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《 ’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

3
編 集 後 記

3カ月連続の話題となりますが、新型コロナウィルス（COVID19）はとどまるところを知
らず、世界中に蔓延し、世界を震撼させ続けています。さらには世界経済も大きな打撃を受
け、暗雲立ち込めています。しかもその終息はいつになるか見当もつかない状況です。当ク
ラブもそのあおりを受けて2回の例会休会を余儀なくされてしまいました。みなさん、マス
ク・手洗い・うがいを励行して、自分を守ってください。
令和元年度新居浜市小中学生科学奨励賞で特選を受けられた倉田さん、松本琉希さん、松本
海璃さんに研究発表をしていただきました。いずれも大人顔負けの立派な研究で、しかも感
心させられたことは前回の研究をもとに次の研究を考えるという継続・発展的な取り組みで
す。三人の方々、おめでとうございました。特に松本さんは兄弟そろっての受賞でした。
芸乃樽斗さんに「笑いが人間関係を作る」と題して卓話をしていただきました。住友林業を
退職後、落語の世界に飛び込まれて笑いを広げる努力をされているとのこと、わたくしたち
もホッホ、ハハハ、イエーイでよい職場・人間関係づくりに励みましょう。
新居浜RAC会長の中川さんにはRAC活動報告とともに社会福祉協議会へ寄付金贈呈をして
いただきました。新居浜RACも転機を迎え、体制の立て直しを考えているとのことで、より
活発な活動ができるように期待しています。長田会員からはスポーツ観戦に関して卓話をし
ていただきました。サッカーのみにとどまらず、華々しいスポーツ観戦経歴を披露していた
だき、スポーツで新居浜を活性化しようとの提案をいただきました。

表紙写真提供：新居浜市観光協会

「静寂」
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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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・RAC会長幹事会

・世界ローターアクト週間・愛媛第Ⅰ分区IM
（リーガロイヤルホテル新居浜）
・PETS・DTTS
（サンポートホール高松）
・ロータリー創立記念日
・世界理解と平和週間（2/23‐3/1）

・ 会員スピーチ　近藤奉文

・家庭集会（18：30 ～）
　　社会・人尊・青少年
　　RA・IA・職業・国際
　　財団・米山

・ 内部卓話
新入会員（久米良樹）

・ IM報告
・会員スピーチ　松尾嘉禮

【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）　　　　

12：30 ～  通常例会
・会員スピーチ　髙橋英吉

・家庭集会（18：30 ～）
（職業・国際・財団・米山）

【夜間例会】18：00 ～
・親睦家族会
※曜日注意！

・外部卓話（人間尊重）

・家庭集会（18：30 ～）
　（クラブ奉仕・親睦・SAA）

12：30 ～  通常例会
・内部卓話
新入会員（飯尾泰和）

・情報雑誌

・会員スピーチ　髙橋英吉
・情報雑誌

・家庭集会（18：30 ～）
　社会・人尊・青少年
　RA・IA

・外部卓話（青少年）
「新居浜市小中学生
　　科学奨励賞発表会報告」

・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

・会員スピーチ　中山恵二
・情報雑誌

・会員スピーチ　井石安比古
・情報雑誌

・RAC活動報告及び寄付金贈呈
　（RACより社会福祉協議会へ）
・情報雑誌

４月（母子の健康月間）３月（水と衛生月間）２月　　　　　　　　　平和と紛争予防/
紛争解決月間（　　　　　　　）

特別休会

取消

取消

（敬称略）（敬称略）

　2020年２・３・４月例会と行事予定　

（カード	 12）
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日　時：令和…２年２月13日(木)………12:00〜

場　所：……リーガロイヤルホテル新居浜

諮問人員：９名

議題および内容

1）…2020‐2021年度短期交換派遣学生の推薦について

2）…家族会プログラムについて

日　時：令和…２年２月27日(木)………12:00〜

場　所：……リーガロイヤルホテル新居浜

諮問人員：９名

議題および内容

1）…親睦家族会について

	 定 例 理 事 会 報 告 	 幹事　長 岡 一 路

	 臨 時 理 事 会 報 告 	 幹事　長 岡 一 路

（敬称略）

■	２月20日　RAC活動報告及び寄付金贈呈	■
（RACより社会福祉協議会へ）
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●  ●  ●    令和元年度新居浜市小中学生科学奨励賞発表会報告    ●  ●  ●  

最強のコマづくり　第３弾
新居浜小学校　６年　　倉 田 修 心

三年前の夏休み、

ベイブレードという

コマのおもちゃを戦

わせる大会に出場し

ました。僕はすぐに

負けてしまい、どう

やったらコマを長く

回すことができるのかを調べたいと思ったこと

が、この研究のきっかけです。

二年かけて調べた結果、長くコマを回すために

は、【①軸の先端の面積が小さい方が良い】【②外

から力を加えなければ、慣性の法則でずっと回り

続けようとする】この二つのポイントが分かりま

した。そこでインターネットで調べてみると、

｢空中に浮くコマ｣を発見しました。空気以外には

接触しないこのコマこそ最強のコマだと思い、今

年は｢空中に浮くコマ｣を作ってみることにしました。

空中で浮くコマは磁石の上で回転していたの

で、磁石の反発する力を利用していると予想しま

した。磁石を利用してコマを浮かせるためには、

【Ａコマの磁力と台の磁力のバランス】【Ｂ磁石同

士が反発する力】この二つが大切だと考え、二つ

の実験をしました。

まず、実験の一つ目、コマを空中で回すために

最適なバランスを調べました。最適なバランスを

得るためには、コマを台の六つの磁石のちょうど

中心で回すことと、ある一定の高さで回すことが

ポイントになると分かりました。そこで、レール

の目盛りをより細かくしたり、コマを回すカップ

の中心に印をつけたり、カップの高さを何種類も

用意したりすることで、最適なバランスを見つけ

出し、コマを倒さず回転させることができるよう

になりました。

次に実験の二つ目、コマを空中で浮かせるため

に必要な磁力について調べました。コマ自体に使

う磁石、台に使う磁石、それぞれの数や大きさや

寄せ方などを何度も実験・工夫することで、コマ

を浮かせることができるようになりました。

実験一・二によってコマは浮くようになりまし

たが、浮いた状態でなかなか安定して回すことが

できませんでした。そこで、台に取り付けたネジ

を回すことで、台の傾きを何度も何度も微調整し

続け、ついに２分35秒コマを回すことに成功しま

した。去年までの最高記録は38秒だったので、大

幅な更新となり、予想通り空中でまわるコマが「最

強のコマ」となりました。

今回の実験で一番大変だったことは、実験中

二百回以上コマを回したけど、浮いて回ったのは

ほんの数回だったことです。だけどコマが浮いた

時はとても面白くて楽しかったです。三年間たく

さんの実験をした結果、２分以上も回るコマを作

ることができて、とてもうれしかったです。実験

の内容が段々難しくなって大変だったけど、最後

まで頑張れて良かったです。磁石の面白さにも気

づけたので、次回は磁石についてもっと研究した

いです。

この間はおまねき

いただき、ありがと

うございました。

ぼくは『もったい

ないをやっつけろ！

ぼくだって油しょく

人！３年目のちょう

戦』という題名で、すいかの種から油をしぼり出

し、灯りに変身させる実験をしました。

一年目はすいか油をしぼり出すことは出来たけ

ど、竹づつを使っていたため、油を吸い取られて

とてもくやしい思いをしました。そこで二年目に

道具を改良し、三年目の今回は二年かけて集めた

すいかの種288ｇをしぼり出しました。一年目に

もったいないをやっつけろ！
ぼくだって油しょく人！３年目のちょう戦

角野小学校　４年　　松 本 琉 希
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古代人との四年目の戦いを終えて
角野中学校　２年　　松 本 海 璃

先日はお招き頂き、

ありがとうございま

した。私は「古代人

に負けるな‼今日か

ら僕も絵の具職人‼」

という題名で、身近

な石から絵の具を作

るという研究をしていて、今年でもう四年目にな

ります。

今年は鮮やかな緑色の顔料の素になる孔雀石

と、銅の錆である緑青の化学式が同じということ

に着目して実験を行っていきました。

まずは今回の実験のメインになる緑青の生成で

すが、一口に緑青を生成するといっても様々な方

法がある中で、耐水ペーパーで銅板の表面の被膜

を剥がし、三倍から四倍に薄めた醤油を塗ると

七十二時間ほど後に緑青が出来るというものと、

同じようにして被膜を剥がし、お酢に銅板の半分

ほどを浸けると、同じく七十二時間ほど後に緑青

が出来る、という方法を教えてもらいました。

生成されるまでを観察していたのですが、醤油

を塗ってから三十分後には早くも色が変わってい

て驚きました。生成が進むにつれて、醤油のにお

いが濃い醤油のにおい、むせかえるようなにおい、

ゆでた空豆のようなにおいと、次々に変化してい

く様子もおもしろかったです。

思ったような色が出なかったり、うまく生成で

きなくて苦労したりもしましたが、最終的にはき

れいな色の絵の具が出来たので嬉しかったです。

今まで作ってきた絵の具と比べると圧倒的に滑ら

かな質感の絵の具を作ることができました。

今回は今までとは違う方法で絵の具を作り、絵

を描きました。例年のものと比べると確かにいい

色は出ましたが、私が作った緑青絵の具と、孔雀

石で作った絵の具では色がまるで違っていまし

た。こんな孔雀石のきれいな色が再現できなかっ

たから、きっとこの緑を求めて昔から絵の具に加

工されたり、装飾品に加工されたりと、みんなに

愛されてきたのですね。

今年の実験は今までの「身近にある石から絵の

具を作る」というテーマからは少し離れた実験で

したが、おもしろい結果ときれいな絵の具が出来

たので嬉しかったです。

6.5㎏のすいかから25ｇしか種が取れなかったの

で、288ｇはこのサイズのすいかを約13玉食べた

ことになります。この実験で一番大変なことは、

すいかの種を集めることです。今回はお友達にも

協力してもらって集めました。

これまでの実験で、加熱してからしぼると、油

がたくさんとれるのがわかっています。そこでど

の段階で加熱すると一番よく油がとれるのかを調

べるために、種を３つに分け、工程をかえて実験

しました。一番よくしぼれるのは炒ってから細か

くくだき、むす方法だとわかりました。

今年の実験では、3.37ｇのすいか油が取れまし

た。種を288ｇも使ったので、本当はもっと取れ

ると思っていたので残念でしたが、きれいな油を

しぼり出せてとてもうれしかったです。しぼり終

わったつつの中には流れ落ちてこなかった油がま

だまだ残っていました。その油をどうにか落とせ

ないかと圧力をかけて一晩置いておきましたが、

落ちてきませんでした。これを取り出せたなら、

もう少しとれていたのにと、とてもくやしかった

です。

がんばってとったすいか油を灯りにすることが

出来るのかを確認するため、灯芯を作り、ねん焼

実験をしました。すいか油はとてもサラサラとし

ていたので火がつくのか心配でしたが、暗やみの

中でゆらゆらと30分近くも燃え続けていたので

す。やっと出来た灯りで本を読んだり、字を書い

たりするには暗くて、けい光灯の灯りとは比べも

のになりませんでした。むかしの人は油を作った

り、灯しんを作ったりと大変で、夜に勉強するの

はとても大変だったこともわかりました。

この実験で電気の大切さに気づくことが出来ま

した。これからは冷ぞう庫をさっと閉めたり、い

らない電気を消したり、ぼくにも出来る節電をし

て、もったいないをやっつけたいと思います。

●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  
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笑いが人間関係をつくる
芸 乃 樽 斗

みなさんこんにち

は、私は素人落語

家：芸乃樽斗こと松江

亨と申します。

この度、ヤングド

ライの永田会長様か

ら卓話してほしいと

のお声がけがあり、正直言って私には荷が重すぎ

るとお断りしたのでございますが、あんたの今

やっていることも、広い意味では人間尊重問題に

関係するので是非と…。日頃から永田会長さんに

は大変お世話になっていますので、お断りするの

もと思いお引き受けしました。本日の趣旨とは程

遠いものと思いますが、しばらくの間お付き合い

願います。

先ず

①私のプロフィール

1944年生まれ　広島県庄原市出身

1962年：…地元高校卒業後　林業会社入社　大

阪本社を皮切りに九州山林、新居浜

山林事業所で主に山林業務（植林・

育林・伐出）に携わる

1984年：…木材加工業務部門に配転、商品開発

担当

1989年：…木材加工関連会社へ出向、住宅部材

加工工場を立ち上げ

2009年：退職と同時に協力工場へ再就職

2017年：退職　現在に至る

2012年：…社会人落語日本一決定戦で二代目名

人となった、芸乃虎や志一門からデ

ビュー

2014年：「笑いヨガ」に出会う

2016年：「笑いヨガ」リーダー資格取得

2019年：…「笑いアンバサダー」拝命　「落語＋

笑いヨガ」のセットで出前高座に活動中

住友林業が私の働いていた会社でございます。

今は住宅事業を核にしていますが、本来の林業

の営みを通して自然環境関係には大変力を入れて

いる自慢できる企業です。

ご存知の通り、我が国は国土の７割近くが森林

で被われています。戦後、官民一体となって拡

大造林を猛進させ、人工林に林種転換したことは

結構なことなのですが、折角の植林地も健全な林

にするための手入れが進まず伐期は来ているもの

のひ弱な育ちしかできず有用林にならずじまいの

森林が多くなっているのが日本の森林の姿です。

そのため、根の張りも弱く、森林の持つ保水力を

も発揮できず近年の各地で発生する集中豪雨によ

る山林の崩壊、土砂災害などの助長は、この森

林の不健全に起因するところ大と思料します。こ

れが解決するにも、これに従事する山林労務者不

足は深刻となり、木材の調達は手っ取り早くコス

ト的にもメリットのある外材に頼り切っているた

め益々我が国の山林は置いてけぼりとなり弱体化

し、深刻化に拍車がかかっていると言っても過言

ではありません。

そんな中、住友林業は社有林の健全管理は勿論

の事、民間林地の健全化を指導する組織である森

林組合さんとタイアップしての私有林の健全育成

に向けた事業に積極的に取り組み、また間伐は勿

論のこと、適齢伐期により搬出事業にまた伐り出

された木材の有効活用を図る加工事業に至る、川

上〜川下までの一貫事業展開をしているところで

あります。しかし、これらは一民間企業だけでと

ても手に負えるものではありません。勿論、外材

に頼ることも大切かもしれませんが、先に述べま

した災害を軽減出来得るに重要な森林の健全化に

は、これが国産材の利用促進が不可欠だと考えま

す。是非、国産材の利用拡大を図って貰いたいと

思います。

手っ取り早いのは公共物件への積極的利用であ

ります。そんな中にも明るい話題もありました。

あの隅さんの設計された今回の東京オリンピック

開催に向け建て替えられた新国立競技場にかなり

な木材が使われたようですが、屋根だけで（国産

材丸太換算で5,600㎥）これらが模範となって木

材の消費量が伸びてくれればいいのですが、自然

災害を減らすためにも…。

もう一つ民間でも木材消費に活気つけるプロ

ジェクト【W350】がひそかに進んでいます。住友

林業は創業350年を記念して、2041年にあべの

ハルカスよりさらに50ｍ高い地上350ｍの超高層

ビルを木材を使って建てる構想を発表しました。

これは木造注文住宅約8,000棟分の木材消費に相
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当致します。（１棟平均10㎥として80,000㎥、丸

太に換算して246,000㎥）

この時のコンセプトが「国産木材の活用で林業

の活性化、ひいては健全な林を仕立て自然災害の

防止」であります。あと21年後です。

私も人生100年を目指すとすれば４年ほど早く

96歳でこの【W350】に巡り会えるのであります。

それまで元気でいるために、私は今、自分の健康

に役立つ「笑い」を取り入れる為に退職後、趣味と

し「落語」をやって笑いを振りまき、また「笑いヨ

ガ大使」として皆さんに笑いをお届けしていると

ころでございます。

②笑いの効用

人生100年時代を全うし、企業も永久的に発展

していくためには、その経営資源となる従業員が

健康であり人間関係（人間環境）が良好でなくては

なりません。

先ず人間の健康の源は「笑い」と言われていま

す。笑いが健康のために効果があるという事は皆

さんご承知の事であります。

(１)個人（身体）的に期待される効果

一つ目：免疫力を高める

二つ目：血圧を下げる役目

三つ目：…血糖値を下げる効果がある…糖尿

病の改善に役立つ

四つ目：筋肉の痛みを和らげる

五つ目：認知症を遅らせる働きがある

しかし、この効果も笑わなくては手に入れるこ

とができません。

私を含め本日お集りの皆さん方でどうです１日

に何回笑われますか、どうでしょう５回も笑わ

れたら最良ではないでしょうか。勿体ないことで

す。そんなに体に良いものなのだったら、嬉しい

時、楽しい時だけに笑うのではなしにそこで個

人的には健康維持のために（人生100年健康寿命

で迎えられるように）、いっそのこと体操として

笑っていこうではないか、と考え出されたのが、

この【笑いヨガ】なんです。

○導入説明

笑いヨガというのは、笑う動作と、ヨガの呼吸

法とを組み合わせているので笑いヨガと呼ばれて

います。笑いヨガも効率よく酸素を身体の中に取

り入れますので短時間でエネルギー溢れる元気と

活力のある体になるのを感じられるものと思いま

す。笑いヨガが作られたコンセプトというのは、

チャンとした科学的な根拠に基づいています。私

たちの身体というのは、作り笑いで笑うのと本当

の笑いで笑うのと区別が出来ないんです。たとえ

作り笑いであったとしてもおんなじような肉体的

そして精神的な効果をちゃんと受け止めることが

できるんです。歴史的には1995年に、25年前で

すが創始者のインドの内科医のお医者さんで西洋

医学を学んだマダン・カタリヤが始めたんです

が、アッという間に世界中に広がり今や110か国

でこの笑いヨガは普及しています。

今や、各人の健康増進維持から企業の業績向上

にまで進展してきているようです。

企業は人なり…では企業に取り込めばどういう

効果があるのか、最後にお話を進めます。

(２)企業のための笑いヨガの五つのメリット

１、ストレス軽減

２、精神的安定を引き起こす

３、最高の能力発揮を促進する

４、想像力を高める

５、団結心を育てる

③やり方

では、そのやり方について説明していきます。

　○手拍子

　ア、手を叩く：両手を広げて

　イ、リズムを付ける：１・２，１・２・３

　ウ、…掛け声を付ける：ホッホ、ハハハ、…３

回、イエーイ

　エ、…童心に戻る：いいぞ・いいぞ、イエーイ

…１回　やったぁ・やったぁ、イエーイ

…１回

ただ、これだけの事です。これをラジオ体操の

後に、所長さんの訓示の前、朝礼の前に、毎日実

践するだけの事なんです。是非やってみて頂き数

か月後（半年後）の効果を確かめて貰いたいと思い

ます。必ずや、工場では労働災害は少なくなり、

商品クレームも減り、画期的な商品開発が進む、

一般企業では顧客・売り上げの拡大が図られ、そ

れらにおいて業績の向上間違いなしと思います。

※これは、最近の事例でございますが、私が

厚かましくもそこの社長さんにお願いしてこの

「笑いヨガ」を半年やらせて頂きました。この会

社は市内でも有数の運送会社さんです。対象が運

転手さん（一匹狼の）ですので、笑いヨガをお披露

目した最初の頃は「これ何やぁ」と冷ややかな目で

の参加でしたが、鞭打って続けること半年後にな

ると運転手さんの顔も微笑みだし、何と言っても

得意さん（納品先の守衛さん）から「あんた最近感
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じが良くなったなぁと言われたんよ」とか、「自分

からも、会社で、家で意識して笑顔を出すように

なり、嫁さんもあんたこの頃どうしたん言い出し

たわぁ」との報告を受け、やっぱりと、「間違いな

い」と、意を強くしているこの頃です。

「笑顔が職場の人間関係をつくる」を信じて会

社発展のため頑張っていただきたいと思います。

特に本日ご出席の、上に立つ皆さんほど「笑顔」を

つくっていただくことをお願いして私の話を終わ

ります。

本日は本当にご清聴ありがとうございました。

令和２年２月13日　新居浜ロータリークラブでの講演

活動内容を模索中
新居浜RAC会長　　中 川 睦 大

日頃は、私たち新

居浜ローターアクト

クラブの活動にご支

援いただきましてあ

りがとうございます。

今年も４名の新入部

員を迎えて活動して

おります。まず、今年３年目になります「ひとり

親家庭の学習支援ボランティア」について述べさ

せていただきます。毎週月曜日の17時から19時

の間、本校図書館にて小中学生の学習支援を行っ

ています。今年は、新居浜市内の14名の小中学生

が登録しています。昨年に比べて半数ほどになり

ました。実際の参

加者は６名くらい

です。講師はRAC

のクラブ員２名が

交代で務めていま

す。支援の仕方で

すが、テキストを

与えて教えるタイプではなく、参加者それぞれが

自習を行い分からないことがあれば講師に質問す

るというスタイルでやっています。ただ、参加者

が少なくなってきたので来年度以降の進め方をど

うすれば良いのか模索中です。

次に、先の例会で、新居浜市社会福祉協議会に

寄付させていただきました国領祭の「焼き鳥屋」

についてです。まずはお買い上げいただきました

会長様、RAC委員長様はじめロータリアンの皆さ

まに感謝申し上げます。ありがとうございました。

ただ、今年は参加する会員が少なく、２日間を４

人ほどで運営しました。RACの団結力が薄まった

感があります。特に２，３年生の参加が少ないの

が現状です。10年以上続けてきた活動ですが、来

年度は休止することとしました。また、来年度の

部長（来期の会長）は現１年生の中から選出しま

した。そして、体制を立て直そうと考えています。

来年度は、１年生を中心に「ひとり親家庭の学

習支援ボランティア」を軸に７月に行われていた

瀬戸児童館での夕涼み会のお手伝い、10月の花の

種の配布、新居浜市社会福祉協議会主催のやん

ちゃキッズお手伝いの活動を行っていきたいと思

います。新居浜RACの活動がより活発になるよう

頑張りますので、今後ともご指導よろしくお願い

いたします。
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自身の趣味はサッカーだ

が、他のスポーツも観戦する

のは好きで、これまで色々見

て来た。印象に残っているも

のや感動したものをいくつか

紹介する。（①〜⑨）

①…一度だけイチローを見

たことがある。今から25年前、当時まだあった西

宮球場、オープン戦。振り子打法で売り出し中で

あった。その後、世界的選手に。この年、ガンバ

ロー神戸で優勝。震災で被害を受け、苦しむ地域

を盛り上げた立役者。

②……93年頃、初めて行ったテニスの試合で見たの

が伊達公子。のちにランキング4位になった日

本のテニスのパイオニア的存在。

③……自身の三沢勤務時代、ウインタースポーツにも

親しめた。市内にある結構りっぱなアイスア

リーナで初めてアイスホッケーを観戦。アジア

リーグで迫力に圧倒された。格闘技級。少年少

女のアイスホッケーも開催される。地域の期待

が集まる場でもあった。

④……入場料300円で見ることができたカーリング

（青森市）。オリンピックで見た有名カーリン

グ娘をまじかで見られた。本橋麻里選手は地元

北海道常呂町にもどりLS北見を立上げ、再度

代表としてオリンピックに出場。地元を熱狂さ

せた立役者。すごいオーラを感じた。

⑤……卓球の日本選手権を5年前に見た。ものすごい

人気で超満員の東京体育館。立ち見で、福原

愛、石川佳純、平野早矢香などの試合を観戦。

愛ちゃんはやはり卓球人気のパイオニア。

⑥……パラスポーツでは大分国際車いすマラソン。

1981年からで39回目。世界最高峰の大会と言

われ、協力者やボランティアは2,000名を超え

る。国際大会だが、地域一体のイベント。

⑦……サッカーはもちろん何度も見ている。中学生の

時、父親に連れられ神戸に見に行った試合でペ

レを見た。晩年のペレで確かニューヨークコ

スモスだったか、相手は元日本代表で釜本も

居た。ただ、こんな試合に当日券で入れた。

サッカー冬の時代。今のサッカー人気は隔世の

感あり。やはりJリーグ創設の川淵三郎氏の功

績は大きい。徹底して地域密着型のチーム、

リーグに拘り、作り上げた。日本代表は後に

ワールドカップも常連になる。

⑧……2002年の日韓大会。ネットでチケットゲッ

トできた準々決勝はイングランド…vs.…ブラジ

ル。2-1でブラジルが勝利。この試合、妻も一

緒に観戦したが、妻はこの試合からサッカー

ファンに。それまで文句を言っていた私の

サッカーに理解も。人生に少なからず影響した

観戦であった。

⑨……今治FCは昨年JFLからJ3への昇格を決めた。

10月に昇格前の試合を見に行った、スタジ

アムはイオンモールの横で、人の多さに驚い

た。熱気はすごい。会場は協賛企業や地元高

校生などのボランティアで運営されているよ

う。この日はハーフタイムに全国出場を決めた

今治東高が挨拶に来た。FCのオーナーの岡田

武史氏がその後挨拶し、自分の目標は今治FC

だけでなく、地域の活性化、地域サッカーのレ

ベルアップ。その最初の目標が今治東の全国出

場で達成された、と。羨ましい限りの盛り上が

り。今後、新しく15,000人収容のスタジアム

建設予定。

さて、新居浜はどうか。目玉になるようなス

ポーツがない。野球は新居浜商業が準優勝した

が、今から45年前。サッカーはどうか。中学生の

駅伝では新居浜西中が男女に全国でいい成績を残

している。新居浜東高も。ただ、新居浜と言えば

〇〇、と言ったレベル、認知度のスポーツはない

だろう。

市内にスポーツ施設は結構多い。市営球場。グ

リーンフィールド新居浜もかなりレベルの高い

サッカー場。国領川河川敷のスポーツグラウン

ド、ここも充実している。マリンスポーツ施設も

あるし、体育館なども複数あり。もちろん滝の宮

カントリーや新居浜カントリーもある。かなり充

実した施設が多く、もっと色々活用方法があるの

ではと思うことも。

世の中、スポーツイベントでの地域活性化は

色々やっている。何か面白いようなことはできな

いか。新たなスポーツ、プロチームを呼べない

か。愛媛FCレディースは今年からなでしこリー

グ1部に昇格。年に何回かは新居浜のグリーン

スポーツ観戦の楽しみと地域振興
　　長 田 伸 一 郎



− 10−

フィールドに来てもらえないか。施設の有効活用

を考えることも。3X3のバスケットでは岡山のイ

オンモールで実施の事例あり。地域として盛り上

げに成功している。ドイツでブンデスリーガーの

バイエルンレバークーゼンのホームスタジアムに

併設のホテルに宿泊したことがある。ロビーから

試合観戦ができる。今治ではしまなみ海道がサイ

クリストの聖地になって人が集まっている。新居

浜で何か聖地にできないか。駅伝の聖地とか。

ただ、色んな雑誌や情報を見たが、成功までの

道のりは簡単ではない。チーム誘致や施設活用な

ど、単独のアクションではなかなか難しい。色ん

な工夫が必要で、自治体やNPOの協力、また弊

社住友化学のような企業が重い腰を上げてスポン

サーになるか。

もちろん地域振興は何もスポーツだけではな

い。新居浜では別子銅山開発の歴史と今の工都が

あり、太鼓祭りと言った世界に誇れるものもあ

る。何かこれらに続けるもの、合わせ技で地域振

興につなげられるものはないか。今年は東京オリ

ンピック、パラリンピックの年。スポーツで盛り

上がり、感動しながら、この地域の活性化につな

がるのもがないか、考えたい。会員各位とも色々

話をしてみたい。

（敬称略）

開　会… 青野会長

来客紹介… 難波親睦委員

　ゲスト　

　　新居浜市立　新居浜小学校… ６年生　倉田修心さん

… 保護者　倉田絵里子様

　　 　角野小学校… ４年生　松本琉希さん

　　 　角野中学校… ２年生　松本海璃さん

… 保護者　松本由佳　様

　　新居浜市教育委員会

… 学校教育課　指導主幹　畑野一恵　様

　来訪ロータリアン　なし

誕生祝（２月）
　大和田　洋君…… 4日　　垂水　辰仁君…… 5日

　萩尾　孝一君…… 9日　　鈴木　誠祐君……19日

　曽我部謙一君……26日　　

出席報告… 井石（安）出席副委員長

幹事報告（ホームページに掲載）… 長岡幹事

各委員会の連絡事項
ニコニコ報告… 副SAA

外部卓話（新居浜市…小中学生…科学奨励賞…発表会報告）
　　紹　　介（青少年奉仕委員会）… 垂水青少年奉仕委員長

　　挨　　拶… 畑野一恵　様

　　発　　表①　特選「最強のコマ作り　第③だん」

… 倉田修心さん

　　発　　表②　特選「…もったいないをやっつけろ!!

ぼくだって油しょくにん!!　

３年目のちょう戦」

… 松本琉希さん

　　発　　表③　特選「…古代人に負けるな!!　今

日からぼくも絵の具職

人!!　４年目の挑戦」

… 松本海璃さん

　　謝　　辞… 青野会長

閉　会… 青野会長

Ｒ２.２. ６（第3273回）

Ｒ２. ２.13（第3274回）
開　会… 青野会長

来客紹介… 田尾親睦委員

　ゲスト　… アマチュア落語家　芸乃樽斗様

… （本名：松江　亨様）

　来訪ロータリアン　なし

結婚記念祝（２月）

　神野　直正君…… 4日　　妻鳥　孝行君……10日

　井石安比古君……11日　　新谷　隆則君……22日

　東田　桂典君……25日

出席報告… 近藤（基）出席委員長

定例理事会報告… 青野会長

幹事報告（ホームページに掲載）… 長岡幹事
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開　会… 青野会長

来客紹介… 長田親睦委員

　ゲスト　

　　新居浜工業高等専門学校　ローターアクトクラブ

　　… 会長　中川睦大様

… 顧問　皆本佳計様

　　…新居浜市社会福祉協議会　会長　小野正師様

… 〃　　 総務企画課　係長　守谷大輔様

　来訪ロータリアン　

… 新居浜南RC　会長　高橋千昭様

出席報告… 井石（安）出席副委員長

幹事報告（ホームページに掲載）… 長岡幹事

各委員会の連絡事項
ニコニコ報告… 副SAA

ローターアクトクラブ活動報告�
　　紹　　介… 高橋ローターアクト副委員長

　　挨　　拶… 皆本佳計様

　　寄付金贈呈（RACより新居浜市社会福祉協議会へ）

… 中川睦大様、小野正師様

　　挨　　拶… 小野正師様

　　活動報告… 中川睦大様

　　謝　　辞… 青野会長

情報雑誌… 重見情報雑誌委員長

閉　会… 青野会長

Ｒ２.２.20（第3275回）

各委員会の連絡事項
下期トランクルーム借用御礼（青野　正会員）… 小野（正）副会長
ニコニコ報告� 副SAA

外部卓話（人間尊重）�
　　紹　　介… 近藤（利）人間尊重委員長

　　卓　　話「笑いから、人間関係をつくる」

… 芸乃樽斗様

　　謝　　辞… 青野会長

閉　会� 青野会長

開　会… 青野会長

来客紹介… 久米親睦委員

　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

臨時理事会報告… 青野会長

幹事報告（ホームページに掲載）… 長岡幹事

各委員会の連絡事項
ニコニコ報告… 副SAA

IM報告… ①…飯尾泰和会員

… ②…明星　元会員

会員スピーチ… 松尾嘉禮会員

閉　会… 青野会長

Ｒ２.２.27（第3276回）

青野　　正　…科学奨励賞の特選を受けられた倉田

さん、松本さんおめでとうございま

す。本日の発表楽しみにしています。

萩尾　孝一　…先週土曜日2/1に、足摺30kmウォー

キングに参加して無事完走出来まし

た。永田・増田会員には大変お世話

になりました。ありがとうございま

した。

近藤　利彦　…先日の母の葬儀に際しましては、大

変お忙しい中、たくさんの会員の方

に御会葬頂き、誠にありがとうござ

いました。

萩尾　孝一　…高校卒業後50年目で68回目の誕生

日です。これからも健康に気を付け

■�２月６日�	 ……………………………………………………………………………………… ●

（敬称略）
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ていきたいと思います。

大和田　洋　…誕生祝ありがとうございます。62才

になりました。健康を保ち、ゴルフで

ブービー争いに参加しないよう努力し

ます。

鈴木　誠祐　…62回目の誕生日です。その人の年令

のスピードで時間が進むといわれて

ますが、ブレーキをかけて62km/h

をなんとか55km/hくらいにしたい

と思います。

垂水　辰仁　…２月５日で68歳になりました。まだ

まだこれから「できる、やれる、成

し遂げる」の気持ちを持ち続けて今

後の人生を楽しみたいと思っており

ます。

松田　哲雄　…神野直正会員のお母様が自伝を出版

されました。興味のある方はお読み

下さい。神野会員の了解は得ていま

す。

永田　光春　…ボックスを間違う。難波様申し訳あ

りませんでした。平に、平に、あや

まります。

畑田　達志　…（その他）

近藤　利彦　…本日は人間尊重委員会の外部卓話

で、芸乃樽斗様をお招きしてご講演

を頂きます。よろしくお願いします。

永田　光春　…松江亨様、忙しい中卓話に来て頂き

ありがとうございます。

畑田　達志　…芸乃樽斗様、卓話ありがとうござい

ます。楽しみです。

東田　桂典　…結婚記念ありがとうございます。

井石安比古　…きれいな花をありがとうございまし

た。43回目の結婚記念日です。この

日は祝日なので忘れることがありま

せん。便利です。

新谷　隆則　…結婚33年。20年以上別に暮してお

り、お祝？ピンとこないなあ。

森平　信哉、小野　正師、妹尾　次郎…　…（その他）

■�２月13日�	……………………………………………………………………………………… ●

金山　貴博　…ローターアクト委員でありながら本

日の新居浜高専RACの活動報告を聞

けないのがとても残念です。皆本先

生、中川君、発表頑張って下さい。

高橋　正明　…本日は、社会福祉協議会長、係長と、

新居浜高専RAC会長、顧問、よく新

居浜ロータリーにきていただきまし

た。

小野　正師　…ローターアクトクラブよりのまごこ

ろ銀行へのご寄付、誠にありがとう

ございます。有効に活用させて頂き

ます。

高橋　千昭　…先日のIMでは、青野会長はじめ桑原

様、他皆様には大変お世話になりあ

りがとうございました。

吉田　達哉　…先日のIMセミナーでは、発表のお役

をいただきありがとうございまし

た。発表をしながら改めて妻への愛

情が湧き上りました。

妻鳥　孝行　…結婚記念日のお花ありがとうござい

ました。一句、「結婚記念日　花が

届いて　はじめて知る」字余り、季

語ナシ。

飯尾　泰和　…全国に255ある信用金庫のポスター

部門で当金庫のSDGS宣言ポスター

が優秀賞受賞しました。

安藤　賢一　…家庭集会大変お世話になりました。

小野幸男さん、家の中まで来ていた

だき感謝。

中山　恵二　…70前にして、駐車場からダッシュ！

歌は息があがってしまい口パクでし

た。これからは走らず、競歩で例会

に間に合わせます。

青野　　正　…中山SAA、10秒前の到着お疲れ様。

あんまり走っては危ないですよ。

近藤　利彦　…（その他）

■�２月20日�	……………………………………………………………………………………… ●

（新居浜南RC）
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平　　喜彦　…長男が結婚しました。まずは一人片

付きました。

吉田　達哉　…一年前に同棲生活を始めた長女エリ

コが、晴れて令和２年２月22日にめ

でたく入籍いたしました。一安心で

す。

小野　正師　…次男に４人目、トータルで９人目の

可愛い孫娘が生まれました。何はな

くとも子宝（孫宝）だけが自慢です。

曽我部謙一　…２月に入って今日が初めての出席

で、誕生祝をもらう事が出来ません

でした。昨日が誕生日で68才になり

ました。ウィルスに負けず頑張りた

いと思います。（休みの分も含めて

プラス）

嶋田　祐二　…ヤクルトの広告より、タレント大泉

洋さんがTVで「うがい」・「手洗い」・

「ヤクルト」と新型コロナ以前から流

れています。ヤクルトは免疫力向上

にも役立ちます。ヤクルト400、ミ

ルミルお勧めです。健康に気をつけ

ましょう。

松尾　嘉禮　…本日、会員スピーチをさせていただ

きます。

明星　　元　…IM報告をさせて頂きます。

飯尾　泰和　…IMの報告させて頂きます。認知にな

らぬよう健康管理します。

小野　雄史　…失礼しました。

小野　正師、髙橋　英吉…　…（その他）

■�２月27日�	……………………………………………………………………………………… ●

ニコニコ寄付金2019 ー 20 年度

２月 合計 38 件  124,000 円       累 計 353 件  1,115,000 円

PHD箱寄付金報告（インターアクト委員会）
　… １月合計額… 3,874円　
… 2019‐20年度累計額… 36,050円　

… 昭和57年５月13日スタート以降の累計額… 1,754,564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… 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

正 会 員 数

2019ー20年度の入退会者
入　　会 退　　会 紹 介 者事 業 所 名月／日

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

… 計… ５名… ２名
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国際ロータリーテーマ
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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

3
編 集 後 記

3カ月連続の話題となりますが、新型コロナウィルス（COVID19）はとどまるところを知
らず、世界中に蔓延し、世界を震撼させ続けています。さらには世界経済も大きな打撃を受
け、暗雲立ち込めています。しかもその終息はいつになるか見当もつかない状況です。当ク
ラブもそのあおりを受けて2回の例会休会を余儀なくされてしまいました。みなさん、マス
ク・手洗い・うがいを励行して、自分を守ってください。
令和元年度新居浜市小中学生科学奨励賞で特選を受けられた倉田さん、松本琉希さん、松本
海璃さんに研究発表をしていただきました。いずれも大人顔負けの立派な研究で、しかも感
心させられたことは前回の研究をもとに次の研究を考えるという継続・発展的な取り組みで
す。三人の方々、おめでとうございました。特に松本さんは兄弟そろっての受賞でした。
芸乃樽斗さんに「笑いが人間関係を作る」と題して卓話をしていただきました。住友林業を
退職後、落語の世界に飛び込まれて笑いを広げる努力をされているとのこと、わたくしたち
もホッホ、ハハハ、イエーイでよい職場・人間関係づくりに励みましょう。
新居浜RAC会長の中川さんにはRAC活動報告とともに社会福祉協議会へ寄付金贈呈をして
いただきました。新居浜RACも転機を迎え、体制の立て直しを考えているとのことで、より
活発な活動ができるように期待しています。長田会員からはスポーツ観戦に関して卓話をし
ていただきました。サッカーのみにとどまらず、華々しいスポーツ観戦経歴を披露していた
だき、スポーツで新居浜を活性化しようとの提案をいただきました。

表紙写真提供：新居浜市観光協会


