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）

（青少年）

（新居浜RC担当）

（ 　　 　 　 　 　） （ 　　　　　　）

（ 　　　　　　　　）

７月 ８月 ９月

７ 
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

４
日

●     クラブフォーラム
  （増強・分類選考委員会担当）
●     情報雑誌 １

日

●   情報雑誌
●     会員スピーチ （村上 徹会員）

14
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・親睦・SAA
　  ・70周年実行委員長方針 11

日
８
日

●   内部卓話　70周年に向けて

● 内部卓話（永田光春会員）
● 会計報告（2021～2022年度）

  　（60周年関係者 神野勝太）

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

●   出席表彰
●     会員スピーチ （東田桂典会員）

● 会員スピーチ（東田桂典会員）

18
日

●   内部卓話
  　新入会員（秦 恭裕会員） 15

日

●   内部卓話
  　新入会員（谷 學会員）

●   内部卓話　新入会員（武田康宏会員）

●   クラブ協議会（18:30～） 家庭集会（18:30～）
  （職業・国際・財団・米山）

28
日

●   中学生弁論大会報告（青少年）
●   会計報告（2021～2022年度）
●   70周年タイム 25

20

17

日

●   内部卓話
  　新入会員（谷 學会員）
●   70周年タイム 22

日

●     外部卓話（人間尊重）
●     70周年タイム

29
日

●     社会奉仕功労者表彰
●     外部卓話（社会奉仕）

８

31

●   中学生弁論大会（青少年）
●   RAC第１回会長幹事会
● 市民一斉清掃

● IAC全研説明会（高松市）

　

●   今治南RC60周年（延期）

● 会員増強セミナー

祝日休会  （山の日）

（ ）

（　　　　 　　　　　
　　　　　　） （　　　　 　　　　　

　　　　　　）

（ 　　　　　　）

会員増強
 ・新クラブ結成推進月間

基本的教育と識字率向上月間
 ・ロータリーの友月間

内部卓話
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６月中の出席成績

７月中の出席成績

2021 ー 22年度

2022 ー 23年度

◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●　2022年７・８・９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

　2日 65 49 16 75.38％ 5 93.22％ 0
　9日 66 54 12 81.82％ 4 87.72％ 0

16日 66 52 14 78.79% 6 90.00％ 0

23日 68 46 22 67.65% 9 96.67％ カード1　0

　合　計 265 201 64   （　　　 0）
（カード　 1）

　平　均 66.25 50.25 16 75.91% 91.90％ （累　計 3）
（カード　17）

　　　 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 67 54 13 80.60％ 6 96.67％ 0
14日 69 56 13 81.16％ 3 85.94％ 0

21日 70 56 14 80.00% 2 93.75％ 0

28日 70 0

　合　計 206 166 40   （　　　 0）
（カード　 0）

　平　均 68.67 55.33 13.33 80.59% 92.12％ （累　計 0）
（カード　0）
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取消
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日　時：令和４年６月２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

	 持ち回り理事会報告	 幹事　近 藤 基 起

日　時：令和４年６月２日㈭…… 11:30〜
場　所：…リーガロイヤルホテル新居浜
諮問人員：15名

議題および内容
… 1）委員会編成（通常・70周年）について

… 2）次年度プログラムについて
… 3）次年度予算（通常・70周年）について
… 4）その他ついて
　　・会長方針／70周年実行委員長方針
　　・70周年実行委員会スケジュール
　　・道後RC30周年記念式典報告

	 被 選 理 事 会 報 告 	 幹事　近 藤 基 起

日　時：令和４年６月９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）2021〜2022年度…会計監査選任について
… 2）新会員の入会について
… 3）会員の退会について
… 4）会員の入会について

	 定 例 理 事 会 報 告 	 幹事　近 藤 基 起

日　時：令和４年７月14日㈭…… 11:30〜
場　所：…リーガロイヤルホテル新居浜
諮問人員：13名

議題および内容
… 1）70周年記念式典委員会より、プログラム
の承認について

… 2）70周年追加予算
… 3）70周年記念事業
… 4）今後のスケジュール

	 定 例 理 事 会 報 告 	 幹事　池 田 昭 大

日　時：令和４年６月16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

	 持ち回り理事会報告	 幹事　近 藤 基 起

日　時：令和４年６月23日㈭…… 18:00〜
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

	 持ち回り理事会報告	 幹事　近 藤 基 起

日　時：令和４年７月21日㈭…… 12:00〜
場　所：…リーガロイヤルホテル新居浜
諮問人員：14名

議題および内容
… 1）来週以降の例会予定について

	 持ち回り理事会報告	 幹事　池 田 昭 大
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８月中の出席成績2022 ー 23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

　4日 69
18日 69

25日 69

　合　計 207   （　　　  ）
（カード　  ）

　平　均 69 （累　計  ）
（カード　 ）

取消

取消

取消



昨年７月１日、３年目を迎
え変異を続けるコロナ禍の
中、第69代新居浜ロータリー
クラブ会長に就任しました。
当日は「君が代」に続き「奉仕
の理想」を全員で唱い、前年
度会長小野S.A.Aの司会のも

と粛々と例会が始まりました。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一年間何とか乗り切っ
てもらいました。本当にご苦労様でした。鈴木副
会長、近藤基起幹事、小野幸男S.A.A、丹、垂水、
両副S.A.A、そして理事をはじめとする会員の皆

様には、一年間大変お世話になりました。

「豊かな心で育てよう、仲良く楽しく奉仕の理想」

そのスローガンのもと、掲げた目標はコロナ禍
の中で新居浜ロータリークラブが実施してきた
様々な外部事業が中止、延期、縮小される中、こ
の機会にクラブ会員それぞれが心の豊かさを見つ
めなおし、何よりも仲良く交流を深めながらクラ
ブを存続していくことが、すなわち社会への奉仕
につながることであると考えました。それゆえRI
会長方針や、東ガバナーのテーマである「増やそう、
育てよう」にそって、会員拡大を大きな目標にし

会長総括回顧
2021〜2022年度会長　　米　　谷　　方　　利

米谷方利…会長より 小野正師…新会長へ
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ました。すなわち本年12月に70周年を迎えるクラ
ブにふさわしい規模「70名の会員で70周年を迎え
よう」という厳しい目標です。歴史と伝統と格式
を守りながらの組織拡大は、そう簡単ではありま
せんが、神野増強委員長を始め委員会の皆様や会
員各位の意欲によって、何とか70名を達成できそ
うです。心から感謝申し上げます。
事業の方は、厳しい環境の中でも、縮小または

リモート会議等を使って何とか開催出来ました。
７月９日に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。また、
ガバナー公式訪問が中止となりましたが、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。
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。
10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年前に購入済みの「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。
会長エレクトであり、かつ新居浜市社会福祉協議
会の小野正師会長からこれまで福祉活動に熱心に
取り組んでこられた方々に配布してもらいました。
10月28日の例会では、傾聴ボランティアグルー

プ「クローバー」代表の池田宏美様を例会にお招き
して、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。
８・９・10月は短縮例会や休会を続けておりま

したが、11月４日からはすべての例会と事業を平
常に戻しました。予約の関係で、遠足だけは延期
しました。11月11日には恒例のお茶会も実施出来、
家庭集会やクラブ協議会には多くのメンバーに参
加をいただき、久しぶりに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、会員の皆様から会員拡大につ
いて様々な貴重な意見を聞かせてもらいました。
年が明けて、コロナオミクロン株が猛威を振る
い始めたのでまたまた短縮例会、休会を余儀なく
されました。通常例会に戻すことが出来たのは、
４月５日の南クラブとの合同例会からでした。
その間、１月８日には「新居浜市小中学生科学
奨励賞発表会」に永田青少年奉仕副委員長、事務
局の小笠さんと共に参加して審査員を務めました。
２月17日に職業奉仕安藤委員長、吉村委員、日野
会報委員長と共に泉川中学校の田中利季校長先生
を訪問して職業奉仕功労者の表彰をしました。米
山奨学委員会の卓話も延期になっていましたが、
萩尾委員長の努力が実り、３月17日の例会にてグ
エン・ティ・トゥ・マイさんの「私の道」を聞くこ
とが出来ました。４月14日には例会時に、お茶の
会を開催出来ました。その時の責任者である真木
新入会員に入会を勧めたところまずまずの感触で
したので小野エレクトに勧奨のお願いをしました。
見事実りました。
そして、３年前広島に行って以来の遠足が５月
14・15日にようやく実施出来ました。夫婦参加
11組総勢40名の参加で「道後しまなみの旅」を楽
しむことが出来たことは何よりでしたね。そして
５月26日には滝の宮カントリーで、会長杯ゴルフ
コンペを開催しました。その夜の龍鳳での成績発
表懇親会は大変楽しいひと時でした。
本年度は通常の年の例会や事業活動と同時に昨
年11月から小野正師エレクトのもと松尾実行委員
長を中心に70周年実行委員会が始まりました。委
員の皆様には忙しい中大変ですが成功に向けて頑
張りましょう。
地区大会、PETS、ロータアクトトレーニング
セミナー、RYRAセミナーなどに桑原パストガバ
ナー、小野正師エレクト、新谷次期RA委員長には
参加ご苦労様でした。また５月14日は地区主催の
現・次期会長幹事会が開催され新旧の伝達を無事
に果たすことが出来ました。
以上の経過を踏まえて、本日の年度末夜間例会
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、S.A.A、副S.A.A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
とともに来るべき第70年度が新居浜ロータリーク
ラブにとって素晴らしい年になることと、会員の
皆様のご健勝と何よりも70周年事業の大成功を心
から祈念申し上げまして、総括回顧といたします。
一年間大変お世話になりました。
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本年度、Ｓ.Ａ.Ａとして、
副Ｓ.Ａ.Ａの丹会員、垂水会
員の御協力のもと、1年間、
例会運営をさせていただきま
した。
60分という、限られた時
間でのスケジュール消化でし

たが、なかなか時間配分がうまくできませんでし
た。反省しております。

しかし、会員の皆様、また、桑原ロータリー情報・
雑誌委員長さんの御協力により、無事終える事が
できました。
また、ニコニコ箱への御協力にも、感謝申し上
げます。
１年間ありがとうございました。

S.A.A活動回顧
S.A.A　小　　野　　幸　　男

　今期の新居浜ロータリーク
ラブは米谷会長のもと「豊か
な心で育てよう、仲良く楽し
く奉仕の理想」を活動方針と
して始動いたしました。
　私は幹事としてご推薦を
賜ったものの、当初は仕事と

プライベートが多忙であったこともあり言葉では
快諾いたしましたが、この大役を全うできるのか
とても不安を感じておりました。しかしながら、
米谷会長ならびに理事の皆様からのご指導ご鞭撻
のお陰で、ご迷惑をお掛けしながらも、なんとか
幹事と言う大役を務めることができたのではない
かと思っております。

　さて、改めてこの一年を振り返ってみましたが、
新型コロナウィルスの感染拡大の影響によって計
画されていた行事がことごとく中止・延期・変更
となり、コロナに振り回された異例の年度であっ
たと感じております。
　例年の年度初めであれば、幹事として短期交換
留学生の受け入れ対応に追われ、暗中模索の中で
バタバタのスタートを覚悟しなければならなかっ
たのですが、早々に受入プログラムが中止となり
ました。

　例会についても滑り出しこそ順調だったのです
が、東京五輪の開催による規制緩和の影響からか、
７月頃から感染者数が増加しはじめ、８月の例会
は休会やお弁当の持ち帰りの対応となりました。
その第５波の影響は10月頃には落ち着きを取り戻
しましたが、2022年度の年明けから再び急激に感
染が拡大し、全国の一日あたりの新規感染者数が
十万人を突破するなど、第６波の影響で例会は長
期の休会を余儀なくされました。

　国際ロータリー第2670地区の行事も例外ではご
ざいません。会員増強セミナー・クラブ研修リー
ダー育成セミナーも開催はされましたが、私たち
はリーガロイヤルホテルでのリモート対応となり、
地区大会についてもYouTube配信となりました。

　このようなことから、一年を通して私が担った
役割は僅かではございましたが、幹事として新居
浜ロータリーを俯瞰的に見ることができたことは、
ロータリアンとしての私の成長にも繋がっており
ます。
　最後に、会員の皆様、委員長、事務局の小笠さ
んの協力によって無事に幹事の仕事を終えること
ができたこと、改めて感謝申し上げます。

幹事活動回顧
　幹　事　　近　　藤　　基　　起
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職 業 奉 仕
… 職業奉仕委員　吉　村　正　明　
安藤委員長が入院加療中のため、代わりに活動

回顧致します。
本年度は、安藤賢一委員長、近藤奉文副委員長、

植村明雄委員の４名で活動してまいりました。
米谷会長の方針「豊かな心で育てよう　仲良く

楽しく奉仕の理想」のもと、職業による地域社会
への奉仕について、コロナの制限下でありました
が、皆様のご協力により、理解を深めることがで
きたと感謝しております。
上期は、住友共同電力の旧端出場水力発電所へ

職場訪問致しました。
訪問時は一般公開に向け、耐震補強の改修工事

中であり、通常であれば見学できないところを、
新居浜市役所様、三井住友建設株式会社様のご協
力により、歴史的な建造物を見学することができ
ました。
下期は、職業奉仕月間の１月に、新居浜市立泉

川中学校の校長である田中利季様を職業奉仕功労
者として、例会にお招きし、表彰する予定であり
ましたが、コロナ禍で例会にお招きすることがで
きず、米谷会長、安藤委員長の３名で、学校に訪
問の上、表彰をしてまいりました。
コロナの制限下でありましたが、皆様のご協力

により無事に活動を終えることができました。
一年間ありがとうございました。

社 会 奉 仕
… 社会奉仕委員長　西　本　　　健　
社会奉仕委員会活動は池田昭大副委員長、西岡

圭委員、清家敏満委員との計4名で行いました。
まず７/25の市民一斉清掃はコロナで中止でした。
10/28社会奉仕功労者表彰は傾聴ボランティア

グループ「クローバー」代表池田宏美様を表彰させ
て頂きました。私は不在でしたが、会報をみます
と素晴らしい活動をされている素晴らしい方を表
彰できて良かったと思いました。
10/３予定の花の種配布は今年も中止になりまし

た。花の種は前年度ロータリー財団の地区補助金で
購入済みでした。あまり長くは品質が保証できない
ということでしたので、11/16「新居浜まごころ銀

行」を通じて新居浜市社会福祉協議会に寄贈し、市
内のおよそ100の関係各団体に配布していただきま
した。花の種は3225袋ありましたので１団体あた
り多いところでは100袋でしたが、多くは20〜30
袋でした。きれいな花が咲いたか心配です。
12/21平形橋東詰歩道上での令和３年度年末の
交通安全県民運動「人の輪」に新居浜市交通安全推
進協議会加盟団体として参加しました。矢田義久
会員には寒い中、写真班として参加頂きました。
また花の種寄贈式の写真記録でもお世話になりま
した。重ねて感謝します。
12月にはカレンダーを会員に配布しました。
下期は活動がありませんでした。
来期は新しい花の種が無事配布できますように。

人 間 尊 重
… 人間尊重委員長　中　山　恵　二　
今期は礒村典秀副院長、松尾嘉禮、三谷麻規子
委員の４人で地球環境問題を取り上げて、ゴミ袋
プロジェクトとプラスチックごみ問題を外部卓話
で講演して頂く予定でした。しかし、上期、下期
共にコロナ禍の影響で例会が中止となり、活動で
きないまま一年が過ぎてしまいました。次年度の
礒村委員長に期待しております。

国 際 奉 仕
… 国際奉仕委員長　一　宮　捷　宏　
今期も前期に続き「短期交換留学」のプログラム

（20名余りのアメリカよりの受入れ、日本よりアメ
リカへの派遣）がコロナの関係で中止されました。
同時にキャンプ・メリーハート（アメリカ・身体
障がい者施設）への寄付金も派遣が中止になった
ことより実施されませんでした。
コロナも鎮静の方向にあり、来年度は実施され
る事を期待します。

Ｒ 財 団
… ロータリー財団委員長　矢　田　義　久　
今期の特別寄付は、近藤基起幹事と池田昭大会
員にお願いし、快く応じて頂きました。紙面をお
借りして、改めて感謝申し上げます。年次寄付に
つきましては予算通りの額を実施できましたが、
期初に比べ２割以上もの円安となったこの期末に
おいては、会員数の増大と相まって、既に確定し
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ている来年度の寄付予算額も変更を余儀なくされ
るのではないかと危惧しております。
奉仕の理想を実現するための財源を募るのが財
団委員会の主な使命と心得ていますが、地区に降
ろされる（返還される）金額が年々減少傾向にあ
るのは気になるところであります。社会奉仕の根
幹的対象が、地域杜会であるならば、地区に降ろ
される（返還される）地区からの寄付額は、本来
もう少し増やすべきなのではないかと、考えてし
まいます。
『親睦』か『奉仕』かの議論は、ロータリアンの
中でも未だに結論を見出せませんが、会員からの
寄付を募った結果である財団については、その運
用方法の決定過程から投資運用や補助金交付事業
についてまで、ロータリアン自身がもう少し関心
を持って見定めることが必要ではないかと、１年
の活動を経て考えるに至りました。
最後になりましたが、会員の皆様には当委員会
活動にご協力頂き、本当に有難うございました、
心より感謝申し上げます。

米 山 奨 学
… 委員長　萩　尾　孝　一　
米山奨学委員会活動に対して１年間ご協力あり
がとうございました。
本年度は、村上正純副委員長と曽我部委員の３名
で活動してまいりましたが、新型コロナにより行動
制限がかかり思うような活動ができませんでした。
本年度米山奨学委員会の寄付については会員の
皆様には快諾していただき感謝申し上げますとと
もに、今後とも会員の皆様にはご協力よろしくお
願い申し上げます。
奨学生の卓話については、コロナ禍においてス
ケジュールの調整が上手くいかず二転三転しまし
たが、やっと今年になって実施することができま
した。奨学生の人選についてもいろいろあり最終
的にはベトナム人女性のグエン・ティ・トゥ・マ
イさんに決まり無事クラブの例会において卓話を
していただきました。
これからも奨学生には各クラブが協力して日本
で学問を学び、そして日本の本質を学んでもらって、
日本の良さを世界中に発信していただければ、日本
のためまたロータリアンのためになると思います。
今年度も、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
が、早くコロナが終息することを祈っております。

青少年奉仕
… 青少年奉仕委員長　村　上　　　徹　
コロナ猛威の真っ只中、確実に実行出来るかどう
かの不安を抱えながら永田副委員長、田尾委員と共
に例年通り計画を立て出航しました。
上期第一の計画である新居浜市中学生弁論大会は
12校の代表者により７月９日に２年ぶりに実行さ
れ、順調に出航したかと思われましたが、第二計画
の発表会、第三計画のえひめ学園運動会はコロナに
より中止となりました。
下期については第四計画の新居浜市小中学生科学
奨励賞は米谷会長、永田副委員長の参加のもと実行
されたものの、その発表会及び春は子供天国、当委
員の外部卓話についてもコロナにより中止となりま
した。また当委員会の最も力を入れているライラセ
ミナーについては５月26日〜29日に小豆島で開催
されることになり当クラブから２名を選抜し参加い
たしましたが、５月27日に当地でコロナ発症者が出
たことによりこれも中止となりました。
以上のように当委員会はコロナに振り回され十分
な活動が出来ず非常に悔いが残る一年でした。

ローターアクト
… ローターアクト委員長　小　野　雄　史　
本年度のローターアクト委員会は例年開催され
ております、クラブ協議会や連絡協議会、地区大会、
そして国領祭が行われる予定でしたが、次々と変
異し感染力を増すコロナウイルスにより、全ての
行事がリモート開催や中止となってしまい一度も
参加することができない残念な一年となりました。
私自身もローターアクトクラブの若い学生の方と
交流し国領祭では恒例の焼き鳥を焼く、売る、買
う事を、大いに楽しみたかったのですが出来なかっ
た事が心残りです。来年はすべての行事が開催さ
れるよう願っております。

インターアクト
… インターアクト委員長　東　田　桂　典　
本年度も、コロナ禍という事でほとんどの予定
が中止もしくはリモート開催となりました。そん
な中、新居浜西高インターアクトクラブより活動
報告をいただいたので掲載させていただきます。
年次大会はリモート開催となり、各校で活動内容
を盛り込んだビデオを作成し、それを編集したもの
をYouTubeにアップする。活動としては河川敷の
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清掃を実施。SDGsの17項目を選びそれを題材とし
たカルタを作成。ふり仮名をふったりクイズ形式に
したりと小学生向けに作られており、それを市内の
小中学校などへ寄贈されたという事です。

クラブ奉仕
… クラブ奉仕委員長　佐々木　世　希　
今年度のクラブ奉仕委員会は、垂水辰仁副委員

長、谷委員の３名で担当致しました。
クラブ奉仕委員会の役割は、クラブ奉仕関連７

委員会の調整役だと思います。
現在まで、７委員会それぞれに問題なく活動さ

れていますので、特にクラブ奉仕委員会としての
活動はありませんでした。

プログラム
… プログラム委員会委員長　長　岡　一　路　
新年度が始まって間もなく、加藤友久委員長が

退会されましたので、心構えも整わない中でスター
トしてしまいました。しかもコロナで例会が休会
となり、予定していた会員のスピーチや新入会員
の卓話も予定変更が重なりました。幸いしたのは
例年行われていた大きな活動も休止する事が多
かったので、プログラムに空白が増えていたので
差し替え自体は頭を抱えるほど悩んだということ
はあまりなかったように思います。
スピーチの変更については、予定していた皆様

が快く応じてくださり、ご協力いただけたことは
大変感謝しております。おかげをもちまして、な
んとかやりくりしながら１年間を無事に終えるこ
とが出来ました。副委員長に田坂忠孝会員に就任
していただいて共に活動をしていただきましたが、
変更の事で手一杯で相談をしている余裕がなく、
独断で進めてしまったことが反省として残りまし
たので来期は委員会内での情報交換にも配慮した
いと思います。皆様のご協力ありがとうございま
した。

出 席
… 出席委員長　白　石　正　一　
本年度の出席委員会は私と髙橋英吉副委員長、

高橋正明会員の３人で活動をしてまいりました。
当委員会は各種行事への積極的な参加をお願い

することが重要な委員会です。今年は新型コロナ
ウイルスの影響で他クラブの休会や当クラブの家

庭集会、クラブ協議会等の中止でメーキャップが
非常に困難にしました。その条件の中で修正出席
率100％が11月の例会で一度だけありました。
これもひとえに会員皆様のロータリーに対する
熱意の賜物と思っています。
一年間ご協力本当にありがとうございました。

会 員 増 強
… 増強会員委員長　神　野　勝　太　
今期一年間、畑田・越智の両氏と３名で活動し
てきました。
期首に米谷会長より会長方針として「来期　当
クラブは70周年を迎えるので、70周年を70名の
会員で迎えよう」との大きな目標を当委員会に与
えていただきました。
期首に転勤で２名の方の退会があり、60名のス
タートで10名も誘わねばと、思わず弱気になりま
したが、会員の皆様方外多くの方からの推薦があ
り、一人ひとりそれぞれ担当を決めて当たってい
きました。残念ながら女性会員や若い会員の入会
には至りませんでしたが、なんとか70名の会員の
目途が立ち、やれやれとの思いです。
皆様、いろいろ本当にお世話になりました。

分類・選考
… 分類・選考委員会副委員長　松　田　哲　雄　
今年度米谷会長の70周年を70名の会員でという
目標設定に対して会員各位並びに会員増強委員会
のご努力によりほぼ目標を達成出来ました。
分類選考委員会は推薦された候補者を人格、職
業上および社会的地位などを適正に調査し、定款
の規定に従いそれぞれの事業や専門分野により適
切な職業分類をいたすことができました。

  広報（ＩＴ）
… 広報（ＩＴ）委員長　井　石　安比古　
本年度の広報・IT委員会は、委員長の久米さんが
転勤されたため私が急遽委員長となり、近藤利彦会
員と２人で運営して参りました。本年度の米谷会長
の運営方針「豊かな心で育てよう、仲良く楽しく
奉仕の理想」に則り、新居浜ロータリークラブの
公式ホームページの運営と一般市民へのロータ
リー活動の『広報』に努力して参りました。ホーム
ページの運営に関しましては、前委員長の藤本委
員長が、立派なホームページを完成させてくださっ
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ていましたので事務局の小笠さんのご努力もあり
健全に運用することが出来ました。
しかし広報活動に関しましては、『コロナ禍の持
続』という災いにより、ほとんどの行事が中止と
いった状況となり、上期の活動はほぼ皆無。下期に、
最後の唯一の行事として、『RYLAセミナー』の取
材を愛媛新聞の神田会員にお願いし、いま一歩の
所まで報道に成功出来そうでしたが、初日に会員
がコロナを発症してしまいセミナーは急遽中止と
なってしまいました。神田会員本当にご苦労様で
した。ご尽力ありがとうございました。と言うこ
とで、本年度の広報・IT委員会はほとんど何も出
来ませんでしたが、来年度は、『WITHコロナ』で
なんとか成果を上げることが出来る様期待してお
ります。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！

Ｒ情報・雑誌
… 情報雑誌委員長　桑　原　征　一　
2021年〜22年度、当委員会は、私桑原と妻鳥
孝行会員と２名で活動いたしました。
当委員会の役割は、ロータリーの最新情報を会
員にお伝えし、また雑誌「ロータリーの友」をご紹
介し、もってロータリーへの理解を深め、クラブ
を活性化することだと思います。
また、親睦委員会との共催で、新入会員の歓迎会
を開催し、クラブの融和に努めることだと思います。
例会の貴重な時間を活用し、ロータリー情報は
何とかお伝えすることが出来たかなと思いますが、
雑誌情報は充分ではなかったと反省いたしており
ます。
皆様のご協力に感謝申しあげ、回顧といたします。

会 報
… 会報委員長　日　野　英　典　
本年度の新居浜ロータリークラブ会報委員会は
平喜彦副委員長、井上和弘委員の３名で担当させ
ていただきましたが、平委員が転勤となったため
その後は東田会員の助けを借りながら二人体制で
委員会活動を行いました。米谷方利クラブ会長の
「豊かな心で育てよう、仲良く楽しく奉仕の理想」
の方針が円滑に進むよう例会での活動状況や会員
スピーチ、会員の状況などコロナ下で活動が制限
されている中においても会員間のコミュニケー
ションが図れるような会報作りを心掛けましたが、
コロナには勝てず計３回の休刊を余儀なくされま

した。そんな中本年度は会報の最後のページの編
集後記を会報委員全員が一度は書くという試みを
させていただきましたがお気づきになりましたで
しょうか？
会員の皆様方が原稿依頼に快く協力してくれた
お陰で会報原稿は事欠きませんでした。そして東田
会員には本年度も変わらないご指導ご協力をあり
がとうございました。また本年度の表紙絵は「日
野功」の絵画を掲載させて頂きましたが、いかが
でしたでしょうか？
至らぬところも多々あろうかと思いますが、本
年度の会報委員会活動へのご協力深く感謝申し上
げます。ありがとうございました。

親 睦 活 動
… 親睦活動委員長　飯　尾　泰　和　
皆さん、こんにちは。親睦活動委員長を務めさ
せていただきました飯尾でございます。
米谷会長の「豊かな心を育てよう　仲よく楽し
く奉仕の精神」の方針に基づき、井石副委員長・
大場委員そして新たに入会された会員の皆様とと
もに活動を行いました。
恒例行事であります、誕生祝・結婚記念祝・年
寿祝については、事務局のそつない対応により執
行することができました。
上期の行事でありました秋の遠足・会長杯コン
ペについては、変異するコロナ感染症に振り回さ
れ、遠足は延期そして会長杯コンペは実施できた
ものの懇親会は中止となり、残念ながら表彰式は
例会での実施となりました。
下期に入るとワクチン接種等によりコロナ感染
症も落ち着き、更に米谷会長の「何が何でも遠足
は！！」との熱い想いの下、５月には２年半ぶりに
「道後温泉としまなみの旅」を実施することができ
ました。参加者の心配をしておりましたが、11組
のご家族と18名の会員さん総勢40名の方々の申し
込みを頂き、至福の食事や１年でも稀にみる７ノッ
トの大潮流を観ることができ、大いに楽しみました。
また、会長杯コンペ後の表彰式も盛大に執り行
うことができ、我がロータリークラブが主催する
４地区ゴルフも、４組16名の参加で楽しくプレー
しました。
そして桑原情報・雑誌委員長のご協力により「新
入会員との集い」も上期・下期とも笑顔で実施す
ることができました。
結びになりますが、入会後早々にコロナ禍に突
入、親睦活動は襷を掛けて明るく出迎えることか
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なと思っておりました。手探りの親睦活動であり
ましたが、会員の皆様のご協力・ご支援により「仲
よく楽しく」できたのかなと胸をなでおろしてお
ります。本当に米谷会長・西岡前親睦委員長・親

睦委員・会員の皆様そして事務局の小笠さんのご
協力・ご支援に御礼申し上げます。ありがとうご
ざいました。

感謝！感謝！感謝！

70周年に向けて
新居浜ロータリークラブ会長　小　　野　　正　　師

８月の例会がコロナ禍第７
波のため休会となり、ご迷惑
をお掛けしました。
しかし、三役会と理事会（実
行委員会）はしっかり行い、
予定通り準備は順調に進んで
おりますのでご安心ください。

特に、記念事業は時計台の設置場所が９月５日にほ
ぼ決定しました。何と、JR新居浜駅コンコース内
の中心、一番目立つところです。当初の案では、中
央公園・滝宮公園・あかがねミュージアム・駅前広
場等、少しでもロータリー記念事業として市民の皆
さんの目に付き、宣伝にもなればと調べておりまし
た。それが、小野幸男記念事業委員長の執念が石川
市長を動かし、新居浜駅長も何とか本部の了解を取
り付けてくれました。12月12日㈪10時から除幕式
を行う予定です。

また、佐々木記念式典委員長と吉田祝宴委員長も
委員会を強引かつ緻密にまとめつつ、しっかり準備
が進んでおります。伊東記念誌委員長もねじり鉢巻
きで、小野雄史会場委員長もさらりと要所を締めて
呈茶席等をまとめています。そして、西岡総務委員
長が大胆にして細心な差配をしてくれています。何
と言っても、事務局小笠さんと池田幹事のコンビの
前準備とフォローが秀逸です。
10月11月には大枠が決定しますので、第４例会
の70周年タイムの中で進捗状況を松尾実行委員長
と萩尾・高橋副実行委員長から逐次説明をさせて頂
きます。会員の皆様に事前の情報共有をしてもらい
ながら、12月17日㈯には、奥様方とご一緒に祝い
の盃を高らかに掲げたいと思っています。
今年いっぱい、全会員のご協力ご支援を宜しくお
願い致します。

新居浜ロータリー創立70周年記念実行委員会
新居浜ロータリークラブ
創立70周年記念実行委員会　委員長　松　　尾　　嘉　　禮

今年12月17日は当クラブ創
立70周年記念日となります。
私は、図らずも70周年記念
実行委員長を昨年末拝命いた
しました。クラブ一の高齢会
員に何ほどの事ができるかわ
かりませんが、会員の皆様の

ご協力により何とか心に残る70周年記念にいたし
たいと存じます。よろしくご鞭撻のほどお願いい
たします。
今年の年初は、新型コロナの第６波の感染拡大

期に当たり、記念講演会の準備ができる状況には
なく、不確定要素が多く講演会１年前には講師・
会場の決定ができませんでした。そのため今回の
記念行事は、市民に役立つ・広くロータリークラ

ブの広報になる、記念の品を考えることといたし
ました。
当市にロータリークラブが出来て70年ですが
市民の皆様への知名度は残念ですが大いに浸透し
ているとは言い難いところです。会員増強の面か
らも知名度の向上を期待できる何かを考えたいも
のです。
元来ロータリークラブは表立ったパフォーマン
スは避けて、人知れず善行をすることが良いのだ
と習いましたが、昨今の国際ロータリーの方針は
異なっているように思います。時代の流れに乗る
必要も有ると思います。
80周年に向けて恩送りできる「70周年記念会」
にできますよう、皆様のご支援とご協力を切にお
願いいたします。
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	 赤い大地とキリマンジャロ登山	 ―６月14日出発―

　永　　田　　光　　春

３年前、ロータリー国際大会がドイツであり、
参加をいたしました。同じテーブルで偶然、船橋
南ロータリークラブ　田中一邦氏とご一緒になり、
キリマンジャロ登山で4,700メートルでリタイア
して、再度挑戦する話を聞いて、私も手を上げ一
緒に行く事になりました。
新居浜市の守谷健治君もお誘いして、新居浜市
から２人参加させていただきました。
守谷君は糖尿病で、インシュリンを打ち、薬も
飲んでいます。しかし、「あと少ししか残っていな
い人生、動けるときに動く」と、彼の行動力と職
業の漬物作りの執念。彼は、常に仕事の事を考え

ています。この職業奉仕の考え方は、我々中小企
業のお手本の男です。だから70年も続いてなお、
東京にも進出して発展をしているのでしょう。私

金婚式を迎えて
　安　藤　賢　一　令夫人

振り返れば、アッとの間の50年のように思います。
一生銀行員の妻として過ごして行くと思っていまし
たが、結婚４年目で転勤があり徳島へ行き、４ヶ月で
新居浜に帰りました。それからは自分の仕事をみつけ
て、現在の会社を40年続け、今年息子に引継ぐこと
が出来、主人ともども安堵している今日この頃です。
私はなんの手助けもできていませんが、子供の事、
家の事はできるだけ主人に迷惑をかけないようにと
思い、と言いながら主人と二人でその時その時を過
ごしてまいりました。

二人の子供も現在はそれぞれ子供達が大学・高校・
中学・小学生となり忙しく、毎日を送っているよう
です。私達じいじ・ばあばは、時々孫の顔が見える
事が大変うれしく生きがいになっています。
ここまで無事にこれましたのも、公私共に色々な
皆様にささえられての事と熱く心に刻んでまいりた
いと思って居ります。
これからもロータリーの皆様よろしくお導き頂
けますようお願い申し上げます。

70周年に向けて
神　　野　　勝　　太

70周年に向けて、60周年
の時の実行委員長だった私に
何か話をして欲しいとの依頼
が来てから、コロナの影響で
何回も例会が中止になり、多
くの行事、報告等を残した中
での例会指名となりました。

60周年の時の記念事業と、過去３回、30年・
40年・50周年の記録や資料を元に、与えられた時
間内に話をしようと思いました。
過去の３回の記念行事は、その時の委員長さん
達が中心となって、素晴らしい事業となっている
との印象を持ちました。
特に、50周年の時の記念講演は、満員の聴衆で埋

まった文化センターで、当時人気のNHKの国井アナ
ウンサーの話に聴衆も感激したとの記憶があります。
我々の60周年も過去の周年事業と同様に、１.記念
講演会、２.記念品贈呈、３.記念寄付をすることにし、
実行しました。
何といっても記念講演会に最も多くの課題を感
じ、時間をかけて議論を行った記憶があります。
これらの事を踏まえて70周年ですが、今までの
周年行事と異なり、全く条件が違った中での行事
ですので、松尾実行委員長、小野会長達が中心に
なって、される方々は大変だと思いますが、知恵
を出してやってくれるものと思っております。
私としては、市民の記憶に残るような事を何か
ひとつでも入れてほしいなとの思いがあります。

◆ 内部卓話 ◆
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には、到底真似できるものではないです。
守谷君は頂上の挑戦の６月19日は（16時間歩く

日）、頂上を目前に空気の薄さと寒さで急速に体調
が悪化しました。酒酔い状態です。平衡感覚は無く、
腰が抜けた状態でした。私は状況をみてガイドに、
これは事故になったら大変だし、下山する旨を伝
えたが日本語が通じないし、後、数百メートルで
頂上とわかっているので、三歩進み二歩下がりの
状態で登りました。よく頑張ったと思います。
頂上近くは、大きな石の中を避けながら登りま

す。私も一瞬仰向けに倒れましたが、運良く頭を
打たず助かりました。転倒する瞬間はフワッとな
り気持ちが良かったです。思考力はなく、只々足
を動かすだけでした。

気分は悪くなる一方で呼吸法を思い出し、血液
中酸素の濃度を下げないよう呼吸をしました。気
分は悪かったですが、今回は呼吸法で最後まで登
れました。守谷君もガイドに案内され登ってきま
した。相変わらず声は深酒酔い状態だが、成功の
喜びで声は上ずっていました。
田中一邦氏は息も絶え絶えで登り、それでも尺

八を出し“荒城の月”を吹きました。最初は音が出
ませんでしたが、次第に音となりだしました。本
人は意識も朦朧としているのに執念で吹いており、
私は頼まれた動画を撮りました。音は次第に朗々
と流れました。地球平和の祈りを込めて…。

赤い大地には、マサイ族が生活しています。キ
リマンジャロの麓で、昔からのライフスタイルを
変えないで生活している人々です。
マサイ族（ケニア・タンザニア）はマー語を話す
遊牧民族。ジャンプする踊りが有名で、誰よりも
高く跳ぶ者に敬意を払います。
牛糞と泥をこねて作った家をサークル状に配置
して、外側をさらにイガイガの木で作られた柵で
囲みます。夜になると家畜をこのサークルの内側
に入れて、猛獣などの外敵から家畜を守ります。
マサイ族は一夫多妻制で、男は猛獣退治や牛の
放牧以外の労働はしません。普通の仕事は全て、
女や子供が行います。
主食はウガリ、牛乳と牛の生血。牛乳をギブユ
と言う瓢箪に入れて作った原始的なヨーグルトで
す。魚食は全くせず、野菜を食べる事も少ないです。

入会挨拶
　田　　川　　　　　稔

新居浜ロータリークラブの
皆様、こんにちは。三井住友建
設四国支店の田川稔と申しま
す。よろしくお願いいたします。
簡単に自己紹介させていた
だきますと、私の出身は広島
県広島市でして、高校卒業ま

で広島で暮らしておりました（大のカープファン
です）。九州大学に進学し大学生活を福岡で過ごし
た後、旧住友建設に入社しました。入社後はほぼ、
東京支店の建築工事現場で、いわゆる現場監督を
してきましたが、晴海にある東京五輪選手村の近
くで、52階建てツインタワービルの工事を作業所
長として担当したのを最後に支店内での勤務とな
りました。
２年前に本店へ異動したのですが、同じビルの

中での異動でしたので、本格的な転勤は今回の四

国支店への赴任が初めてとなります。プライベー
トでも新居浜には来た事がありませんでしたので、
こちらに来るまでは不安もあったのですが、瀬戸
内海に面する広島で生まれ育った事もあり、瀬戸
内の雰囲気や食べ物、皆さんが話す言葉やイント
ネーションなど、どことなく懐かしく感じられる
こともあり、大変親しみやすく住みよい処だと安
心いたしました。環境にも恵まれていますので、
ゴルフ等も楽しめればと思っています。
４月に赴任したばかりで、まだまだ不慣れなと
ころが多くありますし、ロータリークラブ活動も
初めてですので、皆様にご迷惑をお掛けすること
もあるかと思います、ご指導ご鞭撻のほど、よろ
しくお願いいたします。
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開　会… 鈴木副会長
来客紹介… 谷親睦委員
　ゲスト　宮崎　善博様（宮崎木材株式会社　代表取締役）
　　　　　RI第2670地区愛媛第Ⅰ分区
　　　　　　佐々木善康様（ガバナー補佐）
　　　　　　佐々木敬史様（次年度ガバナー補佐）
　来訪ロータリアン　なし

出席報告… 白石出席委員長
持ち回り理事会報告… 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
ガバナー補佐交代挨拶… 佐々木善康様・佐々木敬史様
次年度プログラム説明… 長岡次年度プログラム委員長
次年度予算説明… 妻鳥次年度会計
情報雑誌… 桑原情報雑誌委員長
閉　会… 鈴木副会長

Ｒ４. ６.16（第3381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

会員入会
　紹　　介… 鈴木　誠祐会員　神野　勝太会員
　入会挨拶… 田川　　稔会員　宮崎　善博会員
　歓迎の辞（バッジ進呈）… 米谷会長
会長活動回顧・総括… 米谷会長

Ｒ４. ６.23（第3382回）

開　会… 米谷会長
来客紹介… 植村親睦委員
　ゲスト　田川　　稔様（三井住友建設株式会社　四国支店長）
　　　　　真木　正広様（株式会社に志まき呉服店　代表取締役）
　来訪ロータリアン　なし

誕生祝（６月）
　　東田　桂典君…18日

出席報告… 白石出席委員長

持ち回り理事会報告… 米谷会長
被選理事会報告… 小野（正）会長エレクト
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
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）
閉　会… 米谷会長

Ｒ４. ６. ２（第3379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　なし

結婚記念祝（６月）
　　神田未知生君…… 8日　　秦　　恭裕君…… 9日
　　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… 白石出席委員長
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
下期トランクルーム借用御礼… 米谷会長
　　（青野　　正会員）

会員入会　紹　　介… 小野（正）会員
　　　　　入会挨拶… 真木　正広会員
　　　　　歓迎の辞（バッジ進呈）… 米谷会長

委員会活動回顧〔Ⅱ〕
　（社会・財団・クラブ奉仕・プログラム・出席・
　…増強・分類・広報・情報・会報・親睦）
閉　会… 米谷会長

Ｒ４. ６. ９（第3380回）



− 15−

幹事感想… 近藤（基）幹事
SAA感想… 小野（幸）SAA
例会閉会… 米谷会長

槌の伝達（小野正師新会長へ）… 米谷会長

小野幸男会員叙勲受章記念祝賀会… 井石（正）親睦副委員長
新谷隆則会員送別会… 井石（正）親睦副委員長

閉　会… 米谷会長

開　会… 小野正師会長
来客紹介… 吉田親睦委員長
　ゲスト　
　　小野　省三様（小野省三・小野周平土地家屋調査士事務所…所長）
　　田邊　　崇様（三井住友海上火災保険株式会社…四国西支店…新居浜支社長）

　　山田　昌義様（河之北開発株式会社…代表取締役社長）
　来訪ロータリアン　なし

誕生祝（７月）
　　井上　和弘君…… 3日　　明星　　元君…11日
　　佐々木世希君…13日　　桑原　征一君…14日
　　畑田　達志君…23日　　西岡　　圭君…24日
　　安藤　賢一君…31日

出席報告… 東田出席委員長
幹事報告 池田幹事
各委員会の連絡事項
ニコニコ報告… 副SAA
会長運営方針… 小野正師会長
委員会活動方針〔Ⅰ〕
　（職業・社会・国際・米山・青少年・プログラム・
　…出席・増強・SAA）
情報雑誌… 桑原情報雑誌委員長
閉　会… 小野正師会長

Ｒ４. ７. ７（第3383回）

開　会… 小野正師会長
来客紹介… 田坂親睦委員
　ゲスト　なし
　来訪ロータリアン　なし

結婚記念祝（７月）
　　高橋　正明君…30日　　徳久　晴彦君…30日
銀婚式記念祝（５月）
　　吉村　正明君（H9.5.5）

出席報告… 東田出席委員長
定例理事会報告… 小野正師会長
幹事報告 池田幹事

各委員会の連絡事項
ニコニコ報告… 副SAA

会員入会
　紹　　介… 神野　勝太会員　大場　浩正会員
　入会挨拶… 小野　省三会員　田邊　　崇会員
　歓迎の辞（バッジ贈呈）… 小野正師会長

委員会活動方針〔Ⅱ〕
　（財団・RA・IA・クラブ奉仕・分類・広報・会報・
　…親睦）
70周年実行委員長方針… 松尾70周年実行委員長
閉　会… 小野正師会長

Ｒ４. ７.14（第3384回）

開　会… 小野正師会長
来客紹介… 三谷親睦副委員長
　ゲスト　なし
　来訪ロータリアン　なし

出席報告… 東田出席委員長
持ち回り理事会報告… 小野正師会長
幹事報告 池田幹事

各委員会の連絡事項
ニコニコ報告… 副SAA

出席表彰… 米谷直前会長
… 白石直前出席委員長
会員入会　紹　　介… 大場　浩正会員
　　　　　入会挨拶… 山田　昌義会員
　　　　　歓迎の辞（バッジ贈呈）… 小野正師会長

閉　会… 小野正師会長

Ｒ４. ７.21（第3385回）
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■ ６月２日		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
吉村　正明   職業奉仕委員長の安藤会員になりかわり

ましてニコニコさせて頂きます。

中山　恵二   人間尊重委員会ですが、コロナの影響で
２回の外部卓話は全て流れてしまいまし

た。次年度に期待しております。

一宮　捷宏   本年は国際奉仕委員長を拝命しました
が、コロナにより全てのプログラムが中

止になり貢献できませんでした。

萩尾　孝一   無事米山委員長を１年間全うできまし
た。ありがとうございました。

村上　　徹   青少年委員長としてあと１ヶ月となりま
した。御協力ありがとうございました。

今日回顧させていただきます。

小野　雄史   ローターアクトクラブは、コロナウイル
スの影響で何も出来ませんでしたが報告

させていただきます。

東田　桂典   インターアクトクラブ活動回顧させてい
ただきます。

鈴木　誠祐   田川さん、よくいらっしゃいました。
高橋　正明   田川三井住友建設四国支店長、入会おめ

でとうございます。

小野　雄史   ５月26日…会長杯コンペが小雨の中行わ
れました。ハンディーホールと同伴者に

も恵まれ、念願の初優勝させていただき

ました。

青野　　正   長期欠席をいたしました。今月から例会
出席させて頂きます。よろしくお願いい

たします。

米谷　方利   大変大事な「君が代」を忘れてました。申
し訳ありませんでした。

東田　桂典   誕生祝ありがとうございます。ついに６月
生まれは一人となってしまいました。次の

新入会員は６月生まれをお願いします。

村上　正純   ５／29…結婚記念日でした。花が届きま
したが、家内からアナタが生けたらと言

われました。41回目で中途半端でしたが、

久しぶりに二人でフランス料理に行きま

した。ワインを飲みたかったのですが、

飲ませてくれませんでした。これからは

家内に言われた通り生活しようと思って

います。

（敬称略）

■ ６月９日		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
西本　　健   社会奉仕委員会活動報告させていただき

ます。委員会メンバーの皆様他お世話に

なりました。

佐々木世希   クラブ奉仕委員会、一年間ありがとうご
ざいました。

長岡　一路   変更続きで皆様にはご迷惑をかけました
が、何とか終了しました。御協力をあり

がとうございました。（プログラム委員長）

白石　正一   出席委員会の白石です。会員の皆様１年
間お世話になりました！

神野　勝太   会員増強委員会、一年間お世話になりま
した。どうやら目標に到達しそうです（会

員目標の70名に）。

畑田　達志   神野勝太増強委員長、70名達成誠におめ
でとうございます。委員の一人としてあ

りがとうございました。

松田　哲雄   分類選考委員長無事終了。
青野　　正   松田会員、分類選考委員長おつかれ様で

した。ありがとうございました。

桑原　征一   情報雑誌委員会、１年間お世話になりま
した。お礼申しあげます。

飯尾　泰和   コロナ禍の中、会長方針「仲良く楽しく
奉仕の理想」を実践すべく親睦活動を行

いました。皆様のご支援・ご協力に感謝

感謝！

日野　英典   会報委員会の日野です。一年間無事に会
報を発刊することができました。会員の

皆様のご協力に感謝、そして東田会員に

感謝。ありがとうございました。

神田未知生   結婚20年になります。今度松山に帰省し
たときに「僕たちも20年だね」と言える

かどうか。中学・高校の同級生なので、

なおさら恥ずかしい。

秦　　恭裕   お花が松山の家に届いたとの連絡があり
ました。ありがとうございました。今日

が結婚記念日だというのを失念しており

ました。嫁に感謝を伝えるために今日松

山に帰りたいと思います。（32回目の記念

日になります。）

小野　正師   43回目のはずですが、今回より記念日に
は二人の写真を撮って食事に行くと先日約

束しました。それは明日です。（結婚記念）
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長田伸一郎   今年で36回目の結婚記念日を迎えます。
その内18年が単身赴任ですが、何とかも

ちこたえています。これからも頑張ります。

鈴木　誠祐   お祝いありがとうございます。昨年から
妻と山登りを始め、仲良くしています。

（結婚記念）

米谷　方利   目標でありました会員数70名が達成でき
ました。本日の入会届を加えて70名です。

会員の皆様のご協力に感謝します。

永田　光春   新居浜ロータリークラブ会員70名達成お
めでとうございます。すばらしい！！

大場　浩正   三井住友建設の田辺支社長が入会される
ことになり、70名の会員目標に少し貢献

できて良かったです。

青野　　正   真木さん、ようこそロータリーへ。楽し
くやりましょう。

桑原　征一   新入会員を歓迎します。今後共よろしく
お願いします。

小野　正師   真木正広さん、本日のご入会おめでとう
ございます。ロータリーでの飲み会を楽

しみにしております。

米谷　方利   真木正広会員の入会おめでとうございま
す。ロータリーライフを楽しんで下さい。

畑田　達志   ユニクロ四国外の60店舗で感謝祭のプレ
ゼント用として“御栗タルト”が採用され

ました。いつもご支援いただきありがと

うございます。皆様のおかげです。（感謝）

矢田　義久   愛媛新聞朝刊に『五色そうめん』の広告を
出させていただきました。1722年の６

月９日、松山藩主が参勤交代で持ち帰っ

た「五色そうめん」を将軍様に献上してい

る様子です。裃はウクライナカラー、将

軍様は松健サンバ風の吉宗となっており

ます。

長田伸一郎   ６／２の例会、直前にキャンセルさせて
頂きました。すみませんでした。（その他）

近藤　基起   仕事の関係で早退させていただきます。
（その他）

■ ６月16日		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
吉田　達哉   ３年ぶりにユネスコ寄席を７月16日㈯

14：00〜文化センター中ホールで開催

します。ご夫婦で楽しいひと時をお過ご

しいただけると嬉しいです。

青野　　正   ユネスコ寄席よろしくお願いします。
嶋田　祐二   ヤクルト創業者である義母が先月末逝去

致しました。代は変りましたがご厚情に

感謝致します。

矢田　義久   ６月19日、「KinKi…Kids」とのCM撮りが
東京で行われます。当初、立会う予定で

したが、同日に『公共イメージ向上委員

会』が地区ロータリーによりキックオフ

オフミーティングが開催される事が決ま

りました。おかげでKinKi…Kidsには会え

ず残念！私の中では同委員会は向上せ

ず、イメージ下降するのみです。

小野　正師   今年から、私の家のとなりの小川に蛍が
飛び始めました。夜８〜９時の間観に来

て下さい。ビールを用意してお待ちして

います。

田尾　章典   （その他）

鈴木　誠祐   本日、二度目の会長代行をさせていただ
きます。よろしくお願いします。

鈴木　誠祐   佐々木善康様、佐々木敬史様ようこそ。
桑原　征一   新旧お二人のガバナー補佐の来訪を歓迎

申し上げます。佐々木善康ガバナー補佐

お疲れさまでした。佐々木敬史次年度ガ

バナー補佐、どうぞよろしくお願い致し

ます。

鈴木　誠祐   宮崎善博様ようこそ。
高橋　正明   創立70周年に向かって、会員70名達成

おめでとうございます。

高橋　正明   宮崎善博様、ロータリー入会お待ちして
いました。

矢田　義久   財団委員長の矢田です。最近の円安が心
配！一年間大変お世話になりました。

妻鳥　孝行   次年度会計の妻鳥です。次年度の予算説
明させていただきます。概算なのであま

り細かい質問はやめてください。
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■ ６月23日		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●

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

米谷　方利   １年間大変お世話になりました。なんと
か会長職を全う出来ました。次年度は小

野幸男さんに倣ってSAAを努めます。あ

りがとうございました。

鈴木　誠祐   何もしないうちに副会長が終わりまし
た。色々とお世話になりました。

近藤　基起   この度は１年にわたり幹事として大変お
世話になりました。不手際もあったとは

思いますが、無事に務めることができた

のも皆様の協力のお陰です。ありがとう

ございました。

小野　幸男   丹副SAA、垂水副SAA、御二人の御協力
により、無事SAAを終了する事ができま

した。またニコニコへの寄付もたくさん

していただき感謝申し上げます。ありが

とうございました。

小野　正師   米谷会長、一年間大変お疲れ様でした。
来年度、米谷会長の思いを「恩送り」して

行きます。

井石　正哉   本日は最終例会、田川稔会員の入会、宮
崎会員の入会、小野正師新会長の槌の伝

達、栄えある小野幸男会員の祝賀会、新

谷会員の送別会の司会等々させて頂きま

す。よろしくお願いします。

鈴木　誠祐   田川さんようこそ。一緒に楽しく活動し
ましょう。

米谷　方利   田川さん、宮崎さん入会おめでとうござ
います。仲良く楽しいロータリーライフ

を送って下さい。

神野　勝太   宮崎さん入会ありがとうございます。
萩尾　孝一   宮崎様入会おめでとうございます。ロー

タリーライフを楽しんで下さい。

佐々木世希   宮崎善博さん、ロータリー入会おめでと
うございます。早く慣れてロータリー生

活を楽しんで下さい。

畑田　達志   宮崎善博さん入会おめでとうございま
す。今後共よろしくお願いします。

一宮　捷宏   宮崎さん入会おめでとう、頑張って下さい。
新谷　隆則   今月で退会致します。12年超お世話にな

りました。新居浜RCの隆盛と皆様の御健

康をお祈りします。

小野　幸男   本日は旭日小綬章受章の祝賀会を開催し
ていただき、恐縮しております。ありが

とうございます。

一宮　捷宏   愛媛県の第三セクター愛媛FAZ株式会社
の社長を３期６年やり、昨月の総会で退

任しました。やれやれです。

秋田　華佳   社業のため。（その他）

小野　正師… ……本年度は70周年の年、一年間どうぞよろ
しくお願いします。小さなミスは片目つ

ぶって後でそっと教えて下さい。

萩尾　孝一   副会長を拝命しました。一年間よろしく
お願いします。

池田　昭大   本年より一年間幹事を務めさせて頂きま
す。若輩で経験不足ですので、皆様のご

指導、ご鞭撻よろしくお願いいたします。

妻鳥　孝行   新年度、会計を担当します。よろしくお願
いします。ひな壇の皆様ガンバッテ下さい。

米谷　方利… ……SAAを務めます。前任の小野幸男さんを
見本として一年間例会の時間を守りたい

と思います。また、本日のゲスト３名が

入会して、会員数70名になります。皆さ

んのご協力に感謝します。よろしくお願

いします。

明星　　元   次年度会長をさせて頂くことになりまし
た。一年間小野会長のもと、勉強させて

頂きます。

小野　幸男… ……今年度、職業奉仕委員長に就任致しまし
た。一年間よろしくお願い致します。

西岡　　圭   今年度社会奉仕委員長を務めさせていた
だきます。各種事業へのご協力をよろし

くお願いいたします。

佐々木世希… ……国際奉仕委員会、一年間よろしくお願い
致します。

髙橋　英吉   米山奨学委員長に就任しました。一年間
よろしくお願いします。

小野　雄史… ……青少年奉仕委員を拝命しました。一年間
よろしくお願いします。

伊東　省司   クラブ奉仕委員長を務めさせて頂きま
す。よろしくお願いします。

吉田　達哉   本年度、親睦委員長を仰せつかりました
吉田です。ユーモアと元気の良い委員会

を創って参ります。宜しくお願いします。

長岡　一路   プログラム委員会です。コロナにて変更の
節には御協力のほどよろしくお願いします。

東田　桂典   本年度、出席委員長をさせていただきま
す。一年間よろしくお願い致します。

飯尾　泰和… ……会員増強委員長という大役を仰せつかり
ました。諸先輩方の絶大なるお力添え宜

しくお願いします。

桑原　征一   情報雑誌委員会、委員長を務めさせて頂き
ます。大場会員、青野会員と３名でやらせ

て頂きます。よろしくお願いいたします。

青野　　正… ……小野会長、萩尾副会長、池田幹事、体に
気をつけられてガンバレ‼
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谷　　　學   今日、七夕の日、小野正師年度のスター
トお喜び申し上げます。70周年を迎える

年でもあります。コロナに負けず頑張り

ましょう。

嶋田　祐二   宮崎善博氏の入会おめでとうございま
す。お父さんの宮崎智さんにはロータ

リーをはじめ公私に渡って親しく厚誼頂

きました。

大場　浩正… ……七夕の日に山田さん、田邊さんをゲスト
としてお招きできました。皆様、私同様

親しく接してくださいますようお願いい

たします。

安藤　賢一… ……新居浜RCの輪に帰還する事が出来まし
た。感謝。

畑田　達志   永田さん、無事キリマンジャロ登山達成‼
さすがお元気です。おめでとうございます。

桑原　征一   永田光春さん、キリマンジャロ登頂おめ
でとうございます。無事帰国をお祝いい

たします。年寄りの鑑です。

永田　光春… ……６月19日〜20日頂上を目指し、６月20日
７時に登頂、しかし大成功ではありませ

ん。成功です。改めて令和７年10月に挑

戦しますので宜しくお願いします。

西本　　健   女房からです。お二人の無事元気なご生還、
おめでとうございます。永田光春さん：

キリマンジャロ山5895ｍ登頂、安藤賢一

さん：心臓大手術。今後とも、よろしく

お願いいたします。

嶋田　祐二   安藤さん、無事退院おめでとうございます。
嶋田　祐二   永田さん、無事生還おめでとう！
髙橋　英吉   安藤さん無事退院おめでとうございま

す。またロータリークラブにて活躍して

下さい。

髙橋　英吉   永田さん、アフリカ・ケニアより無事帰
られて安心しました。

安藤　賢一… ……75歳となり元気で過ごして行きたく思い
ます。（誕生祝）

畑田　達志   いよいよ平均寿命通過いたしました。あ
りがとうございます。今後共よろしくお

願いいたします。感謝‼（誕生祝）

井上　和弘   ７月３日で53歳になりました。これからも、
元気に張り切って頑張ります‼

桑原　征一   誕生祝い、ありがとうございます。お陰
様にて、何とか元気にすごしております。

今後ともよろしくお願いいたします。

明星　　元   今月71歳になります。光陰矢の如し。
（誕生祝）

西岡　　圭   24日に53歳の誕生日を迎えます。体力的
には衰えを感じますが気力は衰えないよ

う、充実した一年を過ごしたいと思います。

佐々木世希… ……73歳になります。これからも頑気で頑張
ります。（誕生祝）

■ ７月14日		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
小野　正師… ……小野省三様、田邊崇様、ご入会おめでと

うございます。

神野　勝太   小野省三さん、入会有難うございます。
小野　省三… ……この度、格式ある新居浜ロータリークラ

ブに入会させて頂きました。皆様どうか

よろしくお願い致します。

大場　浩正… ……田邊さんのご入会を心より歓迎します。
地元名士の皆様とのご交流を思う存分楽

しんでください。

秦　　恭裕… ……新居浜カントリー倶楽部が、四国クラブ
対抗愛媛県予選で一位になりました。来

月の四国大会でも良い成績が残せるよう

頑張りたいと思います。

吉田　達哉   ７月16日㈯…14：00〜文セン中ホールで
予定通りユネスコ寄席を開催します。ど

うぞお楽しみ頂ければ幸いです。

吉村　正明… ……銀婚式のお祝ありがとうございます。小
笠さん気にしないで下さい。私も忘れて

ましたので。妻への対応は今から作戦を

練ります。

萩尾　孝一   （その他）

松尾　嘉禮… ……70周年実行委員長を務めます。宜しく御
願い致します。

長田伸一郎   本年度、ロータリー財団委員長を拝命し
ます。鈴木副委員長、一宮委員とともに、

皆様に協力頂き進めて参ります。よろし

くお願いいたします。

増田　　忍   ローターアクト委員長を拝命しました。
一年間よろしくお願いします。

垂水　辰仁   分類・選考委員長　就任祝。
近藤　利彦   今年度、広報（IT）委員長を拝命いたしま

した。どうぞ、よろしくお願い致します。

井上　和弘   今年一年間、会報委員長をさせていただ
きます。よろしくお願いいたします。

小野　雄史… ……７月８日に中学生弁論大会へ会長と共に
審査員として参加して参りました。いず

れもすばらしい発表で、ただただ感心さ

せられました。月末には発表会も行われ

る予定です。ご期待ください。

近藤　基起   突然の代理SAAのためご迷惑をおかけす
るとは思いますが、ご容赦くださいます

と幸いです。
− 19−



■ ７月21日		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●
礒村　典秀   本日は、人間尊重委員会の活動計画を報

告させていただきます。

長岡　一路   上期プログラムをお届けします。早速変
更がありますが、臨機応変でよろしくお

願いします。

田邊　　崇   初のニコニコ申込みさせて頂きます。新
居浜のイロハをご指導いただきたく、よ

ろしくお願いいたします。

山田　昌義   伝統と格式ある新居浜ロータリークラブ
に入会させていただくことになりまし

た。今後とも宜しくお願い致します。

大場　浩正… ……山田さんの入会を歓迎いたします。愉快
な会員皆様との交流を楽しんでください。

小野　正師… ……山田昌義様、入会おめでとうございます。
米谷SAA、お陰様で70周年を70名会員

でスタートできました。

米谷　方利… ……山田昌義さん、入会おめでとうございま
す。昨年度増強目標70名をなんとか本日

で達成できました。会員の皆さんのご協

力を感謝します。山田さんには仲良く楽

しいロータリーライフを送って下さい。

小野　雄史… ……10年特別皆勤賞をいただきました。あり
がとうございます。

東田　桂典   出席表彰ありがとうございます。
松田　哲雄   （皆勤表彰）

大場　浩正… ……皆勤賞をありがとうございました。メイ
キャップでは、南ロータリークラブに大

変お世話になりました。

飯尾　泰和… ……皆勤ありがとうございます。
田坂　忠孝   今年も頑張って全部出席しますので、引

き続きましてよろしくお願い致します。

（皆勤表彰）

井石安比古   21年皆勤お祝いありがとうございます。
今後も続けます。

中山　恵二   28年皆勤も健康であればこそです。これ
からも健康に気をつけて、皆勤を伸ばし

たいです。

松尾　嘉禮… ……31年皆勤賞をいただきました。今後も健康
に気を付けて皆勤を続けたいと思います。

永田　光春… ……（皆勤表彰）
神野　勝太   （皆勤表彰）
矢田　義久… ……今後も可能な限り、続けて行きたいと思

います。（皆勤表彰）

桑原　征一   元気に出席できることが、喜びになりま
した。（皆勤表彰）

明星　　元   （皆勤表彰）
飯尾　泰和… ……我があかがねの街出身高瀬さん、芥川賞

おめでとうございます。我が街も文化香

る街になれば…。

小野　正師… ……昨日の芥川賞、高瀬隼
じゅん

子
こ

さんは家内の方

の親戚でした。私も驚きました。

− 20−

ニコニコ寄付金
６月 合計 75件  310,000円       累 計 444件  1,638,000円

７月 合計 69件  239,000円       累 計  69件    239,000円

2021 ー 22 年度

2022 ー 23 年度
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PHD箱寄付金報告（インターアクト委員会）
… ６月合計額… 7,448円
… 2021−22年度累計額… 39,429円
…昭和57年５月13日スタート以降の累計額… 1,848,399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

2022 ー23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

… 3/17 平　　喜彦 三井住友建設㈱四国支店 鈴木　誠祐

… 3/24 徳久　晴彦 香川建設㈱ 桑原　征一

… 4/21 神田未知生 愛媛新聞社東予支社新居浜 畑田　達志

 6/ 9 真木　正広 ㈱に志まき呉服店 小野　正師

 6/23 田川　　稔 三井住友建設㈱四国支店 鈴木　誠祐

 6/23 宮崎　善博 宮崎木材㈱ 神野　勝太

 6/30 新谷　隆則 河之北開発㈱ 高瀬　孔平

計 11名 ５名

月／日 入　　会 退　　会 事 業 所 名 紹 介 者

 7/14 小野　省三 　 小野省三・小野周平土地家屋調査士事務所 神野　勝太

 7/14 田邊　　崇 三井住友海上火災保険㈱四国西支店新居浜支社 大場　浩正

 7/21 山田　昌義 河之北開発㈱ 大場　浩正

 7/31 井上　和弘 ㈱愛媛銀行新居浜支店 桑原　征一

計 ３名 １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

２月末 64名

３月末 64名

４月末 65名

５月末 65名

６月末 67名

正 会 員 数

６月末 67名

７月末 69名
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ありがとう、70周年！ 次代へ恩送り（おんくり）を
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編 集 後 記

表紙絵画提供：日野 功 画伯

　７月１日から新居浜ロータリークラブも新年度がスタートしました。今年度は創立70周年で
あり、活動計画の随所に記念事業や行事の予定が満載となっています。このような歴史的節目の
年にクラブに在籍が出来たことを大変嬉しく、また光栄に感じております。微力ではありますが、
一生懸命に活動して参りたいと思います。
　さて、７月と言えば、子供たちにとっては夏休みを控えてワクワクする月で、私もこの頃にな
ると勉強をそっちのけで、夏休みの（遊ぶ）計画を一生懸命に考えていた記憶があります。小学
生の時はスポーツ少年団、中学生の時は部活動で当時は、ほぼ一日中練習や近隣校との試合をし
ていましたが、学校の勉強と違って少年団や部活は宿題がないので休みの日は、友達と少しだけ
道理を外したワルさをしていました。当時は、ファミコンやPSが登場する前で、子供は屋外で
遊ぶのが当たり前の時代でした。
　ところで、最近の子供も７月がワクワクするのでしょうか？
　子供の意識調査で夏休みに楽しみにしていることの上位は、国内旅行と祖父母実家への帰省の
ようで、次には遊園地・テーマパークへ行くことやキャンプへ行くことのようです。小学高学年
以降になると学校や習い事の宿泊行事などがあるようで、総じてみれば自宅以外で、尚且つ宿泊
出来ることが楽しみのようで、この調査結果を見て、少しだけホッとしました。
　時代は変われど、変わらないものの中に「民族意識」があり、私たち日本人の固有の意識があ
ることを、この意識調査を通じて少し感じることができました。
　先日、安倍元首相が凶弾に倒れ、鬼籍に入られました。国家観の強い稀代の政治家で、私も個
人的に非常に好きな政治家でした。私は学生時代から社会人になってもあまり政治に関心があり
ませんでしたが、安倍元首相がとった官房副長官時代の北朝鮮の控致問題に対する行動を見て、
この政治家は信頼できる方だと直感しました。2006年（平成18年）９月に発足した第一次安倍
政権で掲げたスローガンが「美しい国づくり内閣」でした。
　民族意識を強く感じるこのスローガンは、これからもとても大切な日本人の心となるものです。
　来年の７月からは、安倍元首相を偲んで、すばらしい日本になるように「ワクワクする月」になっ
て欲しいと考える今日この頃です。
　会報委員として、これからの一年間、少し偏るかもしれませんが、私の編集後記にお付き合い
いただければ幸甚です。どうぞ、よろしくお願いいたします。

※７月31日付で退会された井上和弘元会報委員長による編集後記です。

　頼まれたら笑顔で引き受ける。これは新居浜ロータリークラブ会員のモットーだと伺いました。
なんて素敵な精神の持ち主の集まりなんだ、と思いました。この春に入会させていただいたばか
りですが、急きょ会報委員長のお話が。もちろん「はい、やらせていただきます」と返事。諸先
輩に教わりながら楽しい会報作りに取り組んで
まいります。原稿執筆をお願いする際には、きっ
と笑顔で引き受けていただけると思っておりま
す。至らぬ点もあろうかと思いますが、どうぞ
よろしくお願いいたします。
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