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10月 11月 （ロータリー財団月間） 12月 （疾病予防と治療月間）

）
６
日

●   内部卓話（米山奨学生）
●   情報雑誌

３
日

１
日

●   定時総会
●   情報雑誌

会計報告（2021～2022年度）

）

13
日

●   お茶の会（プログラム）

10
日

●   会長幹事懇談会（11：30～）
●   ガバナー公式訪問
●   卓話（ガバナー）
●   記念撮影（13：35～） ８

日

●   下期プログラム説明
●   70周年タイム

家庭集会（18:30～）
  （クラブ奉仕・親睦・SAA）

●   クラブ協議会（18:30～）
  （上期反省会）

（東田桂典会員）

●   内部卓話　新入会員（武田康宏会員）

20
日

●   研修・協議会報告（矢田会員）
  
●   世界ポリオデーについて

17
日

【移動例会】（11:30～）
●   会長杯コンペ（新居浜CC）
                  ＊時間注意！
●   会長杯表彰式＆懇親会
 （19:00～）

17
日

＊70周年記念式典
  ＊曜日注意  15日㈭を変更

70周年タイム（髙橋英吉会員）27
日

●   ガバナー補佐公式訪問
●   ガバナー補佐挨拶
●   70周年タイム
●     クラブ協議会（13:40～14:40）

24
日

  

  22
日

【夜間例会】（18:30～）
●   会長上期回顧

●   会員スピーチ（一宮捷宏会員）

29
日

会員増強セミナー（高松）

２ 5・6

29

20
10

●   花の種配布（社会奉仕）
 ● ４RCゴルフ（東予RC） 

  ● 

  
職場訪問（新居浜LNG㈱）

● 

  
赤い羽根募金（社会奉仕）

● 川之江RC60周年

●   RAC国領祭
  

＊職業奉仕功労者表彰
  (2023年1月予定)
●   カレンダー配布（社会奉仕）

祝日休会 （文化の日）

特別休会

） （　　　　 　　　　　
　　　　　　）経済と地域社会の発展月間

 ・米山月間

内部卓話
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10月中の出席成績2022 ー 23年度

◆●◆●◆●◆●◆●◆●◆●　2022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

　6日 70 53 17 75.71％ 2 90.63％ 0

13日 70 49 21 70.00％ 8 98.39％ 0

20日 69 50 19 72.46％ 6 85.94％ 0

27日 69 55 14 79.71％ 2 90.48％ 1

　合　計 278 207 71   （　　　 1）
（カード　 0）

　平　均 69.5 51.75 17.75 74.47％ 91.36％ （累　計 1）
（カード　0）
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日　時：令和４年10月６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）会員の退会について
… 2）70周年記念式典出席について

	 持ち回り理事会報告	 幹事　池 田 昭 大

日　時：令和４年10月13日㈭…… 11:30〜
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）会員の退会について
… 2）会員の入会について
… 3）赤い羽根共同募金について
… 4）11月24日移動例会（ゴルフコンペ）
　　開始時間について
… 5）70周年実行委員会

	 定 例 理 事 会 報 告 	 幹事　池 田 昭 大

日　時：令和４年10月27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）会員の出席規定適用免除について

	 持ち回り理事会報告	 幹事　池 田 昭 大

（敬称略）

■ 10月20日　職場訪問 ■
（新居浜LNG株式会社）

■ 11月10日　ガバナー公式訪問 ■
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総務委員会とは何をする委
員会なのか？具体的なイメー
ジができない中、総務委員長
の役職を引き受け、70周年実
行委員会がスタートしました。
他の委員会さんの準備は
着々と進みながら、総務とし

ては案内状の送付と出欠集約ぐらいしか具体的な
進捗がない中、月日は流れていきます。
やや焦りも出だした10月のお祭り休み。60周年
の記念誌を眺めながら、私の頭の中で整理できて

いないことや頭の中のモヤモヤを書き出してみる
と、まだまだ色々な決めるべきこと、やるべきこ
とがあるではないですか！
ただ、書き出すことで、自分がするべきこと、
判断を仰ぐべきこと、お願いするべきことがはっ
きりと見えてきて、スッキリしました。
今では総務委員会の仕事としては、
◦三役との調整により方針を決定する
◦各委員会の隙間を埋めサポートする
◦当日の臨機応変な対応の差配をする
◦「はい、総務お願い！」を快く引き受ける

70周年に向けて

総務委員長　　西　　岡　　　　　圭

例年、十一月が秋のお茶会でしたが、今年はひ
と月早い十月十三日にお茶会を担当させていただ
きました。
一か月季節が違うとお道具の取り合わせもずい
ぶん変わってまいります。神様が出雲に行かれて
いる神無月ですのでお床には「神」のお軸を掛け、
田には稲穂がたわわに実る季節に合わせ、銘が「実
り」の茶杓、お菓子の銘は「みずほ（瑞穂）」といた
しました。また、新居浜太鼓まつりが三年ぶりに
開催されるということで「神輿」の香合、「三ッ鳥居」
の蓋置を取り合わせました。五穀豊穣の秋を感じ
ていただけていましたら幸いです。
日本には移り変わる四季があります。古来日本
では、一年のうちのわずかな季節の移ろいを
二十四節気に表し、日本人は自然とともにあるこ
とに喜びを感じてきました。しかし、現代社会は、
IT化が進み、めまぐるしいスピードで情報が飛び
交い、物凄い速さで私たちの周りのあらゆる物事
が進んでいきます。かつては当たり前だった、季
節を感じ自然に感謝する心の余裕が薄れているよ
うな気がしてなりません。そんな忙しい日常から
少し距離を置いて茶室で点前に集中していると、
とても心が安らぎ、日々の忙しさに取り紛れて忘
れていた季節の移ろいに気づきます。点前作法だ
けではなく心を豊かにしてくれる茶道を続けられ
ることに感謝し、今後もお茶の道に精進してまい
りたいと思っております。

日ごろ大変ご多忙なロータリークラブ会員の皆
様におかれましても、今後もお茶の会でひととき
の安らぎを感じていただければ幸いです。
新居浜ロータリークラブ様ならびに会員の皆様
のますますのご発展、ご健勝を心よりお祈り申し
上げます。

合掌

お茶の会

（一社）茶道裏千家淡交会…新居浜支部…幹事　　渡　　部　　宗　　和
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平成20年に入会して早くも
14年がたち、平成24年の創
立60周年に続いて２回目の大
きな節目となる70周年を迎え
ることになりました。まさか
私に記念誌委員長が廻ってく
るとは思ってもいなかったの

で驚きです。
委員長を受けた以上は恥ずかしくない記念誌を

作らなければならないとプレッシャーがかかりま
した。50周年、60周年記念誌を参考に見返しまし
たが、具体的にどのように制作するべきか分から
ないことが多く、60周年記念誌委員長を経験され
た佐々木さんに作業工程や作成要領について教え
ていただき、自分なりに理解して５月に第１回委
員会を開催しました。
委員会メンバは、東田副委員長、村上徹副委員長、

青野委員、近藤奉文委員、白石委員、高橋正明委員、
大場委員、神田委員の強力な９名です。
作業予定、予算、記念誌の目次内容の確認、原

稿作成に必要な資料収集、原稿依頼先について協
議し、過去の記念誌を参考にしつつ新しい項目を
追加するなど斬新なものも取り入れて70周年にふ
さわしい記録と記憶に残る記念誌を作ろうという
ことになりました。
記念誌制作に当たって、心がける事項としては、
この10年間で起こった次のような事柄や楽しい
ロータリー活動がクローズアップされるような記
事や写真の掲載が大切だと思っております。
①2018〜2019年度2670地区ガバナーに桑原
征一会員が就任し、2018年10月に新居浜で
地区大会を盛大に開催したこと。
②コロナで記念講演が開催できなかったことに
より、新居浜駅に「新居浜太鼓からくり時計」
を今年12月に寄贈予定していること。
皆様方の記憶に残る素晴らしい記念誌制作を心
がけておりますので、皆様方には原稿等のお願い
でご協力を賜ることになると思いますが、よろし
くお願いします。

と認識し、万全の準備を進め、12月17日を迎え
られればと思います。
先輩方や総務委員会メンバーを中心とした皆様、気

づいたことがあれば何なりとおっしゃってください。
そして、事務局の小笠さんには今後も無理を言

うことも多々あろうかと思いますが、ご協力をお
願いいたします。
さあ、12月17日は皆さんと一緒に笑顔で楽しい
お酒を飲みましょう！！

70周年に向けて

記念誌委員長　　伊　　東　　省　　司

今年度創立70周年記念事業
に向けて会場委員長を仰せ付
かりましたが、10年前の60
周年に入会し早10年が過ぎた
のだと、いろいろ思うところ
が有ります。
入会当初、当然ですが何も分

からないまま会報委員を務めたことは記憶しています。
今回会場委員長に任命頂き、主な役割は来賓の

方々や会員の家族の皆様を会場入場後先ずお迎え

するのが会場委員の役割です。
年に２回例会時にお茶の会を行っておりますが、
毎回おいしいお茶を頂いております淡交会の皆さ
んにお願いし、呈茶を行っていただく事としまし
たので、まずは一安心です。残念ながら入場時間
が揃わないことでお点前披露とはなりませんでし
たが、しっかりと来場頂いた方に新居浜ロータリー
クラブの「お・も・て・な・し・」を味わっていた
だき、リラックスして70周年記念式典を楽しんで
いただければと思います。

70周年記念式典を迎えるにあたり

創立70周年記念事業会場委員長　　小　　野　　雄　　史
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この度は、新居浜ロータ
リークラブ発足70周年、誠に
おめでとうございます。戦後
間もない混乱期に発足し、幾
度の困難を乗り越え、時代の
大きなうねりの中でも連綿と
「奉仕の心」を繋いでこられた

先人、先輩諸氏の皆様と、当クラブ活動に関係す
る多くの皆様に心からの感謝と敬意を表します。
さて、我々祝宴委員会は、今年４月より、毎月
１回会合を開き準備を進めて参りました。テーマ
は「気品と躍動！」。厳かで気品がある中にも、ユー
モアとエネルギーを感じる場を創っていこうと考
えております。
現段階では、祝宴内容も、アトラクションも含
めてほぼ決定し、詳細を詰めているところでござ

います。ぜひお楽しみにしていてください。そして、
10月中には祝宴に参加される皆様の座席表のたた
き台も作成される予定です。ご参加された皆様に
失礼がなく、ゆっくりと楽しんでいただける様、
その精度を高めていく方針です。これからは、祝
宴メニューの試食会の開催、司会者台本の作成に
努め、リハーサルも入念に行い、祝宴当日には皆
様を笑顔でお招きできる様努力して参ります。
本年度、小野正師会長の「ありがとう70周年！
次代へ恩送り(おんくり)を」の方針に従い、初代会
長から連綿と受け継がれてきた「もっとも友好的
な楽しい和気藹々たるものに育てあげる」の想い
を胸に、皆様と共に有意義な時間をお過ごしいた
だける70周年記念の祝宴になります様、委員会メ
ンバーと力を合わせて進めて参ります。どうぞよ
ろしくお願いします。

新居浜ロータリークラブ70周年記念事業に向けて

70周年祝宴委員長　　吉　　田　　達　　哉

2015年に国連サミットで
SDGsが採択されたことを皮
切りに、持続可能な社会実現
への関心が一層高まっており
ます。当社は「社会公共の福
祉に貢献する」という経営理
念のもと、本業を通じて社会

課題に取り組み企業価値を向上させていくこと
（CSV）で、SDGs達成へ貢献していきたいと考え
ます。
愛媛県の健康寿命は男性が71.50歳（全国46位）、
女性が74.58歳で（全国44位）（2019年）※1　狭心症・
心筋梗塞患者数は全国第2位、脳卒中患者数全国第
5位、肥満患者数全国第3位、がん患者数全国第２
位（2019年）※2　病気の早期発見や生活習慣病の予
防に繋がる特定健診受診率は43位（2015年）※3　と
低位である点に加え、10万人当たりの交通事故死
亡者数は全国３位（オートバイ・自転車事故での死
亡者数は全国第２位）（2017年）※4　で全国でも珍し

い中高生のヘルメット着用（自転車運転中）が義務
化されている地域であり、健康増進や交通安全が
喫緊の課題となっております。住友生命新居浜支
社は「健康増進型生命保険Vitality」や「ＧＫ見守る
車の保険（ドラレコ型）」の販売を通じて、市民の
皆様の健康増進や交通安全を推進するとともに、
商品・サービスの一層の充実を通じて市民の皆様・
社会の「ウェルビーイング（よりよく生きる）」に貢
献できるよう尽力して参ります。

※１…厚生労働省「政策統括官付参事官付人口動態・保健社会統計室」
「第16回健康日本21（第二次）推進専門委員会資料」(令和３
年12月)に基づき当社にて作成。

※２…厚生労働省「令和元年国民生活基礎調査」より総人口当たり
で作成。

※３…厚生労働省「平成27年特定健康診査・特定保健指導に関する
データ」に基づき当社にて作成。

※４…「都道府県別統計とランキングで見る県民性」に基づき当社
にて作成。

我が社のSDGs

　　武　　田　　康　　宏

◆ 内部卓話 ◆

− 6−



− 7−

令和４年10月20日、３年ぶりの秋祭りも終わり
秋晴れの中、新居浜LNG株式会社を礒村会員の案
内のもと訪れました。

例会後リーガロイヤルホテル新居浜で会社の概
要やLNG貯蔵の仕組み等の説明を受けました。新
居浜LNG株式会社は東京ガスエンジニアリングソ
リューションズ株式会社、四国電力株式会社、住
友化学株式会社、住友共同電力株式会社、四国ガ
ス株式会社が出資の会社でガス受託加工、LNG基
地オペレーション＆メンテナンス、ガス導管運用

＆メンテナンス、ガス／
LNG販売等を行っていると
の説明をうけました。

その後バスに乗り込み住
友化学㈱愛媛工場新居浜地
区構内の新居浜LNG株式会
社へ行きました。

新居浜LNG株式会社へ到着

礒村会員が施設の説明をして
います
（メガホンは礒村会員自前です）

LNGの貯蔵施設。地上式として世界最大規模とな
る容量23万kℓのLNGタンク
大きさに圧倒されます。
海水でガス化してパイプラインで各所へ供給し
ていきます。

LNG船の受入設備

HPよりLNG船が到着した写真

職場訪問　新居浜LNG株式会社を訪ねて

　　日　　野　　英　　典



ポリオ（急性灰白髄炎）は
脊髄性小児麻痺とも呼ばれ、
ポリオウイルスによって発生
する疾病です。名前のとおり
子ども（特に５歳以下）がかか
ることが多く、麻痺などを起
こすことのある病気です。主

に感染した人の便を介してうつり、手足の筋肉や
呼吸する筋肉等に作用して麻痺を生じることがあ
ります。永続的な後遺症を残すことがあり、特に
成人では亡くなる確率も高いものとなっています。
日本では、1960年に患者6,500例に達する大流
行がありましたが、その後の経口ポリオワクチン
の接種により患者は激減し、1980年を最後に発生
していません。
世界では、1988年に350,000例の報告がありま
したが、国際ロータリーやWHO、ユニセフ等関係
機関の長年の努力の結果、2020年140例、2021
年６例と激減しておりますが、残念ながら、未だ
根絶には至っておりません。
2020年８月25日　WHOは、アフリカ地域にお
ける野生型由来のポリオウイルスの根絶に成功し
たと正式に宣言しました。
現在常在国はパキスタン・アフガニスタンの２ヶ
国のみとなっております。
さて、世界ポリオデーは、初めてポリオワクチ
ンを開発したチームを率いたアメリカのジョナス・

ソークの誕生を記念して、ポリオのない世界を目
指す国際ロータリーによって設立されて以来世界
各地で国際ロータリーを中心として、ポリオ根絶
活動が展開されてきました。
特に本年日本では、国際ロータリー理事佐藤芳郎
氏の呼びかけにより、全国津々浦々で「日本ポリオ
デー」を開催、それぞれの地域性や独自性にあふれ
た取りくみが多数実施されました。
サイクリングで日本縦断をするプロジェクト、
バスや車をポリオ根絶を訴える装飾でラッピング
してアピールするプロジェクト等があり、横浜川
崎の2590地区ではJR桜木町駅前広場でポリオ根絶
イベントの開催等々であります。
我が2670地区では、四国遍路の88ヶ所の札所に
おいて、近隣のロータリークラブがポリオ根絶祈
願と同時に、境内の清掃活動などを行う「四国
88ヶ所ポリオ根絶祈願」を実施、新居浜ロータリー
クラブは、第64番札所前神寺を担当し、小野会長、
松尾実行委員長以下有志の参加でこのプロジェク
トに参画いたしました。
今回の「日本ポリオデー」の各行事に参画された
各地区・各クラブ・各会員の皆さま方に改めて感
謝申しあげます。
今後は、この「ポリオデー」への参加実践を起爆
剤として、関係各位のご理解、ご協力のもと、よ
り活発なロータリー活動が実践されることを願っ
ております。

世界ポリオデー

　　桑　　原　　征　　一
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今回、礒村会員の計らいで新居
浜LNG株式会社の各施設をゆっく
り細かく見学することが出来まし
た。誠にありがとうございました。
新居浜にこのような世界に誇れ
る最新の設備があることに驚かさ
れますが、これを当たり前の事と思
わないように私自身も新居浜、日本
そして世界のために役立つ仕事を
していかないといけないなあと改
めて思いました。
何はともあれ、この度は礒村会
員の晴れ男ぶりが凄いです。ありが
とうございました。



10月12日に花の種約3000
袋を、ロータリー財団長田委
員長と私の2名で、新居浜市
社会福祉協議会(小野正師会
長)まごころ銀行に寄贈して
まいりました。
この花の種の購入資金は、

ロータリー財団の地区補助金を充てております。
本来は、生き生きフェスティバルというイベン

トで、インターアクト、ローターアクトの生徒さ
んらとともにイベント参加の方に花の種をお配り
するのですが、今年度は昨年度に引き続きコロナ
でイベントが中止となり、社会福祉協議会に所属
のボランティア団体で活用いただくために今回寄
贈させていただいただきました。

来年度は無事にイベントが開催され、多くの市民
の方に配れる日が来ることを待ち望んでおります。

花の種寄贈

　　西　　岡　　　　　圭

伝統と格式ある新居浜ロー
タリークラブを退会するに当
り、御挨拶を申し上げます。
私は入会前までは愛媛県信
用保証協会に44年間勤務後、
加賀工業株式会社に役員とし
て勤務していました。当時は

新居浜ロータリーの事は耳にしていましたが、私の
様な立場にある者や私自身70歳と高齢であった事
により、ロータリーへの入会など全く頭にありませ
んでした。しかし、ゴルフや飲み友達であった妻鳥
会員からロータリーの情況を詳しく説明された上強
く勧誘された事により、会社から承諾を得た上で、
青野会員の推薦により会員皆様に賛同され、2013
年６月６日に入会することが出来ました。
私はロータリーに入会し、ロータリーの心であ

る「奉仕の理想」という精神にはすぐ溶けこむこと
が出来ました。それは私がロータリー会報に寄稿
する都度に書く、天・地・人への「感謝」と「愛」
が私のモットーで、相通じるものがあったからだ
と思っています。

さて、入会してから９年余りのロータリー活動
では沢山の思い出がありますが、思いつくままに
書いてまいります。
先ず私の自慢話しです。私の入会年度に当る
2014年４月春季ゴルフコンペの優勝です。同伴者
は松尾・神野・桑原会員と私の当時（現在も？）で
は最高齢者に入る（平均年齢71歳）組でした。中
でも松尾先生は最高齢でもありながら、白マーク
から打ち一人だけ80台でホールアウトしたのには
驚きました。そして表彰式では、自分としては満
足出来ない99でホールアウトした私が西本先生と
争い優勝した事に驚いた覚えがあります。同伴者
とハンディキャップに恵まれた事に感謝していま
す。その後８年間は上位に入ることなく安定して
中〜下位を保っています。
次は苦労話しです。2015年〜2016年井石会長よ
り青少年委員長を拝命された事です。70歳を超え
ている上、ロータリアンとしては新人の私に委員長
が拝命されるとは、私にとってはまさに青天の霹靂
です。当初は例年通りのプログラムでと簡単に考え
ていたのですが、会員の一人から久しく新居浜ロー

退会挨拶

　　村　　上　　　　　徹
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タリーからライラセミナーに参加していない旨を聞
き、ライラの事など余り知らないままプログラムに
組み込みました。参加への手続きは事務の方にお願
いしたものの参加して戴く人選にも苦労し、最終的
に一宮会員の御支援により、日泉化学株式会社の
山田裕雅君を推薦していただきライラセミナーに参
加していただけました。現在コロナ禍により中止が
続いていますが、今後も参加していただければと
思っています。この年度は今治南ロータリークラブ
がホストとなり、第一分区での「青少年のロータリー
の心を」についてのIMで新居浜ロータリークラブの
活動状況を発表したり、えひめ学園の運動会の綱引
きに参加し、尻もちをついてズボンを泥だらけにす
るなど、例年プログラムも実行しながら大変苦労し
たと感じました。
最後は私にとって最も感動した思い出です。
2018年度新居浜ロータリークラブから2670地区
のガバナーに桑原会員を輩出し、10月26日〜28日
の地区大会を開催出来た事です。はじめは４県の
ロータリアン1600人前後を県都と違い施設も十分
整っていない新居浜で開催できるのだろうかと不安
がありました。しかし神野実行委員長の下に地区大
会を成功させる為に新居浜ロータリアンが一丸と
なって準備した事が深く印象に残っています。大会
予算、大会の設営準備、懇親会の設営準備、駐車場

の準備案内、大会場から懇親会場への案内、受付準
備など各担当ロータリアンの必死に責務を果たす姿
に大変感動しました。特に感動したのは、４県ロー
タリアン1600名に配布する資料の袋詰め作業の光
景でした。新居浜ロータリアンが全員参加し数種類
の資料の仕分け、それらを確認しながらの袋詰め、
そして出来上がったものを４県の各ロータリークラ
ブ毎への配布準備などへの取り組む姿でした。それ
は新居浜の太鼓台のさしあげを感じさせるような新
居浜ロータリアン全員の地区大会の成功へ向けた、
会員全員の一体感、熱意と力を強烈に感じました。
そして参加していただいた４県ロータリアンの皆様
も、県都以外の施設も十分でない新居浜市での地区
大会の成功に感激しながら帰っていただけたのでは
ないかと思っています。
終りになりますが、人生では玄冬期にある70歳
で新居浜ロータリークラブに参加させていただき、
普通は出会う事が無いであろうロータリアンの皆
様と出会い、ロータリーの心を学ぶと共に、私自
身の人生が充実した元気で楽しい人生を過ごさせ
ていただいた事に、深く深く感謝しています。
これからも、70周年を迎える新居浜ロータリー
クラブのますますの御活躍・御繁栄とロータリア
ン皆様の御健勝を祈念いたしています。

感謝‼

この度、桑原様のご紹介に
より、伝統と格式のある新居
浜ロータリークラブに入会さ
せていただき、誠にありがと
うございます。12月には創立
70周年を迎えるという記念す
べき年に入会できることを心

から嬉しく思っております。先輩会員の皆様との
活動や奉仕にご一緒させていただく中で、人間性・
人格向上に努めていきたいと存じます。
私自身の出身は松山市で、平成６年に愛媛銀行
に入行し、各地を転々と異動しております。新居
浜市での勤務は今回の赴任が３度目で、実父は角
野出身ですのでお墓も新居浜市内にあり、また帰っ
て来れた、と感激しております。また私が最初に

支店長となった店舗が泉川支店で、着任中には角
野支店の新店オープンの準備や、泉川支店の店舗
移転の段取りなど、慣れない仕事も行っていた思
い出も特に強く、その開設や移転に携わっていた
方々には、本当にお世話になったことを覚えてお
ります。
またこの街で仕事をさせてもらえること、新居浜
ロータリークラブの方々とお知り合いになれること
に感謝し、皆様のご指導のもと様々な経験を積ませ
て頂きながら日々精進してまいりたいと思いますの
で、今後ともよろしくお願い申し上げます。

入会挨拶

　　渡　　邉　　義　　人
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開　会… 小野　正師会長
来客紹介… 吉田親睦委員長
　ゲスト
　　カウンセラー　芦原　伸一様（松山北RC）
　　米山奨学生　　ピエ　ウォン　ティリ様

　来訪ロータリアン　なし

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

内部卓話（米山奨学生）
　　紹　介… 髙橋米山奨学委員長
　　挨　拶… 芦原　伸一様
　　卓　話「今までの日本での生活」
… ピエ　ウォン　ティリ様
　　謝　辞… 小野　正師会長

情報雑誌… 桑原情報雑誌委員長
閉　会… 小野　正師会長

Ｒ４.10.20（第3397回）

開　会… 小野　正師会長
来客紹介… 三谷親睦副委員長
　ゲスト　国際ロータリー第2670地区
　　愛媛第Ｉ分区ガバナー補佐　佐々木敬史様

　来訪ロータリアン
　　佐々木善康様（西条ロータリークラブ）

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

会員退会
　　送別の辞… 小野　正師会長
　　退会挨拶… 村上　　徹会員

70周年タイム
　　各委員長より進捗状況説明
　　（総務・記念事業・記念誌・記念式典・会場・祝宴）

佐々木ガバナー補佐 挨拶
… 佐々木敬史ガバナー補佐
閉　会… 小野　正師会長

Ｒ４.10.27（第3398回）

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

誕生祝（10月）
　　徳久　晴彦君…… 1日　谷　　　學君…… 2日
　　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
　　妻鳥　孝行君…25日　白石　正一君…30日
　　丹　　一志君…30日

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
研修・協議会報告… 矢田　義久会員
世界ポリオデーについて… 桑原　征一会員
内部卓話（新入会員）… 武田　康宏会員
閉　会… 小野　正師会長

Ｒ４.10. ６（第3395回）

開　会… 小野　正師会長
来客紹介… 田坂親睦委員
　ゲスト　淡交会新居浜支部　
　　　　　藤田　宗美幹事長　以下8名
　来訪ロータリアン　なし

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　　真木　正広君…13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
　　一宮　捷宏君（S47.10.12）

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
例会閉会… 小野　正師会長

お茶の会（石鎚の間）… 淡交会新居浜支部
閉　会…

Ｒ４.10.13（第3396回）
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■ 10月６日  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●

松尾　嘉禮… ……しばらく副会長代理を努めます。宜しく

お願い致します。

谷　　　學… ……入会1年が経過し、フェローシップを卒

業しました。今後ともロータリーライフ

を楽しませていただきます。

武田　康宏… ……本日卓話をさせていただきます。つたな

い点があるかと存じますが、よろしくお

願いします。

小野　正師… ……10／１〜来年３月末まで、赤い羽根共同

募金運動が始まりました。いつもご協力

ありがとうございます。

大場　浩正… ……今朝の愛媛新聞に全面広告を出しまし

た。私も見飛ばしてしまうほど、当社ら

しい地味なものでした。ジャニーズ事務

所の生田斗真（いくたとうま）を起用した

ことで、女性社員たちは喜んでいます。

永田　光春… ……今月もありがとう。ヤクルトのヘルシス

トも健康生活に役立っています。

永田　光春… ……ヤクルト、リーグ優勝おめでとうございます。

村上選手も活躍されることを祈念します。

嶋田　祐二… ……９／25　ヤクルトスワローズ、神宮球場

でDeNAに１対０でサヨナラ勝ちして、

２年連続９回目のリーグ優勝。

嶋田　祐二… ……10／３　ヤクルトの村上宗隆内野手（22

歳）、リーグ最終勝の最終打席で野望の56

号ホームランを打った。日本選手最年少

でシーズン最多、王さんを抜いた新記録。

嶋田　祐二… ……同じ日の10／３　神宮球場でのDeNA戦

で、村上選手史上最年少の三冠王を達成。

打率３割18、ホームラン56本、打点134点。

徳久　晴彦… ……誕生祝ありがとうございます。10月１日

で53歳になりました。同月に会社も106

歳になりました。これからもよろしくお

願いいたします。

谷　　　學… ……結婚40年、そして後期高齢者になりました。

永田　光春… ……松尾先生に見習って若々しく、元気に生

活します。

矢田　義久… ……気が付けば早、67回目。いつまでも若い

つもりでいましたが、頭頂部には、シッ

カリと年が現れている事を、村上徹会員

が数年前に指摘していただいたのです

が、自分では見えないものですから…。

妻鳥　孝行… ……10月25日で73歳になります。最近同感

した川柳、ロータリーの友５月号、「これ

が僕？窓に映ったわが姿」。頭は隠せませ

んが、姿勢だけでも良くしたいです。

白石　正一… ……10月30日で満70歳になります。暴飲暴食

に気をつけて毎日をすごしたいと思います。

丹　　一志… ……月末で66歳を迎えますが、この66歳の

一年が良い一年となるよう頑張っていき

たいと思います。

神田未知生… ……お誕生日祝でお名前の敬称の呼び方を間

違いました。すみません。

矢田　義久… ……「話が長い、５分が10分になったゾ！」と

SAAに注意されました。「大変失礼」なの

で「チョット失礼」×２させていただき

ます。

（敬称略）

■ 10月13日  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●

鈴木　誠祐… ……本日米谷SAAの代理をさせていただきま

す。不手際あると思いますが、御勘弁く

ださい。

長田伸一郎… ……ロータリー財団からの補助金、社会奉仕

委員会にて花の種配布に活用いただきま

した。ありがとうございました。

西岡　　圭… ……10月12日　新居浜市社会福祉協議会（小野

正師会長）に花の種3225袋をロータリー

財団長田委員長と、社会奉仕委員長の私

で寄贈してまいりました。来年こそは生

き生きフェスティバルで多くの人に直接

配れるようになりますように‼
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■ 10月20日  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●

礒村　典秀… ……本日、当社新居浜LNG基地をご案内いた

します。まずは天気が良くホッとしてい

ます。大変楽しみにしております。

小野　幸男… ……本日、礒村会員の御好意により、新居浜

LNG株式会社様の職場訪問をさせていた

だきます。多数の皆様の御参加ありがと

うございます。

植村　明雄… ……新居浜LNG株式会社　礒村社長様、本日

の職場訪問の受け容れ有難うございま

す。楽しみにしております。

芦原　伸一… ……本日はよろしくお願いします。

桑原　征一… ……米山奨学生のピエ　ウォン　ティリさ

ん、ようこそ新居浜ロータリークラブへ

おいでくださいました。日本での勉学と

生活頑張ってください。またカウンセ

ラーの松山北ロータリークラブの芦原さ

ん、ご苦労さまです。

小野　正師… ……松山北RC　芦原伸一カウンセラー様、米

山奨学生　ピエ　ウォン　ティリ様、よう

こそ新居浜ロータリークラブへお越し頂き

ました。スピーチを楽しみにしております。

髙橋　英吉… ……ピエ　ウォン　ティリさん、米山奨学生

として卓話をしていただき大変ありがと

うございます。

髙橋　英吉… ……芦原さんの紹介忘れ大変失礼いたしまし

た。彼女のロータリークラブでの卓話は

新居浜ロータリークラブがはじめてです。

越智　　仁… ……今日で80歳と５日間になりました。

植村　明雄… ……横須賀市との都市間交流協定の締結、無

事に終了致しました。今後も微力ながら

両市の発展に努力したいと思います。

米谷　方利… ……久しぶりの秋祭り、新田太鼓台は今年も

安全運行達成できました。安全運行70周

年まであと少しです。がんばります。

（松山北RC）

小野　正師… ……花のタネを社協まごころ銀行へご寄付頂

きました。ありがとうございました。

安藤　賢一… ……お茶会、女房が御世話になります。

真木　正広… ……本日はロータリー茶会です。ロータリー

と淡交会の二刀流で頑張ります。例会の

後、美味しいお茶を一服お楽しみ下さい！

井石安比古… ……自分の不注意による外傷にて、例会を欠

席せざるを得なくなり、皆様には大変な

ご迷惑をおかけしました。一ヶ月の療養

にて、なんとか現場復帰出来ましたので、

今後とも例会に出席し、奉仕の理想に近

づきたいと思います。皆様これまで通り

寛容の精神でお導きください。

神田未知生… ……弊社が主管する新居浜・西条経済研究会の

創立40周年記念式典を11日に開催いたし

ました。来賓でロータリークラブから出席

いただきました。ありがとうございました。

秋川雅史さんの歌声で盛り上がりました。

一宮　捷宏… ……10／12に金婚式を迎えました。よくもっ

たものだと思います。今後も頑張ります。

よろしくお願いします。

伊東　省司… ……お花ありがとうございました。49年にな

ります。来年は金婚式です。金婚旅行は

新婚旅行の宮崎・鹿児島に行って若返ろ

うと思ってます。

近藤　基起… ……花束ありがとうございます。娘が受けとり

私に「忘れとったろ？」と言われたので「覚

えていた」と返答。妻が帰ってきて娘と同

じように私が忘れていたことを前提で話し

てきます。いや本当にちゃんと覚えてまし

た‼花束より信用が大事なようです。

真木　正広… ……今朝、きれいな花束が届きました！何か

なって見てみるとロータリークラブから

の結婚記念日のお祝い！当の二人はすっ

かり忘れてて…びっくりです。次男から

はお祝いだとシャンパンがテーブルの上

に！朝からとってもうれしい一日の始ま

りです。31年目、ありがとうございます。

桑原　征一… ……結婚記念ありがとうございます。満51周

年になります。60周年をめざして、二人

で楽しく頑張ろうと思います。

長岡　一路… ……いつもの事ながら“今日は何の日？”と言

われずに済みます。ありがとうございます。

礒村　典秀… ……所用により早退します。

永田　光春… ……（その他）
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■ 10月27日  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●

桑原　征一… ……佐々木ガバナー補佐、公式訪問ご苦労さ

まです。本日はよろしくお願いします。

後半年頑張ってください。

池田　昭大… ……本日は佐々木ガバナー補佐、西条ロータ

リークラブ佐々木様、来訪いただきあり

がとうございます。

松尾　嘉禮… ……本日の例会に、70周年タイムを設けてい

ただき有難うございます。

小野　正師… ……佐々木ガバナー補佐様、同じく佐々木前

ガバナー補佐様、例会訪問誠にありがと

うございます。

村上　　徹… ……満70歳でロータリークラブに入会させてい

ただき、数え80歳で退会することになりま

した。皆様本当にありがとうございました。

小野　正師… ……村上徹会員、10年間誠にありがとうござ

いました。人生これから、まだまだ大輪

を咲かせて下さい。

髙橋　英吉… ……村上徹会員、ロータリークラブに在籍し

ていただきありがとうございました。残

りの人生思い切って楽しんでください。

矢田　義久… ……村上徹様、退会残念でなりません。私に

自分の頭頂部を最初に意識させてくれた

のは、まさしくあなたです。退会後も私

の頭頂部の成長具合を必ず定期的にご確

認下さい。本当にお世話になりました。

曽我部謙一… ……11／１に会議所会頭を退任する事になり

ました。６年間無事務める事ができまし

た。皆さんのおかげです。今後とも会議

所を宜しく。

矢田　義久… ……10月20日、日本広告大賞　優秀賞を受

賞しました。10月21日愛媛新聞朝刊に

掲載されている事を、東京のホテルにて

安藤賢一さんからの電話で知りました。

さらに本日、その新聞掲載により近藤奉

文さんからニコニコを強要されました。

なのでニコニコします。共同計器ではな

く五色そうめんの事なのに…。

西岡　　圭… ……出張のため早退いたします。

田邊　　崇… ……（その他）
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ニコニコ寄付金
10月 合計 53件  182,000円       累 計 158件    548,000円

2022 ー 23 年度

PHD箱寄付金報告（インターアクト委員会）
… 10月合計額… 4,556円
… 2022−23年度累計額… 11,592円
…昭和57年５月13日スタート以降の累計額… 1,859,991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

2022 ー23年度の入退会者

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

… 9/29 渡邉　義人 ㈱愛媛銀行新居浜支店 桑原　征一

10/13 田尾　章典 ㈱百十四銀行 神野　勝太

10/31 村上　　徹 加賀工業㈱ 青野　　正

計 ４名 ３名

正 会 員 数

６月末 67名

７月末 69名

８月末 69名

９月末 70名

10月末 68名
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表紙絵画提供：日野 功 画伯

　紅葉の季節。大銀杏樹（おおいちょうじゅ）は色づいているだろうかと、11月11日に新居浜市

山根町の瑞応寺を訪ねました。県指定天然記念物でもある大木の葉はまだ黄緑色。散歩中のおば

あさんは「あと１週間くらいかのう」と言います。５日後に再び山門をくぐってみると、完全に

は色づいていませんでしたが、落葉も始まっており、秋の深まりをそれなりに感じることができ

ました。庭一面に黄色いじゅうたんを敷き詰めた様は、さぞかし風情があるのだろうと想像しま

す。掃除は大変でしょうけれど。

　愛でて心癒やされる黄色があれば、ヒヤリ肝を冷やす黄色も。交差点の信号機。運転していて

青から黄に変わり、前の車に続いて進もうと思いきや、「あれ、止まるんかい」と急ブレーキ。追

突しそうになったことがありました。「行けたのに」と思っていましたが、私が間違いであること

が先日受けた安全運転管理者講習で分かったのです。講師の方は「法律では黄色は止まれです」と。

道路交通法施行令第二条「黄色の灯火」には「停止位置をこえて進行してはならないこと。ただし、

黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止すること

ができない場合を除く」とあります。

　黄色は「注意」ではなかったのか。幼いころ確かそう教わりました。安全を確認したら注意し

て進んでよいものとずっと思っていました。講師の方は「法律が変わったんです」と種明かしし、

そして認識の違うドライバーが混在しているので「交差点での事故が多いのです」と説明してい

ました。いつ法律が変わったのでしょう、知りませんでした。会場には私のように誤解している

人が結構いました。だからこそ講習のテーマに取り上げているのだと理解した次第です。受講を

契機に、信号が黄色に変わるとブレーキを踏む

ようになりました。加速して通り抜けていたこ

ろよりも安全度が格段にアップしていると実

感。気持ちにも余裕が生まれます。
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ホームページアドレス
http://www.niihama-rc.jp

童心に返りイチョウの落ち葉でトッポジージョを作ってみました＝11月16日、瑞応寺


