童生徒の健全育成に

ご理解とご支援を賜り

ありがとうございま

す。私は本年四月一日に教育長を拝命致しました。

至らぬ点も多々ありますが、どうぞよろしくお願い

致します。

１.　市教委の本年度主要事業

それでは、先ず、本年度の市教委事業についてご

紹介致します。

　〇　小・中学校教室へのエアコン設置

　〇　小・中学校のブロック塀全撤去

　〇　学校体育館トイレの洋式化（防災）

　〇　ＥＳＤ及びＳＤＧｓの推進

　〇　小・中学校での共通実践項目

　　★「人のことを大切にして聞くこと」

　　★「勇気付けのボイスシャワー」

２.　私の履歴書…

さて、自己紹介として、私の生い立ちを述べさせ

ていただきます。私は昭和35年、弘法大師空海の生

誕地、香川県善通寺市で生まれました。父は自衛官、

母は専業主婦。しかし、親友による土地の詐欺に遭い、

莫大な借金を抱えたまま、両親は新居浜市に転居し

ました。「罪を憎んで人を憎まず。」と言いつつ、貧

しいながらも真面目に働く父親の素晴らしさを讃え

ながら、母はいつも私たちに父の昔話をしてくれま

した。家族がお互いに尊敬し合う風土は、子どもの

成長に大きな役割を果たすものと実感しております。

私の少年時代は肉親との別れの連続でした。中１

で姉を、中２で祖父を、中３では父を失いました。

公的扶助を得ながらの中学校時代、母親は勤めに出

るようになり、深夜まで続く勤務終了時には、弟と

私でよく迎えに行ったものです。父親代わりとして、

高校生の私が弟の参観日に出席したこともありまし

た。教員を目指していた私は、母親に学費のみを出

してもらい、奨学金と家庭教師のアルバイトで４年

間の大学生活を送りました。

こうして念願の中学校教師となった私でしたが、

全国的に荒れる中学校でのデビューはなかなか厳し

いものでした。しかし、そのような中でさえも、立

派に教育活動を進めることができる本物の先輩プロ

教師に出会い、「早く一人前になりたい。」という思

いを強く持ちました。この決意がその後36年間の教

員生活を支えてくれたと思います。物事は初心が大

切であるとつくづく思います。

40歳後半からは教育行政の経験を積ませていただ

き、学校教育課４年間、発達支援課２年間、次長３

年間の合計９年間を新居浜市教委でお世話になりま

した。学校現場と教育委員会の双方の立場で様々な

経験を積んだことは学校経営の大きな財産となりま

した。
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教員の世界でも、ベテランの大量退職に伴い、若

い先生方が次々に採用されています。こうした若者

が狭く偏った考え方に陥らないように、私たち年長

者は、若者に対し早い段階から様々な立場を経験さ

せることが重要であると考えます。

　

３.　物事の捉え方について

今の自分を支える衝撃的な出来事が大学時代にあ

りました。「おしぼり事件」とでも言えるものです。

大学１年生の夏、私は教わる先生方の全ての授業で、

教卓に「おしぼり」を出すボランティアをただ独り

始めました。他人の目を気にしつつ、気まずさの中

で始めた実践でしたが、殆どの先生方が喜んでおし

ぼりを使ってくださり、私はすっかり有頂天になっ

たのです。その中で、ある先生だけは何度出しても

おしぼりに見向きもせず話題にもしてくれませんで

した。その先生の実力については、学生の評判も芳

しくない状況でしたから、私は「やっぱり、この先

生は学生の気持ちも分からないダメな人だなあ。」と

感じたのです。

しかし、ある日のこと、授業の最初にその先生が

こうおっしゃったのです。「このおしぼりは、もしか

して僕のために出してくれているの？それなら僕は

感激だなあ。今までは、前の授業に出した忘れ物か

も知れず、恥ずかしいので使えなかったんだ。でも、

他の先生方の間で、おしぼりを出してくれる学生が

いると、とても評判になっているんだ。誰だか分か

らないけど、ありがとう。」

この言葉は私にとって衝撃的でした。勝手にダメ

な先生だと決め付けて、人を見下していた自分に対

し、背筋が凍り付く思いでした。その後、その先生

は専門誌に最新の理論を連載される立派な学者だと

知りました。後には東京のご自宅に遊びに行かせて

いただく間柄となり、私を支えてくださる先生となっ

たのです。現在は名誉教授を務められています。自

分の物の見方が変わるだけで、人生がここまで変わ

るのかと、「おしぼり事件」として私の心に焼き付い

ているのです。

教育の目的は「人格の完成(略)」と教育基本法第

一条に記されています。また、「戦争は人の心の中で

生まれるものであるから、人の心の中に平和の砦を

築かなければならない。」とユネスコ憲章前文に記さ

れています。人の思いに心を寄せ、耳を傾けることや、

温かい言葉で包み込むことから、本当に持続可能な

社会が築かれるものと思います。

どうぞこれからも新居浜市の教育の推進にご協力

をお願いいたします。

先日合同例会で「山の話あ

れこれ」と題して卓話をさせ

て頂いた。写真が中心の話で

あったので、どうもまとめに

くい。そこで自分と山の関わ

りを中心に書かせていただく

ことにした。

私が山を意識したのは、小学生のころ、友達から

「さんれい（高知ではみうね（三嶺）のことをさんれ

いと呼ぶ）に登ってきた」という話を聞いた時が最

初である。漠然と自分も行ってみたいような気がし

たように思う。実際、登山したと言えるのは大学１

年の時、高校時代の同級で山岳部だった友人の誘い

で北アルプス（上高地・大滝山・蝶ヶ岳・涸沢・白

馬岳（白馬三山））に登ったのが最初であった。実は

その時、涸沢から更に穂高岳（前穂・奥穂・北穂）・

大キレット・槍ヶ岳と日本有数の難易度の高いルー

トを縦走する予定であった。かなりの雨が続き涸沢

で２泊したが結局雨が止まず、これ以上登るのは禁

止ということで断念し下山した。残念だったが、今

思うと初心者であった自分にはむしろ幸運であった。

その後、登山には学生時代はもちろん、就職後も

長時間職場から離れることができない仕事環境の為

もあり、全く縁がなかった。1994年新居浜に来てか

ら、山が身近に感じられるようになった。

1996年夏、青年会議所主催の親子登山「夏サン

タに会えるかな」で、西ノ川からロープウェイを使

わずに石鎚山に登った。1998年には外来患者さんが

旧別子の案内図をくれ、初めて銅山峰へ（その後法

要登山や新入生研修登山を加えると銅山峰は30回を

こえて通っている）。

2002年になり、周りに無類の登山好きが増え、ま

た自分も仕事を後輩にかなり任せられるようになり、

登山する機会が増えた。住友別子病院グループと十

山 の 話
西 本 　 健
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■ 登 山 年 表

全総合病院グループの交流で近隣を合同登山するよ

うにもなった。

2003年ロータリーに入会した。2005年佐々木会

員・朝日会員の下見のもと吉田会長以下9名で石鎚

山へ。その後稲叢山（12名）・剣山/次郎笈（23名）

と続いた。

ロータリーの中ではS/Lの藤田会員が特に熱心で、

藤田さんの企画で2006/9立山（14名）へとついに

日本アルプスにデビューした。その時はガイドなし

の、ある意味滅茶苦茶な登山であった。しかしそれ

をきっかけに、翌年からは、グループ登山をよくさ

れていた佐々木さんご夫妻のお世話で、ガイド付き

の秋の定例登山が始まった。

また個人的には十全佐々木先生の誘いで、三俣山

荘診療所に2008年初めて参加し、その後夏には小

グループで日本アルプス登山もするようにもなった。

それらを表にまとめた。また山での環境変化も表記

した。

最後に、山には高山病・低体温症などを含め様々

な危険があり、周到な準備が必要なことを喚起して

終わる。
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令和元年５月３日・４日　

大会テーマ“自修自得”です。

参加人数は1,200名。サ

ポーター人数200名。今回の

完歩率は64％でした。集団で

動く力が自分に伝わって来て

元気いっぱいになりました。

昨年は、77.5ｋｍ地点、磐梨中学校でリタイア

をしたので、今年は何が何でも完歩する！それも、

１時間早く着く目標を立てました。しかし、目標

時間に着くことが出来ませんでした。何故、目標

時間に着かなかったのか？検証をしてみると、そ

れは、自分の欲望に負けたことです。腹が空いた

ことでついつい食べ物に手を出し、食べた事で腹

が痛くなり、胃が痛くなりました。腹が痙攣する

事で、思う様に歩けませんでした。自己抑制し、

これからは気を付けた生活をします。

40.2ｋｍ湯次神社。６万歩歩きました。今から

夜の装備に入ります。ライト・反射タスキ・杖・・・

しかし、杖が故障してしまいました。伸ばします

が、ストップがかからず慌てました。杖がなけれ

ばこれから登る山道を歩くことができません。困

る、困る。早速、湯次神社ポイントのリーダーが

直してくれました。名前は存じ上げませんが、あ

りがとうございました。

私の隠し技は杖を上手に使う事です。又、ここ

で新しく買った２足目の靴に履き替えましたが、

この靴が良かったです。最近の靴は良く出来てお

り、足にフィットして気持ちよく、最後まで足に

豆ひとつも出来ませんでした。すごい靴！！

ここで井上隆寿社長の会社の社員４人が応援に

駆けつけてくれていました。私にも声をかけてい

ただき、足の筋肉冷却スプレーをしていただきま

した。そのおかげで、湯次越が難なく超えること

が出来ました。ありがたいことです。皆さん応援

ありがとうございました。

夜に入り、空は満天の星空でした。たしかに、

夜歩くのは昼よりも倍に感じられました。何も見

えない中ひたすら歩くので長く感じるのでしょ

う。前の人の明かりを頼りにひたすら歩く！歩

く！又、空を見上げる。闇夜の中の満天の星空。

すごいなぁ！！すごいなぁ！！改めて合掌です。

44.8ｋｍ備前中学校で親子の部はフィニッシュ

です。私の前を母子が歩いていました。子供さん

が小学５年生くらいの男の子。二人の会話が聞こ

えてきましたが、男の子は間もなく到着地点です

から声が弾んでおり、とても元気でした。「お母

さん。僕頑張ったよ！！」「よく頑張ったね！す

ごい！すごい！！」母子の会話を後ろで聞き、家

族の仲の良さが感じられました。皆さんも是非親

子で参加されてはいかがでしょうか。

23時40分。８万８千歩、60.2ｋｍ閑谷緑地公園。

ボランティアの方は素晴らしい活躍をされていま

した。夜中ですが、温かいうどん、若い人が大き

な声で声をかけてくださいます。私は74才、食べ

たいのをグッとこらえ、これからの坂道に備えま

した。今回は、20ｋｍ地点くらいから身体が重く、

動きが悪い。これは今回も完歩は無理か？と脳裏

を過りましたがボランティアの若い人の声や、励

ましで元気をもらいました。ありがとうございま

した。

77.5ｋｍ磐梨中学校、朝4時着。残り22.5ｋｍ、

５里半の距離です。頑張れば完歩出来るか？

86.7ｋｍローソン赤磐下市店に6時40分着。残り

13.3ｋｍですが、国道27号線は、車が多いです。

のどがカラカラになり、水でのどを潤しました

が、のどが痛く渇きました。何故のどが渇くのか

原因がわからず、身体は不安定で、意識は朦朧と

してきました。その中でも岡山の山々の青は、映

画監督の宮﨑駿氏の世界、トトロの森を感じ、少

し目線を変えれば豊かな大地、大きな川の流れ、

その中に新幹線が走り、高速道路が走ります。緑

が多いところは私の故郷と通じるところがあります。

考えてみると、私の故郷中山町平村は、小学校・

中学校を通学するのに片道５ｋｍ近くあり、往復

で10ｋｍを毎日歩いていたので、自然と足腰は鍛

えられたと思います。

“環境が人をつくる”と言いますが、昔の生活

は水道・電気・ガス・電話・車無し、食べるもの

は、芋と麦飯、そして味噌が主食で、15才で中学

校を卒業すると、すぐに親を助ける為に働きまし

た。自然と丈夫な体が作られており、病院に行く

足を動かせば幸せが来る！
～晴れの国おかやま24時間100キロ歩行物語～

永 田 光 春
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事も少なかったです。

中山町では、亡くなると木の桶に入れられ、村

の人達に担がれ家の前で３回まわってから墓地に

行き、1.5ｍの穴を掘りその中に入れられ土に還

りました。私の祖父までそのように埋葬してきま

した。

どんなに長寿でも、残念ですが100才位で天国

に行きます。才能も財産も肩書も１代限りです。

それは、素晴らしい人間の循環だと思います。そ

のことを考えると、自分のこれからの生き方も

はっきりします。

23時39分。ゼッケンNO,1516、17万歩。私

の参加目的は“健康”で希望に満ちた人生を歩む

ために参加をしました。大会テーマ“自修自得”。

嗚呼、万感の思いで！！ありがとうございました。

… 令和元年5月7日

… 永田　光春（74才）

（敬称略）

新 居 浜ロータリークラブ（第3234回）
新居浜南ロータリークラブ（第2541回）

合 同 例 会 次 第

【Ｈ31.４.２】

開　会（点鐘）… 古川会長（南）

来客紹介… 岡林親睦委員長（南）

　ゲスト　なし
　来訪ロータリアン　なし…
ニコニコ報告… 森本SAA（南）

　　〃… 東田副SAA（新）

出席報告… 渡辺出席委員長（南）

　　〃… 明星出席委員長（新）

幹事報告… 白川幹事（南）

　　〃　　（ホームページに掲載） 小野（雄）幹事（新）
卓　話　「山の話あれこれ」
… 西本健会員（新）

閉　会（点鐘）… 中山会長（新）

◆ 合同懇親会次第 ◆
開　会… 岡林親睦委員長（南）

挨　拶… 古川会長（南）

乾　杯… 中山会長（新）

会食懇談…
　・新入会員紹介（前回以降入会者）… 白川幹事（南）
　・次期三役紹介… 古川会長（南）

　・新入会員紹介（　　　〃　　　）… 小野（雄）幹事（新）
　・次期三役紹介… 中山会長（新）

手に手つないで
閉会挨拶… 妻鳥S.A.A（新）

日　時：平成31年４月２日（火）18：30～
場　所：リーガロイヤルホテル新居浜

例会（１階……桜の間）・懇親会（１階……石鎚の間）
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開　会… 中山会長

来客紹介… 藤本親睦委員

　ゲスト　… 　

　　新居浜税務署法人課税第一部門　

… 上席調査官　池尻幸代様

　　国際ロータリー第2670地区　愛媛第Ⅰ分区

… ガバナー補佐　八塚誠一様

… 随行員（今治北RC）　藤野　茂様

　来訪ロータリアン　なし

誕生祝（４月）
　中山　恵二君……12日　　西本　　健君……13日

　妹尾　次郎君……30日

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

ガバナー補佐挨拶… 八塚ガバナー補佐

外部卓話
　紹　　介… 伊東会員

　卓　　話「消費税の軽減税率等について」

… 池尻幸代様

　謝　　辞… 中山会長

閉　会… 中山会長

Ｈ31. ４.11（第3235回）

Ｈ31. ４.18（第3236回）　
開　会… 中山会長

来客紹介… 金山親睦委員

　ゲスト　…

… 淡交会新居浜支部　金村宗裕幹事長　以下９名様

　来訪ロータリアン　なし

結婚記念祝（４月）
　神野　勝太君…… 1日　　小野　雄史君…… 2日

　藤田　真哉君…… 3日　　佐々木世希君…… 4日

　小野　幸男君…… 5日　　安藤　賢一君……16日

　妹尾　次郎君……18日　　青野　　正君……19日

　越智　　仁君……23日　　松田　哲雄君……29日

　重見　法人君……30日

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

例会閉会 中山会長

お茶の会　呈茶（石鎚南の間） 淡交会…新居浜支部…10名様
閉　会 中山会長

開　会… 中山会長

来客紹介… 池田親睦委員

　ゲスト　… 　　

… RI第2670地区　ガバナー　桑原征一様

… 愛媛第Ⅰ分区　ガバナー補佐　八塚誠一様

… 地区代表幹事　安藤賢一様

　来訪ロータリアン　なし

出席報告… 明星出席委員長

定例・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

ガバナー講話…
　講　　話… 桑原征一ガバナー

　謝　　辞… 中山会長

閉　会… 中山会長

Ｈ31. ４.25（第3237回）

中山　恵二　…平成最後の合同夜間例会、お世話に

なります。次回は令和の時代ですが、

これからも宜しくお願いします。

佐々木世希　…南RCとの合同夜間例会、お世話に

なります。

小野　雄史　…古川会長他、新居浜南ロータリーク

■ ４月２日 	 ……………………………………………………………………………………… ●

（敬称略）
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伊東　省司　…本日は、新居浜税務署…池尻上席調査

官による、消費税軽減税率制度の講

話ありがとうございます。

妹尾　次郎　…池尻様、いつもお世話になります。

本日は、消費税の卓話をありがとう

ございます。新居浜間税会の会長と

して一言一句洩らさず拝聴いたしま

す。

八塚　誠一　…ガバナー補佐事前訪問させていただ

きます。ガバナーホストクラブとし

てお疲れ様でした。

桑原　征一　…八塚ガバナー補佐さん、ようこそ新

居浜ロータリークラブへおいで頂き

ました。一年間お世話になりました。

藤野さんIMご苦労様でした。

中山　恵二　…ガバナー補佐…八塚様にお越しいただ

きまして、誠にありがとうございま

す。宜しくお願いします。

白石　正一　…４月５日金曜日、日本武道館にて長

男の大学の入学式に妻と２人で出席

しました。その後、皇居の坂下門か

ら乾門まで桜並木を見学しました。

大変美しく、感動しました。

中山　恵二　…平成最後の４月12日、明日で69才

になります。人生60代の最後の１年

を青年の様にエキサイティングにエ

ンジョイしたいと思います！ロータ

リーの会長職もあと２ヶ月となりま

した。

妹尾　次郎　…平成最後の日に誕生日を迎えます。

この日に産んでくれた母に感謝!!

■ ４月11日 	……………………………………………………………………………………… ●

ガバナー補佐

ラブの皆様、本日の合同例会よろし

くお願いします。

小野　雄史　…西本先生、無理言ってすみません。

卓話よろしくお願いします。

妻鳥　孝行　…３月31日（日）の新居浜CCのAB月例

において、B組優勝しました。グロ

スは88でネット66でした。

井石安比古　…失念していました。（その他）

西本　　健　…４月13日で丁度「パープレイ」の年

齢になりました。ゴルフのエージ

シュートを狙っていましたが、最近

の内容では遥か先のようで、絶望的

です。

安藤　賢一　…美しいバラの花、ありがとう御座居

ます。家族の皆も喜びました。47回

目です。メモリアルの日にノートル

ダム寺院焼失は残念です。フランス

渡航の際に花をたむけてまいりま

す。

青野　　正　…結婚記念

藤田　真哉　…バラの花、ありがとうございました。

なんとか平成の30年間を一緒に過ご

すことができました。

神野　勝太　…49回目の記念日です。美しい花束を

有難うございます。

松田　哲雄　…結婚記念

小野　雄史　…４月２日に31回目の結婚記念日を迎

えました。美しい花束ありがとうご

ざいます。

佐々木世希　…37回目の記念になります。きれいな

バラをありがとうございました。

畑田　達志　…本日は出席できずに申し訳ございま

せん。お茶会では弊社のお菓子をご

利用頂きありがとうございます。

井石安比古　…私用により。（その他）

垂水　辰仁　…（その他）

■ ４月18日 	……………………………………………………………………………………… ●

桑原　征一　…本日は、お世話になります。

中山　恵二　…桑原ガバナーをお迎えして、地元で

の開催例会です。御苦労様でした！

佐々木世希　…桑原ガバナー、74クラブ目の公式訪

問お疲れ様でした。残りの期間元気

に頑張って下さい。

小野　雄史　…桑原ガバナー、本日の会長・幹事懇

談会よろしくお願いします。

萩尾　孝一　…先月事故を起こした鉱山鉄道「別子

１号」が27日より再運行することに

なりました。この間、皆様のあたた

かい応援、声援ありがとうございま

した。これからは無事故運転出来る

ことを願っています。是非１度別子

１号に御乗車してみて下さい。

西岡　　圭　…色々とご心配をおかけしました、マ

■ ４月25日 	……………………………………………………………………………………… ●
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イントピア別子「別子１号」が27日

㈯より営業再開いたします。間違い

なく安全ですので、ぜひ皆様乗って

みて下さい。とりあえず一安心です。

藤本　　毅　…別子１号の運行再開おめでとうござ

います。連休に間に合うよう、大変

なご苦労があったことと思います。

記事でも紹介させていただき、安心

しました。

西岡　　圭　…５月18日に当社で開催されますえひ

めさんさん物語、アーティストイン

ファクトリーの取材を受けました。

本日夕方の各局のニュースで報道さ

れますので、ぜひご覧下さい。そし

て５月18日は弊社に遊びに来て下さ

い。こちらはこれからが大変です。

越智　　仁　…結婚記念

妹尾　次郎　…先週の例会が結婚記念日でしたが、

欠席していました。きれいな花をあ

りがとうございました。

日野　英典　…ネクタイ忘れ（その他）

妹尾　次郎　…ネクタイ忘れました。（その他）

青野　　正、妻鳥　孝行（その他）

ニコニコ寄付金2018 ー 19 年度

４月 合計 36 件  109,000 円       累 計 435 件  1,590,000 円

PHD箱寄付金報告（インターアクト委員会）
　… ４月合計額… 6,411円　
… 2018‐19年度累計額… 55,172円　

… 昭和57年５月13日スタート以降の累計額… 1,709,622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

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

… 計… ５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
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　　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！

5
編 集 後 記

今月は、ガバナー輩出クラブへの、ガバナー公式訪問が執り行われました。そこでのガ
バナーの『講話』では、ガバナーとしての地区の活動や、地区大会での会員の協力に対し、
桑原ガバナーは“感謝”の念を表されました。さらには一つの苦言として、確かにクラブ
の能力には高い物があると、しかし小さくまとまる傾向が見られ、今後さらに広い視野を
持って、新たなプログラムに挑戦し、さらにクラブを発展させていってほしいとのお言葉
でした。
10月からの、消費税増税に備え、新居浜税務署の池尻幸代上席調査官にお越しいただき
『軽減税率制度』に関するお話をいただきました。４月18日には春の『呈茶』があり、淡
交会新居浜支部の志賀宗樹様からのご報告をいただきました。青少年委員会の外部卓話は、
新居浜市教育長の高橋良光様にお越しいただき、現在の教育委員会の活動状況と、今一番
大切にしていることは、『物の見方によって、相手の見方も変わってくる』よって、『人
の思いに心を寄せ、耳を傾けることや、温かい言葉で包み込むことから、本当に持続可能
な社会が築かれるものと思われます』と述べられました。西本　健会員からは『山の話』
が寄せられ、山登りの楽しさと、高山病や低体温症を防止するためには、周到な準備が必
要である事が述べられました。最後は、永田光春会員による、『晴れの国岡山での100ｋｍ
歩行』への挑戦・参加記です。そこには人生そのものを歩くような思いと、達成したとき
の『“自修自得”。嗚呼・万感の思いで！！』が手を取るように表されていました。
　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。今期の会報発行
もあと１回となりましたが、今までと同様に、来期も含め改めてご協力宜しくお願い申し
上げます。


