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１月中の出席成績2021ー 22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

６日 64 53 11 82.81% 4 88.14％ 0

13日 64 52 12 81.25% 3 86.67％ 0

20日 64 96.61％

27日 64 94.83％

　合　計 128 105 23 （　　　  0）
（カード　  0）

　平　均 64 52.50 11.50 82.03% 91.56％ （累　計  3）
（カード　12）
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令和３年度　第17回新居浜市小・中学生
科学奨励賞発表会参加報告

職業奉仕功労者表彰

卓話:新居浜RC担当

２月 ３月（水と衛生月間） ４月 （母子の健康月間）

３
日

・外部卓話（青少年） 　短縮例会

　短縮例会

　短縮例会

　「新居浜市小中学生
　　科学奨励賞発表会報告」 ３

日

・会員スピーチ

　短縮例会
・内部卓話
　　新入会員（田坂忠孝会員）
・情報雑誌

（日野英典会員） ５
日
㈫

【合同夜間例会】
【合同例会】

18:30～

新居浜南RC担当

＊曜日注意！・家庭集会（18:30～） 
   社会・人尊・青少年
   RA・IA

10
日

・内部卓話
　新入会員（田坂忠孝会員）

10
日

【夜間例会】18:00～
・親睦家族会
＊時間注意！

14
日

・お茶の会

・家庭集会（18:30～） 
　（クラブ奉仕・親睦・SAA）

・家庭集会（18:30～）
　（職業・国際・財団・米山）

17
日

・会員スピーチ
（東田桂典会員）

・情報雑誌 17
日

・内部卓話（米山奨学生）　
21
日

・研修・協議会報告
・情報雑誌

クラブ協議会（下期活動計画）

24
日

・外部卓話（人間尊重）
24
日

・会員スピーチ（妹尾次郎会員）28
日

・内部卓話
　新入会員（植村明雄会員）

31
日

11
23

26

・RAC7地区交流会(徳島)
・ロータリー創立記念日 ・愛媛第Ⅰ分区IM （5月14・15日へ）
・世界理解と平和週間
（2/23－3/1）

・RAC会長幹事会
・地区内交流会

5

26

・西条RC60周年

・PETS・DTTS（高松)
・地区研修・協議会(香川)
・4RCゴルフ 西（ 条RC担当）
・世界ローターアクト週間

9 ・親睦家族旅行（9・10日）

特別休会

（ ）

（ ）

（　　　　　　　　
　　　　　 ）平和と紛争予防/

紛争解決月間 

◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●　2022年２・３・４月例会と行事予定　●◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆

取消 取消

取消
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日　時：令和３年12月９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）……職業奉仕功労賞について

… 2）……70周年実行委員会について

… 3）……下期プログラム案について

… 4）……その他

日　時：令和４年１月13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）……70周年実行委員会について

… 2）……新入会員入会について

… 3）……今後の例会、行事について

　　（短縮例会、休会など）

… 4）……職業奉仕功労者表彰について

… 5）……その他

	 定 例 理 事 会 報 告 	 副幹事　西 岡 　 圭

	 定 例 理 事 会 報 告 	 幹事　近 藤 基 起

日　時：令和３年12月16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）……事務員冬期賞与について

	 持 ち 回 り 理 事 会 報 告 	 幹事　近 藤 基 起

２月中の出席成績2021ー 22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

３日 64

10日 64

17日 64

24日 64

　合　計 256 （　　　  　）
（カード　  　）

　平　均 64 　　% 　　％ （累　計  3）
（カード　12）

取消

取消

取消

取消
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2020年7月、会長エレクトに
任命された時これまで永らく新
居浜ロータリークラブに在籍し
ながらほとんどロータリークラ
ブのことを勉強せずなんとなく
例会に出席して委員長に任命さ
れた時はなんとなく役割をこな

してきたということを実感しました。
あっという間に時間が経ち2020年の年末までに、
なんとか次期幹事、副会長、理事をお願いすることが
出来ました。
その問、12月６日に高知市の三翠園で開催された
ロータリー財団補助金管理セミナーに参加して補助金
の勉強をしました。
その後委員会編成をするのに頭を悩ませて３月を迎
えました。３月７日に新ロイヤルホテル四万十で開催さ
れた会長エレクト研修セミナーに参加して勉強してきま
したが、おりしもコロナ禍まっ最中でしたので片道５時
間かけて一人で参加しました。リモート会議にしてほし
かったのですが、四万十で東ガバナーにお会いすること
ができ、直接活動方針を聞くことが出米ました。
また、RI会長方針も拝聴し、その後新居浜ロータリー
クラブの次年度方針に取り組みました。７月までに決
定することが絶対条件なので、これまでの会長経験者
の方針を読むことや、事務局に過去の会報のコピーな
どをお願いし、あわただしい期末を過ごしました。事
務局員が年度変わりと同時に２回も交代するという大
変な事態でしたが新任の小笠さんには何とか乗り切っ
てもらいました。本当にご苦労様でした。
そんなこんなでコロナ禍がなかなか収まらない中７月

１日を迎え、第69代新居浜ロータリークラブ会長に就任
したわけです。君が代に続いて奉仕の理想を全員で唱い、
前年会長小野SAAの司会で粛々と例会が始まりました。
当日は会長運営方針、本年度スローガンのお話をしま

した。無事に第１回例会が終わり、７月９日には文セン
で開催される中学生弁論大会に参加して審査、表彰など
執り行い中学生の社会意識の高さに感心しました。
７月29日には昨年の職業奉仕功労者表彰を受賞され

卓話が延期となっていた県立新居浜病院院長の北條禎久
先生のコロナについてのお話を聞くことが出来ました。
その後、８月９日〜９月９日まではコロナ感染拡大
による休会をしました。
その間、ガバナー公式訪問が中止となり９月９日に
幹事と共にガバナーとのZoom会議に臨み、様々な意
見交換をすることが出来ました。

９月16日からはコロナ禍の鎮静化にともない例会
を再開できるようになりましたが、弁当持ち帰りの短
縮例会に切り替えました。９月30日の移動例会は新
居浜カントリー倶楽部で行われ、例会後は会長杯ゴル
フコンペが実施されました。私は７年半ほど全くクラ
ブを握ってなかったのですが、久しぶりにゴルフをし
ました。段々と体が思い出してシルバーティーからの
スタートということもあってまあまあのスコアで、恥
ずかしながら３位に入賞しました。
９月18日には地区増強セミナーリモート会議に
神野増強委員長、近藤基起幹事と共に事務局も加わって
４名で参加し地区委員の卓話を拝聴しました。
l0月３日の「生き生きフェスティバル」が昨年に続
いて中止されたため１年前に購入済の「花の種」は、
11月16日に西本社会奉仕委員長、矢田R財団委員長
と共に社会福祉協議会に寄贈しました。これまで福祉
活動に熱心に取り組んでこられた方々に小野正師会長
から配布してもらいました。
10月23日には2670地区大会が高知で開催されまし
たが、新居浜のコロナ感染が非常事態だったので欠席
しました。
10月28日の例会では、傾聴ボランティアグループ

「クローバ」代表の池田宏美様に例会に参加いただき
社会奉仕功労者として表彰しました。また、貴重なる
体験談も聞かせていただきました。
11月４日からはコロナ禍がかなり収まってきたの
で、新居浜ロータリークラブのすべての例会と事業を
平常に戻しましたが、秋の遠足だけは予約の関係で来
年の４月に延期しました。11月11日…は恒例のお茶会
も実施でき、家庭集会やクラブ協議会には多くのメン
バーに参加いただき、夜の酒が入っての楽しいひと時
を過ごすことが出来ました。
師走を迎えあわただしい中、粛々とプログラムをこ
なし、12月16日には会員増強フォーラムを神野委員
長にお願いして、会員の皆様から様々な貴重な意見を
間かせてもらいました。来年の６月30日までには何
とか会員数を70名にしたいと思います。
以上の経過を踏まえて、本日の年末夜間例会を迎え
ることが出来ましたのは鈴木副会長、近藤基起幹事を
はじめ会員の皆様の絶大な協力のお陰です。心から感
謝申し上げますとともに来るべき年が素晴らしい年に
なることと、ご家族そろって元気で新年を迎えられま
すことを祈念申し上げまして、上期回顧といたします。
あと半年、どうかよろしくお願いします。

会長上期回顧
2021〜2022年度会長　米　　谷　　方　　利
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明けましておめでとうござ
います。会員の皆様にはつつ
がなく越年され輝かしい
2022年を迎えられたことと、
お慶び申し上げます。令和4
年の年頭に当たり、所感を述
べさせていただきます。

二年間に及ぶコロナ禍の影響で国内外を問わず、
産業経済界、文化やスポーツ活動にまで様々な影響
が出ました。ワクチン効果もあってようやく感染が
落ち着き、製造業を中心に落ち込んだ業績が回復し、
年末としては32年ぶりに東京株式市場の日経平均
が28,791円の高値を付けました。ただし今後のオ
ミクロン株の影響が心配され警戒感も根強い年明け
となりました。世界的には、ウクライナ問題でロシ
アとNATO諸国、とりわけアメリカとの関係悪化が
心配なことや、アジアを中心とする極東の対中国問
題、台湾、北朝鮮問題などあちこちで紛争の火種が
広がりそうな様相を呈しており、日本にとっても
様々な課題をかかえる年になりそうです。現在、世
界の民主主義国家が全世界の国々の過半数を割った
状況となり、今後のロータリー活動への影響が心配
されます。それゆえRI会長の掲げる会員拡大が重要
な課題であり新居浜ロータリークラブも70周年を
迎える来年度までにこれまでの伝統と格式を守りつ
つ、また地域社会への奉仕活動を続けるため70名
の会員確保という目標を掲げております。ご協力を
お願いいたします。
さて、昨年7月当初は通常例会で始まり、事業
活動も縮小しながら何とか運営して来ました。８
月からは、コロナ禍感染拡大に伴って休会したり
短縮例会を続けたりしましたが11月以降はすべて
通常通り例会や事業を行うことが出来ました。各

委員長には予定変更への対応など本当にご苦労様
でした。
本年は、１月８日にさっそく新居浜市内小中学
生科学奨励賞発表会に主催者として参加予定です。
優秀賞を受賞した子供たちを２月５日の例会に招
いて発表してもらいます。１月20日は職業奉仕委
員会の担当で、職業功労者表彰と卓話を予定して
います。３月10日には親睦家族会、４月５日は南
クラブとの合同夜間例会があります。また、前年
度から新型コロナ感染の影響で実施できなかった
親睦家族旅行を４月９〜10日に実施予定です。５
月19日には２回目の会長杯ゴルフコンペを滝の宮
カントリークラブで実施します。例年は、国際奉
仕委員会の交換留学生受け入れ準備が６月に始ま
りますが残念ながら３年続けて中止になりました。
その他、地区事業や西条ロータリークラブの60周
年記念大会など様々な事業活動に参加しながら、
伝統ある我がクラブの名誉を汚すことなく会長職
を務め次年度に繋げたいと思います。しかし、今
後のコロナ禍、オミクロン株の影響次第でプログ
ラム通り活動できるかどうかは今のところ予断を
許さないところです。
一方、今月からは70周年に向けての本格的な準
備が始まります。小野正師エレクト、松尾実行委
員長をはじめとする実行委員会メンバーの方々に
は12月17日をめざしてがんばっていただきたいと
思います。今年度の下半期はその準備を支える活
動も同時に進めますので、忙しい半年になると思
いますが、会員の皆様方には格別のご理解とご協
力を心からお願い申し上げまして年頭所感といた
します。

会長年頭所感
新居浜ロータリークラブ　　…
2021〜2022年度会長　　　米　　谷　　方　　利
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まず初めに、新居浜ロータリークラブにおいて、
職業奉仕功労者賞を受賞できましたことは、この上
ない喜びであり、多くの関係者の皆様のご理解とご
支援に深く感謝申し上げます。また日頃より、新居
浜市弁論大会、新居浜市小中学校科学奨励賞の開催、
また、各小中学校に花の種を寄贈していただくなど、
生徒たちの夢への挑戦や青少年健全育成の縁の下の
力持ちとしてご尽力いただいていることに、心より
感謝申し上げます。
最初に私の自己紹介をします。保健体育科教員
としで37年間勤めてまいりました。本年度をもっ
て退職となりますが、現在、新居浜市立泉川中学
校長として、教職員や生徒とともに日々学校生活
を楽しんでいます。座右の銘は、講談界初の人間
国宝、６代目一龍齋貞水氏の『偉大なる未完成で
終わりたい』という言葉です。貞水氏は、膀胱がん、
両肺のがんでは半分近く肺を切除し、前立腺がん
も患っていました。本人自身も「５度ほどだめか
もしれない」と思ったそうです。主治医の先生も「そ
れでもこんなに元気なのは奇跡的だ」と言われた
そうです。そのような症状の中でも高座で芸を努
めた方です。なぜこの言葉なのかというと、管理
職になった10年前ほどにラジオで貞水氏の講談を
聞き、面白いと思って調べていたら、この言葉に
出会いました。自分なりに解釈すると、次のよう
なことだと思います。人生や職業業務などで課題
や困難にぶつかることがあるはずです。その課題
を乗り越えるために努力をする。そして、実力が
備わると見えなかった壁がまた見えてくる。だか
ら挑戦をし続けなければならず、挑戦に終わりは
ないという意味だと考えます。私も学校も完成な
どというものはなく、常にさらに一歩上を目指し
たいと思っています。若かりし頃には、「夢の実現」
「挑戦」を掲げ、東中時代に、同僚は言うまでもなく、
生徒たちが自ら意欲を持って取り組んでくれた愛
媛県駅伝競走大会で男女アベック５連覇を果たす
など、７回全国大会出場を果たさせてくれました。
話は変わって、いよいよ本題に戻ります。
現在、私たちの社会は、先端技術が高度化して
あらゆる産業や社会生活に誰もが快適で活力に満
ちた質の高い生活を送ることができる、人間中心
の社会Society5.0時代が到来しつつあります。そ

して、グローバル化の一層の進行、人工知能（AI）
をはじめとする技術革新、地球環境問題の深刻化、
少子高齢化や新型コロナウイルス感染症の感染拡
大は、生活そのものに大きな影響を及ぼしていま
す。まさに先行き不透明な時代『予測困難な時代』
の中に進んでいかなければなりません。
学校教育においても、進行する教育改革への対

応、学力向上、いじめ・不登校等への取組、GIGA
スクール構想による一人一台のタブレット端末等
での学びの在り方や防災・減災教育の推進など教
育課題は山積しています。コロナ禍をはじめ予測
困難な社会にあっても、状況の変化に柔軟に対応
する力がこれからは必要だと考えます。
泉川中学校においても、学校の主役は、生徒で

あることを基盤として、誰もが学校で安心して生
活ができ、学校が楽しいと思えるような学校づく
り、誰もが学ぶ喜びを感じ、さらに学ぼうとする
意欲を持てる学校づくり、誰もが泉川中に来て、
よい先生に出会った、よい仲間に会えたと思える
学校づくりを目指して実践しているところです。
新型コロナウイルス感染症の影響で、今まで当た
り前であったことが当たり前でなくなり、学校も
様々な行事を見直しながら実施してきました。臨
時休業や修学旅行の大きな変更、給食の黙食、行
事の削減など新型コロナウイルス感染症の拡大に
よる打撃を受けながらも、感染症対策を意識した
新しい生活様式を模索し続けています。生徒たち
はこのような状況の中でも、やれる範囲で精一杯
の活動を行ってくれています。部活動では、本年
度愛媛県総合体育大会で軟式野球部が新居浜初の
県優勝、新チームにおいても愛媛県新人体育大会
において準優勝、愛媛県駅伝競走大会において男
女駅伝チームが３位・４位と入賞、音楽部が全国
合唱コンクール四国大会において金賞を受賞する
など生徒たちの活躍ぶりは目を見張るものがあり
ました。また、小学校と連携して、「子どもは地域
の宝」を合言葉に学校・家庭・地域が一体となっ
て「地域とともにある学校づくり」を行っていくコ
ミュニティ・スクールを実施しています。地域と
一体になって泉川校区の未来を担う児童生徒が、
豊かに育つように、学校運営や教育活動を実施し、
社会に開かれた教育課程の編成・実施・評価・改

生徒とともに …

新居浜市立泉川中学校　校長　田　　中　　利　　季

〔職業奉仕功労者表彰〕
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善に努め、未来を切り開き、より良い社会の作り
手となる児童生徒の育成に全力を注ぐとともに、
安全・安心で信頼される学校づくりに取り組んで
います。
学校と地域の連携を紹介します。毎月第２日曜
日に「大好き泉川の日」を設置し、地域の方々と、
校区のバイパス沿いや郷桧の端線の県道の草引き
や花植えなど、生徒自らが地域に出かけ、校区の
環境美化に努めています。
特に昨年度から取り組んでいる事例を紹介しま
す。先般生徒会、音楽部が医療従事者の方々に感

謝の意を込めて作成した楽曲、「共に〜夜明けを
願って〜」がテレビ放映されました。この取り組
みは、「コロナ撃退プロジェクト」と題して、昨年
度の生徒会が医療従事者への感謝の寄せ書きを送
る活動が発端となっています。昨年の先輩たちが
残した素晴らしい活動を「今年度も生徒会で実行
しよう」と応援ソングを自作し、それを合唱して
いる映像をDVDに収録して送りました。この活動
の様子が各メディアで紹介されたのです。
DVDを聞いてください。

このように、現状を踏まえて自分たちに何がで
きるかを考え、行動に移す生徒が育ってきている
のは、これまでコミュニティ・スクールとして、
学校と家庭、地域が一体となった教育を行ってき
た成果だと考えます。２学期には、小学校と連携
して防災下校を行い、12月１日（水）には、地域
と一緒に防災学習を実施しました。このような取
組が、中学生として地域のためにできることを実
践する意欲や態度を育てていると感じています。
これからも「地域とともにある学校」を目指し、心
豊かで社会の一員としての自覚と責任を持った子
供の育成に努めるとともに、生徒たちの将来に向
け、様々な力を身に付けられるためにも日々努力
を続けてまいります。今後ともお力添えをいただ
きたく存じます。

結びになりますが、新居浜ロータリクラブ米谷
方利会長様をはじめ、会員の皆様のご健康、ご多幸、
新居浜ロータリクラブの本年度のテーマでありま
す「豊かな心で育てよう、仲良く楽しく奉仕の理想」…
の実現に向けてますます成長していかれますこと
を祈念いたしまして、謝辞といたします。

コロナ禍　制限される日々
そんな中　失った調律（メロディー）
当たり前の日常の大切さを知った
仲間と会えない日々
そんな中　目の当たりにした
世のために働く人たちを知った
今こそ感謝を伝える時
苦しい中でも働く人たちに
感謝の言葉を贈りたい
ありがとう

不安や苦しみがおそう
それでも負けずに闘う
この夜が明く日を願ってうたう
自由に過ごせる日々を
共に取り戻していこう
この夜が明く日を願ってうたう
今こそ共に闘う時
みんながいるから進み続けられる
共に進もう　この夜が明ける日を願い
共に闘おう　この世が明ける日を願い

「共に夜明けを願って」　泉川中学校
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９月18日に高知で行われた
会員増強セミナーでの資料を
もとにフォーラムを行いまし
た。三つの議題を提起して進
めました。
初めに、ロータリーの会員
の現状について。国際ロータ
リーでは、ピーク時130万人

を超えていた会員が118万人に、日本においては13
万人の会員が8万4千人に、そして我が2670地区（四
国地区）では常時3千人台が直近では2千人台にまで
会員数が減少している。この現状に、RＩ（国際ロー
タリー）は規定審議会で柔軟性を推進して①少なく
とも年40回の例会を開催することを否決し②同じ職
業分類の人が何人いてもよいことを可決しました。

しかしながらロータリーの運営主体はクラブで
あり、地区でもRＩでもないので、クラブで独自
に決めなさいとのことです。
それを受けて三つの議題の一つに、この２点を
第一にあげ、二つめにRＩが唱える若い人と女性
会員の増強を。
三つめに米谷会長が今期初めの目標に、来年は当
クラブは70周年を迎えるから、70人の会員で迎え
ようとの目標に向けて、具体的に推薦する人を各
テーブルで上げてほしいとのテーマで行いました。
その結果、例会の回数は現状が望ましい。同一
職種分類には特に制限は設けない。
女性会員は現会員の推薦を希望する等の意見が
出ました。また具体的には数人の人の名前が上がり
ましたので、我々の委員会で検討したいと思います。

クラブフォーラム
会員増強委員長　神　　野　　勝　　太

米谷方利会長と参加致しました。毎年、我々大
人が感動する研究発表です。子供の方も大変はげ
みになる行事だと思います。新居浜市や住友関係
の高い知識をもった方々の協力を得て、審査の方

も大変協力的であり熱心で、又、感心させられま
した。この実業の子供の中から、ノーベル賞受賞
者が出る事を楽しみにしております。また、米谷
方利会長お疲れ様でした。

日時　令和4年1月8日（土）13：30〜16：00
会場　愛媛県総合科学博物館　多目的ホール
主催　新居浜市教育委員会・新居浜南ロータリークラブ・新居浜ロータリークラブ
後援　愛媛県総合科学博物館

目的は、科学とのふれあいを通して豊かな人間性を育むため、新居浜市内小・中学
生の応募作品の中から特に優れた作品を顕彰するとともに発表会を開催する。

1．応募作品数　小学校　1,018点　中学校　1,936点　合計　2,954点
2．その中から、特選作品は、中学校2点　小学校3点　合計　5点

令和3年度 第17回
新居浜市小・中学生科学奨励賞発表会参加報告

青少年奉仕　副委員長　永　　田　　光　　春

学校名 学年 氏 名 性別 研 究 主 題
大生院小 １ 野口　莞太 男 とべとべ！！ペットボトルロケット
船木小 ４ 三好　あゆり 女 松ぼっくりのふしぎ
惣開小 ６ 土岡　國彦 男 辛くないししとうを実らせる株を長持ちさせる方法
泉川中 １ 田中　来幸 女 謎に包まれたカイコ
中萩中 ３ 藤井　悠嘉 女 ドライレモン電池による発電〜『保存』可能な方法を追求〜
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いよいよ会員スピーチの順
番が回ってきました。入会時
に新入会員卓話をして以来と
なりますが、入会時は趣味の
話をさせて頂いたので今回は
自社製品についての話をさせ
て頂く事としました。

弊社は操業1947年、当初は住友重機械の協力事業
所として各種部品の製作をしておりましたが、現在の
多喜浜に工場を建設し当初の製缶工場時代から得意と
するパイプ製作のノウハウの活用やその後の機械の導
入に伴い巻き取りドラムを製作するようになりました。
巻取ドラムとは、主にクレーンに装備されている
ワイヤロープを巻き取る装置です、鉄製のパイプの
表面にらせん状のU型の溝加工を施しドラムが回転
することでワイヤーが巻き付く仕組みになっていま
す。クレーンに限らず立体駐車場や自動倉庫、水門、
深海探査船など多くの方面で利用されています。
又現在弊社では「リーバスドラム」という巻取ドラ
ムの製作、立案を推進しています。通常の巻取ドラム
はワイヤーの巻き取り部分が一重になっているが、
リーバスドラムは重層で巻き取りができるため、ドラ

ムの小型、軽量化が図れる優れた特性を持っています。
卓話にて弊社ドラムの客先での使用実績の話もさ
せて頂きましたが、70ｍの巻き取り高さを擁するク
レーンや、最大つり上げ能力1,300tを擁する造船所
で使用されるクレーンにはコンパクトなリーバスド
ラムが組み込まれ一昔前には製造できなかったク
レーンが製造出来るようになりました。高速回転で
巻き取りをすることが要求される立体駐車場に組み
込まれる巻き取りドラムは、ドラムのバランス精度
を上げることで車の出し入れの高速化を実現するこ
とに役立っています。自動倉庫に組み込まれるドラ
ムは物流の高速化や自動化に役立っています。水門
用ゲートの開閉用ドラムは近年増え続ける大雨や地
震による津波の被害から住民の命を守り、安全安心
な生活を提供する事に役立っています。海洋探査に
使用されるリーバスドラムは、船上の小スペースで
2,000ｍ巻き取ることを要求され海流調査や海水温
の変化による気候温暖化の調査に用いられています。
弊社では様々な分野で活躍するお客様の要望に応
えてゆくことで、巻き取りドラムと共に成長して行
きたいと考えております。

ワイヤー巻き取りドラムの話
　小　　野　　雄　　史

１月13日の内部卓話で、「停電
時の復旧について」と題して、停
電が発生した時の初動対応につい
てお話させていただきました。１
分でも早く復旧してお客さまへ電
気を送るために、自動で行う操作
や人力で実施している作業につい
てご認識いただきたいとの思いか

らでした。一部マニアックな内容もありましたが、皆さ
まが少しでも興味を持って頂けたのであれば幸いです。
入社して40年近くになりますが、台風襲来時や梅雨

の時期は停電が起きやすくなるので、一段と緊張する季
節となります。いざ停電になれば、営業部門の私は、窓
口対応の第一線としてお客さまからの申し出に当たるこ
ととなり、「早く電気をつけて！生き物が死んでしまう、
食べ物がダメになってしまう、見たいテレビが見られな
い！」など様々な申し出がありますが、懸命に復旧作業
を行っていることを説明し、協力をお願いしています。

入社当初に比べると電力設備についても自動化が
進んでおり、以前は作業員が現地へ到着してから人力
で操作を行っていましたが、現在ではシステムが判断
し、自動でスイッチを入り切りしたり、事務所からの
遠隔操作で入り切りさせることが出来るようになっ
ており、復旧時間もかなり短くなっています。
それでも、最終的な事故箇所の探索や復旧作業は

人力によるものとなります。樹木の倒壊や車両事故
に起因する場合は比較的早く事故箇所を発見するこ
とができますが、夜間での探索や台風時の作業は危
険が伴うこととなります。このような厳しい状況の
中、復旧作業を行っておりますことをご認識いただ
き、ご協力頂けると幸いです。
昔から、怖い物の例えに「地震・雷・火事・親父」

と言われますが、我々電力マンは「地震・雷・火事・
台風」となっており、最近では、「豪雨」も追加された
ような気がしています。何はともあれ、これからも電
力の安定供給に尽力していきたいと思いました。

「停電時の復旧について」を終えて
　清　　家　　敏　　満

〔会員スピーチ〕

〔内部卓話〕
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古希、数えで70歳。とうと
う赤色でなく紫色の頭巾をかぶ
り、紫色のちゃんちゃんこを着
て、お祝いされる年齢になった
のかと正直複雑な気持ちです。
私は先月末に68歳の誕生日

を迎えたところなので未熟な
私が70歳と言われても実際の

ところピンと来てません。
紫のジャケットかジーンズを穿いて、体調にも注
意して、まだまだ若さ一杯で頑張ろうと思っています。
古希は、唐の詩人　杜甫の詩の1部に由来して
いたのは存じておりましたが、そのことに関して
は、過去に古希を迎えた諸先輩方が詳しく文章を
書いていらっしゃいます。
わたくしは、いったい今年古希を迎えた人の生
年“1953年（昭和28年）”とはどんな年だったのか、
古希を迎える人たちにどんな人がいらっしゃるの
かを、簡単に書いてみたいと思います。

1953年（昭和28年）とはどんな年
・テレビの本放送始まる。（街頭テレビの人だか
り、群衆ができた。）

・伊藤絹子がミスユニバースで3位入賞。
（8頭身が流行）
・スターリンが死去
・アメリカ大統領アイゼンハワー就任
・エリザベス女王戴冠式
・吉田茂首相衆院バカヤロー解散
・映画『君の名は』大ヒット（真知子巻き）
・ソ連中国からの引き上げ再開
・奄美群島本土復帰
・エベレスト初登頂（エドモント・ヒラリー）
・朝鮮戦争休戦
・DNAの二重らせん構造発見
・ジェスチャー始まる（テレビ番組）

1953年（昭和28年生まれの人たち）
歌手：山下達郎　松平健　稲垣潤一　テレサテン

研ナオコ　小林幸子
女優：島田陽子　竹下景子　仁科明子
スポーツ選手：北の湖　落合博満　真弓明信　

ジーコ　宗兄弟
政治家：岡田克也　習近平　トニーブレア
タレント：阿川佐和子　関根勤

七十　古希
　井　　石　　正　　哉

今年の初例会で私自身全く予
期していなかった、仐寿の祝い
をして頂き、会員の皆様ありが
とうございました。つい、この
間喜寿を迎えたと思っていたの
ですが、年齢を重ねると一年一
年が加速するように早く短く感
じます。それにしても天に命を

授けられて、79歳近くまで生かされてきたのは、私
に関わって下さった皆様のお陰と感謝しています。
ところで「人の寿命は三万日」と聞いたことがあり

ますが、３月30日で79歳になる私には残された寿命
は1100日前後ということになりますが…「まだ
1100日もある」又は「もう1100日しかない」と感じ
る人も居るかもしれませんが私は日数にこだわる事
なくどうでもいいと思っています。
私は喜寿の時にも書いたように思いますが、人の

寿命は「天の命」により命を授けられた時にすでに定

められており、その間の寿命は天から保証されてい
ると思っています。
その様な自分に都合の良い考えがあった事により、
過ぎ去った79年間には、人間関係・会社関係、病気を
はじめとする個人問題など多種多難に出会ってきている
と思うのですが、苦しんだり悩んだりした事がありませ
ん。この考え方があったからこそ、どんな問題が起きて
も命まで取られる事は無いと楽天的に前向きに取り組ん
でゆけたのだと思っています。本当にお気楽人生です。
人生は「青春」「朱夏」「白秋」「玄冬」の四つに分け
ることが出来るそうです。私は今、玄冬の後半に居
るようです。天からはそろそろ生まれた場所に還る
準備をしなさいと命を受けそうです。あと何日間生
かされるかは天のみが知ることです。
終わりになりますが、「天の命」が下る日は近づいてい
るのは間違いのない事です。私は今からも変わることな
く、天地人全てのものに感謝し愛しみながら一日一日を
元気で明るく楽しく過ごしてゆきたいと思っています。

傘（仐）寿を迎えて思うこと
　村　　上　　　　　徹

− 10−



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　なし
　来訪ロータリアン　なし

誕生祝（12月）
　松尾　嘉禮君…　6日　　植村　明雄君…　7日
　小野　幸男君…10日　　田坂　忠孝君…14日
　井石　正哉君…22日　　村上　正純君…30日

出席報告… 白石（正）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
定時総会… 米谷会長
情報雑誌… 桑原情報雑誌委員長
閉　会… 米谷会長

Ｒ３.12. ２（第3356回）

開　会… 米谷会長
来客紹介… 植村親睦委員
　ゲスト　なし
　来訪ロータリアン… 伊予RC　石田美多嘉様

結婚記念祝（12月）
　秋田　華佳君…　8日　　髙橋　英吉君…　9日
　永田　光春君…17日　　武田　康宏君…24日

銀婚式記念祝
　秋田　華佳君（H８.12.８）

出席報告… 白石（正）出席委員長
定例理事会報告… 米谷会長
幹事報告� 西岡副幹事
各委員会の連絡事項
ニコニコ報告… 副SAA
全員スピーチ… 小野雄史会員
閉　会… 米谷会長

Ｒ３.12. ９（第3357回）

開　会… 米谷会長
来客紹介… 飯尾親睦委員長
　ゲスト　なし
　来訪ロータリアン　なし

出席報告… 高橋（英）出席副委員長
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
下期プログラム説明… 長岡プログラム委員長
クラブフォーラム… 神野勝太会員増強委員長
閉　会… 米谷会長

Ｒ３.12.16（第3358回）

開　会… 米谷会長
来客紹介… 井石（正）親睦副委員長
　ゲスト　なし
　来訪ロータリアン　なし

出席報告… 白石（正）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… 長岡前副SAA
会長上期回顧… 米谷会長
閉　会
会食・懇談… 飯尾親睦委員長
閉　会… 米谷会長

Ｒ３.12.23（第3359回）
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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２日  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●

池田　昭大� ��次年度のご承認をいただき、誠にありがと
うございます。幹事として、経験不足・力
不足ですが、一生懸命つとめさせて頂きま
すので、ご指導よろしくお願い致します。

永田　光春� ��チョット早いですが、今年も皆様大変お
世話に成りました。ありがとうございま
した。　感謝

高橋　正明� ��12月４日から12月10日は、人権週間で
す。世界人権宣言をしたのが12月10日
です。人権のことを年に一回は思い出し
てもらえれば。

小野　正師� ��昨日12月1日より歳末たすけあい赤い羽
根共同募金が始まりました。ご協力宜し
くお願いいたします。

伊東　省司� ��先日の830会ダービー初めて当たりまし
た。来年もいい年でありますように！！

畑田　達志� ��おかげさまで57年になりました。60周
年を目指してがんばります。今後ともお
つきあい、御指導をよろしくお願いいた
します。　“感謝”（結婚記念）

松尾　嘉禮� ��12月６日で満82歳になります。これか
らの人生で今日が一番若いので、今を楽
しく精一杯生きたいと思います。

小野　幸男� ��誕生祝をありがとうございました。これ
からも健康に気を付けます。

村上　正純� ��12月30日で満72歳、頭は忘れっぽくな
り、体力も落ちてきています。今後は家
族に迷惑をかけない様、健康に過ごして
いきたいと思います。

井石　正哉� ��もうすぐ68歳になります。今日教えても
らうまで忘れていました。もう少し現役
で頑張りたいと思っています。

植村　明雄… ……63回目の誕生日を迎えました。体はだい
ぶガタがきましたが、気力でもたせてお
ります。これからも宜しくお願い致します。

妹尾　次郎� ��（その他）
近藤　利彦… ……（その他）

開　会… 米谷会長
来客紹介… 三谷親睦委員
　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

年寿祝
　傘寿　村上　　徹君（S18.…3.30）
　古希　井石　正哉君（S28.12.22）
　還暦　小野　雄史君（S37.…3.12）

出席報告… 白石（正）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
会長年頭所感… 米谷会長
内部卓話（情報雑誌）… 桑原情報雑誌委員長
閉　会… 米谷会長

Ｒ４.１. ６（第3360回）

開　会… 鈴木副会長
来客紹介… 大場親睦委員
　ゲスト　なし
　来訪ロータリアン　なし

結婚記念祝（１月）
　三谷麻規子君…　1日　　米谷　方利君…　2日
　井上　和宏君…　6日

出席報告… 白石（正）出席委員長
定例幹事会報告� 鈴木副会長
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
内部卓話（新入社員）… 清家敏満会員
閉　会… 鈴木副会長

Ｒ４.１.13（第3361回）

− 12−



松尾　嘉禮� ��次年度の当クラブ70周年記念の実行委員
長を仰せつかりました。宜しくご協力の
程お願い致します。

小野　正師… ……70周年実行委員長を、諸事情により青野
正さんより松尾嘉禮先生へ交代致しま
す。宜しくお願いします。

嶋田　祐二… ……ヤクルトスワローズリーグ優勝とシリー
ズ優勝日本一！高津監督の采配の勝ちで
す。ヤクルトの理念の和と協力です。今
年は４月からヤクルト1000新発売も好
調です。よろしくお願いします。

小野　幸男… ……嶋田会員には、イズミ精機㈱の金型の宣
伝をしていただきありがとうございます。

米谷　方利… ……嶋田さんヤクルト1000ありがとうございます。
畑田　達志… ……ハタダの“小さなひとみ”2000年より始

めております。おかげさまで年４回から
３回の発行で81号になりました。21年
目です。皆様や新居浜市教育委員会のご
支援のおかげです。ありがとうございま
す。　“感謝”

高橋　正明… ……人権擁護委員をしている高橋です。明日
の10日で、４日から始まった人権週間も
終わります。

西本　　健… ……12月５日滝の宮CC『ゴルフ月例競技70
歳以上＆レディースの部』で、まさかま
さかの優勝でラッキーでした。最近少し
ツキ（付き）が回ってきたようです。

新谷　隆則… ……12月７日『第12回滝の宮ドリームカッ
プ』が晴天の下、無事終了。新居浜RC会
員の一部にも参加頂きました。感謝申し
上げます。

田坂　忠孝… ……四国中央レポートに顔写真が流出しまし
た。一層悪いことが出来なくなりました。

小野　雄史… ……本日卓話で弊社の製品紹介をさせていただ
きます。退屈な話ですが20分間辛抱下さい。

田坂　忠孝… ……誕生日を祝ってくれる人が、今年一気に
増えました。これからもよろしくお願い
致します。

秋田　華佳… ……昨日、父の80歳の誕生日でお祝いをし、
帰宅したところ、主人に「お花が届いた
よ」と言われ「なんで？」とまだ自分たち
の結婚記念日に気づきませんでした。が、
素敵なバラの花束を頂いて大変うれしい
ひとときとなりました。ありがとうござ
いました。

秋田　華佳… ……本日、この場で結婚のお祝いをして頂き、
銀婚式だという事を知りました。今日帰
宅し、改めて主人と銀婚式を祝いたいと
思います。重ね重ねありがとうございま
した。

永田　光春… ……おかげでなんとか生活しております。今
後ともにご指導宜しくお願いします。57
年に成ります。（結婚記念）

髙橋　英吉… ……結婚記念花ありがとうございます。まだ
現物は見ておりません。おそらく40数回
目だと思います。金婚式にはまだ少し時
間がありそうです。

武田　康宏… ……結婚21年となります。忘れないように
12月24日に籍を入れました。お花を贈っ
た事がないのでビックリすると思いま
す。ありがとうございました！

■�12月９日  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●

米谷　方利… ……本日のクラブフォーラムは70周年を70
名の会員で迎えるための意見交換です。
皆様から会員増強に向けて様々な見解を
いただきたいと思います。

長岡　一路… ……プログラム下期の説明をさせて頂きま
す。御協力よろしくお願いします。

萩尾　孝一… ……��（その他）
小野　雄史… ……��（その他）

米谷　方利… ……��半年間お世話になりました。来年もよろ
しくお願いします。

近藤　基起… ……��上半期はコロナの影響で例会やイベント
等中止になりましたが、上半期は滞りな
く幹事として終えることが出来ました。
これもひとえに皆様のご協力のおかげで
す。ありがとうございました。

小野　幸男… ……��上期例会を無事終了することができまし
た。御協力ありがとうございました。ま
た、ニコニコ箱への寄付もしていただき、
感謝申し上げます。

飯尾　泰和… ……��皆様、親睦活動にご協力頂きありがとう
ございました。寅年も宜しくお願いしま
す。良い年をお迎え下さい。

小野　雄史… ……��先日愛媛新聞のキーパーソンというコー
ナーで大きな写真と共に掲載して頂きま
した。

永田　光春… ……��バラの花、お供え、ありがとうございます。

■�12月16日  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●

■�12月23日  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
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青野　　正… ……��１月22日、75歳になります。今後共、仲
良く親しく宜しくお願いします。

三谷麻規子… ……��１月１日、18年目の結婚記念でした。元
旦に素敵なお花をいただきまして、あり
がとうございました。例年同様すっかり
記念日を忘れていました。おかげ様で、
気持ちを新たに新年を迎えることができ
ました。

井上　和弘… ……��１月６日で26回目の結婚記念日を迎えま
した。家内に聞いたところ、もう少し一
緒に居てくれるそうでしたので安心しま
した。

鈴木　誠祐… ……��本日、初めて米谷会長の代理を勤めさせ
ていただきます。よろしくお願いします。

長岡　一路… ……��清家会員には急な変更にもかかわらず快
諾くださりありがとうございます。卓話
をよろしくお願いします。

井石安比古… ……��孫がこのたび、わが母校（愛光中学）に合
格しました。はれて、会長や私の後輩と
なります。

松尾　嘉禮… ……��新居浜カントリー倶楽部　令和３年グラ
ンドマンスリー　グレートゴールドクラ
スで優勝出来ました。昨年は２等でした
ので大喜びしています。

清家　敏満… ……��本日、卓話の時間をいただきました。つた
ない話ですがどうぞお付き合い願います。

■�１月13日  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●

米谷　方利… ……��明けましておめでとうございます。下期
の運営も励みますので、よろしくお願い
します。

桑原　征一… ……��皆さま、新年あけましておめでとうござ
います。本年もどうか、よろしくお願い
します。コロナに負けないよう、頑張り
ましょう。

永田　光春… ……��静かにお正月を迎えることが出来まし
た。ありがとうございます。今年も宜し
くお願いします。

谷　　　學… ……��新年明けましておめでとうございます。
本年もよろしくご指導の程お願いします。

曽我部謙一… ……��２年間開催できなかった新年互礼会が皆
さんの協力のおかげで開催する事ができ
ました。有難うございました。

妹尾　次郎… ……��急な予定変更をお願いして申し訳ありま
せん。ピンチヒッターを快諾していただ
いた清家会員、調整して頂いた長岡プロ
グラム委員長、ありがとうございました。

村上　　徹… ……��一日一日を元気に楽しく過ごしていました
が、知らないうちに傘寿を迎えます。実際
は誕生日が来てもう79歳なのですが…。こ
れからも青春を続けて参ります。

井石　正哉… ……��古希の祝いと言われて、本人がびっくり
しています（先日68歳の誕生祝をしたば
かりなので）。

小野　雄史… ……��還暦祝をいただきました。これからも健
康に留意し、感謝の気持ちを忘れず、生
活してまいります。

米谷　方利… ……��あと一週間足らずで満70歳になります。
ずいぶん物忘れがひどくなりましたがこ
れからも励みます。

神野　勝太… ……��78回目の誕生日です。元気で楽しく過ご
していこうと思ってます。

新谷　隆則… ……��64歳になりました。まだがんばれそうです。
明星　　元… ……��（その他）
矢田　義久… ……��（その他）

■�１月６日  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
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ニコニコ寄付金

ニコニコ寄付金

１月 合計 21件   65,000円       累 計 250件  921,000円

12月 合計 34件  119,000円       累 計 229件  856,000円

2021 ー 22 年度

PHD箱寄付金報告（インターアクト委員会）
… 12月合計額… 5,808円
… １月合計額… 0円
… 2021−22年度累計額… 18,647円
…昭和57年５月13日スタート以降の累計額… 1,827,617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

11月末 64名

12月末 64名

１月末 64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
2020

新居浜ロータリークラブ　会報委員長　日　野　英　典
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　　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

7

編 集 後 記

表紙絵画提供：日野 功 画伯

編 集 後 記

　コロナウイルスの影響で例会の休会が続き、2022年令和４年になってようやく1月2月3月合併号として
会報を発刊出来るようになりました。休刊が続きましたことお理解願えたらと思います。2022年になって
から世の中では様々な事が起こってまいりました。時事通信のまとめでは以下のようになっておりました。
　＜1月＞（国内ニュース）東大前で受験生ら３人刺傷＝共通テスト会場、阪神大震災２７年、芥川賞に砂
川文次さん＝直木賞は今村さんと米澤さん、まん延防止　３４都道府県に、（海外ニュース）トンガで海底火
山噴火＝近隣国で津波発生、ブルキナファソでクーデター、（スポーツ）青学大　独走の総合Ｖ＝箱根駅伝、
体操の内村　現役引退を発表、松山　アジア勢最多タイの８勝＝米男子ゴルフ、御嶽海３度目Ｖ　大関昇
進＝大相撲初場所、＜2月＞（国内ニュース）空自Ｆ15が墜落、将棋の藤井聡太　10代初の五冠、大雪で交
通混乱＝北海道、国内感染　累計500万人超える＝新型コロナ、（海外ニュース）カナダ　緊急事態法を発動
＝コロナ対策抗議デモに対応、ロシア軍　ウクライナ侵攻、（スポーツ）日本のメダル　過去最多18＝北京
五輪、この中でも特に重大なニュースといえば1月は新型コロナウイルス感染拡大とトンガでの海底火山噴
火及び近隣国で津波発生ではないでしょうか？また2月は日本が過去最多18個のメダルを獲得した北京での
冬季オリンピックとロシアによるウクライナ侵攻ではないでしょうか？3月になってからも新型コロナウイ
ルス感染拡大とロシアによるウクライナ侵攻、そしてそれに伴っての資源高騰などの経済ニュースが連日
報道されております。また東日本大震災から11年となるが3月16日には福島県沖を震源として、震度6強を
観測する地震があり津波も観測された。
　出来事を羅列するとあまり明るい話題がないのですが、ロータリアンだからこそ、これらの問題に挑ん
で解決していかなければならない事が多くある様にも思います。特に自然災害は止めようもないとしても
国際ロータリーが掲げる活動分野の「平和への推進」は待ったなしでやらなければならない事と思います。
国際ロータリーのホームページには「平和の推進」の項目で次のようにあります。
今日、紛争、暴力、弾劾、人権侵害によって家を追われた人の数は7000万人。その半数が子どもです。こ
のような状況を、私たちは絶対に受け入れません。ロータリーは、異文化交流を通じて相互理解の心を育て、
紛争解決のスキルを備えた人材の育成を通じて平和な世界づくりを促進しています。
　平和な環境をつくるロータリー
　人道的組織として、平和はロータリーの使命の礎となるものです。私たちは、地域社会での平和構築の
ために人びとが協力すれば、その変化が世界的な影響を生むと信じています。
　ロータリー会員は、奉仕プロジェクトや平和フェロー・奨学生への支援を通じ、貧困、差別、民族間の衝突、教
育機会の欠如、リソースの不平等な配分といった紛争の根底にある問題に取り組むために行動を起こしています。
　ロータリーは、新たな課題に応えるために平和構築へのコミットメントを高めています。ロータリーが
未来にインパクトをもたらすには何ができるか、持続可能な変化を目指すロータリーのビジョン声明をど
のように実現できるか、といった課題に取り組むべく、ロータリーは「平和構築」の定義をさらに広げ、よ
り多くの人が平和構築に参加できる方法を見つけることで、団結と幅広い参画による平和という概念に基
づくアプローチを取っています。
　ロータリーは、平和が可能となる環境を築いています。
　平和の推進におけるロータリーの4つの役割…
　ロータリーとロータリー会員が担う役割：
　実践者：疾病との闘い、水と衛生、母子の健康、教育の支援、地域経済の発展といった分野でのロータリー
の活動は、平和な社会への最適な条件を作り出します。
　教育者：ロータリー平和センターは、効果的な平和の推進者となる1,300人の平和フェローを育成してき
ました。卒業したフェローは、政府、教育、国際機関などで平和分野のキャリアを築いています。…
　調停者：ロータリー会員は、ポリオの脅威にさらされた地域のすべての子どもにワクチンを投与するため、
紛争地域における人道的停戦の交渉を行ってきました。…
　提唱者：ロータリー会員は、平和構築や紛争後の復興プロセスに積極的にかかわり、重要な役割を果た
しています。
　ロシアによるウクライナ侵攻がどう終結していくのかはわかりませんが、終結後にも課題は多くでてき
ます。ロータリーとロータリアンが平和に対して掲げた使命を実行していかなければならない時にきたの
ではないでしょうか？


