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国際ロータリーテーマ

《 ’19 - ’20 》
ロータリーは世界をつなぐ

クラ ブ 基 本 方 針

《 ’19 - ’20 》
足元を見つめ直し、ふるさとに貢献しよう

7

編 集 後 記

井石安比古前委員長より、会報委員長を引き継ぎました。会報はクラブの活動状況や結
果を会員へ周知・報告することで、クラブと会員あるいは会員同士をつなぐ絆の一つとし
て機能しています。また、クラブの現状・足跡を将来に残すという重要な役割も担ってい
ます。このような重要な部門を担当することに責任を感じていますが、新谷委員・村上正純
委員のご協力、東田会員・井石前委員長のご指導をいただいて頑張っていきたいと思いま
すのでよろしくお願いします。
今月は活動回顧で中山会長をはじめ各委員会から、昨年度の活動を報告していただきま
した。一年間、本当にお疲れ様でした。また、山本一心会員より、退会の辞が寄せられま
した。これからも外から当クラブを暖かく見守ってください。
さて、いよいよ青野丸の出航です。槌の伝達式では中山前会長の晴れやかな笑顔と青野
新会長の緊張した面持ちが印象的でした。青野会長の「足元を見つめ直し、ふるさとに貢
献しよう」というスローガンのもとにみんなで頑張っていきましょう。

表紙写真提供：新居浜市観光協会

「入道雲望む」
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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
    SAA   
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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）

・ 会員増強セミナー
・ クラブ研修リーダー育成セミナー
（徳島グランヴィリオ）

・ 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）
・ 地区RAC会長幹事会並びに
提唱クラブ連絡会議
・ 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）

【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）

・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
・情報雑誌

・家庭集会（18：30 ～）
　社会・人尊・青少年
　RA・IA

・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・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～

・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

・短期交換学生帰国報告
（国際奉仕）

・会員スピーチ

・外部卓話（人間尊重）
・会員スピーチ

・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

・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

・IAC年次大会報告
・情報雑誌

・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）

会員増強
・新クラブ結成推進月間（ （

休会（お盆）

（敬称略）（敬称略）

　2019年６・７・８月例会と行事予定　
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日　時：令和…元年６月６日(木)………12:15〜

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）…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　長 岡 一 路

日　時：令和…元年６月６日(木)………13:45〜

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）…2018‐2019年度　会計監事選任について

2）…新会員の入会について

3）…会員の退会について

4）…日本語スピーチコンテストの対応について

5）…新居浜市国際交流協会入会（年会費）について

	 定 例 理 事 会 報 告 	 幹事　小 野 雄 史

（敬称略）

■	７月11日　ガバナー公式訪問	■ ■	７月18日　中学生弁論大会報告	■

日　時：令和…元年６月13日(木)………12:15〜

場　所：……リーガロイヤルホテル新居浜

諮問人員：６名

議題および内容

1）…会員の退会について

	 持 ち 回 り 理 事 会 報 告 	 幹事　小 野 雄 史

日　時：令和…元年６月20日(木)………12:15〜

場　所：……リーガロイヤルホテル新居浜

諮問人員：８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
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青野正…新会長へ 中山恵二…会長より

ガバナー補佐卓話
2019‐2020年度　ガバナー補佐　　瀧 山 一 甫

①四つのテスト

数年前の高知での

地区大会の基調講演

で、講師のパストガ

バナーの方が四つの

テストについて話さ

れました。それ迄、

私はこの四つのテストは字面（じづら）通り良い

言葉だなあと単純に思っておりました。

しかし、その時の話で職業サービスにかかわる

意味深い言葉なのだと知り「なるほど。そういう

事だったのか」と深く思いました。みんなに公平

かと云う公平の対象は取引先に対してだと云う事

で、一般の人々を対象としたものではありません。

次のgood…willは、取引上の信用、評判、そして

それが暖簾（のれん）の重みを深めると云う事に

繋がると云う教えなのです。そしてその事がより

良い人間関係を築き、お客様を増やすかどうかを

問うものです。最後のみなさんのためになるかど

うかは職業奉仕の問いかけだと思います。

先ず、Benefitは利益の他にもうかる仕事や後

援興業等の意味があります。ただ、近江商人や

松下幸之助氏が云われていた様に、三方よし、売

り手、買い手、世の中の三方がその行為で得をす

る。全ての取引先が適正な利潤を得るかどうかを

問いかけています。

この様に、この四つのテストはロータリアンの

論理を、その心構えを云ったものだと云う事です。

②５省

前回、例会に出して頂き挨拶をさせて頂きまし

た折に、中山前会長が５訓の話をされました。

私も皆様にお配りした５省を大切に思っており

ます。私の少年の頃、昭和17、18、19年には、

お國の為に命を捧げると云う教育を叩き込まれま

した。いわゆる洗脳されていた訳です。今のISの

若者や女性が爆破テロを行うのも洗脳のせいで

しょう。当時の軍部は兵隊が足りませんので、陸

軍は少年航空兵、少年戦車兵を中学２年から入隊

させました。海軍はさすがに中学４年修了以上と

しており、私は海軍兵学校に必ず行きお國の為に



− 5−

死ぬ、と決心しておりました。海軍兵学校にあこ

がれたのは、七つボタンに桜に錨のカッコよさに

惹かれた所もありました。

敗戦後、10数年前に江田島の兵学校（現在は海

上自衛隊士官学校）を見に行きました。案内して

くれた予備将校によると、皆さんにお配りした５

省は素晴らしいもので、昭和20年、アメリカ海軍

少将が接収に江田島に来た時、この５省を見て、

これは何処にもない優れた教訓だ、とアメリカの

ミネアポリスの士官学校で是非生徒への教えとし

て使わせたいと持って帰ったそうです。

読んでの通りですが、最後の「不精に亘るなか

りしか」という事は自分の持っている力を精一杯

発揮しているかとの問いかけです。

新居浜ロータリークラブに

とって２度目のガバナー輩出

という年に伝統と格式あるク

ラブの66代目会長を仰せつ

かり、身の締まる想いではあ

りましたが、幹事、副会長を

含め理事の皆様方と役員、委

員長、委員会の皆様方のご理解とご支援の下、何

とか一年を無事終えることが出来ました。自分の

我が儘を聞き入れてくれて、例会の開始を15分

遅らすことで、この一年無遅刻・無欠席で会長の

任を終えることが出来ました事と、くだらぬオヤ

ジギャグにお付き合い下さいました皆様の寛容の

精神にも改めて感謝申し上げます。さて、この一

年はガバナーを中心に如何に年次大会を成功さす

か！という大命題に前年度の妻鳥会長時代から取

り組んで参りました。

国際ロータリー、バリー・ラシン会長のテーマ

が「BE…THE…INSPIRATION、インスピレーショ

ンになろう」です。そのテーマを引き継ぎ桑原ガ

バナーは「共に考え、共に行動しよう！」を掲げ

四国4県74クラブを訪問されました。私はクラブ

会長方針として「ロータリアンの良さを再認識し

て共有しよう！」というテーマで例会と種々の活

動を行ってきましたが、自分が想像した以上の成

果と実績が残せたと自負しております。この一年

の経験は自分も含め、会員皆様方にとりましても

貴重な経験になったのではないでしょうか。

それでは下期の主な活動報告を致します。

2019年１月５日（土）に第14回「新居浜市小・

中学生科学奨励賞発表会」が愛媛県科学総合博物

館で行われ、青少年奉仕の井石正哉委員長と行き

ました。3251点の自由研究作品の中で特選５作

品、優秀14作品、入選32作品の表彰を行い、２

月7日の例会で特選の小学生二人と中学生お一人

に発表報告していただきました。地域に密着した

科学に対する興味と面白さを広め、将来の科学者

を輩出する浪漫もあります。これからもこのプロ

ジェクトには協力と支援を続けて頂きたいと思い

ます。

１月12日（土）八塚誠一愛媛第Ⅰ分区ガバナー補

佐主催のインターシティ・ミーティングが今治国

際ホテルで行われました。各クラブの長所・問題

点・悩み活動内容などがテーマでした。長所はガ

バナー方針に則り会員全員が一致協力して地区大

会をやり遂げたこと、問題点・悩みでは転勤族の

メンバーの入れ替わりが避けられないことなど、

活動内容は中学生の弁論大会と小中学生による科

学奨励賞の発表会のサポートを報告しました。

新居浜ロータリークラブで90歳を超えて精力的

に活動されていた伊藤雅治先生が平成30年12月

17日に急逝されました。在籍期間約34年６ヶ月

でした。我がクラブの生き字引的存在だっただけ

に惜しまれてなりません。慎んでご冥福をお祈り

致します。

内部卓話では１月17日米谷情報雑誌委員長が

「ロータリー理解推進月間によせて」と題して情

報委員としての思いを話されました。

１月24日は礒村典秀会員が「LNGと都市ガス」

という内容で、LNG（液化天然ガス）の精製方法

から日本における都市ガスの歴史とその役割、配

給方法などにも言及され新居浜を含め東予地域で

のガスの配給に期待が持たれます。

２月21日は大和田　洋会員が「瀬戸大橋あれこ

れ」で岩国島橋を例に瀬戸大橋の建設から色々な

タイプの吊り橋と新幹線も通ることが出来る構造

とか、鉄道道路併用橋としてギネス世界記録など

興味深く拝聴しました。

会長活動回顧
2018 〜 2019年度会長　　中 山 恵 二
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３月７日は山本和宏会員が「再生可能エネル

ギーの現状と課題」でこれからの問題点として「再

エネコストの更なる低減」「再エネ発電量の安定

化」「送配電網の増強」「日本独特の地形対応や景

観・環境保全等」を揚げ我々には賦課金（FIT制度）

という形でご迷惑をかけるがご協力よろしくと締

められました。

３月28日は愛媛新聞東予支社長の藤本　毅会員

が「愛媛新聞　十大ニュースで振り返るえひめの

平成史」として平成30年分の十大ニュースを資料

として頂きました。その中でやはり災害のニュー

スが多く、雨は降っても降らなくても多大な影響

を及ぼすことを再認識させられました。

２月28日は新居浜工業高等専門学校のRACの

活動報告があり、愛媛県から「平成30年度青少年

の非行・被害防止県民大会」にて、優良青少年団

体の部で表彰されたことや、国領祭での焼き鳥の

売り上げを社会福祉協議会に寄付とか、「ひとり

親家庭学習支援ボランティア」などの活動報告を

してもらいました。

４月18日は淡交会新居浜支部のお世話でお呈茶

を頂きました。

金村宗裕幹事長以下９名の新居浜淡交会のメン

バーのお世話で例会終了後にお茶を頂きました。

抹茶には健康に大切なカテキンなど素晴らしい成

分が含まれておりますので、ご家庭でも是非お茶

を嗜んで下さい。

外部卓話では１月31日は職業奉仕功労者表彰

で増田職業奉仕委員長から新居浜北消防署署長

の渡邊康志氏を表彰し「救急と救命士とMCほか」

と題した卓話をしてもらいました。

２月14日は丹人間尊重委員長の紹介で人権啓

発指導員の菅　順一氏に「ハラスメントのグレー

ゾーンについて」についての卓話を頂きました。

セクハラ、マタハラ、パワハラなど日常生活での

何気ない会話や態度が相手に取ってハラスメント

になっている事など人間関係の大切さを話してく

れました。

４月11日は伊東会員の紹介で新居浜税務署の

池尻幸代上席調査官に「消費税の軽減税率制度等

について」の話で消費税が10％に引き上げられた

時の事業者の準備が必要など話されました。

５月９日は井石正哉青少年奉仕委員長の紹介で

新居浜市教育長の髙橋良光氏に「青少年の教育に

ついて」と題して自分の大学時代の想い出の「お

しぼり事件」を挙げ、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と結ばれました。

３月14日は下期の親睦委員会最大のイベント

でもある「親睦家族会」がリーガロイヤルホテル

新居浜で開催されました。重見親睦委員長の挨拶

で始まり、ホワイトデーでサプライズの薔薇一輪

の奥様方への感謝の言葉を添えての贈り物からア

トラクションのジャズの演奏、ビンゴゲームなど

あっと言う間の楽しい一時を共有出来ました。親

睦委員会の皆様と事務局の田所さんにはこの場を

借りて感謝申し上げます。

４月２日（火）新居浜南クラブとの合同夜間例会

では西本会員から「山の話」と題して、大学時代

とロータリーに入会してから登った山々の写真と

想い出を教訓も込めて話してもらいました。

４月25日は平成最後の例会で桑原ガバナーをお

迎えしてガバナー公式訪問の例会でした。同じ新

居浜ロータリークラブのバナーを交換するという

貴重な経験もさせてもらいました。ガバナーから

は新居浜ロータリークラブはもっと活動の場を広

げては？各会員にはその能力とパワーもあると強

く言われました。

５月16日の移動例会は滝の宮ＣＣで開催され、

３連覇がかかった重見会員を押さえ、佐々木世希

会員が優勝されました。

６月20日は新会員との集いを米谷情報雑誌委

員長主催で18時30分より「みなと」で開催され、

17名が参加しました。新会員は７名で小野正師増

強委員長に感謝いたします。

以上、下期の会長回顧といたします。最後にな

りましたが副会長の佐々木世希さんには会長代行

の場を与えられず申し訳なく思いますが、次年度

は副SAAとしての出番が何度かあると思いますの

で宜しくお願いします。また幹事の小野雄史さん

にも何かとお世話になり誠にありがとうございま

した。

皆様のご理解とご協力で無事１年を乗り切るこ

とが出来ました。本当にありがとうございました。
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今期の新居浜ロータリーク

ラブの中山会長の活動方針は

「ロータリアンの良さを再認

識して共有しよう！」ですが

もう一つ、地区大会を成功さ

せるという２つのテーマがあ

りました。

当初は大変な時に幹事に任命されたことを後悔

しました。ロータリーに入会し６年目であった

ことに加え過去に理事になった経験が親睦委員長

の一回のみであったことなど不安が頭をよぎりま

した。救いは中山会長から相談いただくときは会

長の中では結論が出ていることが多かったこと、

佐々木副会長がロータリー経験豊富であった事で

した。

７月にスタートした2018‐19年度もいきなり

短期交換留学生の受け入れから始まりました。暑

い中日野委員長と翻訳機を駆使しますが文化や風

習の違いに戸惑いドタバタしながら今後の一年間

の不安がさらに深まったことが思い出されます。

８月からは10月に行われる地区大会の準備会合

が始まりました、例会後に各実行委員会に分かれ

会合を持つことが多くなりましたが新居浜ロータ

リーの各委員長や会員の皆さんの協力によって例

年通りのプログラムも併せて実行していただけて

いることに安心しました、特に地区大会の一カ月

前からは大変な日程になりましたが改めて新居浜

ロータリーの会員の皆さんの能力の高さと団結力

を拝見しスローガンである「ロータリアンの良さ

を再認識して共有しよう！」を実感しました。

地区大会も無事終わった11月には地区大会の反

省会と言う名のプログラムを急遽作り盛大に大会

成功のお祝いもすることが出来，以降会員の皆さ

んの肩の荷が降りたのか、さらに活気が高まった

ような気がしました。恒例の秋の遠足や親睦家族

会等の多くの親睦行事が続く事となりましたが、

重見親睦委員長の人徳と委員の皆さんのお蔭でい

ずれも近年に例のないような多くの方に参加いた

だいたのが印象的でした。

４月25日には桑原ガバナーの地区最後の訪問が

ありガバナー輩出年度の思い出としてお土産にも

らった揃いのネクタイでガバナーを囲み記念写真

の撮影を行う貴重な経験をしましたし、また任期

中に平成〜令和に改元されたことも良い思い出に

なりました。

最後に委員長、会員の皆様、事務局の田所さん

の協力によりまして無事幹事の仕事を終わらせて

いただきました事に感謝を申し上げます。

幹事活動回顧
幹　事　　小 野 雄 史

今年は副SAAの村上徹氏と

東田桂典氏と私で例会場の運

営等を楽しくさせて頂きまし

た。中山会長のユーモア溢れ

た開会の挨拶から始まり終了

のゴングまで特段の問題もな

く１年間過ごすことが出来、

協力して頂いた会員の皆様ありがとうございました。

「クラブ運営と活動実施計画」のS.A.Aの頁

Sergeantがこの20年間Sergentと誤って記載さ

れていたの今回訂正しましたのも密かな喜びでした。

Sergeant…at…Arms　英国王室（議院）の守衛

　ﾛｰﾀﾘｰ訳　会場監督

S.A.A活動回顧＆総括
S.A.A　　妻 鳥 孝 行
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職 業 奉 仕

職業奉仕委員長　増 田 　 忍

2018‐2019年度新居浜RC・職業奉仕委員会は、

私が委員長で、秋月副委員長・妹尾会員の３名で

活動しました。

上期（11月15日）は、職場訪問を実施しました。

平成30年11月１日にオープンした日暮別邸記念

館を見学しました。㈱四阪製錬所（愛媛県今治市

宮窪町四阪島）にあった築110年の洋館「日暮別邸」

が新居浜市王子町に移築され、住友グループ各社

の記念館として活用されています。かつて住友家

長の別邸だった歴史ある洋館です。例会終了後、

専用駐車場より遊歩道を散策し日暮別邸記念館に

向かいました。新居浜RC…金山貴博会員（住友金属

鉱山㈱ 別子事業所長）の協力のおかげで大変有意

義な時間を過ごすことが出来ました。心より感謝

申し上げます。

下期（１月31日）は、１月の職業奉仕月間に職業

奉仕功労者表彰を行い、例会にて表彰者を称え、

卓話をして頂きました。本年度は、救急医療に携

わる職業の方を表彰したいと考え、中山会長に相

談しました。そして新居浜市北消防署所長の渡邊

康志氏を表彰する事になりました。また、「救急

と救命とメディカルコントロール他」という題目

のスピーチは大変勉強になりました。

ロータリークラブの活動は、ボランティアや寄

付以外に職業人としてどうあるべきかを考える

『職業奉仕』という概念が根本にあります。職業

に学ぶ活動が重要だと再認識する１年でした。

社 会 奉 仕

社会奉仕委員長　小 野 幸 男

今年度社会奉仕委員会は、畑田達志副委員長、

安藤賢一委員の３人で活動しました。

７月、会員14名の参加をいただいて、市民一斉

清掃への参加を行いました。猛暑の中での、リー

ガロイヤルホテル付近の道路を中心に清掃作業を

行いました。

10月、会員18名、新居浜西高インターアクト

クラブから19名、新居浜高専ローターアクトクラ

ブから４名の参加を得て、花の種の配布を行いま

した。場所は例年通り、新居浜市総合福祉センター

で実施しました。

10月、社会奉仕功労者表彰として、精神保健ボ

ランティアグループ「かざぐるま」の代表者であ

る、片上美千子様に講演をしていただきました。

会員の皆様、１年間、御協力ありがとうござい

ました。

人 間 尊 重

人間尊重委員長　丹 　 一 志

本年度は、上期下期各１回、外部講師による外

部卓話を実施しました。

上期は、８月30日に、住友化学愛媛社友会須山

盾夫会長様をお招きして、「輝く人生の第２ステー

ジ、社友会の活動事例から」というテーマでお話

しいただきました。

社友会では、会社退職後も人生の第２ステージ

を豊かなものに創造できるよう、会員相互の親睦

と交流活動を行いながら、地域に根ざした社会貢

献活動を行っています。卓話では、地域に根ざし

た社会貢献活動として、最近の子供たちの理科離

れを背景に、子供たちに理科を好きになってもら

いたい、そして将来国内外の科学の分野で大きく

活躍して欲しいとの想いで、これまで70回に渡り

理科教室を行っている紹介がありました。

これらの活動を通じて、子供たちは理科が好き

で、また保護者の方は理科に関心が深いことを実

感し、これからも楽しく、夢を持って、人とのつ

ながりを大切にする活動を行っていきたいとのお

話がありました。

下期は、２月14日に、新居浜市役所人権擁護課

で人権啓発指導員としてご活躍される菅順一様を

お迎えして、「ハラスメントのグレーゾーンにつ

いて」というテーマでお話いただきました。

最近、セクハラ、マタハラ、パワハラといった

ハラスメント問題は理解が進んできている一方

で、多様化、複雑化しており、ハラスメントにな

るのかどうか曖昧なグレーゾーンも存在しています。

そういった「こういったこともハラスメントに
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なるのか」という点にスポットライトを当てなが

ら、セクハラ、パワハラ、マタハラそれぞれにつ

いて過去の具体的な事例や判例を交えながら、そ

の判断ポイントについて分かり易く解説していた

だきました。

国 際 奉 仕

国際奉仕委員長　日 野 英 典

2018−2019年度の国際奉仕委員会の「短期

交換留学生の受入れ及び派遣事業」は新居浜ＲＣ

がガバナー輩出の年度ということもあり、新居浜

での愛媛受け入れ式、松山でのフェアウェルパー

ティーと例年にはないプログラムもありました

が、会員の皆様のご協力のもと無事に終えること

ができました。誠に感謝申し上げます。ありがと

うございました。

米国ニュージャージー州からの受け入れ留学生

は６月30日に日本に到着し、７月16日から７月

19日の間、愛媛に滞在しました。７月16日には

新居浜リーガロイヤルホテルにて愛媛受け入れ式

が、７月18日には松山でフェアウェルパーティー

が開催されました。新居浜ロータリークラブには

７月16日（月/祝）・17日（火）の間、「エイブラハム

ノウルトンさん」と「ケイシー　ヴィーゼルさん」

が小野雄史幹事の家でホームステイし、新居浜の

文化にふれながら様々な交流を深めました。小野

幹事、多大なご協力ありがとうございました。

本年度の短期交換留学生としてきた二人が、国

際人として新居浜（日本）とニュージャージー州

（米国）との友好関係により良い担いをしてくれ

たらと、今後の活躍に期待します。

派遣学生としては新居浜西高等学校インター

アクトクラブの寺田百花さんが７月26日から８

月16日の日程で米国ニュージャージー州（ＲＩ

7470地区）へ参加しました。米国での経験がと

ても貴重な時間であったと帰国報告してくれまし

た。彼女の今後の成長が楽しみです。

また、委員会としては上期にキャンプメリー

ハート支援（国際ファンド）下期にユネスコに協

賛事業をおこないました。

本年度も昨年に引き続き第2670地区の短期交

換委員会の委員としても出向させて頂きました。

留学を通じて自分を成長させるという志を持った

若者を応援できると同時に自分もまた新たな挑戦

をして成長していかないといけないという気持ち

にさせられます。

約40年継続しているこの短期交換留学プログラ

ムが今後も発展継続していくことを切に望んで活

動回顧の結びとさせていただきたいと思います。

一年間ありがとうございました。

Ｒ 財 団

ロータリー財団委員長　越 智 　 仁

今年は、神野勝太副委員長と森平信哉会員と３

名で活動してまいりました。委員長として、

１．健康状態を改善する。

２．教育の支援を高める。

３．貧困を救済する。

この３つを通じて世界理解　親善　平和を達成

できるようにすること。の３つを掲げて行動する

予定でしたが、なんにも出来ずに終了したことを

反省しております。

行事としては、平成30年11月８日、内部卓話

を村上正純会員にして戴き大変ありがとう御座い

ました。

なんにもしなかったお詫びの意味で私自身マル

チプルポールハリスフェローにならせて頂きました。

来期には活発に活動できますことを願っています。

米 山 奨 学

米山奨学委員長　朝 日 俊 雄

当委員会は、嶋田祐二さんと転勤された松浦

正樹さんの三人でした。

今期はガバナー輩出クラブとして、多めの寄付

金のご協力をお願いし、米山功労者として、井石

安比古・伊東省司会員のお二人。

一万円からの特別寄付金を、嶋田祐二・小野幸男・

米谷方利会員のお三方からご協力を頂きました。

改めて御礼申し上げます。

当クラブでの行事は、米山月間の10月に川之江

クラブがお世話されている張瀞文(ﾁｮｳｾｲﾌﾞﾝ)さん

をお招きして卓話をお願いし、23日には当クラブ

がお世話している孫源晙(ｿﾝｳｫﾝｼﾞｭﾝ)君が八幡浜ク

ラブで卓話をされ、お世話役として同行致しました。

当クラブ内の米山委員会行事は以上です。

今期は地区の常任幹事として出向させていただ

き、１月の奨学生の面接から始まり地区の定例委

員会や、新居浜での地区研修協議会・奨学生とカ
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ウンセラーのオリエンテーション、奨学生の終了

式・歓送会など、一連の米山委員会の「現場」に

参加させていただきました。

おかげさまで、海外からの留学生への日本独自

の奨学制度(民間では最大規模)の概容と現況を理

解することが出来ました。

人生の指針を構築するべく日本で向学に励んで

いる若者と直に接しながら役に立てる米山記念奨

学委員会活動は、確かに意義のあるものと痛感で

きた１年でした。

いい機会を与えて戴きました新居浜クラブに感

謝御礼申し上げます。

有難うございました。

青少年奉仕

青少年奉仕委員長　井 石 正 哉

ロータリークラブにおいて青少年奉仕は、指導

力養成活動社会奉仕プロジェクト及び国際奉仕プ

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

識するものであります。

これについてはいささかでも青少年の力になっ

たかといえば、自分の場合非常に怪しい部分も

ありますが、最初、右も左も分からない中で出発

して自分なりに一生懸命に出席して、終わる頃に

なってやっと青少年奉仕委員長のやるべき仕事方

向性2670地区の事RYLAの事の一部が、やっと見

えてきた状態です。

そして各委員会には、青少年奉仕の場合は、イ

ンターアクト、ローターアクト、新世代、そして

RYLAなどですが、其々にプロフェッショナルと

いうか専門家が居られることも知りまして、ロー

タリークラブの奥の深さをしみじみ感じたわけです。

１年間を振り返ってみますと、今年度の場合は

ガバナー輩出クラブでもありますので、皆様も

覚えていらっしゃると思いますが、前年度から

PETSや地区研修協議会がありまして、委員会の

地区幹事として、部門別の会で司会の大役を仰せ

つかりました。

その日は風邪気味だったのですが、休むわけに

もいかず出席して司会をさせて頂きました。

自分の委員会を詳しく把握していないものが風

邪でぼやっとしている頭で司会をしたものですか

ら不行き届きのことばっかりで、ご心配やご迷惑

をかけたのではと思っております。

今年度に入りましては、中学生弁論大会。これ

は毎年の事ですが中学生とは思えないなかなかの

実力で、入賞を逃した方の中にも入賞した生徒さ

んと甲乙つけがたい生徒さんが何人もいて充実し

た内容でした。そして、先生たちも生徒を熱心に

指導し、当日も一生懸命応援している姿に感動い

たしました。なかなか良いものです。

又、えひめ学園にもお邪魔させていただきまし

た。今まであまり詳しく知らなかったもので、色々

学園内の様子などの説明を詳しく聞くと、意外と

東予地区の生徒は少ないのだなとか、皆んな頑

張っているんだと応援したくなったり、結構勉強

になる事が多くありました。

インターアクトの大会にも近藤インターアクト

委員長と一緒に参加しました。会場は、鳴門渦潮

高校。あまり聞き覚えのない学校なのでお聞きし

たら、鳴門第一高校と鳴門工業高校が合併して鳴

門渦潮高校になったと言われたら納得です。(野

球強いだろうなー )綺麗な学校でした。四国で一

番先に発足した新居浜西高インターアクトクラブ

の生徒達も参加して大会が始まりました。ゲーム

もあって、若い柔らかい頭をいかに使って机の上

に崩れやすい材料でいかに高い塔を作るかという

ゲームです。高く作っていても終了の時間前に崩

れてしまったチームとか、頑丈そうに作っている

のだけどやはり高さが足りなかったチームもあ

り、楽しく見させて頂きました。

年を開けて直ぐに新居浜小中学生科学奨励賞の

優秀作品の発表と、表彰にも参加させていただき

ました。

昨年も見せて頂きましたが、今年は、特に出場

者のお父さん、お母さんの苦労も聞き身近に感じ

れました。

特に面白かったのは、選考者の裏話で、中には

凄いのもあるが、その作品がある程度は生徒が

やったものか、殆ど親がやってしまったものかを

見抜かなければならないという話など、実際に選

考するとなるとなかなか大変なことも多いなと感

じました。

ローターアクトの大会にも参加させていただき

ました。他のロータリークラブのローターアク

ト会員は、大学生とか社会人が多く、会員年齢が

(18歳から30歳まで)なので、新居浜ロータリーの

高専生と言うのは珍しいということもわかりまし

た。それなりにどちらも色々と問題を抱えながら

努力している事も。
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５月の末に、今年も小豆島の余島でRYLA…

seminarがありました。

セ ミ ナ ー 受 講 者 は、 桑 原 ガ バ ナ ー と

RYLASeminarの卒業生でもあります関前教育長

のご援助もありまして、今年も２名参加でした。

この地区のRYLAは、2670地区と、2680地区

の合同のイベントなので、余り他の地区のロータ

リアンと交わる事が少ない私には他の地区のロー

タリークラブの雰囲気なども感じられて、有意

義に過ごせました。特に部屋に帰ってからの他の

ロータリアンとの夜遅くまでの話が良かったと思

います。他のロータリークラブとの違いやそれぞ

れの人の仕事の話、心情の話結構楽しかった。

又、２日目の講師が徳島の池田高校の蔦監督の

孫で、映画監督の蔦哲一郎氏でした。短編映画の

上映の後お話がありました。興味深いお話だった

のですが、野球好きの私としては蔦監督のお話を

もう少し聴きたかったなー。

最後に今年度を振り返って、ロータリークラブ

の事を余りにも知らなかったと無知を恥じた事、

各ロータリークラブそれぞれに特徴があり、同じ

ロータリークラブは無い事、そしてロータリーク

ラブ自体の幅や奥行きの深さに驚いた事を書いて

おきます。

ローターアクト

ローターアクト委員長　萩 尾 孝 一

本年度ローターアクト委員会は、矢田副委員長、

山本委員の協力のもと活動を開始しました。歴史

ある新居浜高専ローターアクトが、自主的に自由

に活動できるように支援したいと思いスタートし

ましたが、なかなか自分自身思うようなことがで

きなかったと反省しています。活動としては、７

月の会長幹事会、10月の国領祭には参加し、クラ

ブの露店では売り上げの協力のために焼き鳥を気

持ちだけ購入しました。令和に入り６月の地区大

会には自身が所用のため行けなく、矢田副委員長

に無理を言って参加してもらいました。皆様には

大変協力してもらい、どうにか活動を無事終了す

ることができました。

大変喜ばしいことがありました。宮西小学校４

年の鈴木奈々子さんの学習支援新聞が、「えひめ

こども新聞」グランプリを受賞しました。その記

事の中に、高専ローターアクトクラブの学習支援

ボランティアについてのことが掲載されていたの

で、その新聞を２月号の会報に載せさせていただ

きました。会員の皆様も読んだことと思いますが、

ローターアクトクラブの皆さんが大変素晴らしい

活動をしていることを褒めてあげてください。

インターアクト

インターアクト委員長　近 藤 利 彦

今年度のインターアクト委員会は、私と長岡副

委員長、東田委員の３人で進めてまいりました。

今年度も、上期の７月に新居浜西高インターア

クトクラブとの連絡会を開催する事ができ、西高

インターアクトクラブの皆さんと早くより親睦を

深める事が出来ました。

７月28日、29日に徳島にて、またまた悪天候

の中行われたインターアクトクラブ最大の行事で

ある年次大会には、私も含めクラブの皆さんも無

事参加し、一部行事が短縮の中、有意義な時間を

過ごさせて頂き、８月２日の例会にて報告致しま

した。

また、10月７日に行われた花の種配布事業にも

参加させて頂きました。

上期でほぼ全ての行事が終わり、後は年度を通

じてPHD募金活動を推進致しました。

1966年、私の誕生年でもありますこの年に、

四国で最初に結成された伝統のある新居浜西高イ

ンターアクトクラブが、どうかこれまで以上に地

域・世界に目を向けた様々な奉仕活動を通じて、

思いやりや指導力を高め、国際理解と親善を深め

られる人となる様、今年度以上の絶大なるサポー

トをお願いできればと思っております。

１年間、皆様方のご指導、ご協力ありがとうご

ざいました。

ク ラ ブ 奉 仕

クラブ奉仕委員長　近 藤 基 起

この度、クラブ奉仕委員長として1年間勤めさ

せていただきました。

本来、クラブ奉仕委員会は、「プログラム」・「出

席」・「会員増強」・「分類選考」・「戦略計画」・「広報」・

「R情報雑誌」・「会報」と八つの委員会が活発に活

動できるように理事会とのパイプ役となること、

そして、ロータリアンの良さを再認識させ、クラ

ブを盛り上げていくことが役割であり、他のクラ
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ブでは八割近くが次期会長となる重要なポジショ

ンです。しかし、八つの委員の各委員長が積極的

に運営をしていただいたこともあり、私自身は特

に仲介役をすることもなく、皆様へのお礼以外は、

特に筆記することがございませんので、地区のク

ラブ奉仕委員としての活動を中心に活動回顧を執

筆させていただきます。

３月11日（日）に開催された地区研修・協議会に

おいては、地区のクラブ奉仕委員長である葛石智

さんを筆頭に、地区のクラブ奉仕委員として前席

に座ることになり、他のクラブの委員長と共にク

ラブ奉仕について協議いたしました。１．会員増

強・退会防止　２．例会が魅力あるプログラムに

なっているか　３．ロータリー情報委員会の活動

状況はどうなっているか　４．出席委員の機能と

は　５．会員親睦の事例など、５つのテーマで進

められました。

わたくしとしては、他のクラブがどのような取

り組みを行っているか肌で感じることができ、大

変勉強になりましたが、新居浜ロータリークラブ

は会員増強および出席率において、他クラブより

も優秀であったため、クラブ内でどのような取り

組みを実施しているか、説明を求められることが

多かったです。ありきたりな内容しかご紹介する

ことができず、大変申し訳ない思いをしました。

また、ガバナーエレクト大島浩輔様からCLPにつ

いての所見をお話いただいたことで、同じロータ

リークラブであるが、クラブの活性化のために各

クラブに独自性をもたせているため、各クラブ取

り組み方や進め方に違いがあることを知ることが

できました。

８月11日（土）リーガロイヤルホテル新居浜に

て、会員増強地区セミナーおよびクラブ研修リー

ダー育成セミナーが開催されました。

わたくしはクラブ研修リーダー育成セミナーを

担当することになり、基調講演の講師である

2016-18年度国際ロータリー第３ゾーン　ロータ

リーコーディネーター補佐伊藤文利様のプロ

フィールのご紹介をさせていただきました。講演

内容は「ロータリーの過去、現在、未来」のテー

マのもと、ロータリーの歴史を振りかえり原点か

ら現在の状況、ロータリーの未来への創造につい

てのお話をしていただきました。わたくしはこの

講演で知ったのですが、初期のロータリーは親睦

と友愛+会員の相互扶助を目的としており、利己

的な活動を行っていたが、利己的要求と他人の為

に奉仕したいという心との間にせめぎあう矛盾葛

藤を和らげようと、自己修養の場へと変化して

いったようです。また、クラブの継続の危機につ

いてもお話されました。世界のロータリーの会員

数は安定しているように見えるが主に日本国内を

含め先進国を中心に会員数が減少してきておりま

す。会員の時間的、経済的、体力的負担を軽減す

るため、クラブごとに運営の柔軟性を持たせ運用

ルールを変化させる必要があると感じさせていた

だきました。最後に伊藤文利さん自身の言葉で「無

理やりにでもロータリークラブに私を入会させた

お方に生涯感謝する」というお言葉が大変印象に

残りました。

基調講演の後、グループ討議がなされ、各クラ

ブの研修リーダーの役割を発表されるなど、長時

間にわたるセミナーでしたが、ロータリーについ

て真剣に考える良い機会であり、私自身も非常に

有意義な一日となりました。

１年間クラブ奉仕委員長としては、皆様のお役

には立てませんでしたが、私自身地区の取り組み

を通してロータリークラブの色々なことを勉強さ

せていただきました。皆様のご協力に感謝いたし

ます。

プ ロ グ ラ ム

プログラム委員長　垂 水 辰 仁

平成30年度のプログラム委員会は一宮捷宏副委

員長と二人で運営してまいりました。

本年度国際ロータリー会長方針「Be…the…

Inspiration」をテーマに、その趣旨を受け桑原

征一地区ガバナーは運営方針として「共に考え、

共に行動しよう！」を掲げました。

また、我が新居浜ロータリークラブの中山恵二

会長は「ロータリアンの良さを再認識して共有し

よう！」を会長方針として掲げました。そこでプ

ログラム委員会としては、これら３つの方針の実

現に向けプログラムを編成してまいりました。

ガバナー輩出の本年度は、地区大会等大変忙し

い年でしたが、お茶の会や会長杯ゴルフコンペ・

内部卓話など例年通り行って参りました。可能な

限り全員参加でお願いし、皆様の熱い協力もあり

一年間、大過無くプログラムが進行する事ができ

感謝感謝の気持ちでいっぱいです。今後ともご指

導・ご鞭撻の程よろしくお願いします。
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出 　 席

出席委員長　明 星 　 元

本年度の出席委員会は、石川博敏副委員長と共

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お願いすることが重要な委員

会です。

今年は、桑原ガバナーを輩出しているクラブと

して、普段経験したことがない事業を数多くこな

してきました。PETS・DTTS、地区研修・協議会、

地区大会など、新居浜ロータリークラブの会員が

総出で取り組み、立派に成功させました。わがク

ラブの底力は本当に素晴らしいと思いました。

また、今年も前年度と同様、例会出席率も

100%を達成することができそうです。これもひ

とえに会員の皆様のロータリーに対する熱意の賜

物と思っています。１年間、本当にありがとうご

ざいました。

会 員 増 強

会員増強委員長　小 野 正 師

多くの会員に助けていただき、入会が順調に進

んでいましたが、下期３月６月に退会者が続いた

結果、入会７名、退会８名のマイナス1名となり

ました。いわゆる転勤族と呼ばれる会員が20名強

いるので、転勤後の補充が急がれます。

また、最年長会員であった伊藤雅治先生との永

遠の別れが大変悲しく残念なことでありました。

以下に、2018−19年度の入退会者表を記します。…

… … … … … … …

分 類 選 考

分類選考委員長　髙 橋 英 吉

去年６月末会員数62名でスタートしましたが、増

強委員会の努力によりピークには67名の会員数にな

りました。おそらく当クラブよりガバナーが誕生し

たせいではないかと思っております。しかし後期に

は転勤退職等により最終的には６月末現在61名にな

りました。新年度にはまた新しい会員が増加するよ

うに陰ながら応援するつもりです。

これでもって活動報告とさせていただきます。

戦 略 計 画

戦略計画委員長　村 上 正 純

戦略計画委員会は、西本健副委員長、小野幸男

委員、小野正師委員、新谷隆則委員の５名で活動

を行いました。社会奉仕委員会、会員増強委員会、

広報委員会と関連致しますので、それぞれの委員

会の委員長さんに兼務をお願い致しました。

戦略計画委員会は、クラブの将来のビジョンを

思い描き、これに向けた目標を立てるプロセスです。

クラブのビジョンはクラブ全体で話し合い、ク

ラブ全体の支持が得られるものとします。

具体的目的項目は、以下の３項目です。

（１）クラブのサポートと強化

　○ クラブの長所と短所を抽出し修正すること

　○ 適正なクラブの人数の確定

（２）人道的奉仕の重点化と増加

（３）公共イメージと認知度の向上

具体的な活動としては、クラブフォーラムを通

じて意見を出してもらい、委員会で検討し、決定

します。委員会は戦略計画委員会のメンバーと会

長、幹事、会長エレクトで決定しました。

（１）…クラブの長所と短所の抽出・修正につい

ては、フォーラム、委員会を開催し終了

しました。

適正なクラブの人数については、フォー

ラム、委員会を開催し目標として70名で

決定し、終了しました。

（２）人道的奉仕の重点化と増加

（３）…公共イメージ認知度の向上については、

フォーラムを開催し意見を出してもらっ

ておりますが、委員会は開催しておりま

せんので、次年度戦略計画委員会に引き

継いでもらいたいと思っております。

最後に、クラブ会員の皆様には御協力いただき

本当にありがとうございました。
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広　報（IT）

広報（IT）委員長　新 谷 隆 則

平成最終年の広報（IT）委員会を、ベテラン松田

哲雄副委員長と１年間取り組みました。

中山会長の方針「ロータリアンの良さを再認識

して共有しよう」の下、例年の「ロータリーの友」

外部団体等への配布、HP・ブログ更新及びメン

テナンスの継続を行うと共に、地区委員長方針の

「MY……Rotary」アカウント登録及び運用を呼び掛

けました。

地区大会開催に併せた記念ゴルフコンペの際に

チャリティが実施され、その状況を地元CATVへ

パブリシティ放映を依頼。ロータリーの活動を一

般紹介することが出来ました。

広報委員会の役割であるクラブ奉仕活動の地域

社会への認識向上及び公共イメージアップの必要

性は認識しますが、アピールは難しく、地元で地

区大会開催する事は四国内から数多くのロータリ

アンが集結する事で地元経済の活性化に繋がり、

新居浜ロータリークラブの認識向上に役立ったと

広報の立場からは考えます。

又、地区大会の会場には自身も加入している新

居浜物産協会が直販ブースを出し特産物を紹介し

た事も、地域のアピールと同時に協会に良い機会

を与えたと思います。

Ｒ情報・雑誌

R情報・雑誌委員長　米 谷 方 利

ロータリー情報・雑誌委員長を拝命し１年間…例会

最後の５分〜10分間報告をすることになりました。

前任の西本さんは会長経験がありロータリー全般に

わたって勉強しておられる方で、毎回立派な情報・

雑誌報告をされておられましたが、私の場合はこれ

まで真面目にロータリー活動をしてなかったため充

実した報告が出来ませんでした。委員長に任命され

た時は地区会議などの勉強会に出席して活動の内容

を勉強するべきでした。

例会時間が余れば必ず報告があるので、少なくと

も例会開始１時間前から会場に行って、ロータリー

の友とガバナー月信に、ある程度目を通して月間行

事の確認とメンバーの投稿などを読んで、報告の内

容を決めておきます。こんなに大変だとは思いませ

んでしたが、ロータリーについての勉強をする１年

間でした。

つたない話ばかりでしたが、みなさんに真面目に

聞いていただきありがとうございました。委員の

永田さんにも大変お世話になりました。頼りにして

いた伊藤先生が急逝されて助け舟をなくしました。

ご冥福をお祈りいたします。

以上、なんとかかんとか１年間委員長としての責

任を果たすことができました。お世話になりました。

会 　 報

会報委員長　井 石 安比古

本年度の中山会長方針に基づき、今期の会報委

員会は、鈴木誠祐会員、村上徹両会員の多大なる

ご協力の下、なんとか10編を出版することが出

来ました。特に鈴木会員には、写真撮影の大役を

お引き受けいただき本当にありがとうございまし

た。今年度は、伊藤会員の表紙絵が使用できなく

なり、苦慮しましたが、急遽、新居浜観光協会の

カレンダー画像を使用する許可をいただき、なん

とか乗り切りました。今後踏襲するか否かは、次

期鈴木委員長にご検討お願いいたします。

今期初の試みとして、『わが社のナンバーワ

ン???（わが社自慢）』といった地元企業を紹介

する企画を始めて見ましたが、当期は２編を掲載

することが出来ました。今後の継続についてはご

検討ください。

何はともあれ、会報はご投稿いただく会員の皆

様のご協力により成り立っております。今期ご投

稿いただいた会員の皆様方には、深く感謝いたし

ます。ありがとうございました。来期もまた今期

同様ご協力お願い申し上げます。宜しくお願いい

たします。

親 睦 活 動

親睦活動委員長　重 見 法 人

親睦活動委員会の、この１年間の活動を振り

返って報告いたします。

先ず、「新居浜RC会長杯ゴルフ大会」に関しま

しては、上期大会は昨年９月27日に開催されまし

た。この大会では私重見法人が優勝致しまして、

前回の優勝に続いて会長杯を連覇致しました。し

かしながら、去る５月16日に開催されました下期

会長杯では、佐々木世希さんが優勝され、私の三

連覇はあえなく潰えました。
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次に、「近隣４RC親睦ゴルフコンペ」に関しま

しては、最初の東予RC担当コンペは、昨年９月

30日に開催予定でしたが、台風の影響で中止とな

りました。次の新居浜南RC担当コンペは、開催

予定が都合で遅れて今年２月３日に開催されまし

たが、わが新居浜RCが団体優勝し、桑原征一ガ

バナーからご寄贈いただいた優勝カップに第一回

優勝の名前を刻むことが出来ました。この優勝

カップは、８年間持ち廻って最も優勝回数の多

かったRCが取りきることになっています。次の

西条RC担当コンペは４月27日に開催され、新居

浜南RCが団体優勝されました。最後の新居浜RC

担当のコンペは６月９日に開催され、わが新居浜

RCは個人優勝から８位までを独占して団体優勝

し、優勝カップを取り戻して終了しました。因み

に、個人優勝は藤田真哉さんでした。

さて、この「近隣４RC親睦ゴルフコンペ」の

歴史を遡ってみました。すると、「東予４RC親睦

ゴルフ収支表」というファイルの中にあった一番

古い収支表に、幹事が新居浜RCの上山三郎氏（当

時の住友生命・新居浜支社長）で日付が、昭和60

年10月10日となっていました。34年前になりま

す。又、当時の開催頻度は年６回で、平成９年頃

から現状の年４回になったようです。累計回数は、

この６月９日のコンペが第150回の記念すべき大

会になっていました。長い歴史と伝統のあるコン

ペです。

次に、上期のビッグイベントである「秋の遠足」

は、「カニを堪能し、砂の芸術を鑑賞する」をテー

マに、昨年11月24から25日にかけて皆生温泉に

宿泊し、足立美術館から鳥取砂丘・砂の美術館へ

のバス旅行でした。13組の御夫婦を含む合計35

人が参加されました。私は都合で欠席せざるを得

なくなったのですが、親睦委員の皆さんにお世話

を戴いて、参加者全員に十分楽しんで頂いて元気

に帰っていただきました。でも、後でお話を伺う

と、驚くほどのお酒の消費だったようです。

一方、下期のビッグイベントである「親睦家族

会」は３月14日に開催され、24組の御夫婦を含

む80名の皆さんに参加して戴き、盛大に開催され

ました。ホワイトデーに因んで「薔薇一輪」を奥

様にプレゼントし、ビンゴゲームで盛り上がり、

ジャズの演奏を聴いていただきながら、勿論お酒

も楽しんでいただき、大いに親睦を深めていただ

きました。

親睦活動委員会の最後の行事は、ロータリー情

報雑誌委員会との共催で開催される「新入会員と

の集い」ですが、６月20日に開催させていただき

ました。６名の新会員とその推薦者並びに会長、

幹事と担当理事合わせて17名の皆さんにご出席を

頂きました。

以上の主な行事の他に、例会時の会員の皆様の

お出迎えから後片付けまで、親睦活動委員全員が

協力し合って活動する事で、「ロータリアンの良

さを再認識して共有しよう！」という、中山恵二

会長の年度方針に沿い、新居浜ロータリークラブ

の会員の皆様の親睦と友情を深める親睦活動を通

じて、ロータリアンの良さを再認識して戴けるよ

うにと、１年間努めさせていただきました。

親睦活動委員の皆さん、ご苦労様でした。又、

事務局の田所理子さん、お世話になりました。会

員の皆さん、有難うございました。

この度、住友共電の社長を

退任するにあたり、新居浜

ロータリークラブを退会いた

しました。

2016年10月に入会させて

いただいておりますので、２

年８か月の在留でありまし

た。短い期間でしたが、長い歴史と高い格式の新

居浜ロータリークラブの会員である間に、ロータ

リーの何たるか、奉仕の大切さ、相互信頼に基づ

いた仕事を超えた豊かな知人の輪、多士済々から

の卓話による新たな知識など大切なことを幾つも

学ぶことができました。本当に有難く感謝してい

ます。

親睦委員、ローターアクト委員、インターアク

ト委員のお役目を頂きましたが、実質的な活動は

殆ど無く、ぶら下がり会員であったことを反省し

ています。一方で、クラブが開催する多くの種類

の　イベント（家庭集会、家族会、お茶会、イン

ターシティミーティング、夜間例会、地区大会な

退会にあたって
山 本 一 心
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ど）には参加を心掛けて来ました。ソングの指揮

者、会合の準備や受付、案内など分担した役割が

思い出されます。

最近でこそ各企業において、ＳＤＧｓやＥＳＧ

で表現されるように、社会貢献が求められるよう

になってきましたが、ロータリークラブでは既に

長い期間、持続的な社会奉仕・貢献を実践して来

ていることを具体的な活動を見聞きする中で理解

しました。特に将来を期待する若い世代への色々

な機会提供は優れていると感心しましたし、それ

らがとても有効に機能していると感じました。ま

た、多くのイベントを通じて、会員相互の親睦を

深め、絆を強める努力を惜しみなく尽くしている

ことも知りました。とても素晴らしいことと思い

ます。現業であるために参加が限られていたこと

が若干残念です。

さらに会員の皆さんが年齢以上に若々しく元気

であることを印象深く思っています。週に一回と

いう高い頻度で例会を開くにも拘わらず、多くの

方は高い比率で出席し、加えて食事会やゴルフ、

登山、競歩、打合せなどを厭わず活動している様

は、とても逞しく見えました。自分もまだ努力し

なければと思います。

これからは外からロータリーを見ることになり

ますが、新居浜ロータリークラブの益々の発展と

会員の皆様の一層のご活躍とご健勝、ロータリー

精神の深い浸透と社会奉仕・貢献を心より祈念申

し上げます。

（敬称略）

開　会… 中山会長

来客紹介… 山内親睦副委員長

　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… 明星出席委員長

被選理事会報告… 青野会長エレクト

幹事報告… 小野（雄）幹事

各委員会の連絡事項
ニコニコ報告… 副SAA

ロータリー財団
マルチプル・ポール・ハリス・フェローピン 授与（越智仁会員）

… 中山会長

委員会活動回顧〔Ⅰ〕
（…職業・社会・人尊・国際・財団・米山・青少年・IA・出席）

… 各委員長

閉　会… 中山会長

Ｒ１.６. ６（第3242回）

Ｒ１. ６.13（第3243回）
開　会… 中山会長

来客紹介… 大和田親睦委員

　ゲスト　なし…

　来訪ロータリアン　… 柳谷葉一様（松山RC）

結婚記念祝（６月）

　山本　和宏君…… 7日　　小野　正師君……10日

　鈴木　誠祐君……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

定例・持ち回り理事会報告… 中山会長

各委員会の連絡事項
ニコニコ報告� 副SAA

委員会活動回顧〔Ⅱ〕
（…RA・クラブ奉仕・プログラム・増強・分類・戦略・広報・

情報・会報・親睦）… 各委員長

閉　会� 中山会長
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開　会… 中山会長

来客紹介… 平尾親睦委員

　ゲスト

　　三井住友建設㈱四国支店… 支店長　平　喜彦様

　　RI第2670地区愛媛第Ⅰ分区

… ガバナー補佐　八塚誠一様

… 次年度ガバナー補佐　瀧山一甫様

　来訪ロータリアン　なし

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

ガバナー補佐交代挨拶… 八塚誠一様

… 瀧山一甫様

会員退会
　送別の辞… 中山会長

　退会挨拶… 山本一心会員

次年度プログラム説明… 東田次年度プログラム委員長

次年度予算説明… 伊東次年度会計

閉　会… 中山会長

Ｒ１.６.20（第3244回）

開　会… 中山会長

来客紹介… 山内親睦副委員長

　ゲスト　なし… 　　

　来訪ロータリアン　なし…

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

会長活動回顧＆総括� 中山会長

幹事感想… 小野（雄）幹事

SAA感想… 妻鳥SAA

例会閉会… 中山会長

槌の伝達（青野正 新会長へ）… 中山会長

会食・懇談… 重見親睦委員長

Ｒ１.６.27（第3245回）

鈴木　誠祐　…5/20に住友別子病院健康フェスタが

行われ、500名以上の参加をいただ

き盛会に終わりました。ありがとう

ございました。

東田　桂典　…誕生祝ありがとうございます。

山内　君男　…誕生祝ありがとうございます。54才

になります。現在、人生初のダイエッ

トにチャレンジ中です。

増田　　忍　…職業奉仕委員会、無事１年間終了し

ました。

小野　幸男　…社会奉仕委員会活動無事終了しまし

た。

畑田　達志　…社会奉仕副委員長として活動でき

ず、申し訳ないです。１年間委員長

さんはじめ委員の皆様に大変お世話

になりありがとうございました。

ロータリーの皆様、今後共よろしく

お願いします。

高橋　正明　…人間尊重委員会です。１年間お世話

になりました。本年度の活動報告を

丹委員長に代わって、丹委員長がま

とめて下さったものを、代読させて

もらいます。

日野　英典　…国際奉仕の活動回顧させて頂きま

す。１年間ありがとうございました。

朝日　俊雄　…今期１年、米山記念奨学委員会委員

長、そして地区委員として活動させ

ていただきました。ありがとうござ

いました。

井石　正哉　…青少年奉仕委員長無事終わりそうで

■�６月６日�	 ……………………………………………………………………………………… ●

（敬称略）
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柳谷　葉一　…本日はよろしくお願いします。

桑原　征一　…無事、ドイツ・ハンブルクの国際大

会より帰って来ました。ガバナーナ

イトも30余名の参加を頂き、盛大に

開催できました。

安藤　賢一　…国際大会、ガバナーナイト無事終了

しました。代表幹事の役務も、ほぼ

終りそうです。

神野　勝太　…ロータリーの国際大会に出席してき

ました。今回で８回目の出席となり

ますが、年のせいか今回は非常に疲

れました。

松尾　嘉禮　…ハンブルク世界大会に無事参加、帰

国致しました。

永田　光春　…国際ロータリー、ハンブルクに参加

出来たのも皆様のお陰です。ありが

とうございます。

髙橋　英吉　…国際ロータリークラブに参加しまし

た。はじめての経験でいい勉強にな

りました。

米谷　方利　…ハンブルクで開催された世界大会に

参加して、10,000人の押しくらま

んじゅうを経験しました。全員無事

に帰国できました。

矢田　義久　…国際大会から無事帰って参りまし

た。企画に大いに問題があり、参加

頂いた皆様には大変ご迷惑をお掛け

いたしました。『大いに失礼』との

合わせ技で3,000円といたします。

村上　　徹　…ロータリー国際大会参加の皆様、御

苦労さんでした。皆様元気で帰国さ

れ安心しました。

東田　桂典　…国際大会無事帰国。お疲れ様でした。

越智　　仁　…マルチプル・ポール・ハリス・フェ

ローありがとうございました。

藤田　真哉　…6/9の近隣４ロータリークラブのコ

ンペで、個人戦優勝させていただき、

団体戦優勝にも貢献できました。ダ

ブルペリアのくじを引いていただい

た中山会長、ありがとうございまし

た。

中山　恵二　…今期最後の近隣４RCのクラブコン

ペで、チーム新居浜RCが優勝でき

ました。有終の美を飾れて良かった

です。１位〜３位までの藤田さん、

一宮さん、新谷さんありがとうござ

いました。

青野　　正　…ユネスコ寄席、いつもお世話になり

ます。

吉田　達哉　…７月13日、市民文化センターにて、

ユネスコ寄席を行います。ぜひご夫

婦、お友達連れでお越し下さい。

金山　貴博　…７月から半年間、タウン誌の「ここ

まち」の裏表紙に会社紹介を連載し

ます。読んで感想を聞かせてくださ

い。

西岡　　圭　…先週出張にて青森県、秋田県を訪ね、

これで47都道府県全てを訪問いたし

ました。これからも各地を訪ね、見

聞を広めたいと思います。

小野　正師　…あれから苦節40年。今では穏やかに

空気のような関係です。感謝の日々

です。I…love…you…!（結婚記念）

大和田　洋　…結婚記念日に、素敵なバラの花束を

ありがとうございました。横浜の妻

が大変喜んでいました。これからも

妻を大切にし、見放されないように

したいと思います。

鈴木　誠祐　…６月は結婚記念日だというのをすっ

かり忘れていました。毎年ロータ

リーに救われています。ありがとう

ございます。

山本　和宏　…何とか33回目の結婚記念日を迎える

ことができました。きれいなお花あ

りがとうございました。

越智　　仁　…ロータリー財団、１年間ありがとう

ございました。

■�６月13日�	……………………………………………………………………………………… ●

松山RC

す。色々と初めての事が多く、楽し

く新鮮に勉強させていただきまし

た。ありがとうございました。

近藤　利彦　…今年度、インターアクト委員長を務

めさせて頂きました。皆様方の御協

力ありがとうございました。

明星　　元　…今年も例会出席率100％を達成出来

そうです。皆様のご協力ありがとう

ございました。

小野　正師、井石安比古、一宮　捷宏　…（その他）
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小野　正師　…会員増強、１年間お世話になりあり

がとうございます。

村上　正純　…戦略計画委員長の村上です。１年間

活動の御協力に感謝致します。

西本　　健　…戦略計画委員会　村上正純委員長の

活動回顧を代読いたします。

垂水　辰仁　…１年間プログラム進行に御協力して

頂き、誠にありがとうございました。

無事終了できたことを感謝しており

ます。

新谷　隆則　…広報（IT）委員長を１年間無事務めま

した。御協力感謝致します。

重見　法人　…親睦活動委員長を１年間務めさせて

頂きました。親睦委員の皆さん、お

疲れ様でした。会員の皆さんのお世

話になり、ありがとうございました。

米谷　方利　…R情報・雑誌委員会でお世話になり

ました。

井石安比古　…会報委員会、皆さん御寄稿ありがと

うございました。

髙橋　英吉　…分類選考委員長１年間務めさせて頂

きました。あまり活動しなかったで

すが、ありがとうございました。

井石安比古、加藤　友久、森平　信哉、

長岡　一路、小野　正師　…（その他）

八塚　誠一　…つたないガバナー補佐でしたが、１

年間お世話になりました。

瀧山　一甫　…本日はよろしくお願いします。

桑原　征一　…新旧ガバナー補佐の八塚さん、瀧山

さん、ようこそおいで頂きました。

八塚さんには、１年間本当にお世話

になり、ありがとうございました。

瀧山さん、これから頑張ってくださ

い。

安藤　賢一　…ていちょうな言葉を賜りましてあり

がとう御座居ます。感謝。

日野　英典　…八塚ガバナー補佐、１年間ありがと

うございました。日本酒の会も楽し

みにしております。瀧山次年度ガバ

ナー補佐、１年間よろしくお願いい

たします。

朝日　俊雄　…この度、私の都合によりまして、ガ

バナー輩出の年度が終了する６月末

をもって新居浜ロータリークラブを

退会させていただきます。平成16年

７月に入会させていただきまして15

年間、本当にお世話になりました。

新居浜随一の組織に入らせていただ

き、個人では叶わない多くの貴重な

体験を得ることが出来ました。心よ

り感謝御礼申し上げます。今後も新

居浜クラブの皆様に御清祥多きこと

をご祈念申し上げますと共に、この

ご縁を大切に、今後とも御厚情賜り

ますよう宜しくお願い申し上げま

す。本当にありがとうございました。

… 令和元年水無月吉日

山本　一心　…３年間お世話になりました。本当に

有難うございました。

東田　桂典　…プログラムをご報告させていただき

ます。よろしくお願い致します。

伊東　省司　…来期の予算説明をさせて頂きます。

適正な予算執行にご協力お願いしま

す。

桑原　征一　…ハンブルクの国際大会より、無事帰

国いたしました。素晴らしい経験を

しましたが、疲れました。

中山　恵二　…交流戦のおかげで、巨人（ジャイア

ンツ）がセリーグトップになりまし

た。交流戦はもっと長くやって欲し

いですね。

村上　　徹　…久し振りにジャイアンツが首位にな

りました。今だけかも知れませんが

とりあえず…。

近藤　利彦　…（その他）

■�６月20日�	……………………………………………………………………………………… ●

（ガバナー補佐）

（次年度ガバナー補佐）
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中山　恵二　…なんとか無事１年間の会長職を終え

ることができました。皆様の御理解

と御協力に感謝しております。１年

間ありがとうございました。

小野　雄史　…本日で、幹事の職も終了します。１

年間ありがとうございました。来週

からは円卓での食事となりますの

で、よろしくお願いします。

桑原　征一　…中山会長・小野幹事を始め役員の皆

様、１年間お疲れ様でした。次年度

青野会長・長岡幹事を始め役員の皆

様、ご苦労様ですがよろしく頑張っ

て下さい。

高橋　正明　…中山会長、１年間ご苦労様でした。

いつも楽しい例会、ありがとうござ

いました。

横川　明英　…中山会長の例会挨拶は、少々長めで

はありましたが、いつも楽しく聞か

させてもらいました。多忙の中を前

もって準備する時間を持ち続けたそ

のお姿に改めて敬意を表します。

妻鳥　孝行　…SAA、１年間お世話になりました。

東田　桂典　…１年間ニコニコにて協力いただきあ

りがとうございました。

桑原　征一　…１年間のガバナー年度が、無事終了

いたします。新居浜ロータリークラ

ブの皆様には、大変お世話になりま

した。心からお礼申し上げます。

安藤　賢一　…皆様のお陰で無事に地区代表幹事の

役務が終わる事ができました。感謝。

高橋　正明　…桑原ガバナー、安藤代表幹事、この

１年ご苦労様でした。感謝して、ニ

コニコします。

井石安比古　…本日で、会報委員長を卒業しました。

１年間御協力ありがとうございまし

た。

髙橋　英吉　…家内に車を買ってやりました。古く

なったため。

西岡　　圭　…愛するソフトバンクホークスが、交

流戦の優勝を飾りました。ペナント

レースに戻ってもリーグ優勝、日本

一になれるように応援して参りま

す。広島でも巨人でもかかって来い!!

畑田　達志（その他）

■�６月27日�	……………………………………………………………………………………… ●

ニコニコ寄付金2018 ー 19 年度

６月 合計 77 件  279,000 円       累 計 560 件  2,016,000 円
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PHD箱寄付金報告（インターアクト委員会）

　… ６月合計額… 4,291円　
… 2018‐19年度累計額… 64,064円　

… 昭和57年５月13日スタート以降の累計額… 1,718,514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

… ６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

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

6/27� 　　　山本　一心� 住友共同電力(株)� 秋月　伸治

6/30� 　　　朝日　俊雄� （有）朝日屋茶道具店� 小野　正師

… 計… ７名… ８名
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新居浜ロータリークラブ　会報委員長　鈴 木 誠 祐
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　　青 野 　 正 　　　　　　　　　幹　事 　　長 岡 一 路

● 発行所
● 印刷所

国際ロータリーテーマ

《 ’19 - ’20 》
ロータリーは世界をつなぐ

クラ ブ 基 本 方 針

《 ’19 - ’20 》
足元を見つめ直し、ふるさとに貢献しよう

7

編 集 後 記

井石安比古前委員長より、会報委員長を引き継ぎました。会報はクラブの活動状況や結
果を会員へ周知・報告することで、クラブと会員あるいは会員同士をつなぐ絆の一つとし
て機能しています。また、クラブの現状・足跡を将来に残すという重要な役割も担ってい
ます。このような重要な部門を担当することに責任を感じていますが、新谷委員・村上正純
委員のご協力、東田会員・井石前委員長のご指導をいただいて頑張っていきたいと思いま
すのでよろしくお願いします。
今月は活動回顧で中山会長をはじめ各委員会から、昨年度の活動を報告していただきま
した。一年間、本当にお疲れ様でした。また、山本一心会員より、退会の辞が寄せられま
した。これからも外から当クラブを暖かく見守ってください。
さて、いよいよ青野丸の出航です。槌の伝達式では中山前会長の晴れやかな笑顔と青野
新会長の緊張した面持ちが印象的でした。青野会長の「足元を見つめ直し、ふるさとに貢
献しよう」というスローガンのもとにみんなで頑張っていきましょう。

表紙写真提供：新居浜市観光協会


