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12月中の出席成績2020ー 21年度
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（敬称略）（敬称略）

　2021年１・２・３月例会と行事予定　

１月 ）間月仕奉業職（ ２月 ３月（水と衛生月間） 

７ 
日

・会長年頭所感
・内部卓話（情報雑誌）

４
日

・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」 ４

日

・内部卓話
　新入会員（ 村正明会員）
・情報雑誌

・家庭集会（18:30～） 
　（クラブ奉仕・親睦・SAA）

14 
日

・会員スピーチ　
（西本健会員）

11
日

11
日

※夜間より通常例会に変更
・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（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

21
日

・会長年頭所感
・会員スピーチ（増田忍会員）

18
日

・IM報告
・会員スピーチ

（長岡一路会員）
・情報雑誌

18
日

・会員スピーチ
（矢田義久会員）

・予算中間報告
・クラブ協議会（下期活動計画）
　（18:30～）

28
日

・職業奉仕功労者表彰
外部卓話（職業奉仕）

・予算中間報告

25
日

・外部卓話（人間尊重）
25
日

・会員スピーチ
（萩尾孝一会員）

９ ・令和２年度新居浜市小中学生
科学奨励賞発表会(青少年)

６

23

・愛媛第Ⅰ分区IM
(ホテルグランフォーレ）

・ロータリー創立記念日
・世界理解と平和週間
（2/23－3/1）

７

14
28

・PETS（四万十）
・DTTS
・RAC会長幹事会(香川）
・地区研修・協議会(高知)
・4RCゴルフ 西（ 条RC担当）
・世界ローターアクト週間

祝日休会
(建国記念の日）

取消 取消

取消

取消

取消

中止

中止

中止

中止

中止

中止

（ ） （ ）

（　　　　　　　　
　　　　　 ）平和と紛争予防/

紛争解決月間 

　　　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

3日 63 56 7 88.89% 1 96.61％ 0

10日 63 50 13 79.37% 2 88.14％ 0

17日 63 51 12 80.96% 2 92.98％ 0

24日 63 50 13 79.37% 3 92.98％ 0

　合　計 252 207 45 8 （　　　  0）
（カード　  0）

　平　均 63.00 51.75 11.25 82.14% 2 92.67％ （累　計  5）
（カード　  1）



日　時：令和２年12月10日㈭…… 12:00〜

場　所：……リーガロイヤルホテル新居浜

諮問人員：12名

議題および内容

… 1）……インターシティーミーティングについて

… 2）……下期健康相談実施について

… 3）……職業奉仕功労者について

… 4）……今後の例会について

… 5）……1/14㈭…家庭集会実施について

… 6）……1/21㈭…クラブ協議会実施について

… 7）……会員について（山内君男会員）

	 定 例 理 事 会 報 告 	 幹事　垂 水 辰 仁
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１月中の出席成績2020ー 21年度

　　　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

７日 63

14日 62

21日 62

28日 62

　合　計 249 （　　　  　）
（カード　  　）

　平　均 62.25 　　% 　　％ （累　計  5）
（カード　  1）

取消

取消

取消

取消



7月に第68代新居浜ロータ
リークラブ会長に就任させて
いただきました。
この上期、丹副会長さん、
垂水幹事さんに助けていただ
きながら、役員、理事、各委
員長、会員の皆様の御協力に

より各行事を行ってきました。
各委員長さんによって計画された行事の中で、
新型コロナウィルスの感染拡大防止の為、残念な
がら、延期あるいは中止せざるを得なくなった行
事が多くありました。（表1）

また実施された行事は以下の通りです。（表2）
家庭集会につきましても、コロナウィルスの影
響により、９月10月は中止になり、12月のクラブ
協議会、夜間例会も中止しました。また、上期新
会員として、大場浩正会員、井上和弘会員、吉村
正明会員の３名の皆様に入会していただきました。
下期につきましても、新型コロナウィルスの影
響を受けると思われますが、各委員長さんによっ
て計画された行事を中心に、例会を運営していき
たいと思っております。
会員の皆様、御協力の程よろしくお願い申し上
げます。

会長上期回顧
小　　野　　幸　　男

　2020～2021年度上期行事… （表1）

実　　　施　　　日 実 施 内 容 場　　　所 委員会 担当者

コロナウィルス感染拡大防止のため中止…

（毎年7月実施）
短期交換学生の受入 国 際 奉 仕 近藤　基起

コロナウィルス感染拡大防止のため中止…

（毎年7月実施）
中学生弁論大会 市民文化センター 青少年 奉仕 明星　　元

コロナウィルス感染拡大防止のため中止…

（毎年7月実施）
市民一斉清掃 リーガ周辺 社 会 奉 仕 中山　恵二

コロナウィルス感染拡大防止のため中止…

（毎年9月実施）
近隣４ＲＣゴルフ 東 予ＲＣ

コロナウィルス感染拡大防止のため中止…

（毎年10月実施）
花の種配布 新居浜市総合福祉センター 社 会 奉 仕 中山　恵二

コロナウィルス感染拡大防止のため延期…

（11月28日〜29日実施予定）
秋の遠足 道後・しまなみ 親 睦 活 動 西岡　　圭

コロナウィルス感染拡大防止のため中止…

（毎年11月頃実施）
近隣４ＲＣゴルフ 新居浜南ＲＣ

コロナウィルス感染拡大防止のため中止…

（毎年11月実施）
新居浜高専国領祭 ローターアクト 髙橋　正明
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　2020～2021年度（令和2年7月～令和2年12月）例会記録… （表2）

月 日 回数 内　　　　　　容 委員会 会員名

7

2 3292
会長運営方針 会長 小野　幸男

委員会活動方針（Ⅰ） 各委員長

9 3293 委員会活動方針（Ⅱ） 各委員長

16 3294
定款・細則等検討委員会進捗状況報告 ＳＡＡ 青野　　正

会員スピーチ 桑原　征一

30 3295

会員退会挨拶 平尾秀一郎

出席表彰（紹介のみ） 直前出席委員長 近藤　基起

会計報告 直前会計 伊東　省司

会員スピーチ 近藤　奉文

8

6 3296 ガバナー補佐公式訪問

20 3297 外部卓話「元留学生・国際交流員から見た日本」人間尊重 永田　光春

27 3298 ガバナー公式訪問　講話

9

3 3299
新会員入会挨拶 新会員 大場　浩正

会員スピーチ 青野　　正

10 3300
第 3300 回例会　記念祝杯（乾杯：松尾嘉禮会員）親睦活動 西岡　　圭

会員スピーチ 小野　正師

17 3301
会員退会挨拶 難波　主憲

会員スピーチ 佐々木世希

24 3302 会長杯ゴルフコンペ（新居浜カントリー倶楽部）

10

1 3303
会長杯ゴルフコンペ表彰式 親睦活動 西岡　　圭

内部卓話「日本百名山に登って」 新会員 大場　浩正

8 3304
新会員入会挨拶 新会員 井上　和弘

会員スピーチ 曽我部謙一

22 3305 会員スピーチ 白石　正一

29 3306 社会奉仕功労者表彰 社会奉仕 中山　恵二

11

5 3307

次年度理事候補の指名について 会長 小野　幸男

新居浜ロータリークラブ細則の決議について 会長 小野　幸男

新会員入会挨拶 新会員 吉村　正明

内部卓話 Ｒ財団 佐々木世希

12 3308 お茶の会 プログラム 池田　昭大

19 3309 会員スピーチ 明星　　元

26 3310
米山奨学生卓話 米山奨学 髙橋　英吉

職場訪問（例会後）「防災センター」 職業奉仕 萩尾　孝一

12

3 3311

定時総会 会長 小野　幸男

下期プログラム説明 プログラム 池田　昭大

内部卓話「新居浜市と私の故郷八幡浜市について」 新会員 井上　和弘

10 3312 会員スピーチ 近藤　利彦

17 3313 クラブフォーラム 増強・分類・戦略合同

矢田　義久

井石　正哉

妻鳥　孝行

24 3314 会長…上期回顧 会長 小野　幸男
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　将来、私は母国のベトナム
を代表する高品質の果物を国
際的に紹介したいです。ベト
ナムは他国では珍しいグアバ
やマンゴスチン、ライチなど
多様な果物が多く収穫されて
いるので、もっと輸出し、海
外の皆さんにも味わって貰え

たらいいと思います。現在、ベトナムでは海外か
らの技術や現代的な機械のお陰で、農業がますま
す発展してきて、世界標準に達した色々な農産物
が植えられました。しかし、その農産物は日本、
アメリカ等、厳しい国にまだ輸出が出来ていませ
ん。将来の目標を実現するために、現在、愛媛大学・
農学部で、果物や野菜、花等について実験を行っ
たり、栽培技術を学んだりしています。日本で勉
強した栽培技術を生かして、農業家と一緒に国の
農産物を世界の国々に輸出できるようになると何
よりです。

　来日してから、両親から仕送りを貰わず、学費
や生活費を全て一人でバイトをやって負担しなけ
ればなりませんでした。お金がないため困った時
があるので、親の大変さとお金の大切さが分かっ
てきました。しかし、今年の4月から米山奨学生
になることができて、奨学金を貰って、バイトの
時間を減らすことが出来ました。就活を順調に終
わらせたり、研究に専念したりすることができて、
とても感謝しています。奨学生になってから毎月、
新居浜南ロータリークラブで例会に参加させてい
ただいています。
　例会では奨学金を頂くのだけではなく、ロータ
リーアンの皆様と交流させてから、日本の文化な
どを体験と学びさせて頂きました。そして、私の
ことの面倒を見て、心配して頂いています。私に
とって第二家族だと感じています。私も将来、お
金をいっぱい稼いで、お金がない人や困る人に助
け、皆様のように、少しでも社会に貢献したいと
考えます。

私の将来の夢
… 米山奨学生　グエン ティー マイ クエ　

　先日、内部卓話で新居浜市
と私の故郷である八幡浜市に
ついての話をさせていただき
ました。私が銀行に就職をす
ることを決めた理由の一つ
は、「転勤」で様々な土地へ行
けるからです。入行してから
は、幸いなことに転居を伴う

転勤ばかりで、東・中・南予と県外勤務も経験し、
家族には負担を掛けましたが、私の望み通り様々
な土地での勤務と生活が出来ております。
　今回の新居浜支店勤務は二度目となりますが、
前回勤務の二年間は、そのうち一年を西条市に生
活の拠点をおき、新居浜市の生活は単身期間の一
年間のみでした。そのため「新居浜市」について
の学びがしっかりと出来ていませんでした。その
ような中で、このたび縁があって再び新居浜支店
で勤務をすることとなり、今後こそはもっと新居
浜について知りたいという思いが湧いてきました。

　８月に着任して少し経ったある日、私の勤務す
る新居浜支店の隣にある明屋書店に寄った時、新
居浜検定があることを「新居浜検定公式テキスト
ブック」で知りました。これはいい機会なので検
定試験に挑戦してみようと思い勉強を始めたとこ
ろで、今回の卓話のお話をいただいたため、私の
故郷である八幡浜市の紹介も交えて発表をさせて
いただいた次第です。
　お聞き苦しい点や少しばかり失礼なことを申し
ましたが、どうか会員の皆様の寛容なお心でご容
赦いただけたらと存じます。
　新居浜で生活を始めてからは、「百聞は一見に
如かず」と言われるようにお客様や皆様から教え
ていただいたお店や公式テキストブックにある名
所等に休日を利用して出かけています。今年はコ
ロナで遠出があまりできないため、この機会に少
しでも多く新居浜市についての学びを深めてい
き、来年の新居浜検定には何とか合格したいと思
います。

新居浜市と私の故郷八幡浜市について
　　井　　上　　和　　弘

〔内部卓話〕
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12月17日例会において「選
考・分類」、「会員増強」、「戦
略計画」の３委員会が担当す
るクラブフォーラムを実施し
ました。いつものフォーラム
の様に各テーブルで意見を出
し合い、それを発表するとい
うスタイルでしたが、興味深

いけれど目を瞑っているようなテーマだけに、多
くの意見が寄せられました。
◦……性差別ではないが、しっかりとした職業人で
あれば良い

◦……転勤事業所長が女性である場合を想定すれば、
拒否する理由はない

◦もはや時代の流れ、議論の余地はない…
などが主な意見でした。
当クラブも過去に女性の事業責任者（転勤者）の

入会を認めたことがありましたが、『転勤者に限る』
との条件付きであったと記憶しております。今回
のフォーラムの結果、この条件は既に無きに等し
くなったものと実感しました。
CLP（クラブ・リーダーシップ・プラン）等によ
り、クラブ運営がかなり自由になり、中には例会
数を大幅に減らしたクラブもあると聞きます。一方
で「ロータリーの原点に返ろう」と主張するロータ
リアンもいます。一昨年の当分区IMで基調講演を
された廣畑富雄第2700地区パストガバナーも、そ
のお一人でありました。私自身もロ一タリーが時
代の流れと共にどんどん変容していく姿に、大い
に違和感を覚えます。が、女性に優しい身としては、
この点には異議を唱えません。
ましてSDGs第５の目標は、『ジェンダー平等を
実現しよう』なのですから…

クラブフォーラム
矢　　田　　義　　久

会員スピーチという事で、
本業であるドコモの携帯電話に
ついての歴史と今後の展望につ
いてお話させて頂きました。
1968年にポケットベル
サービスが開始されて52年。
その問、1970年の大阪万博に
てワイヤレスフォンを展示、

1993年に保証金制度廃止、1994年に端末売切制
度開始、1999年にはｉモード開始、2000年には
カメラ付き携帯電話発売、2013年にドコモが
iPhone取扱開始、そして今年2020年に5G開始と
半世紀に渡り、目まぐるしく進化してまいりました。
またその問、端末も進化してまいりました。最

初は音が出るだけのポケットベルから、文字が送
れるようになり、やがて自動車電話、ショルダー
フォン、そして本当に携帯出来る端末が登場。し
かし当時はレンタルで、保証金20万円、月額２万
円〜３万円、重量は900グラム、連続通話時間約
60分、連続待ち受け時間約６時間と大変高価で使
い辛いものでした。それからアナログムーバ、デ
ジタルムーバと小型・軽量化により利用者が増加
し通信コストの削減により安価に提供出来る様に

なりました。またFOMAの登場により2Gから3G
へ移行し、高い通話品質と高速データ通信が可能
になりました。そして現在は2010年から開始して
いるXiにより、更なる高速化LTE技術を利用した
サービスを提供しております。
モバイルネットワークの進化は1993年の１G…
2400bpsから、2020年の５G　1.7Gbpsまで通
信速度は27年で実に70万倍まで進化致しました。
この5Gは、①高速大容量、②多数端末接続、③低
遅延の３つの特徴を持ちます。現在、この３つの
特徴を活かし社会課題を解決していこうと取り組
んでいます。５Gによって実現される社会として、
スタジアムソリューション、遠隔医療・診察、スマー
トアグリ、スマートシティ、スマートマニファク
チャリング、超過密・超高トラフィック等が実現
出来ます。
最後に2030年代に提供予定の６Gの世界では、
社会課題解決、人・モノとの通信、通信環境拡大、
フィジカル・サイバー融合高度化に向けた技術開
発が進むと思われます。
技術の進化に終わりはありませんので、私自身、
置いていかれない様、日々勉強していこうと思い
ます。

携帯電話の歴史と今後の展望
近　　藤　　利　　彦

〔会員スピーチ〕
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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　なし
誕生祝（12月）
　松尾　嘉禮君…… 6日　　小野　幸男君…10日
　加藤　友久君…17日　　井石　正哉君…22日
　村上　正純君…30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
定時総会… 小野（幸）会長
内部卓話（新会員）
　　　「新居浜市と私の故郷八幡浜市について」
… 井上和弘会員
情報雑誌… 安藤情報雑誌委員長
閉　会… 小野（幸）会長

Ｒ２.12. 3（第3311回）

Ｒ３. １. 7（第3315回）

Ｒ３. １.14（第3316回）

Ｒ３. １.21（第3317回）

Ｒ３. １.28（第3318回）

Ｒ２.12.10（第3312回）
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
結婚記念祝（12月）
　髙橋　英吉君…… 9日　　永田　光春君…17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
会員スピーチ… 近藤利彦会員
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
創立記念日祝杯… 米谷会長エレクト
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
クラブフォーラム… 矢田会員増強委員長
閉　会… 小野（幸）会長

Ｒ２.12.17（第3313回）：創立記念日

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
出席報告… 井石（安）出席委員長

幹事報告… 日野副幹事
各委員会の連絡事項
ニコニコ報告… 副SAA
会長上期回顧 小野（幸）会長
閉　会… 小野（幸）会長

Ｒ２.12.24（第3314回）

新型コロナウイルス感染拡大の防止のため取消

新型コロナウイルス感染拡大の防止のため取消

新型コロナウイルス感染拡大の防止のため取消

新型コロナウイルス感染拡大の防止のため取消



ニ コ ニ コ B O Xニ コ ニ コ B O Xニ コ ニ コ B O Xニ コ ニ コ B O X （敬称略）

■ 12月17日  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●

小野　幸男   本日は68回目の創立記念日です。おめで
たい日に例会を開くことができました。
皆様と共にお祝いしましょう。

丹　　一志   第68回創立記念日おめでとうございます。
青野　　正   68年の記念日を定例会として迎えることは大

変うれしく思います。みんなで祝いましょう。
畑田　達志   新居浜ロータリー創立68周年、おめでと

うございます。
松尾　嘉禮… ……68回目の創立記念日を祝して
桑原　征一… ……新居浜ロータリークラブの創立68周年の

記念日をお祝いいたします。70周年、
100周年に向けて、がんばりましょう。

米谷　方利… ……新居浜ロータリークラブ68周年記念
高橋　正明   小野会長のお話しで、本日の例会は、我が

松尾　嘉禮… ……今週の日曜日に満81歳になってしまいま
す。誰か追い越す人はいませんか？ゴル
フが出来る間は頑張りたいです。

小野　幸男… ……誕生祝をいただきまして、ありがとうご
ざいました。

加藤　友久   おかげさまをもちまして、74歳を迎えまし
た。残された人生を１日１日充実していき
たいと思います。ありがとうございました。

井石　正哉   あっというまに67歳。70手前です。私の若い頃
の70歳といえば………感じる所があります。

村上　正純   12月30日で満71歳になります。認知症
や、ぼけない様に元気で頑張っていこう
と思っています。

高橋　正明   12月4日から人権週間が始まります。人
権について考えてみてもらえれば。

大和田　洋   12/6…はやぶさ２の帰還に合わせ、10年
前はやぶさが帰還した際の物語として、
12/8…21:00〜22:00…BSプレミアムでア
ナザーストーリーズ「はやぶさ奇跡の帰

還」が放映されます。当社も少し出てく
るようですのでよろしければどうぞご覧
下さい。コスにじゅういちさんにもお世
話になったと伺っております。

吉田　達哉   NPO法人ペイフォワードが、今年も中央
公園にライトアップモニュメントを設置
致しました。医療関係者、エッセンシャ
ルワーカーの皆さんに感謝の意味を込め
て来年１月15日迄点灯しております。よ
かったらご覧下さい。

米谷　方利… ……次期役員、理事の皆様、どうかよろしく
お願いします。

池田　昭大   本日、下期のプログラム説明をさせて頂
きます。コロナの影響で引き続き変更が
出る可能性がありますので、皆様のご協
力をお願い致します。

井上　和弘   本日、卓話をやらせていただきます。頑
張って長く話が出来るように努力します。

長田伸一郎   午後の仕事の都合で早退させて頂きます。

■ 12月３日  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●

■ 12月10日  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●

高橋　正明   S23年12月10日、国連の総会で、世界人
権宣言が採択され、そのことを記念して
Ｓ25年から、12月10日を人権デーとし、
12月1日から12月10日までを人権週間と
なっています。

近藤　基起   はやぶさ２の帰還の成功を受けて、住友
重機さまのバーターとしてテレビ愛媛で
携わった企業として、報道していただき
ました。撮影はカプセルの帰還に合わせ
て深夜1:00〜4:00まで。大変疲れまし
たが、無事に報道されて良かったです。

西岡　　圭   12月6日日曜日にFM新居浜とケーブルテ
レビの「あかがねプロ野球ニュース」とい
う番組でコメンテーターデビューをいた
しました。大好きなプロ野球のこと、ホー
クスのことを90分に亘って語ってきまし
た。今後も不定期で出演予定ですので、
お時間合いましたら、ご覧くださいませ。

日野　英典   新居浜市観光協会の事業で、WEB俳句ing
を行っております。夏井いつき先生が俳
句を選んでコメントをしてくれます。投
句は観光協会のHP上でできますので、一
度みてみて俳句を詠んでみて下さい。

永田　光春   １年が過ぎましたが、まだまだ私に24時
間、はり付いて、やかましく指導してくれ
ます。ありがたいことです。感謝（結婚記念）

髙橋　英吉   家内に確認したところ42回目だというこ
とです。バラの花いただきありがとうご
ざいます。金婚式までにはまだかなり時
間がありそうです。

青野　　正… ……本年度のニコニコは残念ながら目標の
60％となっています。会員の皆様のご協
力よろしくお願いします。

近藤　利彦   本日、内部卓話をさせてもらいます。よ
ろしくお願い致します。

吉田　達哉   （その他）
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ロータリークラブの創立日で68回目にな
ることを教えてもらいました。新居浜ロー
タリーがこれからもつづきますように。

井石安比古   68回目の創立記念日を迎えおめでとうご
ざいます。

小野　正師… ……68回目の創立記念日は、本日12/17だそ
うです。おめでたい、ありがたい日です。

萩尾　孝一   誕生日おめでとうごあいます。私も68歳、
ともにがんばりましょう。

礒村　典秀   68回目の歴史に敬意を表します。おめで
とうございます。

池田　昭大   創立記念日おめでとうございます。
明星　　元   創立記念日を祝して。
妹尾　次郎   祝…創立68周年　乾杯!!
藤本　　毅   創立記念日を皆さまとともに健康で迎え

られ、感謝します。
加藤　友久   伝統と格式のある新居浜ロータリークラブの創

立日と小生の誕生日が同じであり、大変うれし
く思っています。ありがとうございました。

長田伸一郎   今日の日経新聞に『住友グループ430年の
歩みと未来』と題し、住友ＧのSDGsの取
り組み記事を掲載させて頂きました。是非
ご覧頂ければと思います。　住友各社より

垂水　辰仁   12月17日付　日本経済新聞の22・23・24

面に『SDGs×住友グループ…430年の歩み
と未来』の記事が掲載されていました。弊
社としては、住友グループのルーツである
「新居浜４社」と他の住友各社との長年のお
付き合いをしていただいている事を誇りに
思い、光栄に感じております。今後とも一
層の精進の気持ちを忘れず頑張ります。

垂水　辰仁   来週12月24日はクリスマスの為例会をお休
みさせて頂きます。若手のホープ日野英典
副幹事が幹事報告を致します。よろしくお
願いします。来年もよろしくお願いします。

井石安比古   抗癌剤の投与を始めて約１年になります。
おかげで、欠席することなく例会には出席
できています。オプジーボの効果に感謝!!!

永田　光春   花が届きました。ありがとうございます。
妻鳥　孝行   今日のフォーラムには戦略委員会も参加

していますのでニコニコします。
矢田　義久   創立記念日の日に「クラブ・フォーラム」

を担当いたします。会員増強委員会を代
表しニコニコ致します。

井石　正哉… ……今日のクラブフォーラムは、忌憚のない
御意見を。

丹　　一志・妹尾　次郎・佐々木世希・森平　信哉   
… （その他）

■ 12月24日  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●

髙橋　英吉   次男の家が完成しました。これで子供３
人ともそれぞれ自分の家をもつことがで
きました。施工は住友林業です。これで
私の役目も終了です。

吉田　達哉   今年２月に籍を入れた長女が、コロナで延期
になった挙式も先週行うことが出来ました。
来年７月には私もジージーになります。

高橋　正明   年末のご挨拶を申し上げます。本年は事務
所を新築しましたが、原因不明の体調不良
となり、ロータリアンの医師先生にお世話
になりました。お礼を申し上げます。

大和田　洋   先日金曜日、横浜で「動くガンダム」のオープ
ニングセレモニーがあり、ガンダムを支えるＧ‐
キャリアを製作した住友重機当社工場も紹介さ
れていました。新居浜の地も紹介されよかった
です。ガンダム好きの方しか見られていないと
思いますがニコニコさせていただきます。

矢田　義久   手術後の長いリハビリを経て12月30日
いよいよ松田先生がゴルフ復帰いたしま
す。本当に待ちに待ってました！待って
たぜ、カモネギ〜

松田　哲雄   ムカッ！

小野　幸男   上期の行事が終了致しました。御協力あ
りがとうございました。

青野　　正   上期ニコニコに御参加頂きありがとうござい
ました。下期もよろしくお願い申し上げます。

日野　英典   12月24日垂水幹事からのクリスマスプレゼ
ント、副幹事の大役つとめさせて頂きます。

井石安比古   この上半期の皆様の出席のための努力に
感謝いたします。来期はさらに出席の為
御努力お願いします。

矢田　義久   先週のクラブ、フォーラムでは貴重なご
意見を有難うございました。３委員会を
代表してニコニコします。テーブルにニ
コニコ用紙がありませんので、にこにこ
免除かとは思ったのですが……

長岡　一路   先週の創立68周年に続き、今日はクリス
マスイブ、お祝い気分がつづいて、今年
のしめくくりOKです。

萩尾　孝一・近藤　利彦　（その他）
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ニコニコ寄付金
12月 合計 59件  182,000円       累 計 269件  777,000円

2020 ー 21 年度

１月 合計  0件  　　　　0円       累 計 269件  777,000円

PHD箱寄付金報告（インターアクト委員会）

… 12月合計額… 2,362円
… １月合計額… 0円
… 2020−21年度累計額… 20,744円

… 昭和57年５月13日スタート以降の累計額… 1,792,130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

… 9/… 3 大場　浩正 住友金属鉱山㈱別子事業所 丹　　一志

… 9/17 難波　主憲 広島銀行新居浜支店 松尾　嘉禮

10/… 8 井上　和弘 愛媛銀行新居浜支店 桑原　征一

11/… 5 吉村　正明 広島銀行新居浜支店 松尾　嘉禮

11/19 重見　法人 ㈱タステム. 秋月　伸治

… 1/12 森平　信哉 大和証券㈱新居浜支店 嶋田　裕二

計 ３名 ４名

正 会 員 数

６月末 63名

７月末 62名

８月末 62名

９月末 62名

10月末 63名

11月末 63名

12月末 63名

１月末 62名
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それぞれの立場で行動し、地域に貢献しよう
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表紙写真提供：新居浜市観光協会

編 集 後 記

　昨年に続き、朝夕は未だ冷え込みますが、晴れた日中は暖かくなり春の訪れを感じます。

昨年年末から全国で新型コロナウイルス感染急増し、愛媛県は特別警戒期間を宣言。３/７

まで期間延長となりましたが、飲食店への時短要請は２/７で終了したことから、新居浜RC

は１／初〜２／中旬まで例会を休会。２/18に久々の例会が開催されました。その為、会報

は１・２月合併号とさせて頂きます。

　東京五輪・パラリンピック組織委員会の会長交代で報道が過熱される中、１/８に発令さ

れた緊急事態宣言の対象都道府県は13から10に減少し、新型コロナウイルス新規感染者は

徐々に減少しています。特別警戒期間を宣言・延長した愛媛県においては、県民の感染予防

意識が高く、特に新居浜地区では感染を抑え込んでおり比較的安心できます。

　３月下旬から始まる聖火リレーまでに、全国レベルで、感染の大幅縮小を祈るばかりです。

但し、比較的裕福な日本ですら一般人はワクチン接種が夏以降の状況。五輪・パラリンピッ

ク参加国は数多く、競技日程・場所・方法のみならず参加選手への検査や感染防止策の実施、

併せて観客入場制限など開催に当たって運営の変更は不可避と思われます。

　ＴＶ・新聞は政治的な駆け引きだけでなく、感染予防に繋がる各競技の運営に焦点を当て

た取材・報道を行い、民意を反映した五輪・パラリンピック開催になることを期待します。

　日常生活においてはワクチン接種に目途がついたとは言え、ウイルス変異で、感染再拡大

の可能性もあり、感染症予防は今後も続き、「withコロナ」「新しい生活様式」は進むと思われ

ます。新居浜RC会員においては自身の感染予防のみならず、従業員の感染予防と万が一の

感染者発生の際の早期対応が求められており、下記もお勧め致します。

　○…従業員向け啓発

　　中央労働災害防止協会：幟「感染症予防」H2.14×W0.7m、2,425円（税込）

　　　　　　　同　　　　：ポスター「感染症対策・ヨシ」B2判、265円（税込）

　○…消毒用防護服セットの備蓄＆脱着訓練（企業グループ、協会、等）

　　　　　　　　　　　　：休憩度に使い捨ての為、３〜４着／人


