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（敬称略）（敬称略）

　2021年６・７・８月例会と行事予定　

６月 （親睦活動月間）

６

３
日

・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

（西本健会員）
10
日

・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）

会長杯コンペ（滝の宮CC）
17
日

・次年度プログラム説明

・通常例会に変更

・次年度予算説明
・情報雑誌

（西本 健会員）
・新旧クラブ協議会（13:10～）24

日

12:30～
会長活動回顧＆総括
幹事・SAA　感想

・IAC会長幹事会中止

中止

(四国中央市)
・RAC地区大会(徳島)
・4RCゴルフ（新居浜RC担当）

（ 　　　　　　）
７月 ８月

１ 
日

●   会長運営方針
●   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
●   情報雑誌

５
日

●     会員スピーチ（増田忍会員）
●     情報雑誌

８
日

●   委員会活動方針（Ⅱ）
　  クラブ奉仕・プログラム
　  出席・増強・分類
　  広報・情報・ 会報
　  親睦・SAA 12

日
家庭集会（18:30～）
　  元会長・現理事・副幹事・
 　 副会計

15
日

●   内部卓話
  　新入会員（秋田華佳会員） 19

日

●     会員スピーチ （伊東省司会員）

22
日

26
日

●   ガバナー補佐公式訪問
●     ガバナー補佐 挨拶  
●     クラブ協議会（13:40～14:40）

29
日

●   出席表彰
●   会計報告（2020-2021年度）
●   内部卓話
  　新入会員（三谷麻規子会員）

９

●   地区RAC会長幹事会並びに
　提唱クラブ連絡会議
●   中学生弁論大会(青少年）

25 ● IAC年次大会(土佐市）

休 会 （五輪開会前日）

休　会（お盆休み）

（　　　　　　　　　
　　　　　　）

（ 　　　　　　）

（ ）

会員増強
 ・新クラブ結成推進月間

　　　 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 61 53  8 86.89％ 0 　 0

10日 62 53 9 85.48％ 0 98.28％ 0

17日 62 51 11 82.26％ 1 96.36％ 0

24日 62 53 9 85.48% 1 91.38％ 0

　合　計 247 210 37  2  （　　　 5）
（カード　 1）

　平　均 61.75 52.50 9.25 85.03% 0.00 95.34％ （累　計 5）
（カード　 1）



日　時：令和３年６月10日㈭…… 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…会計監査選任について

… 2）……6/24㈭の夜間例会について

… 3）……新会員の入会について

日　時：令和３年６月17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）……新会員の入会について

日　時：令和３年６月３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）……委員会編成表について

… 2）……次年度プログラムについて

… 3）……次年度予算について

… 4）……健康相談（血圧測定）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

	 被選理事会報告	 幹事　近 藤 基 起
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（敬称略）

■  ７月９日  ■
中学生弁論大会開催

新居浜市市民文化センター 中ホール



コロナウイルス感染拡大防
止の為、下期例会は、令和３
年１月７日から令和３年２月
４日までの５回、令和３年４
月８日から令和３年５月20
日までの５回、合計10回の
例会を取消しせざるを得ませ

んでした。（表参照）
初めに、下期新入会員は、秋田会員・三谷会員・
清家会員の３名の皆様に入会していただきまし
た。今年度、新居浜ＲＣ始まって以来の女性会員
が誕生しました。
会員スピーチは、長岡会員・矢田会員・萩尾会員・
西本会員にお願い致しました。
家庭集会は、３月11日の１回のみの開催となり
ました。
米山奨学委員会では、特別寄付金100,000円を
高橋委員長にしていただきました。また、ロータ

リー財団委員会では、1,000ドル寄付者として、垂水
幹事・伊東会員の２名の会員にしていただきました。
広報委員会では、藤本委員長による、新居浜ロー
タリークラブのホームページのリニューアルをし
ていただきました。
今年度、会長としての活動方針である「それぞ
れの立場で行動し、地域に貢献しよう」をもとに、
お一人お一人の力を結集し、ワンチームの精神で、
新居浜ロータリークラブを運営しようと思ってお
りましたが、コロナウイルス感染拡大防止の影響
により、全ての行事を実行することができません
でした。各委員長さんには、色々と行事計画を当
初、立てていただきましたが、取消しが多く、申
し訳ありませんでした。お詫び申し上げます。
最後に丹副会長さん、垂水幹事さん始め、役員、
理事、各委員長、会員の皆様の御指導御協力によ
り、一年間無事終了することができました。
ありがとうございました。

会長活動回顧
2020〜2021年度会長　　小　　野　　幸　　男
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小野幸男…会長より 米谷方利…新会長へ



　「それぞれの立場で行動し、
地域に貢献しよう」
そして、ワンチームの方針
で、小野会長・丹副会長の
下2020年７月より順調なス
タートを切った訳ですが、10
月頃よりコロナの影響が出は

じめ本当のコロナとの戦いが始まった気がします。
　１月〜２月11日までは休会、３月のDTTS・地

区研修協議会・4RCゴルフ中止・４月例会中止・
５月は検温・アルコール消毒・テイクアウト弁当
での例会・運営、地区大会も映像視聴の参加等下
期は本当の意味でコロナとの戦いに終始した感が
否めません。
　日野英典副幹事、お世話になりました。
　来期は家庭集会・秋の遠足・親睦家族会など楽
しいイベントが出きる様、祈願して私の挨拶、感想、
とさせていただきます。

幹事活動回顧
　幹　事　　垂　水　辰　仁
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月 日 回数 内　　　　　　容
1 … 7 3315 例会取消

14 3316 例会取消
21 3317 例会取消
28 3318 例会取消

2 … 4 3319 例会取消
18 3320 会員スピーチ　長岡一路
25 3321 外部卓話「ＳＤＧｓの活用」

　吉川貴士（新居浜高専機械工学科主任…高度技術教育研究センター長）
3 … 4 3322 内部卓話「鮎釣りの魅力」　新会員　吉村正明

11 3323 科学奨励賞　入賞者　発表会
外部卓話　①…特選　「きのこの研究２　〜きのこの名前わかるかな？〜」
　　　　　　　　　　岡﨑健之介（新居浜市立中萩小学校２年）
　　　　　②…特選　「カイコが教えてくれたこと　〜カイコの観察第三弾〜」
　　　　　　　　　　田中来幸（新居浜市立泉川小学校６年）

18 3324 会員スピーチ　矢田義久
25 3325 会員スピーチ　萩尾孝一

4 … 1 3326 合同例会　卓話「訪問看護について」　伴野かよ子（新居浜南ＲＣ）
… 8 3327 例会取消
15 3328 例会取消
22 3329 例会取消

5 13 3330 例会取消
20 3331 例会取消
27 3332 会員スピーチ　西本　健

6 … 3 3333 委員会活動回顧（職業・社会・人尊・国際・財団・米山・青少年・ＲＡ・ＩＡ）
10 3334 委員会活動回顧…（クラブ奉仕・プログラム・出席・増強・分類・戦略・広報・情報雑誌・会報・親睦）
17 3335 次年度プログラム説明・次年度予算説明・情報雑誌
24 3336 会長活動回顧&総括・…幹事・ＳＡＡ感想



小野幸男会長のもと
「それぞれの立場で行動し、
地域に貢献しよう」のテーマ
でスタートした本年度、SAA
としての私の立場は、中身
のある例会をスムースに運営
する事とニコニコBOXをい

かにして会員の皆様から供出していただくか、こ
の二つを目標として参りました。
まず例会に関しましては、会長・副会長・幹事
の流れを壊さないように、細かく打ち合わせをし
ながら楽しい例会をスムーズに運営しようと心掛け
ましたが、60分間をスケジュールにあわせてゴン
グをぴたりと会長に鳴らしていただく事はなかなか
大変なことでした。

食事時間でその調整をしようとしましたが、何
回も失敗し安藤情報委員長には大変ご迷惑をおか
けいたしました。
ニコニコBOXにつきましては、言い訳にしかな
りませんが例会の開催が少なくなったこと、夜の
会合がほとんど出来なかったこと、家族会ができ
なかった事など、残念ながらcoronaに敗北致し
ました。
しかしながら、会員の皆様の暖かいご支援のお
かげでSAAとしての仕事はなんとかできたのでは
ないかと思っています。
有難う御座いました、心から御礼申し上げます。
次年度米谷会長の年度が平穏なうちにご成功さ
れますようお祈り申し上げ、回顧といたします。

S.A.A活動回顧＆総括
S.A.A　　青　　野　　　　　正
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職 業 奉 仕
… 職業奉仕委員長　萩　尾　孝　一　
１年間ありがとうございました。
本年度は、大和田副委員長、鈴木委員の３名で
活動してまいりましたが、新型コロナにより思う
ような活動ができませんでした。
上期に予定していた職場訪問も新型コロナの影響
で中止せざるを得なくなりました。会員の皆さんも
楽しみにしていたと思いますが残念でなりません。
下期の職業奉仕功労者表彰については、鈴木委
員や医療関係者の皆さんの尽力で、東予地区の新
型コロナ治療を最前線で対応している県立新居浜
病院の北條院長を選定させていただきました。ま
た例会での卓話においては、コロナ禍における医
療等の卓話をしていただきロータリアンに現状を
深く理解してもらいたかったのですが、この予定
も２度にわたり延期になり卓話は断念せざるを得
なくなりました。
今年は、卓話はあきらめ会長と職業奉仕委員長
とで５月12日に県病院を訪問し表彰状をお渡しし
てまいりました。卓話については来年度のいい時
に再度機会を設けていただければと思っています。
今年度は、新型コロナに振り回された１年だった

と思いますが、無事活動を終わることができました。

社 会 奉 仕
… 社会奉仕委員長　中　山　恵　二　
今年はコロナ禍の影響で７月最初の仕事だった
市民一斉清掃が中止となり、10月のもう一つの大
きなイベントの生き生きフェスティバルでの花の
種配布も中止となりましたが、今年はロータリー
財団の地区補助金で購入出来ましたので、次年度
に引き継ぐ予定です。社会奉仕功労者表彰は10月
29日に朗読ボランティア養成講座講師の白石禮子
様を表彰しました。12月にはカレンダーを配布し
ましたが、主だったイベントは略中止となりまし
た。コロナ禍が早く終息して正常な日常生活が戻
る事を祈念しております。

人 間 尊 重
… 人間尊重委員長　永　田　光　春　
今年度、平…喜彦副委員長の協力で無事終わるこ

とが出来ます。
上期、令和２年８月20日、新居浜市市民環境部
地域コミュニティ課国際交流員（マレーシアより
の元留学生）ファラ様に、「国際交流員から見た日
本」と言うテーマでお話をいただきました。日本
語も上手で内容もわかりやすかったと思います。
下期、令和３年２月25日は、新居浜工業高等専
門学校高度技術教育センター…センター長　吉川…
貴士先生より「これからの持続可能な国際社会環
境問題」について学びました。
特にこれからの地球は、異常気象による災害や、
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自然災害などで人類が危機に瀕していることも学
びました。未来ある若者たちのために、小さなこ
とでも私に出来る事から始めます。
今年度の新居浜ロータリークラブ活動はコロナ

禍の為、予定が変更になったりもしましたが、計
画通り終わることが出来ました。皆様ご協力あり
がとうございました。

国 際 奉 仕
… 国際奉仕委員長　近　藤　基　起　
本年度の国際奉仕委員は一宮捷宏副委員長、長田

伸一郎委員と共に活動する予定でございましたが、
新型コロナウィルスの影響により交換留学プログ
ラムが全てが中止となってしまいました。
本来であれば着任前の前年度末から新居浜ロー

タリーが担当する、地区短期交換留学生の受け入
れの準備を進める必要があったのですが、本事業
の中止により国際奉仕委員としての役割をこなす
ことができず、大変残念に感じております。
また、コロナの影響は次年度にまでおよんでお

り、今年度と同様に次年度の交換学生事業も中止
が決定したとのことです。
早く世界中のコロナ禍が沈静化され、安心して

事業が再開できることを切に願っております。

Ｒ 財 団
… ロータリー財団委員長　佐々木世希
今年度のロータリー財団委員会は、畑田達志副

委員長と、嶋田祐二会員の３名で活動を行いまし
た。活動としましては、クラブレベルでの寄付の
奨励、そして財団の活動の広報を行なっています。
具体的な活動としましては、例年通りではありますが、
　1、……一人当たり100ドル以上の年次寄付のお願

いです。これは、月２回の粗食例会と誕生
祝のニコニコの費用を当てています。

　2、……会員への恒久基金ポールハリスフェローの
お願いについては、今年度は垂水幹事と、
伊東省司会員にお願いを致しました。

　3、……地区補助金制度については、社会奉仕委員
会の「花の種配布事業」に承認をいただきま
したが、事業が中止になりました。すでに、
地区から116,600円の入金済と、花の種も
購入済ですので、次年度の事業として取り
組みをお願い致します。

　4、……11月の財団月間では、11月５日の例会で
「ロータリーの歴史から学ぶロータリー財
団」について、内部卓話を行いました。

　新型コロナウイルス感染対策の影響で、大変な
１年間でしたが、お世話になりました。ありがと
うございました。

米 山 奨 学
… 米山奨学委員長　髙　橋　英　吉　
今年度は、平尾秀一郎副委員長・桑原征一委員
の３名で活動致しました。しかし平尾副委員長が
転勤のため退き、２人体制で運営しました。
新型コロナの影響で休会が多くありましたが、
９月19日㈯松山で開催された地区米山奨学委員会
に桑原パストガバナーと一緒に参加して奨学生３
人の卓話とカウンセラーの卓話を聞くことが出来ま
した。その後懇親会には、私は参加しませんでした。
本委員会は、大学教育機関に在籍する外国人留
学生に奨学金を支給し、ロータリーの理想とする
国際理解と親善に寄与することを目的にしています。
委員会活動としては、下記のことを実施しました。

①………奨学生の卓話訪問受け入れの実施
　　卓話日：11月26日　例会
　　名　前：グランティマクイエさん
　　　　　　（ベトナム出身）
　　大学名：愛媛大学…農学部食料生産学科４年
　　演　題：「私の将来の夢」
　　随行員：…カウンセラー…新居浜南ロータリー

クラブ　小笠原典子会員には大変
お世話になりました。

②………地区米山委員会の意向に沿った普通寄附金と
特別寄附の実施。

　・…普通寄附金…6,000円…会員から徴収
　・…特別寄附金…100,000円…髙橋英吉会員の寄付
以上、コロナ禍の最中でありながら無事行事を
終了する事が出来ました。ありがとうございました。

青少年奉仕
… 青少年奉仕委員長　明　星　　　元　
本年度の青少年奉仕委員会は、村上（徹）副委員
長と越智会員と共に活動してまいりました。当初、
７月に行われる予定の第54回新居浜市中学生弁論大
会が新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、中止と
なりました。大会に参加する予定の生徒さん達は、
何日もかけて練習に励んだと思いますが、大変残念
な結果となりました。
下期に入り、第16回目となる新居浜市小中学生科
学奨励賞発表会が１月９目、愛媛県総合科学博物館
の多目的ホールで開催され、小野会長とともに参加
しました。今年の応募作品は1,145点で、学校代表
として109点が出品され、第一次、第二次審査を経
て入選19点、優秀12点、特選が５点という結果で
した。例年に比ベて、新型コロナの影響で応募作品
は大幅に減りましたが、それぞれ素晴らしい内容で
あったと思います。
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今年の例会では、特選に選ばれた中萩小学校２年、
岡崎健之助君の『きのこの研究２』と泉川小学校６
年、田中来幸（こゆき）さんの「カイコが教えてくれ
たこと』の研究を発表して頂きました。残りの行事
の「ライラセミナー」と「春は子供天国」は新型コロ
ナウイルス感染拡大防止のため、中止となりました。
会員の皆様のご協力によりまして、何とか事業を
行うことが出来ました。ありがとうございました。

ローターアクト
… ローターアクト委員長　高　橋　正　明　
本年度は私と小森誠副委員長、東田桂典会員の
３名で活動してきましたが、年度当初は新居浜高
専はコロナの関係で閉鎖状態になり、ローターア
クトの生徒は学校に来たくても来れず、９月まで
その状態が続きました。
そのため、ローターアクト委員会としても当初
の事業計画は何も実行できませんでした。
９月になって、新居浜高専は普通の授業に戻り
ましたが、三密回避のためか国領祭は中止となり、
そのため学園祭に焼き鳥店を出店することもなく、
したがって売上げを社会福祉協議会に寄付するこ
ともありませんでした。
令和３年現在では、ローターアクトの人員は
専攻科２年１名、専攻科１年１名、５年生２名、
４年生１名、３年生３名、２年生10名、１年生２
名の合計20名になっています。
そして６月14日からひとり親家庭の学習支援活
動を、ほぼ毎週月曜日に５時半から７時まで高専
の図書館学習室で行っているとのことです。
高専のローターアクトの皆様に対して、提唱ク
ラブとして何もしてあげれなかった１年でありま
した。… 以上

インターアクト
… インターアクト委員長　日　野　英　典　
2020〜2021年度インターアクト委員会の委員
長を務めさせていただきました日野です。新居浜
西高のインターアクトクラブの活動をサポートし
ていくのが主な活動でしたが、昨年から続くコロ
ナ感染拡大の中、インターアクトクラブも活動を
ほぼ中止しており、また懇談会等も開催できず、
委員会としてサポートする活動がほとんどできま
せんでした。もう少し顧問の先生とコミュニケー
ションをとって何らかの形でサポートしていけな
いかを模索したらよかったと反省しております。
また予算に関しても上期活動分は補助しました
が、新居浜西高インターアクトクラブより前期予算
も余っており今年度は今後も費用が発生する予定が
ないということで、下期予算は執行しませんでした。

今後の活動状況を見守っていくとともに、これか
らはコロナ下でも対応可能なサポートが出来ればと
思います。また何よりも早くコロナ感染等の制限な
く今までのようにインターアクトクラブとしての本
来の活動が出来るようになることを願っております。

クラブ奉仕
… クラブ奉仕委員長　小　野　正　師　
コロナ禍の中、一年間を通して殆ど委員会活動
ができなかった。兼任していた副SAAのニコニコ
BOXの担当業務が長岡会員と手分けしながらも、
結構忙しく又楽しい思い出となりました。ありが
とうございました。

プログラム
… プログラム委員会委員長　池　田　昭　大　
本年度、加藤友久副委員長と共にプログラム委員
会を運営してまいりました。今回初めて委員長を務
めさせていただきましたので、会の運営にご迷惑を
お掛けしないように心掛けさせていただきました。
昨年から続くコロナ禍により多くの行事が中止
や変更を余儀なくされました。特に年明けには例会
の取消ということで、２か月近く皆様と顔を合わせ
る機会がありませんでした。プログラムの作成にあ
たっては、前事務局の田所さんに確認をしたり、小野
会長に指示をいただいたり、相談を致しました。作
成後も変更のたびに都度調整をさせていただきまし
たが、皆様のご協力をいただき、何とか委員会とし
ての役割を終えることが出来そうです。
引き続きコロナの影響はあると思いますので、
次年度プログラム委員会の加藤委員長も大変だと
思いますが、よろしくお願いいたします。皆様も
ご協力をお願いいたします。
一年間、誠にありがとうございました。

出 席
… 出席委員長　井　石　安比古　
本年度の出席委員会は、妹尾次郎会員と２人で
運営して参りました。本年度の小野幸男会長の運
営方針「それぞれの立場で行動し、地域に貢献し
よう」に則り、新居浜ロータリークラブの発会以
来の原則である、『100％出席』をめざし、会員皆
様のご協力を受け努力して参りましたが、『コロナ
禍の持続』という災いにより、他クラブの休会や
家庭集会等の中止といった状況となり、メーキャッ
プを非常に困難にしました。この様な事情が重な
り、修正出席率を、一度も100％にすることが出
来なかったことは、非常に残念なことでした。し
かし、94％を初めとして80％台の高い例会出席率
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を納められたのは、会員の皆様が例会への出席が
ロータリー活動の根本であると考えられているこ
との表れであると思われ、感激の至りでありまし
た。今後とも、会員一同力を合わせ、新居浜ロー
タリーを盛り上げていこうではありませんか！

会 員 増 強
… 増強会員委員長　矢　田　義　久　
今期は、小野雄史副委員及び曽我部謙一委員との

３名で委員会をスタートしました。この数年来、地区
ガバナーの訪問時に必ず指摘されていたのが、女性会
員の問題でした。この問題は、女性活躍社会が政府の
後押しの下で認知され始めるとともに、世界のロータ
リークラブでも浸透しはじめました。歴史ある当クラ
ブにおいても、過去に何度か議論の俎上に上りはしま
したが、女性会員誕生には至りませんでした。しかし
ながら、近年我がクラブからガバナーを輩出するに至
り、喫緊の課題へと変わっていきました。会員増強委
員会としては、女性入会希望者があればスムースに入
会できるよう、事前に会員間のコンセンサスを得てお
く必要を感じていた矢先、クラブフォーラム開催の機
会を得ましたので、共催委員会である『分類・選考』
及び『戦略計画』の各委員の皆様にお願いをして、こ
の問題を取り上げさせて頂き、会員の皆様の様々なご
意見を伺いつつ、大筋で女性会員の受け入れを了承し
て頂きました。間髪を入れず、地元の女性事業家の入
会希望者や転勤による女性代表者への交代により、理
想的な形で一挙に２名の女性会員が誕生いたしまし
た。担当委員会としては喜ばしい限りです。また、女
性会員だけではなく、本年度は各社の人事異動に伴い
非常に多くの男性入会者をもお迎えすることができ
ました（同じ数の退会者もいたのですが…）。恐らく、
次年度以降は女性・男性の別なく、単に新入会員と呼
ばれるでしょうが…
会員の皆様のご協力のもと、委員長の職責を何とか

終えることができました。『70周年を70人で！』のテー
マは、次年度委員長様に託し、活動回顧といたします。

分類・選考
… 分類・選考委員会委員長　井　石　正　哉　
本年度の分類選考委員会は、私、井石正哉と副

委員長の近藤奉文会員、委員として神野直正会員
と３名で活動いたしました。
今年度は、新しく大場浩正会員、井上和弘会員、

吉村正明会員、清家敏満会員、そして新居浜ロータリー
クラブとして初の女性会員三谷麻規子会員、秋田
華佳会員以上６名の会員に入会いただきました。
会員増強委員会で増強していただいた６名の会

員候補者を公正公平に審査し、無事大過なく本年
度の活動を終えることができました。

会員各位のご協力に感謝し、活動報告とさせて
いただきます。

戦略計画委員会
… 戦略計画委員長　妻　鳥　孝　行　
戦略計画委員会は（2016〜2017年度）に村上
正純委員長の下に発足した新しい委員会で、
「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」と活動実施計画
でその方向性を示されています。
３年間村上さんが担当され、前年度は松田哲雄さ

んが担当されました。その間の委員会の活動は新居浜
ロータリークラブの長所・短所等の現状の分析や理想
的な会員数について会員皆様の意見の集約でした。
本年度は私の能力不足で全く委員会活動は出来ま

せんでした。副委員長の松尾嘉禮さん委員の神野
勝太さん松田哲雄さん大変申し訳ありませんでした。
唯一の救いは当委員会と「会員増強」と「分類・
選考」との３委員会での令和２年12月17日㈭に開
催した矢田義久会員増強委員長主導のクラブ
フォーラムで、会員皆様の意見が女性会員の入会
に好意的であった事でした。
前年度の松田哲雄さんの「活動回顧」のとおり当
委員会は今年度で消滅することになりました。私
にとりましては目標が抽象的で、次元の高すぎる
ロータリー活動でした。
将来新居浜ロータリークラブの新しい戦略計画
が議論される事を祈念申し上げまして、本年度の
戦略計画委員会の報告といたします。

  広報（ＩＴ）
… 広報（ＩＴ）委員長　藤　本　　　毅　
１年回顧

【2020年】
・… 1/23　……青野正会長（当時）からホームページ

（HP）リニューアルご指示
・… 5/25　発注先を㈱ICCとし事務局交え打ち合わせ
・… 6/12　… …ICCからリニューアル案（デモサイト）提示
・… 8/20　……広報（IT）委員会開催、デモサイトにつ

いて意見交換
・11/19　HP内のイメージ写真用に例会の模様撮影
・12/10　デモサイト修正依頼
・12/16　修正依頼に関しICC、事務局と打ち合わせ
【2021年】
・… 1/21　……理事会に新HP案の承認をお願い。小野

幸男会長らからご感想。ほか、いただい
たご意見に対応

・… 2/18　理事会で新HPを承認いただく
・… 3/4… 　……例会でHP会員名簿からのリンク希望調

査に協力をお願い
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・… 3/23　ICCからHP更新操作講習
・… 3/31　新HPへ切り替え

広報（ＩＴ）委員会を２年間お任せいただき、２
年目の2020〜2021年度は久米良樹副委員長とと
もに運営してまいりました。委員会は通常、外部団
体への「ロータリーの友」誌配布と、クラブ公式Ｈ
Ｐの更新が任務です。それに加え、特別なミッショ
ンとして与えられたＨＰのリニューアルの主な経過
を振り返ったのが上の記録です。正式なご指示から
のんびり１年以上かけ、ことし３月も末日になって
駆け込みでなんとか公開にこぎつけたことが一目瞭
然で汗顔の至りですが、発注先である㈱ＩＣＣや事
務局の多大なご尽力により、センスも使い勝手も良
いものに仕上げていただいたと感謝しています。
リニューアルに当たっては外部への発信を意識
しました。そのため、拙い作文ながらロータリー
とはどんなものかや新居浜ロータリークラブの活
動ぶりを盛り込み、クラブ外の方々にもご理解い
ただく一助になるよう努めました。
その一環として、トップページの「What’s…New」
では会員への案内だけでなく、外部の方々向けに
クラブ行事の告知や報告などを掲載できる仕様に
しています。写真と短文があれば簡単に作成でき
ますので、各委員会の活動などのＰＲにお役立て
いただけたら本望です。
貴重な勉強の機会をいただき、ありがとうござ
いました。また長年愛用された旧ＨＰで大変お世
話になった安藤賢一会員にも感謝申し上げます。

Ｒ情報・雑誌
… 情報雑誌委員長　安　藤　賢　一　
2020〜21年度小野幸男会長の掲げる「それぞれ
の立場で行動し、地域に貢献をしよう」の方針に
沿い活動を致しました。
新入会員へのインフォメーションではロータリ
アンとして充実した活動を図る為の手引などをご
紹介いたしました。
例会におきましては「ロータリーの友」「ガバナー
月信」の記事など紹介を致しましたが十分なご紹
介ができませんでした事お詫び申し上げます。
尚、新入会員との懇親会はコロナ禍の為に開催
が出来なく非常に残念でした。

会 報
… 会報委員長　新　谷　隆　則　
先ずは小野幸男会長を初め皆様には、一年を通
して原稿依頼に快く応じて頂き感謝申し上げます。
又、東田桂典会員の的確なアドバイスの下、村上
正純副委員長・白石正一委員には様々サポート頂

き、無事会報委員長を務める事が出来ました。重
ねて感謝申し上げます。
会員相互のコミュニケーション手段のひとつで
ある会報が、新型コロナウイルス感染第２波〜４
波に振り回され２度の合併号となり、ご不便をお
掛けした事をお詫び致します。
「新しい生活様式」の下、都市部の若い方は時差
出勤・在宅勤務・WEB会議等にも慣れ、常にモバ
イルパソコンを持ち歩いていますが、生産・輸送・
医療サービス業など現場仕事が主体の我々は
「Face…to…Face」でないとしっくりきません。
新居浜ロータリークラブ例会では、会話せずと
もアイコンタクトで互いの意思が通じる部分があ
り、アナログの良さを痛感します。お互いに顔を
見て話すことはとても大事ですね。
次期会報の表紙は、地元が誇る“日野功画伯”の
洋画が飾ると伺っており、楽しみにしています。

親 睦 活 動
… 親睦活動委員長　西　岡　 　圭　
本年度の親睦委員会の活動としては、新型コロ
ナウイルスの蔓延により、当委員会の二大行事で
ある「秋の遠足」と「親睦家族会」が、いずれも中
止となってしまう残念な年となってしまいました。
特に秋の遠足に関しては、コロナの状況を鑑み
て何とか実施できるようにとの考えから、愛媛県
内の道後・しまなみ方面での開催を計画し、過去
最大の参加者となる約60名の方に参加表明をいた
だき、直前まで開催の方向で検討していました。
ただし、実施日の10日ほど前に松山の繁華街で大
型クラスターが発生してしまい、間際での延期(そ
の後感染状況が治まらず最終的には中止)という、
苦渋の決断となりました。
下期の家族会中止を含め、多くの会員が集まり
親睦を深める場が一年を通じて持てなかったこと
は非常に残念でした。一方で、コロナの間隙を縫っ
て委員会メンバーのみでの懇親の場を何度か持て
たことで、新入会員さんがロータリーに溶け込み
やすい環境づくりをするという親睦委員会として
の役割の一端は担えたのではないかと思います。
最後に、礒村副委員長をはじめとする委員会メ
ンバーの皆様、一年間お世話になりました。あり
がとうございました。



この度は伝統と格式高い新
居浜ロータリークラブへの入
会をご承認賜りまして誠にあ
りがとうございます。会員の
皆様とご推薦いただきました
西本様の御厚意に深く感謝申
しあげます。

私は、1965年生まれの現在55歳、今年56歳に
なる射手座のB型です。
新居浜生まれの新居浜育ち、生粋の新居浜っ子

でございます。
地元の小中高を卒業後、地元の大学に進学。大

学では化学を専攻していました。大学卒業後は、
製薬会社、塾講師、結婚式場へ勤務、1997年（平
成２年）にリーガロイヤルホテル新居浜に転職い
たしました。以来24年間、セールス・フロント・
宴会・ブライダル・総支配人室の部門を経験し、
この４月に第10代総支配人を拝命いたしました。
余談になりますが、ホテル開業からの歴代９名の

総支配人の中で一番長く総支配人を務めたのは前
任の山内で10年でございます。
家族は、妻と息子２人の４人でございます。子
供たちは自立しておりますが、今振り返れば、仕
事柄一般的な休日には家にいないことが多く、家
族にはずいぶんと迷惑をかけたと思います。ロー
タリアンの第一歩として、今まで十分にできな
かった家族孝行、また幸いにも両親は健在ですの
で親孝行にも努めたいと思います。
結びになりますが、個人的にはロータリアンと
しての誇りを胸に、ホテルとしてはリーガロイヤ
ルホテル新居浜が「ロータリークラブ例会開催ホ
テル」であることを誇りとし、地元の皆様に愛さ
れるホテル、ホテル業を通じて地域社会のみなさ
まのお役にたてるように努めてまいる所存でござ
います。ロータリークラブ諸先輩方の皆さまには
引き続きご指導・ご鞭撻をいただきますようお願
い申しあげ私の入会の挨拶とさせていただきます。

新居浜ロータリークラブ入会挨拶
　　田　　坂　　忠　　孝
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この年齢になって、また新しいことに挑戦できる
とは思ってもみませんでした。子供が生まれてから
は、子育て最優先の生活。短期間のつもりで始めた
前職のパートの仕事は、時間の融通がきき、人間関
係も良好で居心地がよく、気がつけば勤続12年。
この先も子供が巣立つぐらいまではこんな日常が続
くんだろうな、と漠然と思っておりました。そんな
折、今春末っ子が中学生になり、少しホッとしたと
ころに今回のお話を頂き、急だったのがよかったの
でしょうか。私に務まるのかどうか、冷静に考える
間もなく面接をして頂くことになったのでした。
新居浜で生まれ育ち、現在は西条在住。主人と

高２、中３、中１の息子の５人家族です。まだま
だ子供に手は取られますが、食事も立ったままつ
まむ…というほどの忙しさからは、ようやく解放
されたところです。独身の頃は、スノーボードに
明け暮れていましたが、出産後はそうもいかず、
現在は、専らサッカー観戦。といってもプロの試
合ではありません。３人の息子のサッカーの観戦、

送迎、助言！（分からないくせに言うな！といつ
も彼らに怒られています）で、主人と私の貴重な
休日は過ぎていきます。なかなか自分だけの時間
を持つことはできませんが、趣味と実益を兼ねて
…と割り切って頑張っています。年々体力的には
きつくなってきましたが。
この度、新居浜ロータリークラブという大変格
式の高い組織の中でお仕事をさせて頂くことに、
私でいいのだろうか、という不安は未だ拭えずに
おります。一方で、会員の皆さまは、紳士的でお
優しい方ばかり、という点には大変安堵しており
ます。分からないことだらけで、いえ、分からな
いことしかなく、ご迷惑をおかけすることと思い
ますが、どうぞよろしくお願いいたします。至ら
ない点、お気づきの点などございましたら、色々
勉強させて頂きたいと思っておりますので、ぜひ
ご指導の方もお願いいたします。

ごあいさつ
　　小

お

　　笠
がさ

　　由
ゆ

　　紀
き



− 12−

例 会 記 録例 会 記 録例 会 記 録例 会 記 録

開　会… 小野（幸）会長
来客紹介… 吉村親睦委員
　ゲスト　四国電力㈱…愛媛支店営業部東予営業所
　　　　　　　営業所長　清家　敏満…様
　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… 井石（安）出席委員長
被選理事会報告… 米谷会長エレクト
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
委員会活動回顧
　（職業・社会・人尊・国際・財団・米山・青少年・RA・IA）…
… 各委員長
閉　会… 小野（幸）会長

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

結婚記念祝（６月）
　小野　正師君…10日　　長田伸一郎君…14日
　鈴木　誠祐君…30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
会員入会　紹介… 井石安比古会員
　　　　　入会挨拶… 清家敏満会員
　　　　　歓迎の辞（バッジ贈呈）… 小野（幸）会長
委員会活動回顧
　（……職業・クラブ奉仕・プログラム・出席・増強・分類・戦略・
広報・情報・会報・親睦）… 各委員長

閉　会… 小野（幸）会長

Ｒ３. 6. 3（第3333回）

Ｒ３. 6.10（第3334回）

開　会… 小野（幸）会長
来客紹介… 吉田親睦委員
　ゲスト　RI…第2670地区…愛媛第Ｉ分区
　　　　　　ガバナー補佐　井原　　伸…様
　　　　　　次年度ガバナー補佐　佐々木善康…様
　来訪ロータリアン　なし

会員の退会　送別の辞… 小野（幸）会長
　　　　　　退会挨拶… 山内　君男会員
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
ガバナー補佐交代挨拶… 井原…伸様・佐々木善康様
次年度プログラム説明… 加藤次年度プログラム委員長
次年度予算説明… 久米次年度会計
情報雑誌… 安藤情報雑誌委員長
閉　会… 小野（幸）会長

開　会… 小野（幸）会長
槌の伝達… 米谷方利新会長へ　小野（幸）会員
来客紹介… 田尾親睦委員
　ゲスト　リーガロイヤルホテル新居浜
　　　　　　総支配人　田坂　忠孝…様
　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 垂水幹事
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… 小野（幸）会長
幹事感想… 垂水会員
ＳＡＡ感想… 青野ＳＡＡ
閉　会… 小野（幸）会長

Ｒ３. 6.17（第3335回）

Ｒ３. 6.24（第3336回）



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）

■ ６月３日  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●

桑原　征一… ……国際ロータリー第2670地区の事業とし
て、四国４県の医師会へオキシパルス
メーター、各40ヶを贈呈させて頂きまし
た。私は単に篠原ガバナーの代理のお役
を務めただけですが、さも私が贈呈した
かのように６月２日付の愛媛新聞に大き
く報道され、恐縮しております。

青野　　正… ……井石会員には急遽ご指名にもかかわらずス
ピーチしていただきありがとうございました。

藤本　　毅… ……令和３年に第3333回例会の節目、おめでと
うございます。私も入会からちょうど３年と
なりました。今後ともよろしくお願いします。
また、まやさん、よろしくお願いします。

髙橋　英吉   今年で会社設立60周年を迎えます。更に
発展するよう努力するつもりです。

中山　恵二   社会奉仕委員会としてはコロナ禍の影響
で活動らしき活動は何もできませんでし
たが、気持だけでも社会奉仕したいと思
います。１年間ありがとうございました。

永田　光春… ……人間尊重委員会、１年大変お世話になり
ました。副委員長…平善彦会員ありがとう
ございました。

近藤　基起   国際奉仕の近藤です。今期はコロナの影
響で交換学生は中止となりました。

佐々木世希… ……財団委員会、１年間ありがとうございました。
髙橋　英吉   米山奨学委員長１年間無事終了しました。あ

りがとうございました。行事は予定通り終了。
明星　　元   青少年奉仕委員会の明星です。今年は新

型コロナウイルスのため中学生弁論大会
やライラセミナーが中止となりました。
小中学生科学奨励賞だけは何とか行うこ
とが出来、ほっとしています。

高橋　正明   RA委員長でしたが、コロナの関係で何も
活動できませんでした。

日野　英典   インターアクト委員会の日野です。コロ
ナのため活動できませんでした。

井石安比古   コロナについての講話をさせていただきま
した。つたない話でもうしわけありません。

東田　桂典   誕生祝ありがとうございます。62歳にな
ります。早くワクチンを打って、この苦
しい生活をぬけだしたいです。

吉田　達哉   今日は？回目の妻の誕生日です。久しぶり
にお産で帰省した長女と三人でソーシャル
以上に距離をとって楽しく過ごします。

■ ６月10日  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●

小野　幸男… ……清家会員入会ありがとうございます。心
から歓迎申し上げます。

清家　敏満   今後とも、よろしくお願いします。
井石安比古   清家敏満会員のご入会を祝福します。2

人で一緒にロータリーを楽しみましょう。
青野　　正… ……清家会員会場設営のお手伝いいただきあ

りがとう。
長田伸一郎   弊社、住友化学のワクチン職場接種を報

道頂きました。準備は結構大変ですが、
地域の関係先にも情報を頂きながら接種
加速のため、ベストを尽くします。

小野　正師… ……クラブ奉仕委員会、副SAA、一年間あり
がとうございました。

池田　昭大   １年間プログラム委員長を務めさせて頂
きました。度重なる変更や、休会等あり
ましたが、皆様のご協力誠にありがとう
ございました。

井石安比古   出席委員会は今年も妹尾委員のご協力のも
と終了しました。皆様のご協力にもかかわ
らず一度も100%を達成できませんでした。

矢田　義久… ……一年間お世話になりました。特にご入会
いただきました２名の女性会員様には感
謝申し上げます。

妻鳥　孝行   戦略計画委員会の妻鳥です。今年は何も
活動しませんでしたが、ニコニコは奮発
して亀さんにします。お世話になりました。

藤本　　毅… ……広報（IT）委員会を２年間お任せいただ
き、貴重な勉強の機会になりました。ホー
ムページのリニューアルを無事に終えら
れホッとしています。久米副委員長、皆
さまありがとうございました。

安藤　賢一… ……情報委員長無事終りました。皆様に感謝。
新谷　隆則   会報を２度合併号にさせて頂きました。

原稿依頼に快く引き受けて頂き感謝申し
上げます。

西岡　　圭   今年度は、親睦委員会としての２大事業
である、秋の遠足、親睦家族会が実施で
きず、とても残念な一年となりました。
来年度は積極的に各種活動に参加するこ
とで、今年の無念を晴らしたいと思いま
す。一年間ありがとうございました。

小野　正師… ……本日６／10、時の記念日は、42回目の
結婚記念日です。毎日幸せに暮らしてお
ります。

長田伸一郎   ６月14日で、35回目の記念日になりま
す。後半の17年間が単身赴任です。適度
な距離が長持ちのヒケツでしょうか。こ
れからもガンバリます。

鈴木　誠祐   毎年忘れていて、ロータリーの結婚記念
祝で救われています。

井石安比古・小野　正師　（その他）
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■ ６月17日  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●

小野　幸男… ……本日はＲＩ第2670地区、愛媛第Ⅰ分区ガバ
ナー補佐…井原…伸…様、次年度ガバナー補佐…
佐々木…善康…様、心から歓迎申し上げます。

垂水　辰仁   井原伸…ガバナー補佐、佐々木善康…次期ガ
バナー補佐、来訪を感謝します。井原…ガバ
ナー補佐、今年一年お世話になりました。
佐々木…次期ガバナー補佐、来年もよろしく
お願いします。

桑原　征一   井原ガバナー補佐、１年間ご苦労様でした。
また佐々木エレクトこれから頑張ってくださ
い。お二人の来訪を心から歓迎いたします。

米谷　方利… ……本年度ガバナー補佐…井原さん、御苦労様
でした。次年度…佐々木ガバナー補佐には、
大変ですが健康に気を付けてがんばって
下さい。来会ありがとうございます。

永田　光春… ……井原伸様ガバナー補佐ご苦労様でした。
次年度…佐々木善康様頑張って下さいね！

山内　君男   ４月１日ブリーズベイホテルグループホ
テル経営支援部ディレクターを拝命致し
ました。コロナ禍の一年間、皆様にはご

迷惑・ご心配をお掛けし申し訳ございま
せんでした。今後は北海道〜四国の15ホ
テルが勤務地となります。新居浜でも勤
務いたしますので、後任の田坂総支配人
共々よろしくお願いいたします。

加藤　友久   2021〜2022年度上期のプログラムを説
明させていただきます。会長方針の豊か
な心で仲良く楽しい例会にしたいと思い
ますのでよろしくお願いいたします。

山内　君男   誕生日祝、ありがとうございます。
萩尾　孝一   職業奉仕委員長を無事おわることが出来

ました。ありがとうございました。
井石　正哉   分類・選考委員長として、一年を振り返っ

ての発表が出張等の関係で非常におくれ
てしまって申し訳ありませんでした。

妹尾　次郎   来週の例会、所用により欠席いたします。
締めくくりの例会に参加できず申し訳あり
ません。小野会長、不完全燃焼の会長年度
だったと思いますが、お疲れ様でした。

垂水　辰仁   （その他）

■ ６月24日  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●

小野　幸男… ……皆様の御協力により、一年間無事終了す
ることができました。心から御礼申し上
げます。ありがとうございました。

丹　　一志   この１年、副会長としてお役に立てること
もあまりありませんでしたが、以前にも増
してロータリー活動に対し多くのことを知
る機会もあり、とても良い経験をさせてい
ただきました。引き続きロータリーを楽し
みながら、次年度は副SAA及び国際奉仕委
員として微力ながらロータリー活動に貢献
できればと思っています。この１年、どう
もありがとうございました。

垂水　辰仁   本日をもって幹事を退任させて頂きます。
皆様にはコロナ感染対策の中、大変お世話
になり幹事冥利につきます。本当にありが
とうございました。又、次期新幹事様には
エールを送ります。頑張って下さい。

青野　　正… ……会員の皆様、本年もニコニコBOXに多大
なるご協力を頂きありがとうございまし
た。御礼申し上げます。

長岡　一路   何はともあれ千秋楽をむかえられてホッ
としてます。オリンピックも行われる様
で良かったです。１年間ありがとうござ
いました。

小野　正師… ……副SAAとして、ニコニコの何たるか、特
に、積極的にして下さる方の徳の高さ等
を色々と勉強させてもらいました。あり
がとうございました。

飯尾　泰和… ……初代新居浜市長…白石誉二郎翁等が地域の
共存共栄、相互扶助の精神で設立された

東予信用金庫の第九代理事長に就任いた
しました。当地に唯一本店を構える金融
機関として努力精進いたします。

米谷　方利… ……小野会長はじめ役員の皆様、一年間ご苦労
様でした。本来なら槌の交換は例会の最後
にするのですが本日私の所用のため会の冒
頭に行われます。７月１日から一年間会長
として責任を果たして参りたいと存じます
のでどうかよろしくお願い致します。

高橋　正明   ローターアクト委員長の高橋です。何も
しないで回顧をさせてもらいました。一
年間お世話になりました。

桑原　征一   小野会長、１年間ご苦労さまでした。お
礼申し上げます。また、次年度米谷会長、
お体に気を付けて頑張ってください。

藤本　　毅… ……役員・理事の皆さま、経験したことのない
感染症への対応で１年間大変なご苦労をさ
れたことと思います。小野会長、SAAにな
られてからもよろしくお願いします。

青野　　正… ……飯尾会員、東予信用金庫の理事長就任、
おめでとうございます。お体に気を付け
てがんばって下さい。

安藤　賢一… ……青野正SAAより心あたたかいことば。感
謝申し上げます。

米谷　方利… ……（その他）
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ニコニコ寄付金
６月 合計 60件  220,000円       累 計 475件  1,550,000円

2020 ー 21 年度

PHD箱寄付金報告（インターアクト委員会）
… ６月合計額… 6,480円
… 2020−21年度累計額… 37,584円
…昭和57年５月13日スタート以降の累計額… 1,808,970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　祐二

… 2/26 山本　和宏 四国電力㈱愛媛支店東予営業所 井石安比古

… 3/18 三谷麻規子 大和証券㈱新居浜支店 嶋田　祐二

… 3/18 秋田　華佳 ㈲佐々木組 萩尾　孝一

… 3/25 小森　　誠 住友生命(相)新居浜支社 西本　　健

… 5/31 大和田　洋 住友重機械工業㈱愛媛製造所 秋月　伸治

 6/10 清家　敏満 四国電力㈱愛媛支店営業部東予営業所 井石安比古

 6/24 山内　君男 リーガロイヤルホテル新居浜 西本　　健

計 ６名 ８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

３月末 62名

４月末 62名

５月末 61名

６月末 61名
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● 発行所
● 印刷所

国際ロータリーテーマ

《 ’21- ’22 》
奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために

ク ラ ブ 基 本 方 針

《 ’21- ’22 》
豊かな心で育てよう、仲良く楽しく奉仕の理想
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表紙写真提供：新居浜市観光協会

　「東京オリンピック2020」が一年間の延期を経て、７月21日より福島で女子ソフトボール、

札幌、宮城、東京で女子サッカーを皮切りに開催されました。

　2013年９月７日（日本時間８日）にブエノスアイレスで開かれた第125次IOC総会での最終

プレゼンテーションで滝川クリステルさんが日本の「お・も・て・な・し」を紹介し、多大な

インパクトを残し、2020年のオリンピック開催地が東京に決定され、日本中が歓喜に沸いた

ことを思い出します。ご存じの通り今回の延期の原因はコロナウイルスの全世界的感染です。

未だ終息とは言えないコロナ感染状況下で、賛否ある中オリンピックを開催することになり

ました。人類史上初めての試みといえると思います。こんな時こそ、あの開催地決定の時の

ように日本が一致団結して英知を結集して感染予防をし、トレーニングを重ねてきたアスリー

トに敬意を表す大会になればと思います。残念ながら無観客のため日本の「お・も・て・な・し」

がプレゼンテーション通りとはいかないことになりそうですが…、アスリートの方々だけで

も参加して良かったと思ってもらいたいところです。

　勝負に関係なく感動が生まれ、人の素晴らしさを感じることが出来るオリンピック。今回

の「東京オリンピック2020」がアスリートにとっても、またそれを見て目標とする子供たち

にとっても、また大会関係者、政治家、そして人類にとっても、何より日本で開催されるオ

リンピック、みんなで盛り上げて楽しんで日本国民にとっても最高のオリンピックとなると

思っております。個人的には男子サッカーが1968年メキシコ大会以来のメダル獲得を、そし

てまた各種目での名実況も期待しています。

　初めて書く編集後記。コロナウイルスの感染拡大予防としてワクチン接種も始まっている

中、何を題材にしようか迷いますが、少しでも前向きで明るいことを題材に一年間努めてみ

ようと思います。2022年６月までどうぞ寛容の心でお付き合いよろしくお願いいたします。
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