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（敬称略）（敬称略）

　2021年２・３・４月例会と行事予定　

２月 ３月（水と衛生月間） ４月 （母子の健康月間）

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 １

日

【合同例会】12:30～
新居浜RC担当
卓話:新居浜南RC担当

・家庭集会（18:30～） 
　（クラブ奉仕・親睦・SAA）

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」 ８

日

・お茶の会

・家庭集会（18:30～）
   社会・人尊・青少年
   RA・IA

・家庭集会（18:30～）
　（職業・国際・財団・米山）

・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 15
日

・会員スピーチ
（妹尾次郎会員）

・情報雑誌
クラブ協議会（下期活動計画）

25
日

・外部卓話（人間尊重）
25
日

・会員スピーチ
（萩尾孝一会員）22

日

・職業奉仕功労者表彰
  外部卓話（職業奉仕）

29
日

令和２年度新居浜市小中学生 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(ZOOM）
・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

中止

中止

中止

中止

中止

祝日休会
(昭和の日）

（ ） （ ）

（　　　　　　　　
　　　　　 ）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

4日 62 56 7 88.89% 1 96.61％ 0

18日 62 51 11 82.26% 1 91.23％ 0

25日 62 50 12 80.65% 2 88.14％ 0

　合　計 124 101 23 3 （　　　  0）
（カード　  0）

　平　均 62.00 50.5 11.5 81.45% 1.5 89.66％ （累　計  5）
（カード　  1）



日　時：令和３年２月18日㈭…… 12:00〜

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）……地区大会信任状（選挙人３名選定）について

… 2）……新会員の入会について

… 3）……今後の例会運営について

… 4）……家庭集会（社会・人尊・青少年・RA・
IA）の実施について

… 5）……新居浜ロータリークラブホームページリ
ニューアルについて

… 6）……会員の退会について

日　時：令和３年２月25日㈭…… 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　垂 水 辰 仁

	 持ち回り理事会報告	 幹事　垂 水 辰 仁
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（敬称略）

■ 　3月11日　 ■
新居浜市小中学生 科学奨励賞発表会報告



日頃から本校ローターアク
ト部、国領祭での献血等多岐
にわたり、ご支援賜りありが
とうございます。また今回は、
各種業界でいろいろ取り組ま
れていると思われます「SDG
ｓ」に関しまして、僭越なが

ら基本的な情報と、中学生・高専生に伝えている
視点での消費者として、技術者としての取り組み
についてご紹介させていただきました。普段、高
専では3時間ほどの内容を、ギュッと絞り、かつ、
早口になってしまい、とてもお聞き苦しかったの
ではないかと反省いたしております。皆さんの暖
かいまなざしでの聴講に感謝いたします。
「安いから買う」を実践すると、「安くなるように
つくること」を推進し、その反面、環境や人を含
む多種の生命体に弊害をもたらしてでも「安くつく
ること」を助長することになります。しかし、「安い
もの」も「丁寧に作って高価なもの」も、世界の多
様な人々には、両方とも必要な製品です。皆様に

は消費者として、どちらを選ぶかを考えて、特に、
ロータリークラブの皆様には、ぜひとも、地球に
やさしく、生産者にも優しい(高価になりますが)も
のを買っていただきたいと願い、馳せ参じました。
卓話では割愛しましたが、高専での授業では、
SDG12の「つくる責任、つかう責任」について伝
えています。学生ですので、食事なども、どうし
ても「質より量」になるでしょうが、「考えて選択
した結果、今回は安さ重視で買う」となっても、
その分「買った以上は無駄にならないように残さ
ず食べる（大切に使う）」という行動を起こしても
らえるように、また、技術者として社会に出たら、
地球環境の理想論者ではなく、技術的解決を模索
し、よりよい方法を導き出せる人材になってほし
いと伝えています。
2030年に向けた、世界の方向性[SDGs]につい
て、少しでも、皆様の生活(会社・地域・家庭など)
におきまして、会話の一助になり、多くの人が関
心と行動をとっていただけますよう願っておりま
す。ありがとうございました。

SDGsの活用
新居浜工業高等専門学校　吉　　川　　貴　　士

〔会員スピーチ〕

ひとは、他の人には伝えき
れないその人なりの境涯での
悩みや苦悩があり、落ち込ん
だ気持ちを立て直すために、
他の生き方を参考にしたり、
人生訓を求めたりします。
昔はその解決のための言葉

として仏教が大いに力を発揮していたと思います
が、個人が際立つ現代ではその力が充分に活かさ
れていないように感じていました。そこで変化し
てしまった仏教の言葉を紹介させていただこうと
資料を準備する中で、「夜回り先生」の水谷修氏や

明石家さんまさんの言葉に出会いました。やはり
それぞれの立場で気がつかない悩みがあったんだ
なあと感じました。
仏教では言葉を警戒して使います。感情にまか
せず言葉を調えて使うことで、心も体も調ってい
くとして、慎重に言葉を選びます。現代は無頓着
に発せられた無責任な言葉が横行して社会的な問
題にもなっていますが、人生の問題を解決するた
めに、二千五百年ひとのありようを見つめてきて、
苦悩の解決のために語られた多くの仏教の言葉を
もっと身近に感じて頂ければうれしく思います。

人生みな手前もち
…　長　　岡　　一　　路
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私の故郷を流れる太田川
は、広島市内の三角州を形成
し、「水の都、広島」の源となっ
ている河川であります。
子供の頃から、時間があれ
ば、自宅の畑で、ミミズを掘
り、祖父の竹ざおと釣り糸を

持って自宅の直ぐそばを流れる太田川で釣り糸を
垂れ、イダやハゼを釣るなど、釣りには慣れ親し
んできました。
私が鮎釣りを知ったのは、今から18年前同じ銀

行の釣り仲間が、加計支店（山県郡安芸太田町加計）
に転勤となり、その人が鮎釣りの魅力にとりつか
れ、それに連れられ私もはまってしまったのが始
まりです。
始めた当初は、毎週土日の休みとなれば、妻に

飽きられながら、釣仲間で鮎釣りに出かけ盛期に
は、家に帰らず、川でキャンプを張り土日ぶっ通
しで鮎と戯れることもありました。
最近は流石に年をとったせいか、二日連チャン

で釣りをすることはありませんが、自然豊かな川
で、綺麗な鮎に出会い、日頃のストレスの解消と
心の洗濯をしています。
友釣りの楽しさについては、先日の内部卓話で

お話した通り、循環の釣りとゲーム性の高さであ
り、いかに囮を自分の思い通りに操作するかです。

鮎も生き物であり、それぞれ性格も違います。
素直な鮎もいれば、反抗的な鮎、怠け者の鮎もい
ます。
魚影が濃い時は、囮が元気でさえあれば、次の
鮎が掛かるのですが、魚影が薄い時は、野鮎がい
るポイントへ、囮鮎を送り込まなければ掛かりま
せん。
そんな時に、強引に鮎を引っ張ると、鮎も反発
しますし、直ぐに弱ってしまい、次の鮎が掛から
ず循環がストップしてしまうのです。
思い通りに動いてくれない囮鮎に対しては、根
気強く待つことも大切であり、待っていると機嫌
を取り直し、突然ポイントまで動いてくれること
もあります。
「じっと待つ」こと、仕事にも通じる部分がある
のかなと思っています。
近年、鮎釣りの釣果が、年々下がってきており、
昔は、解禁日であれば三桁近く連れる時もありま
したが、最近、解禁日にワクワクする程のよい思
いをしたことがありません。
原因は少なからず、地球温暖化による異常気象、
根雪の減少と豪雨災害が影響していると考えてい
ます。
皆さん、持続可能な鮎社会（生態系）実現に向け、
カーボンニュートラル、ＳＤＧｓに積極的に取り
組んでいきましょう。

鮎つりの魅力について
吉　　村　　正　　明

〔内部卓話〕
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　新居浜ロータリークラブの
創立の年は昭和27年です。今
年、私と同じく数え年70歳の
古希を迎えました。クラブに
は毎年新入会員が入ってきて
新陳代謝があります。組織を
維持し、伝統と格式を守りな

がら活躍を続けていける素晴らしい団体です。よ
うやく古希になった私の場合、精神的には若いこ
ろと変わらずあれこれいっぱいしたいことがあり
休みなく動き回っていますが、若返ることはなく
いつのまにか老化が忍び寄ってきました。体力は
それほど落ちたような気はしないのですが、物忘
れがずいぶんひどくなりました。もう数年前から、
何かの用事で家を出発してしばらくすると忘れ物
を思い出して帰ってきます。ひどいときは２〜３
回帰ります。忘れ物の置き場所がわからなくて30
分以上いらいらしながら探しまわることもありま
す。また人の名前を覚えられなかったり、様々な
ことを「度忘れ」して言葉に詰まります。これから
の行動を３件予定して出発し、しばらくすると２
件は思い出しますがあとの１件はほとんどの場合
思い出せません。家にいる時大事な用件を忘れる
といけないので、家内に覚えといてほしい旨を伝
えると、こちらも３歳年下の同じく高齢者なので
きっぱりと断られます。そういうわけで、どんな
ことでもスマホの予定表とメモにしまっておく事
になりました。便利な世の中ですね。便利すぎて
人間はアホになります。もしもスマホをなくした
ら大変ですよ。特に最近はＩＤと暗証番号パスワー
ドに攻められっぱなしで、忘れない方法を考える
のが大変ですね。いらいらしたり、くよくよしな
いで生きていくのが目下の目標です。
　さて、今後の10年20年の計を立てても実現でき
るかどうか全く分からない年齢になりました。何
かを始めてみようと思い立っても、よくよく考え
てみると年月がかかりすぎることは無理だと悟り、
がっかりします。先日テレビで私と同じくらいの

年の人が「貴方の夢はなんですか？」と質問された
ところ「私の夢は、豊かな老後を送ることです。」
という答えでした。なかなか簡潔で素晴らしい回
答ですね。同感でした。具体的に「豊かさ」の内容
はたくさんありすぎて語りつくせませんが、欲張
らないで今の状態をぼちぼち維持出来たらよいと
思う今日この頃です。
　蛇足ですが、私は車の運転をする時、右足でア
クセル、左足でブレーキを踏みます。最徐行で駐
車する時、急な坂道発進の時などは足を踏み変え
ることがないのでとてもスムーズです。昔はマニュ
アル車に乗っていましたがオートマティック車に
乗り始めた頃、東京で医者をしていた、若いころ
からいろいろ車を乗り継いだカーキチの義兄から
「この方が、ずいぶん楽で安全だよ！」と言われて
しばらく練習をしました。最初は左足でブレーキ
を踏むと急ブレーキになったりしてぎくしゃくし
ますが、慣れてくると大変便利です。たまに会社
の車でマニュアル仕様のトラックに乗った時、ク
ラッチを踏んでも止まらないので恐ろしいことが
ありますが、その時は気合を入れて足の切り替え
に集中します。出来る限りマニュアル車には乗ら
ないようにしています。最近はブレーキとアクセ
ルを間違えた高齢者の大事故がずいぶん増えてい
ますね。この方法だと多くの同種事故が防げるの
ではないかと思います。高齢者ドライバーは男女
ともほとんどオートマ車ですね。私の家内は、免
許を取った時から両足でそれぞれブレーキアクセ
ルを踏んでいます。マニュアル車に乗ることは
100％ありませんからね。自動車学校でもオート
マティックにしか乗らないドライバーにこの運転
方法を教えたり、警察の高齢者講習の時にすすめ
てみたらどうでしょうか。年をとって今更練習す
るのもたいへんですがね。
　これまで経験した様々のことを思い出したり、
今後の夢や希望をあれこれ考える今日このごろで
すが、これからも「思い出のいっぱい詰まった人生」
を目指してゆっくり生きていきたい古希の歳です。

古希を迎えて
　　米　　谷　　方　　利
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この度、勤務先の人事異動
で兵庫県の明石市に転勤する
ことになり、３月25日付をも
ちまして新居浜ロータリーク
ラブを退会することとなりま
した。
伝統と格式のある新居浜ロー

タリークラブには、西本先生のご推薦により、入
会させていただき、約３年間お世話になりました。
その間、ロータリーの活動にとどまらず新居浜

での過ごし方などもご教示いただき、皆様には公

私にわたり大変親切にしていただきました。
誠にありがとうございました。
ほんの少し心残りは、新居浜にもすっかり慣れ
てきて、これからっ！という時にコロナ禍に見舞
われ、いろんな行事が中止になってしまったこと
であります。
コロナ禍が収まり、それはそれとして良い思い
出となる日が一にも早く来ることを願い、また新
居浜ロータリークラブの益々のご発展と会員の皆
様方のご健勝を祈念いたしまして、退会の挨拶と
させていただきます。

退会ご挨拶
小　　森　　　　誠

貴重な時間をいただきあり
がとうございます。
3月1日付けで今治に転勤す
ることとなり、退会すること
となりました。
私ごとで８年ぶりの単身赴
任解除で、嫁に話すと微妙な

顔をしていました。
さて、井石先生の紹介により入会させていただ

き２年７ヶ月お世話になりました。
入会してすぐの地区大会では訳の分からないま

ま皆様と封筒入れに汗をかいたことや秋の遠足で

はバスの中で酔っ払ってしまってホテルでカニが
食べれなかったことが思い出されます。昨年は、
コロナ禍の中思うような活動はできませんでした
が、皆さん覚悟を決めて参加されている姿を見て
「すごいクラブだな」と改めて感じました。
社会奉仕の精神はまだまだの私ですが、新居浜
ロータリークラブに在籍していたことを誇りに思
います。
最後になりましたが、新居浜ロータリークラブ
のますますの発展と会員皆様のご多幸をお祈りし
て退会のあいさつとさせていただきます。ありが
とうございました。

退会のご挨拶
山　　本　　和　　宏
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例 会 記 録例 会 記 録例 会 記 録例 会 記 録
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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
誕生祝（1月）
　新谷　隆則君…… 2日　　神野　直正君…… 8日
　米谷　方利君…12日　　青野　　正君…21日
　神野　勝太君…22日
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
年寿祝
　傘寿　近藤　奉文君（S17.… 9.17）
　　　　越智　　仁君（S17.10.15）

　古希　米谷　方利君（S27.… 1.12）
　　　　垂水　辰仁君（S27.… 2.… 5)
　　　　萩尾　孝一君（S27.… 2.… 9）
　　　　曽我部謙一君（S27.… 2.26)
　　　　白石　正一君（S27.10.30)
　還暦　妹尾　次郎君（S36.… 4.30）
　　　　山本　和宏君（S36.… 8.… 8)
　　　　増田　　忍君（S36.… 8.18）
　　　　大場　浩正君（S36.11.… 3)

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… 長岡一路会員
情報雑誌… 安藤情報雑誌委員長
閉　会… 小野（幸）会長

Ｒ３.� 2.18（第3320回）

Ｒ３.� 2.� 4（第3319回）

Ｒ３.� 2.25（第3321回）
開　会… 小野（幸）会長
来客紹介… 礒村親睦副委員長
　ゲスト　新居浜工業高等専門学校機械工学科主任
… 高度技術教育研究センター長　吉川貴士様
　来訪ロータリアン　なし
年寿祝（先週欠席された方）
　傘寿　越智　　仁君（S17.10.15）
　還暦　妹尾　次郎君（S36.… 4.30）
　　　　増田　　忍君（S36.… 8.18)

結婚記念祝
�銀婚式…井上　和弘君（H8.… 1.… 6)
　1月…米谷　方利君…… 2日
　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… 井石(安)出席委員長
持ち回り理事会報告… 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
会員退会　送別の辞… 小野（幸）会長
　　　　　退会の挨拶… 山本和宏会員
外部卓話（人間尊重）
　紹介… 永田人間尊重委員長
　卓話「SDGｓの活用について」… 吉川貴士様
　謝辞… 小野（幸）会長
閉　会… 小野（幸）会長

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）

小野　幸男… ……本日から下期の例会を始めます。会員の
皆様御協力よろしくお願い致します。

青野　　正… ……久しぶりの例会うれしいです。仲間の顔
忘れそうでした。よろしくお願いします。

永田　光春� ��皆様今日は。コロナ禍が過ぎれば幸せが
来ます。それまで気をつけて生活しま

しょう。宜しくお願いします。

小野　正師… ……今年初めての例会おめでとうございま
す。今年も宜しくお願いします。

萩尾　孝一� ��古希祝いです。これからも元気でガンバ
リます。

垂水　辰仁� ��今年無事に古希祝いをむかえました。今
まで通り無事に過ごせればと思い一宮神

社へ参拝に行きました。

曽我部謙一� ��誕生祝だけでなく、古稀も別と言われニ
コニコします。別途要求がありました。

白石　正一� ��古希をいただきました。ありがとうござ
います。

米谷　方利… ……ようやく古希を迎えます。ますますはげ
みます。

大場　浩正… ……還暦になります。いつの間にかです。こ
れからも元気に登山、ゴルフにはげみま

す。仕事もでした。

山本　和宏� ��頭の中は20歳、身体は還暦。ありがとう
ございます。

青野　　正… ……元気にがんばります。
萩尾　孝一� ��2/9で満69歳になりました。古希の祝いも

同時に祝いします。うれしいやらどうやら!!

神野　勝太� ��77回目の誕生日です。まだまだ元気で頑
張っていこうと思います。

大和田　洋� ��63歳になりました。幸いに健康ですので、
ゴルフの腕を上げるべくガンバります。

曽我部謙一� ��（誕生祝）
新谷　隆則� ��63歳になりました。まだまだ現役でがん

ばります。

鈴木　誠祐� ��ついこの間還暦と思っていたら、もう63
歳になってしまいました。

垂水　辰仁� ��２月５日、誕生日を迎えました。昭和生
まれ、昭和教育を受け昭和どっぷりの男

です。許容されない言動・行動に注意し

て行きたいと考えてます。

米谷　方利… ……満69歳になりました。体調はまあまあです。
藤本　　毅… ……広報（ＩＴ）委員会で取り組んできました

新居浜ロータリークラブのホームページ

リニューアルを本日の理事会でご承認い

ただきました。会員の皆様にますますお

役立ていただけたら幸いです。

池田　昭大� ��本日下期のプログラムを配布させて頂きま
した。変更調整にご協力いただき、ありが

とうございました。今後も変更が出るかも

しれませんがよろしくお願い致します。

長田伸一郎� ��明日の晩、テレビに出る予定です。愛媛朝日
テレビで2/19、３分間ですが、ちょっとだけ

工場のＰＲをさせて頂きます。すみません。

吉田　達哉� ��本日より市内小中学生が医療従事者の皆さ
んエッセンシャルワーカーの皆さんに書いた

感謝のメッセージやイラストを約80点イオン

モール新居浜に展示します。宜しくどうぞ。

長岡　一路� ��本日卓話をさせていただきます。しばらく
お付き合い下さい。よろしくお願いします。

小野　正師… ……本年１月19日母を亡くし家族葬で見送り
しました。98歳と長生きさせて頂きまし

た。感謝合掌。

■�２月18日  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●

■�２月25日  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●

妻鳥　孝行� ��まとめてニコニコします。①…結婚記念２
月にウサギ　②…新居浜カントリーミッド

シニアグランドマンスリー優勝…カメ　③

妻鳥パートナーズ税理士法人設立にツル

２羽。以上です。

越智　　仁� ��傘寿の祝いありがとうございました。今
後健康に気をつけてガンバッていきます。

増田　　忍� ��還暦です。驚きました。
妹尾　次郎� ��還暦祝いありがとうございました。まさか

この日がこんなに早く来るとは思っていま

せんでした。妻と共に仲良くウィズ還暦、

アフター還暦を過ごしたいと思います。

井上　和弘� ��１月で結婚25年を迎えました。クラブか
らお祝いのバラをいただいたおかげで無

事に平穏な日々を送れており、感謝を申

し上げます。今後ともご指導をよろしく

お願いいたします。

東田　桂典� ��結婚記念ありがとうございます。
井石安比古� ��44回目の結婚記念日です。きれいなお花

をありがとうございました。金婚式まで

生きているでしょうか？

新谷　隆則� ��結婚記念日、いつの間にか過ぎていました。
単身が長いと家族のことを忘れがちです。

米谷　方利… ……あと６年で金婚式です。いらいらしない
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でしずかに過ごします。

小野　幸男… ……本日は外部卓話として新居浜高専の吉川
先生に卓話をしていただきます。吉川先

生、ありがとうございます。

永田　光春… ……吉川貴士先生忙しい中無理にお願いして
来て頂きました。ありがとうございます。

宜しくお願いします。〈人間尊重委員会〉

山本　和宏� ��２年７ヶ月大変お世話になりました。あ
りがとうございます。

一宮　捷宏… ……２月21日…新居浜CC…月例コンペGS部で
優勝しました。スコアは41・37　78　

NET64でした。今年は１月２日に雨戸

で手を詰め６針を縫うケガをし、１月は

ゴルフ不可で２月に91・86と悪いスター

トでしたが、ラッキーでした。本年は喜

寿を迎えましたが健康第一で頑張ります。

明星　　元� ��運輸業界の発展に尽くしたとして、県政
発足記念日知事表彰を受けました。

妹尾　次郎� ��2/17…新居浜市より働き方改革推進企業
に認定されました。社員の幸せを高めて

いきたいと思います。

日野　英典� ��新谷さん、防護服のわかりやすい説明あ
りがとうございます。寿商事の宣伝も同

時にありがとうございます。在庫はあり

ますよ。一万着単位でなければ。

妹尾　次郎・小野　正師　（その他）
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ニコニコ寄付金
2月 合計 37件  171,000円       累 計 306件  948,000円

2020 ー 21 年度

PHD箱寄付金報告（インターアクト委員会）

… ２月合計額… 4,179円
… 2020−21年度累計額… 24,923円

… 昭和57年５月13日スタート以降の累計額… 1,796,309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

… 2/26 山本　和広 四国電力㈱愛媛支店東予営業所 井石安比古

計 ３名 ５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

２月末 61名
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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
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新居浜ロータリークラブ　会報委員長　新 谷 隆 則
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　　小 野 幸 男 　　　　　　　　　幹　事 　　垂 水 辰 仁

● 発行所
● 印刷所

国際ロータリーテーマ

《 ’20- ’21 》
ロータリーは機会の扉を開く

ク ラ ブ 基 本 方 針

《 ’20- ’21 》
それぞれの立場で行動し、地域に貢献しよう

7

編 集 後 記

表紙写真提供：新居浜市観光協会

編 集 後 記

　新型コロナウイルス感染は変異型も全国に広がり当面終息する見込みはありません。首都

圏１都３県に延長して出されている「緊急事態宣言」も３月21日で解除となります。３/17時

点でおよそ20の県が、其々の県民を対象に限定して「GoToトラベル」再開している中で、政

府は段階的に対象拡大していく方針の様子です。

　その中で我々は自身の身と会社を守る使命があり、自身と社員に行動自粛を引き続き求め

ると同時に、万が一の際に慌てることの無い様、備えと訓練が必要と考えられます。

　観光業界では「インバウンドは店に来るのではなく街に来る」と言われています。新型コ

ロナウイルスも同様な考え方で、ロータリークラブ会員企業を初め各事業所が感染予防に努

めましょう。

　さて、予てから一宮グループの有志の方々20〜30名が毎月ボランティア清掃を行われて

おり、１回／３ヶ月は県道137号線のゴミ拾いをされており頭が下がります。住友林業グルー

プでは３月12日に県道137号線（住友林業新居浜事業所〜滝の宮CC前）のボランティア清掃

を行いました。２回／年、50〜60名程度で実施している清掃ですが、今回は大正リメイク

から３名参加頂きゴミ拾いと一部路肩の落葉・土砂の撤去を行いました。道路使用は１〜２

時間程度に届け出していた為、トラック３台分のゴミ・落葉等の回収で終了。未だ多くが残っ

ています。路肩が広がり駐車しやすい箇所の下に粗大ごみが投げ捨てられており、その下の

曲がりくねった道に落ちる可能性があり大変危険な状況。斜面に散乱しているゴミ拾いは手

間が掛かり、タイヤやベッドのクッションなどは重く人手では困難で撤去に伴う２次災害の

危険性があります。

　不法投棄禁止の看板だけでは効果がなく、危険個所にはネット張などが必要と思われます。

市内各所に同様な箇所はあると推測し、発見時は道路管理者への報告と改善依頼も必要と考

えます。ゴルフ場周辺の市道にも同様な箇所があり、自前でネット張りし場内への不法投棄

を抑止していますが後を絶ちません。不法投棄する場所を探す手間があれば、正規に申請し

て処分すれば良いのに。

　ところで皆様からお預かりしているゴルフ場利用税はその内70%が所在する市町村に交付

され、立地周辺の道路整備含めた行政サービスに活用されるべき目的税（県税）です。

　いつの間にか本来の目的とは異なった税の使い方になっています。利用税は撤廃すべきで

すね。


