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10月中の出席成績2021 ー 22年度
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◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●　2021年10・11・12月例会と行事予定　●◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆

　　　 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 60 56  4 93.33％ 0 89.47％ 0

14日 63 53 10 84.13％ 0 83.33％ 1

21日 63 58  5 92.06％ 2 98.25％ 0

28日 64 58  6 90.63% 1 89.83％ 0

　合　計 250 225 25  0  （　　　 1）
（カード　 0）

　平　均 62.50 56.25  6.25 90.04% 90.22％ （累　計 2）
（カード　 4）

取消

中止
中止中止



日　時：令和３年10月７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）……新会員の入会について
… 2）……10/14…㈭…家庭集会について
… 3）……来週以降の例会について

	 持ち回り理事会報告	 幹事　近 藤 基 起

日　時：令和３年10月14日㈭…… 12:00〜
場　所：…新居浜カントリー倶楽部
諮問人員：10名

議題および内容
… 1）……「生き生きフェスティバル」花の種の配布
の中止に伴う、配布方法の変更について

… 2）……「佐賀・長崎豪雨災害義援金」について

… 3）……赤い羽根共同募金について… … …
（例年：…500円／人）

… 4）……お茶の会（11/11）開催について
… 5）……社会奉仕功労者表彰について
… 6）……新会員の入会について
… 7）……会員の出席規定適用免除について
… 8）……小野エレクトより、創立70周年記念関係

の報告

	 定例理事会報告	 幹事　近 藤 基 起
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（敬称略）

■  お茶の会  ■
11月11日

　

■  職場訪問  ■
11月18日

（旧端出場水力発電所）



本日はこのような場を設けて頂き、とても感動
しています。傾聴ボランティア「クローバー」を代
表して頂いた賞に恥じないようこれからも精進し
て参ります。ありがとうございました。
私どもクローバーは、コロナ禍になる前は市内
十三ヶ所の高齢者施設を各月で訪問し、約一時間
の傾聴活動をしていました。私どもの会員は
六十五歳以上の方が多く、芸達者もたくさんいて
「クローバー劇団」として紙芝居や大正琴・ハーモ
ニカの演奏、詩吟や玉すだれなどの演目での訪問
もしていました。傾聴の要望のある高齢者宅や子
育て世代への在宅傾聴もしていましたが、現在は
全て休止中です。
約五十名の会員のモチベーションを、どのよう
に保って行くかが現在の課題です。毎月第一木曜
日、十三時三十分からの定例会で斎藤ミヤ前代表
のミニ講座や会員の体験発表ロールプレイを実践
し、いつ施設傾聴が再開されても良いように力を
付けています。
毎年十一月には、新居浜市社会福祉協議会主催
の傾聴初級講座が開かれています。私どもクロー
バーは、平成十七年七月発足で、昨年十五周年で
した。平成二十五年からは、前代表が初級講師を
務めています。
新型コロナウイルスと共存して生きて行く時代
だからこそ、心を傾けて話を聴く傾聴の出番だと
思っています。家庭や地域、職場で人の気持ちや
考えなどを理解出来るようになれば、より豊かな
人間関係が出来ると思います。
私は三歳の時から祖母
が女手一つで育ててくれ
ました。私が二十一歳の
時に、祖母は七十六歳で
亡くなりました。若かっ
た私には、祖母の話に寄

り添って耳を傾ける事が出来ませんでした。今の
私になら、祖母の話を充分に聴けたのにと残念で
なりません。
金子みすゞの詩に「ばあやのお話」というのがあ
るので紹介します。

　　『ばあやのお話』

ばあやはあれきり話さない

あのおはなしは好きだのに。

「もうきいたよ」といったとき、

ずいぶんさびしい顔してた。

ばあやの瞳には、草山の、

野茨のはなが映ってた。

あのおはなしがなつかしい、

もしも話してくれるなら、

五度も十度も、おとなしく、

だまって聞いていようもの。

会社経営の中で、日頃から社員の意見をよく聞
いていらっしゃる皆様だからこそ、傾聴の大切さ
がわかりこのような賞を、クローバーに頂けたと
思っています。
今後の新居浜ロータリークラブ様の益々のご発
展をお祈り申し上げます。本日は、傾聴ボランティ
ア「クローバー」にこのような賞を頂けた事、もう
一度お礼申し上げます。
ありがとうございました。… （感謝）

お礼の言葉
傾聴ボランティア「クローバー」　池　　田　　宏　　美
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　現在適用できる補助金・助成
金の制度は、次のとおりです。

１　月次支援金　飲食店の時
短営業等で月売上が50%
以上減少した事業者が対
象

　　支援金　　中小法人　　上限20万円／月
　　　　　　　個人事業者　上限10万円／月
　　申請期限　8月分　10月31日
　　　　　　　9月分　11月30日

２　中小企業等事業再構築促進事業補助金

　　補助金　100万円以上〜1億円以下
　　補助率　1/2〜2/3
　　第４回公募　……10月中に公募開始
　　　　　　　　12月中下旬頃締切

3　ものづくり補助金

　　補助金　上限1000万円　補助率1/2〜…2/3
　　　　　　8次締切　9月1日〜11月11日

４　持続化補助金

　①　（通常枠）
　　補助金　上限50万円　補助率2/3
　　７次締切　令和４年２月４日
　②　（低感染リスク型ビジネス枠）
　　補助金　上限100万円　補助率3/4
　　第４回公募期限　11月10日

５　IT導入補助金

　　補助金　30〜450万円　補助率1/2〜…2/3
　　４次締切11月17日

６　雇用調整助成金

　　助成率　中小企業4/5
　　　　　　大企業　2/3
　　助成金　上限　1人1日当13,500円
　　令和３年11月30日まで延長

７　愛媛県の雇用維持助成金

　　……　愛媛労働局から「雇用調整助成金」の支給決
定を受けた後で、県産業人材課に申請

　　県助成金
　　国の支給決定額の1/18〜1/5が上乗せ助成金

８　新居浜市えひめ版応援金（第2弾）及び新居浜
市版その他支援金

　①　……令和３年６〜９月の内、任意月の月売上が
30%以上減少及び連続２カ月の売上が15%
以上減少した事業者が対象

　　　給付金　法人　30万円
　　　　　　　個人事業者　20万円
　　　申請受付　10月21日〜

　②　……その他支援金は、事業再構築促進支援補助
金、グローバル展開支援事業補助金　サテ
ライトオフィス等誘致支援事業補助金、緊
急地域雇用維持助成金などがあります。

　これらの制度以外にも、低金利の融資制度や税
の猶予や免除などの多くの制度があります。これ
らの制度を活用して、コロナの厳しい状況を乗り
切って頂き、皆様の事業が益々繁栄されますこと
をお祈り申し上げます。

新型コロナ関係の補助金・
助成金等の制度について

　伊　　東　　省　　司

◆ 会員スピーチ ◆
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私、谷學のロータリークラ
ブ（以下、RC）の経験は、延
べ約16年になります。最初は
東京大森RC、２番目は東京
白金RC、３番目は東京山の
手RC、そして今般は新居浜
RCにお世話になることにな
りました。よろしくお願い致

します。これまでRCで多くの事を学ばせていただ
きました。そこで約10年前にそれまでのRCで勉
強ならびに経験させていただいたことを、「国際
ロータリーで学んだこと」という章題で60ページ
にわたって綴ったものを残しています（筆者は「梟
小道魁」ですが、これは谷學のペンネーム）。章は
５節からなり、それぞれの節ならびに中見出しの
題目を、以下１）〜５）に紹介させていただきまし
た。上梓させていただいた本のタイトルは「環境
モニタリング・サービス・プロバイダー・ビジネ
スへの挑戦」ですが、ＲＣの経験は経営にも役立
つと考え、同書籍の第６章に綴ったものです。
当該章の部分を刷り増し。事務局に届けますの

でご関心のある方はお読みいただければ有難いで
す。かさねて、今般は新居浜RCにお世話になりま
す。“クラブライフ”をおもいきり楽しみたいと考
えています。

１）……「オフセット・クレジット」（J-VER）制度を使っ
た東北復興支援プロジェクト

　・……日本の京都議定書第一約束期間の実行状況と
二つの国内制度

　・……高知県で実証実験されたオフセット・クレジッ
ト（J-VER）制度

　・……「オフセット・クレジット」（J-VER）制度を活
用した東北復興支援行った世界初のNGO組織
（国際ロータリークラブ2750地区、京浜14ク
ラブ）

　・……東北３県が進めている「オフセット・クレジッ
ト」（J-VER）創出の現状（カーボン・オフセッ
ト会議の実現）

　・……「オフセット・クレジット」（J-VER）制度を活
用した東北３県に対する復興支援活動

「新居浜」ロータリアンになって
　谷　　　　　　學

一宮神社の境内、一番楠の
根元に小女郎大明神として祀
られているので、松山の八股
狸のように道路妨害になるか
ら移転せよなどと邪魔者扱い
にされないで、楠の生命と共

に安住の地として収まっている。
此の小女郎さんは、周桑郡多賀村の氏神、鶴岡
八幡宮の境内社大気味神社のけん族として霊力を
発揮している喜左衛門狸や屋島の禿狸と血を分け
た兄妹だと言うことである。
八股のお袖狸などなど共に伊予の人気者である
が、昔、小女郎さんが慈眼寺の僧に化けて、漁船

に乗り大阪見物と、しゃれ込んだことがある。漁
船には沢山な鯛を積込んでいたが、何時の間にか
鯛の目玉が無くなるので漁師たちは不思議に思い、
結局、慈眼寺の坊主が怪しいと睨

にら

まれ化けの皮を
剥がれて、まさに殺されんとした時、彼は低頭平
身憐れみを乞うて『どうぞ命だけは助けて下さい、
その替り大阪に着きましたら、妾が金の茶釜に化
けますからそれを売って鯛の目玉の損害を償って
下さい』と言うので、ようやく赦

ゆる

されたが、その
内大阪に着くと、小女郎は金の茶釜に化けたので、
漁師たちはそれを売って莫大な金を儲けたと云う
ことである。

　　　　垂水のお品書き

御楠や 小女郎狸や 秋の蝶
　垂　　水　　辰　　仁

◆ 内部卓話 ◆
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２）ロータリーの「倫理規範」
　・激減するロータリアンの現状
　・……「ロータリー倫理規範」の刷り込みの弱さがロー
タリアンの減少を加速

　・……「人は大きなことを信じた時に大きな仕事をす
る」（出典：経営の教科書より）

　・……国際規格（ISO26000）との比較に見る今日的
な「ロータリーの倫理規範」の解釈

３）国際ロータリーの「戦略計画」について
　・……RIの戦略の見直しと「組織は戦略に従う」/・
選択と集中が図られたRI戦略計画/・RIの戦略
計画のケース・スタディー /・東京大森ＲＣに
おける「RI戦略計画の課題について」/・ロー
タリアン数の減少とRI戦略計画の減少につい
て/・2008-11年度の4年間における会員数の
減少とRI戦略計画の位置づけ/・ロータリー財
団の予算運用とロータリアンの問題意識/・ポ
リオ・プラスプログラムを事例にしたロータ
リーの課題

　　　
４）……国際ロータリーにおけるリーダーシップの考え方
　・……RIのリーダーシップ教育プログラム/・「へ」
の字が示す日本のロータリーの課題とリー
ダーシップ研修について/・ロータリアンの社
会的位置づけ/・リーダーシップとは何か/・
リーダーに求められる資質とは/・リーダー
シップのまとめ

５）……組織の社会的責任（SR）に目覚めるべき時代
を迎えた日本のRC

　・……新しいパラダイム下におけるRCの社会的責任
/・RCの一般会計予算の課題/・財団一般寄付
と人道的奉仕活動の費用対効果について/・注
目すべきRCの会議・イベント開催頻度/・青年・
中年層の経営者が魅力を感じないRC/・「組織
の社会的責任」（SR）への取組の必要性

この度は青野様のご推薦を
いただき、そしてみなさまの
ご承認を賜り、伝統のある新
居浜ロータリークラブへ入会
させていただき、誠にありが
とうございます。
私は生まれも育ちも愛媛県

松山市ですが、平成元年に伊予銀行に入行してか
らは、福岡を皮切りに、13回の転勤（うち転居は
12回）を経験してきました。平成の初めには、新
社会人という立場でバブル期を実際に経験し、ド
ラマなどでしか見ることのない「バブルの世界」を
垣間見ることもできました。高校、大学と体育会
系ハンドボール部に所属していたため、銀行の仕
事も「気合＆体力」の活動が得意でした。今では古
いスタイルとなった「気合＆体力」勝負の銀行員生
活を夢中で過ごしてきて、気が付けば32年が経っ
ていたというような感覚です。

今、日本いや世界の日常生活が、新型コロナ禍
によって一変してしまいました。約２年前、この
感染症がここまで世界を変えてしまうと想像した
人は殆どいなかったのではないかと思います。現
在の世界の厳しい現実を目の当たりにして、いろ
いろなことを考える契機となりました。しかし、
このまま活動を縮小させているわけにもいきませ
ん。幸いにも、日本でもコロナワクチン接種が普
及し、治療薬も開発されようとしています。我々
も危機感を持ちながらも工夫や知恵を駆使し、感
染抑止と経済拡大を両立させる「ウイズコロナ経
済」へシフトしていく必要があります。このよう
に「これからだ」という時期に、みなさまと一緒に
意味のある活動をできると思い、とてもワクワク
しています。何事にも精一杯努力する所存でござ
いますので、今後ともご指導ご鞭撻を賜りますよ
うお願い申し上げます。

新居浜ロータリークラブ入会挨拶
佐 々 木　　信　　幸
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この度、会長の米谷様から
ご推薦を頂き、新居浜ロータ
リークラブに入会させて頂き
ました秦恭裕でございます。
格式と伝統のある新居浜
ロータリークラブへ入会させ
て頂いたのは大変光栄に思い
ますのと同時に、身の引き締

まる思いがしております。
さて、私は、今年の３月に37年間勤務した愛媛
県を定年退職しまして、４月から新居浜カントリー
倶楽部でお世話になり、９月から支配人に就任さ
せていただいたところです。
一般的には、ゴルフ場にお世話になるわけです
から、ゴルフは相当の腕前と思われがちですが、
私の場合は大きな間違いであります。
それはさておき、こういう私でもゴルフが嫌い
にならないのは、やはりゴルフにはレベルに関係
ない魅力が溢れているからだと思います。まず、
ゴルフ場に行って、ドライバーショットを打つと、

言葉では言い表せない爽快感があります。また、
深遠なスポーツでありますから、いくら上手でも
思い描いたショットを必ず打てるわけではありま
せんし、どんなに下手でも18ホールの中にはナイ
スショットもあれば、必ず幸運もあります。ゲー
ム中は絶えず仲間と会話を交わしながら、各ホー
ルで喜怒哀楽が味わえ、最後はお疲れさまと互い
を労います。そこには年齢も性別も関係なく、生
涯楽しめるスポーツでもあります。
ゴルフを通じて得るものは少なくないように思
います。私もゴルフ場の支配人に就任させていただ
いたからこそ、このロータリークラブに入会ができ
たわけでありますのでゴルフに感謝しております。
私は、このロータリー活動を通じてネットワー
クを広げ、違う職種の方との親睦を深めていくこ
とで、人間としても幅を広げて成長していきたい
と思っております。先輩の方々からの知恵をお借
りし、指導を仰ぎながら地域に奉仕し、地域の発
展に少しでもお役に立ちたいと思っておりますの
で、今後ともよろしくお願い申し上げます。

入会挨拶
秦　　　　恭　　裕

この度、新居浜ロータリー
クラブに入会させていただく
こととなりました住友生命の
武田でございます。
伝統と格式ある当クラブの
一員となれることを大変光栄
に思っております。また、ご
推薦の労を賜りました住友別

子病院の鈴木誠祐様には心より感謝申し上げます。
出身は清酒発祥の地（奈良説もあります）と伊丹
空港で名の知れた兵庫県伊丹市でございます。
大学から母方の実家がある東京に出まして、平成
３年に住友生命入社後、難波支社（大阪市）※→大
阪本社→東京本社→京阪支社（寝屋川市）→横浜支
社→東京本社→茨木支社→愛知東支社（岡崎市）→
熊本支社（八代市）→新大阪支社（宝塚市）→東京本
社と西日本を中心に飛び回りこの４月に新居浜支社
に着任いたしました。※（　）は勤務地でございます。
キャリアの殆どがリテール営業部門に集中して
おり、支社では支部長・スタッフ・営業部長を務め、
本社では業務部・営業人事部・総合法人部に在籍

いたしました。
家族は兵庫県に家内と大学１回生、高校生３年
生の娘がおり、東京本社に続いて単身生活は４年
目になります。趣味は温泉めぐりとゴルフです。
温泉めぐりは、家族や家内と赴任先から車で遠
方の温泉地を訪れたり、旅行+レンタカーで全国
の有名温泉地を巡っておりました。
ゴルフは自己流でスコアはまとまりませんが、
小学校から高校までの野球経験が活きて、ここ一
番のドラコンで結果を出す時がたまにございます。
新居浜は私共住友生命にとっては特別な地であ
り、憧れの地であります。
入社以来、研修や様々な機会に住友の歴史を学ん
で参りましたが、まさかこの地で仕事ができるとは
思っておらず、このご縁を光栄に思い、諸先輩方に
恥じぬよう仕事に精進して参りたいと存じます。
微力ではございますが、少しでも「新居浜ロー
タリークラブ」のお役に立てるよう心がけて参り
たいと存じます。
今後ともご指導ご鞭撻のほど何卒よろしくお願
い申し上げます。

入会挨拶
武　　田　　康　　宏

− 8−



− 9−

例 会 記 録例 会 記 録例 会 記 録例 会 記 録

開　会… 米谷会長
来客紹介… 清家親睦委員
　ゲスト…オーエスラボ㈱…代表取締役… 谷　　　學…様
… ㈱伊予銀行新居浜支店支店長… 佐々木信幸…様
… （一社）新居浜カントリー倶楽部支配人… 秦　　恭裕…様
　来訪ロータリアン　なし

誕生祝（10月）
　　永田　光春君…… 4日　　越智　　仁君…15日
　　矢田　義久君…16日　　田尾　章典君…23日
　　妻烏　孝行君…25日　　白石　正一君…30日
　　丹　　一志君…30日

会長杯ゴルフ大会 表彰… 飯尾親睦委員長
出席報告… 白石（正）出席委員長
持ち回り理事会報告… 米谷会長
幹事報告 近藤（基）幹事
各委員会の連絡事項
ニコニコ報告… 副SAA
上期トランクルーム借用御礼（青野…正会員）… 米谷会長
内部卓話（新入会員）… 三谷麻規子会員
閉　会… 米谷会長

Ｒ３.10. 7（第3348回）

開　会… 米谷会長
来客紹介… 田坂親睦委員
　ゲスト　なし
　来訪ロータリアン　西条RC　井上　隆寿…様

結婚記念祝（10月）
　伊東　省司君…… 8日　　近藤　基起君…… 9日
　一宮　捷宏君…12日　　田尾　章典君…14日
　桑原　征一君…23日　　谷　　　學君…28日
　長岡　一路君…29日
金婚式記念祝
　桑原　征一君（S46.10.…23)

出席報告… 高橋（英）副委員長
定例理事会報告… 米谷会長
幹事報告 近藤（基）幹事
各委員会の連絡事項
ニコニコ報告… 副SAA
新会員入会
　紹　　介
… 桑原征一会員・青野　正会員・米谷方利会長
　入会挨拶
… 谷　　學会員・佐々木信幸会員・秦　恭裕会員
　歓迎の辞（バッジ贈呈）… 米谷会長

閉　会… 米谷会長

Ｒ３.10.14（第3349回）

開　会… 米谷会長
来客紹介… 井石（正）親睦委員
　ゲスト　傾聴ボランティ・アグループ「クローバー」代表…… …

… 　　　　　　　　　　　　　　　　池田　宏美様
　来訪ロータリアン　なし

出席報告… 白石出席委員長
幹事報告 近藤（基）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… 鈴木副会長
　　　　　　入会挨拶… 武田康宏会員
　　　　　　歓迎の辞（バッジ贈呈）… 米谷会長

社会奉仕功労者表彰
　　紹　　　介… 池田社会奉仕副委員長
　　紹　　　介… 小野（正）会長エレクト
　　表彰状贈呈… 米谷会長
　　受賞者挨拶・卓話… 池田　宏美様
　　謝　　　辞… 米谷会長

閉　会… 米谷会長

Ｒ３.10.28（第3351回）

開　会… 米谷会長
来客紹介… 飯尾親睦委員長
　ゲスト　住友生命保険相互会社新居浜支社支社長　武田　康宏様
　来訪ロータリアン　なし
出席報告… 白石出席委員長

幹事報告 近藤（基）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 伊東省司会員
閉　会… 米谷会長

Ｒ３.10.21（第3350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）

小野　正師… ……次年度副会長に萩尾孝一さん、幹事に池
田昭大さん、70周年実行委員長に青野正
さん、無理矢理お願いいたしました。宜
しくお願いします。

永田　光春… ……西条クラブの井上隆
たか

寿
とし

会員いらっしゃい
ませ!!（ニイハマロータリーの例会）を楽
しんで下さい。

米谷　方利… ……本日、３名の新入会員を迎えることがで
きました。仲良く楽しいロータリーライ
フを過ごして下さい。

桑原　征一… ……谷さん、佐々木さん、秦さん、３名の方
の入会を歓迎いたします。これから、よ
ろしくお願い申しあげます。

青野　　正… ……佐々木信幸会員の入会をお祝いして。
谷　　　學… ……横浜から移転してきました。新たに入会

します。よろしくお願いします。
佐々木信幸… ……本日より、よろしくお願い申しあげます。
秦　　恭裕… ……入会させて頂きありがとうございました。
松尾　嘉禮… ……先週の愛媛新聞に続き今週はNHKテレビ

で十全病院のピンクリボン運動放映して
いただきました。私の新入会のスピーチ

も乳癌検診のすすめでした。
飯尾　泰和… ……東予信用金庫のフードドライブの記事が

愛媛新聞に掲載されました。小野正師会
員ご教授ありがとうございました。余った
食品ありましたら、お待ちしております。

田尾　章典… ……誕生祝と結婚記念祝、ダブルでお祝いい
ただきありがとうございます。

近藤　奉文… ……傘寿を迎えますが、体に気をつけます。
桑原　征一… ……今月23日に、結婚50年、金婚式を迎え

ます。当日は、私は高知の地区大会、家
内は友人とゴルフ。適当な日に夫婦ゴル
フで、祝いたいと思っております。

近藤　基起… ……先日は結婚祝いのお花を送って下さりあ
りがとうございました。今年は、恥ずか
しながら本当に忘れていたので助かりま
した。

長岡　一路… ……幹事さんよりお知らせ頂くまで完全に失
念してました。いつも例会で助けても
らっています。

谷　　　學… ……1982年、会社設立10年目を記念して結
婚した記憶を思い出しました。

■ 10月14日  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●

■ 10月 7日  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●

米谷　方利… ……本日の例会には、来週入会予定の３名の
ゲストをお迎えすることができました。
楽しい例会の雰囲気を体験して下さい。

米谷　方利… ……先週の会長杯ゴルフコンペお疲れさまで
した。表彰されました方々には、まこと
におめでとうございます。

妻鳥　孝行   ９月30日…会長杯コンペ優勝しました。
年齢上位のおかげです。

大場　浩正… ……会長杯の準優勝をいただき、ありがとう
ございました。思いのほか良いスコアが
出てしまいました。

一宮　捷宏… ……９月度会長杯ゴルフコンペで「78」でベス
トグロスを頂きました。今後も頑張ります。

永田　光春   ゴルフで賞をもらったので感謝
飯尾　泰和   会長杯ゴルフコンペご協力ありがとうご

ざいました。
松尾　嘉禮   十全病院の乳癌検診ピンクリボン運動が

昨日の愛媛新聞に掲載された。
三谷麻規子   本日卓話の機会をいただいております。

つたない点あるかと思いますが、よろし
くお願い致します。

永田　光春… ……77才に成りました。やはり今迄とはちが
い、勘が悪くなっている。モト!…モト!…悪
かったが、ひどくなった。喜寿なので喜
んでいます。

妻鳥　孝行   10月25日で72歳になります。72で連想

するのはゴルフのPar72です。エイジ
シュートは無理ですが、人生含めまだま
だ前向きに頑張ります。

白石　正一   10月30日で満69才になります。おいし
いお酒を飲み、おいしいものを食べて元
気にガンバります。

丹　　一志   月末で人生の節目と言われる65歳になり
ます。人生は65歳からが面白い、これか
らは自然年齢ではなく自分年齢を決めて
やっていきたいと思います。

矢田　義久… ……以前「10月生まれはロクなヤツがおら
ん!」とAさんに指摘されましたが、丹会
員や田尾会員のおかげで優秀である事が
証明されました。有難うございます。

青野　　正… ……先日（９月16日）例会時、体調不良にて
皆様にご迷惑をおかけし、申し分けあり
ませんでした。特に井石、西本、鈴木
Dr.と吉田会長にはお気づかいありがと
うございました。重ねて御礼申し上げます。
問題ナシと言うことで安心しています。

丹　　一志   先週、神野勝太会員の新社屋完成のニコ
ニコ報告でツルさん３枚のところを一桁
間違えてウサギさんと紹介してしまいま
した。改めてお詫びいたします。大変申
し訳ありませんでした。

嶋田　祐二  …（その他）
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松尾　嘉禮… ……十全看護専門学校39期生、昨日載帽式無
事終了しました。

西本　　健   社会奉仕功労者…池田宏美様、本日は宜し
くお願いいたします。本日社会奉仕委員
長西本は所用のため欠席させていただき
ます。池田様のご紹介は池田昭大副委員
長にしていただきます。宜しくお願いい
たします。

池田　昭大   傾聴ボランティアクローバー…代表池田
様、本日は誠にありがとうございました。

小野　正師… ……傾聴ボランティアグループ…代表…池田宏
美様、社会奉仕功労者表彰受賞おめでと
うございます。

米谷　方利… ……傾聴ボランティアグループ「クローバー」
代表…池田宏美様、例会出席ありがとうご

ざいます。そして「社会奉仕功労賞」の受
賞おめでとうございます。これからもボ
ランティア活動を元気で続けて下さい。

米谷　方利… ……武田康宏会員、入会おめでとうございま
す。これからは仲良く楽しいロータリー
ライフを送って下さい。

鈴木　誠祐   武田様、入会おめでとうございます。一
緒に頑張りましょう。

一宮　捷宏… ……結婚記念のプレゼント、ありがとうござ
いました。１年１カ月振りに自宅・東京
に帰り、プレゼントの花と久し振りに女
房との夕食でした。来年は50周年の金婚
式です。長くもったものです。

越智　　仁 （誕生祝）

■ 10月28日  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●

鈴木　誠祐… ……武田様、ようこそいらっしゃいました。
小野　幸男… ……先週、「新入会員歓迎の歌」を失念してお

りました。大変失礼しました。
米谷　方利… ……新居浜市のコロナの状況が落ちついて、

感染縮小期になりました。来月からは平
常通りの例会に戻ります。会員の皆様に

は今後も健康に過ごされますようお祈り
します。

伊東　省司… ……結婚48年になりました。後２年で金婚式
です。お花ありがとうございました。そ
れから、本日会員スピーチをさせて頂き
ます。よろしくお願いします。

■ 10月21日  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
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ニコニコ寄付金
10月 合計 39件  146,000円       累 計 150件  536,000円

2021 ー 22 年度

PHD箱寄付金報告（インターアクト委員会）
… 10月合計額… 5,648円
… 2021−22年度累計額… 11,470円
…昭和57年５月13日スタート以降の累計額… 1,826,262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

2021 ー22年度の入退会者
月／日 入　　会 退　　会 事 業 所 名 紹 介 者
… 7/… 1 田坂　忠孝 　 リーガロイヤルホテル新居浜 西本　　健

… 7/29 久米　良樹 ㈱伊予銀行新居浜支店 青野　　正

… 8/… 5 植村　明雄 住友重機械工業㈱愛媛製造所 平　　喜彦

… 8/19 藤本　　毅 愛媛新聞社東予支社 畑田　達志

… 8/26 加藤　友久 （一社）新居浜カントリー倶楽部 神野　勝太

10/14 谷　　　學 オーエスラボ㈱ 桑原　征一
10/14 佐々木信幸 ㈱伊予銀行新居浜支店 青野　　正
10/14 秦　　恭裕 （一社）新居浜カントリー倶楽部 米谷　方利
10/28 武田　康宏 住友生命保険相互会社新居浜支社 鈴木　誠祐
計 ６名 ３名

正 会 員 数
６月末 61名

７月末 61名

８月末 60名

９月末 60名

10月末 64名



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。
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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
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会　長　　米 谷 方 利 　　　　　　　　　幹　事 　　近 藤 基 起

● 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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表紙絵画提供：日野 功 画伯

　昨年の１位「３密」２位「愛の不時着」３位「あつ森（あつまれ…どうぶつの森）」４位「アベノ

マスク」５位「アマビエ」６位「オンライン○○」７位「GoToキャンペーン」８位「鬼滅の刃」

９位「ソロキャンプ」10位「フワちゃん」何の順位かすでにピンときていることと思いますが、

2020年の新語・流行語大賞です。

　ちなみに2020年の１位「StayHome／おうち時間」２位「アベノマスク」３位「アマビエ」４位

「〇〇しか勝たん」５位「100日後に死ぬワニ」６位「ちゃちゃまる」７位「エアコミケ」８位「ポ

テトサラダ」９位「ポケモンと生活」10位「うちで踊ろう」これらはなんの順位か分かりますか？

この順位はTwitter上で頻繁に使用されたフレーズを調査したSNS流行語大賞の順位です。

　その年の世相を反映する言葉ですが半分以上理解できていれば流行に敏感な方といえるの

でしょうか？どうなのでしょう？ 2021年もコロナ下ではありましたが2020年とは違う様々

な変化があった年と思います。

　ということで2021年新語・流行語大賞のノミネート語はネットで話題になったワードや、

五輪に関連する言葉、COVID-19（新型コロナウイルス感染症）に関する言葉、社会問題に関

連した言葉などが選ばれております。「イカゲーム」「うっせぇわ」「ウマ娘」「SDGs」「NFT」「エ

ペジーーン」「推し活」「親ガチャ」「カエル愛」「ゴン攻め／ビッタビタ」「ジェンダー平等」「自宅

療養」「13歳、真夏の大冒険」「ショータイム」「人流」「スギムライジング」「Z世代」「チキータ」

「チャタンヤラクーサンクー」「ととのう」「ピクトグラム」「フェムテック」「副反応」「変異株」

「ぼったくり男爵」「マリトッツォ」「黙食／マスク会食」「ヤングケアラー」「リアル二刀流」「路

上飲み」となっております。どの言葉が大賞になるのか予想してみてください。

　ちなみにSNS流行語大賞2021、ノミネートワードは「おぼろげながら浮かんできたんです

46という数字が」「プロツイッタラー」「またしても何も知らない大泉洋」「飛ぶぞ」「マツケンサ

ンバ」「現実を生きるリカちゃん」「尺八様」「ピクトグラム化」「おはようでやんす」「禁止カード」

「ナウル共和国」「人間は愚か」「〇〇なさいシンジくん！」「よわよわ/つよつよ」「3点リーダー

症候群」「この世の終わりみたいな渋谷」「みちおが言いそうなことbot」「クソデカ林製薬/大林

製薬」「５Ｇ接続ワクチン」「ソーシャルディスタンスクールポコ」「新宿東口の猫/3D猫」「やっ

てみせろよ〇〇」「江ノ電自転車ニキ」「〇〇ッツォ」「俺たちの菅波」「やばいクレーマーの

〇〇」「〇〇が本当に食べない危険な食べ物」「プロツィッタラー」「田中圭チャレンジ」「猫語翻

訳アプリ」「エケチェン」…わかりますか？

　2021年も残り1か月程、今年一年を見直し、

新たな年、2022年の変化に乗り遅れないよう

に備えていきたいと思います。
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