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奉仕の精神で心温まる街にすることを誓った創立70周年記念式典
＝2022年12月17日、リーガロイヤルホテル新居浜



12月 （疾病予防と治療月間）

１
日

●   定時総会
●   情報雑誌

８
日

●   下期プログラム説明
●   70周年タイム

●   クラブ協議会（18:30～）
  （上期反省会）

17
日
㈯

＊70周年記念式典
  ＊曜日注意  15日㈭を変更

22
日

【夜間例会】（18:30～）
●   会長上期回顧

29
日

  
● 

  

カレンダー配布（社会奉仕）

特別休会

１月 ）間月仕奉業職（ ２月

５
日

・会長年頭所感
・内部卓話（情報雑誌）

２
日

・外部卓話（青少年）
　「新居浜市小中学生
　　科学奨励賞発表会報告」

12 
日

・外部卓話（インターアクト）　

９
日

・内部卓話
　新入会員（徳久晴彦会員）

・家庭集会（18:30～） 
　  元会長・現理事・副幹事
      副会計

・家庭集会（18:30～） 
　（クラブ奉仕・親睦・SAA）

19
日

・予算中間報告
・内部卓話
　新入会員（秦恭裕会員） 16

日

・会員スピーチ
（鈴木誠祐会員）

・情報雑誌

26
日

・職業奉仕功労者表彰
・外部卓話（職業奉仕） 23

日・クラブ協議会（下期活動計画）
　（18:30～）

８

29

・令和４年度新居浜市小中学生
科学奨励賞発表会(青少年)

・4RCゴルフ（新居浜南RC）

４

５
19
23

・愛媛第Ⅰ分区IM 
　　　（しこちゅ～ホール）

・今治南RC60周年 
・RA会長幹事会（新居浜市） 
・ロータリー創立記念日 
・世界理解と平和週間

　(2/23-3/1)

（ ）

（　　　　　　　　
　　　　　 ）平和と紛争予防/

紛争解決月間 

祝日休会（天皇誕生日）

（敬称略）（敬称略）

　2022年 12・2023年１・２月例会と行事予定　
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日　時：令和４年12月８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）下期プログラム（案）承認について
… 2）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12月１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）次年度役員・理事候補者（案）について

	 持ち回り理事会報告	 幹事　池 田 昭 大

（敬称略）

■ １月12日　外部卓話（インターアクト） ■
おもちゃ図書館「きしゃポッポ」代表　　　松山　明子 様（中央）

新居浜市社会福祉協議会 地域福祉課 課長　大山　由美 様（右から２人目）
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12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

 1日 70 60 10 85.71％ 2 93.75％ 0

 8日 70 57 13 81.43％ 5 74.14％ 1

17日 70 66 4 94.29％ 1 93.94％ 0

22日 70 46 24 65.71％ 8 96.88％ 0

　合　計 280 229 51   （　　　 0）
（カード　 6）

　平　均 70 57.25 12.75 81.79％ 89.68％ （累　計 7）
（カード　13）



令和４年７月７日㈭、かな

りの緊張感を持って初例会を

迎えました。今年度もコロナ

の影響が続き、行事も少し減

り例会も５回ほど休止となり

ました。しかし、70周年に関

しては少人数で、役員会・実行委員会を新年から

開いてきました。

行事としては、７／８の中学生弁論大会（青少年・

小野雄史委員長）を皮切りに、９／17…クラブ活性

化セミナー（高松、会員増強・飯尾委員長以下４名）、

９／29…社会奉仕功労者表彰（絵手紙サークルゆめ

の会代表　大西悦子氏）、10／12…花の種寄贈（社協

まごころ銀行へ寄付頂き関係団体80余に配布、社会

奉仕西岡委員長、R財団長田委員長）、10/22…ポリ

オデー（撲滅参拝を前神寺にて有志参加）、10／22

大洲RC創立50周年記念式典参加（会長・幹事）、

10／29…川之江RC60周年記念式典参加（池田幹事・

秋田副幹事）、12／４…R財団補助金セミナー（リーガ、

明星会長エレクト・東田次期財団委員長）等が行

われました。中でも一番の喜びは、新会員の小野

省三・田邊　崇・山田昌義・渡邉義人・黒田洋一・

秦　誠一（敬称略）６名の入会を得て、70名体制

が確立されたことです。

そして、いよいよ70周年記念事業です。12／12㈪

大安吉日、JR新居浜駅コンコース内への記念時計

台の除幕式を、石川市長・JR四国平田常務取締役

事業開発本部長・佐伯駅長をお招きし、スペース

と列車発着時間帯の関係で実行委員会を中心に簡

素に行いました。愛媛新聞やハートネットワーク等

のニュースでご覧頂いた通りです。松尾実行委員長

からの、記念講演を行わず市民の皆様に喜んで貰

える記念事業をとの方針の下、小野幸男記念事業

委員長が行政やJRとの折衝を綿密（強引？）に行

い夢が実現しました。こんなことができるのかと、

ハラハラドキドキの顛末でした。有難いことです。

12／17㈯…式典当日は、前日の最終チェックまで、

佐々木式典委員長・小野雄史会場委員長・吉田祝宴

委員長・西岡総務委員長・正副実行委員長達が各

委員の力を借りながら万全に仕上げて下さいまし

た。朝、10時前にリーガに入った時の受付から会

場設営の完璧な仕上がりに、ああこれは成功間違い

なしだと自信と勇気が湧きました。全会員、皆さ

まのご協力と応援を頂き、70周年記念式典が無事

執り行えましたことに、心からの感謝と御礼を申

し上げます。最後の仕上げの記念誌を、伊東委員長

宜しくお願いします。

私は、今回の式典で意を強くし、新たに気づい

たことがあります。それは、インタビュー誌の取

材時に受けた質問の「新居浜RCの特性と今後の展

望」についてです。

特性については、

①……何と言っても、クラブの会員全てが光り輝く

人財の宝庫であると云うことです。各業界の

トップ、プロフェッショナルが集まっています。

やろうと思えば何でもできますし、分からな

いことを尋ねれば解り易く教えてくれます。

30％のいわゆる転勤族は、大手で鍛えられた

特別優秀な方々です。もちろん、地元のリー

ダーも少々クセはあったとしても優秀です。

数は力であり、質と教養の高い集団です。

②……70年間の歴史が、親子２〜３代に亘る会員を

育てています。次世代への恩送りがスムーズ

に進み、時間を掛けて理想が実現されています。

この地域を活性化させ、社会を明るくするこ

とが可能です。

③……一番大事なことは、私たちの企業の存続です。

100年続く企業づくりを目指し、雇用の安定

と納税を果たします。企業での人財育成（人

づくり）も大切です。

これらのことを考えると、「組織の永続」が重要

となります。次の80年、90年、100年続くクラブ

に育て上げましょう。皆で力を合わせて、「100年

輝き続けるクラブ」づくりを目指したいものです。

ありがとうございました。

会 長 上 期 回 顧
「ありがとう、70周年！次代へ恩送り（おんくり）を」

2022〜2023年度会長　　小　　野　　正　　師
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令和５年（2023）、新年明け

ましておめでとうございます。

今年の干支は、「癸（みずのと）

卯（う）年」です。卯年の意味

として、兎（うさぎ）は穏やか

な性質から「家内安全」。また、

その跳躍する姿から「飛躍」「向上」を象徴するもの

として親しまれてきました。因みに、卯年には、

松尾嘉禮会員、明星元会員、近藤基起会員がおら

れます。そういえば、穏やかで堅実、静かで冷静

な方々です。もしかすると、兎の皮をかぶった虎

のような激しい一面をお持ちかもしれませんが…。

個人的には、兎の長い耳を真似て、人の話をよく

聞き、特に身近な人から、妻・子・孫・仲間・同僚・

友人たちの話に耳をきちんと傾け、傾聴の精神を

発揮したいと思います。

昨年は、創立70周年記念行事並びに式典・祝賀

会を全員で支え、ご協力いただき誠にありがとう

ございました。ご来賓、会員の皆さまからもご好

評で「素晴らしかった」とのお声を多くいただきま

した。残っている記念誌の作成を、待ち遠しく感

じております。

年末年始に帰省された市民関係者の方々には、

駅時計台をどのように感じ受け止めていただいた

のでしょうか。また、感想がございましたらお教

えください。

上期回顧でも申し上げましたが、新居浜クラブ

の特性は、会員の皆さまの日頃からの厳しい経営

を通して培われてきた自発性と優秀性、いざとなっ

た時の太鼓祭りのような団結力と集中力の強さに

あると思います。組織の成否は、トップの資質で

99％決まると言われています。特に、中小企業の

経営者は運もありますが、自ら勉強し学び続け、

善いと思うことを実践し続けなければ道は拓けま

せん。70周年を皆さまのご協力で無事終えること

ができましたので、下期には10年後の80周年、そ

して100周年に向けての皆さんの思いや夢を少し

取りまとめてみたいと考えております。

３年続いたコロナ禍の影響はまだまだ続きま

しょうし、昨年からのロシアによるウクライナ侵

略はショッキングな出来事であり、平和な日本か

らは想像できない世界の現実を目の当たりにしま

した。個人の力ではどうしようもない課題ではあ

りますが、それでも自分にできること、自分がや

るべきことを見計らいながら進んで行きたいと思

います。

どうか、残り半年も、前向きに楽しく有意義な

クラブ活動となりますよう、宜しくお願い申し上

げます。

会 長 年 頭 所 感
「ありがとう、70周年！次代へ恩送り（おんくり）を」

2022〜2023年度会長　　小　　野　　正　　師
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新居浜ロータリークラブ

（RC）は創立70周年記念式典を

2022年12月17日、リーガロ

イヤルホテル新居浜で開催し

ました。会員や来賓、会員の

ご夫人など約150人が出席し

て、先人が培ってきた友愛と奉仕の心を未来に引

き継いでいくことを誓いました。

新居浜RCは1952年12月17日、今治RCをスポ

ンサーに四国で６番目に設立されました。会員23人

でスタートし、その後の地道な活動と会員増強の

成果により現在は70人に増えています。

式典あいさつで、松尾嘉禮・創立70周年記念実行

委員長が「コロナの早い終息で活動が正常化する

ことを願うとともに、今後も地域社会、世界へ向

けて奉仕を続けていきます」、小野正師会長が「先

人から預かりいただいた宝物や徳、積み上げられ

た信用を磨き上げ、より善くしてこの次の世代に

申し送っていきます。地域に住む人が周りの人を

思いやり、心豊かで温かい街になることを願います」

と述べました。

続いて時計台の寄付目録が石川勝行・新居浜市長

に贈呈され、在籍40年以上の永年会員表彰では

越智　仁会員と畑田達志会員が表彰状を受け取り

ました。石川市長が「さらなる研鑽を積み、親睦

を深めながら奉仕の理念を推奨し、次の80周年、

その先の100周年に向けてクラブが発展することを

願います」と来賓あいさつ。八田　光・国際ロー

タリー第2670地区ガバナーは「新居浜RCが積み

重ねた経験を振り返り、地域に貢献している自分

たちをイマジン（想像）して、70周年の節目を善

いことをしようと決意する機会にしてください」

と祝辞を述べました。

式典の後、会場を移して祝賀会が催されました。

今治RCの吉田透会長の発声で乾杯。おいしい料理

とお酒、そして飯尾泰和、三谷麻規子両会員の夫

婦漫才のような“名司会”により、出席者は和やか

なひとときを過ごしました。アトラクションでは、

西岡　圭会員の奥様と音楽仲間による弦楽四重奏

が祝賀ムードを演出。地元バンド「ねこわさび」は

クリスマスソングなどで会場を大いに盛り上げま

した。締めくくりはロータリーソング「手に手つ

ないで」。出席者が大きな輪になり、時節柄手はつ

ながず、流れる曲とソングリーダーの近藤基起会員

の指揮に合わせ、元気に両手を前に振りました。

みんなの心が一つになった祝賀会でした。

70周年式典 奉仕の心決意新た

　　神　　田　　未　知　生
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例 会 記 録例 会 記 録例 会 記 録例 会 記 録

11月24日、新居浜カント

リー倶楽部において移動例会

の後、会長杯コンペが行われ

ました。前日は雨でしたが、

当日は風もなく快晴で絶好の

ゴルフ日和となりました。同

伴競技者は松尾会員、青野会員、妻鳥会員でした

ので、最初はとても緊張しましたが、皆さんのざっ

くばらんなお人柄のお陰で和気あいあいとした雰

囲気の中で楽しくプレーすることができました。

当日はいつもある大たたきするホールがなく、

何故か調子よく久々にいいスコアを出すことがで

きました。また、ダブルペリアのおかげでボギー

やダボのホールが隠しホールとなり、ネット70で

優勝することができました。同伴者や他の参加者

の方に感謝申し上げます。

表彰式、懇親会では「入会して一週間しかたっ

てないのに、優勝して」と多少いじられましたが、

皆さんに温かく祝福していただき、親睦を深める

ことができ、とてもありがたく感激しました。

今後もできる限り参加したいと思いますので、

よろしくお願いいたします。

会長杯ゴルフコンペ優勝

　　秦　　　　　誠　　一

会長杯ゴルフコンペ上位者
順位 参加者名 OUT IN GROSS HDCP NET

優勝 秦　　誠一 41 41 82 12.0 70.0 

２位 矢田　義久 40 44 84 12.0… 72.0…

３位 日野　英典 49 46 95 21.6… 73.4…
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開　会… 小野　正師会長
来客紹介… 真木親睦委員
　ゲスト　なし
　来訪ロータリアン　なし

誕生祝（12月）
　　秦　　誠一君…… 4日　松尾　嘉禮君…… 6日
　　植村　明雄君…… 7日　田川　　稔君…… 9日
　　小野　幸男君…10日　田坂　忠孝君…14日
　　井石　正哉君…22日　黒田　洋一君…24日
　　村上　正純君…30日

出席報告… 東田出席委員長
持ち回り理事会… 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
定時総会… 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

Ｒ４.12. １（第3402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

■ 12月１日  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●

萩尾　孝一… ……２か月ぶりのご無沙汰です。70周年記念

行事の準備で忙しいときに２か月の長期

にわたり例会を欠席いたしまして申し訳

ありません。この間の休みで体はほぼ元

の状態になりました？ 17日まで残り２

週間ぐらいしかありませんが記念事業に

向けて邪魔にならないよう頑張っていき

ますのでよろしくお願いいたします。ま

た、公私ともに松尾先生には大変お世話

になりました。ありがとうございました。

永田　光春… ……ロータリーの友12月号に赤い大地とキリ

マンジャロ登山感想文が載ったので‼あ

りがとうございます。

小野　正師… ……本日より12月末まで、赤い羽根共同募金

「年末たすけあい運動」が始まりました。

いつもご協力ありがとうございます。

曽我部謙一… ……新居浜カントリーのロングランコンペで優

勝したとの事。ヘタの横好きのゴルフでス

コアーも良くなかったのですが、永い事

やっていると良い事もあるのですね！ちな

みに優勝したのは我が妻の事です。

吉田　達哉… ……毎年NPO法人ペイフォワードで行ってい

るライトupモニュメントを、今年は中央

公園からJR新居浜駅前広場に場所を移し

て本日より点灯します。よろしければ見

てやって下さい。

秦　　誠一… ……誕生祝、ありがとうございます。67歳に

なります。今後ともよろしくお願いしま

す。

松尾　嘉禮… ……満83歳になります。健康に気を付けて元

気で世界大会10回を目指します。

（敬称略）
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開　会… 小野　正師会長
来客紹介… 田邊親睦委員
　ゲスト　なし
　来訪ロータリアン… 川之江RC　石川　豊和様

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　山田　昌義君…23日
　　武田　康宏君…24日

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
下期プログラム説明… 長岡プログラム委員長

70周年タイム　式典当日の流れについて
… 松尾実行委員長・小野（幸）記念事業委員長
… 小野（雄）会場委員長・佐々木記念式典委員長
… 吉田祝宴委員長・伊東記念誌委員長
… 西岡総務委員長

閉　会… 小野　正師会長

Ｒ４.12. ８（第3403回）

開　会… 小野　正師会長
来客紹介… 吉田親睦委員長
　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
会長上期回顧… 小野　正師会長
例会閉会… 小野　正師会長

会食・懇談… 吉田親睦委員長

閉　会… 小野　正師会長

Ｒ４.12.22（第3405回）



植村　明雄… ……有難うございます。何事も祝って頂ける

事をうれしく思います。これからも楽し

く年を取っていきたいと思います。

田川　　稔… ……誕生祝をいただき、ありがとうございます。

小野　幸男… ……誕生祝をいただきありがとうございます。

田坂　忠孝… ……57歳になりました。引き続きましてよろ

しくお願いいたします。

黒田　洋一… ……12月24日で51歳になります。

村上　正純… ……12月30日で73歳になります。近頃頭の

回転が鈍くなり、物忘れもひどくなり身

体の動きも鈍くなる中で生活していま

す。来年の誕生日まで家族も含めまわり

の人に迷惑をかけない様にたのしく過ご

したいと思います。

渡邉　義人… ……申し訳ありません。急な用が入ったので、

失礼します。

■ 12月８日  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●

石川　豊和… ……70周年記念おめでとうございます。10

月の川之江クラブ60周年では、お祝いに

来てくださりありがとうございます。

石川　豊和… ……２月４日㈯川之江ロータリークラブが主

催させていただきます。インターシティ

ミーティングでは、アンケートのご協力、

又当日参加とよろしくお願いします。

小野　正師… ……いよいよ、来週に迫りました。12／17㈯

宜しくお願いします。

松尾　嘉禮… ……最後の70周年タイム、来週は皆様宜しく

お願いします。

米谷　方利… ……70周年実行委員長はじめ各委員の皆さん

ご苦労様でした。すばらしいチームワー

クですね！

妹尾　次郎… ……２ヶ月ぶりの例会で緊張しています。メ

イキャップを含め可能な限り、出席率の

向上に努めます。

長岡　一路… ……下期プラグラム説明をさせていただきま

す。ちなみに本日12月８日はオシャカ様

が悟りを開かれた尊い日です。

畑田　達志… ……新居浜ロータリークラブ70周年にハタダ

の御栗タルト、かなみをお使いいただき

まして感謝いたします。ありがとうござ

いました。

畑田　達志… ……“小さなひとみ”83号発行させていただき

ました。ご一読いただければ幸いです。

妹尾　次郎… ……この度、新居浜商工会議所の副会頭に選任

されました。大役で責任を感じますが、一

期三年間頑張りますので、よろしくお願い

します。曽我部さん、矢田さん、お疲れ様

でした。小野雄史さん、共に頑張ろう！

吉田　達哉… ……新居浜ユネスコ協会より、慣例の書き損

じハガキキャンペーンがスタートしまし

た。ハガキに加え、切手、テレホンカード、

商品券など金券もOKです。学校で学べな

い、１億２千万人の子供達の為にご協力

下さい。

井石　正哉… ……今月の22日で69歳になります。精進には

げんでいるつもりが、精進おとしにはげ

むだけの日々です。心の精進に励みます。

秋田　華佳… ……本日、何とか結婚記念日を迎えることが

できました。家庭での話題はもっぱらW

カップばかり。このロータリークラブで

祝って頂ける事に幸せを感じています。

ありがとうございます。

髙橋　英吉… ……44回目の結婚記念日です。いい夫婦を演

じて金婚式まで努力いたします。

永田　光春… ……ありがとうございました。（結婚記念）

山田　昌義… ……結婚のお祝いをして頂きありがとうござ

います。結婚26年、その半分以上が単身

赴任。これからもがんばります。

武田　康宏… ……結婚記念ありがとうございます。22年に

なります。銀婚式をめざして頑張りたい

と思います。

長田伸一郎… ……社用都合で早退させて頂きます。

（川之江RC）

（川之江RC）
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■ 12月22日  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●

畑田　達志… ……創立70周年まことにおめでとうございま

す。実行委員長様、会長様はじめ会員の

皆様お疲れ様でした。その折には御栗タ

ルト、かなみをご利用いただき誠にあり

がとうございました。感謝‼

畑田　達志… ……永年在籍表彰ありがとうございます。長

いようで短い40年でした。ありがとうご

ざいました。

萩尾　孝一… ……皆様のおかげで70周年記念事業が盛大に

とり行われました。ありがとうございま

した。

井石安比古… ……永年30周年で表彰状をいただきました。

ありがとうございました。今後もロータ

リー活動に努力していきたいと思います。

伊東　省司… ……70周年お疲れ様でした。記念誌委員会は

これからです。皆様の素晴らしい原稿よ

ろしくお願いします。

池田　昭大… ……先週の創立70周年は皆様のご協力により

無事終了することができました。誠にあ

りがとうございました。

飯尾　泰和… ……松尾委員長、小野会長はじめ会員の皆様、

70周年記念式典・祝賀会ご苦労様でした。

また祝賀会においては、ご支援・ご協力

誠にありがとうございました。来年も会

員の皆様にとって幸多き年でありますよ

うに。　あかがねのヤス

桑原　征一… ……70周年式典・祝賀会、お疲れさまでした。

永年勤続表彰ありがとうございます。

松尾　嘉禮… ……70周年式典並びに祝宴、好評で無事終わ

りました。皆様の御協力に感謝‼

明星　　元… ……創立70周年事業、大成功でした。会員の

皆さんの努力のおかげですばらしい会と

なりました。

三谷麻規子… ……行き届かないところもありましたが、皆様

のご協力のおかげで無事？司会をやりとげ

られました。ありがとうございました！

中山　恵二… ……70周年記念式典で永年28年表彰いただ

きました。ありがとうございました。

越智　　仁… ……在籍40年表彰をいただきありがとうござ

いました。

小野　正師… ……70周年記念式典成功に感謝して、皆様あ

りがとうございました。

小野　幸男… ……12月17日㈯70周年記念式典、無事終わ

りました。記念事業委員会に御協力あり

がとうございました。

佐々木世希… ……創立70周年記念式典、無事終了しました。

委員の皆様、会員の皆様に感謝致します。

白石　正一… ……新居浜ロータリークラブ創立70周年の式

典の中で、20年の永年表彰をいただきま

した。ありがとうございました。

妹尾　次郎… ……70周年、お疲れさまでした。皆のチーム

ワークで素晴らしい式典・祝賀会でした。

ありがとうございました。

高橋　正明… ……新居浜ロータリーの創立70周年記念大会

に参加できたことに感謝します。

高橋　正明… ……永年30年を表彰してもらいました。

髙橋　英吉… ……新居浜ロータリークラブ70周年記念式典

及び懇親会、無事終了することができま

した。各委員会のみなさん、大変お世話

になりました。

米谷　方利… ……70周年記念式典で永年在籍29年の表彰

を受けました。これからもよろしくお願

いします。皆さんお疲れさまでした。

矢田　義久… ……70周年記念式典並びに祝賀会、皆様大変

お疲れ様でした。特に『まき＆やす』の伝

説となる見事な「スベリ話芸」の数々、唖

然！もとい感謝。

吉田　達哉… ……先日の70周年式典ならびに祝宴では大変

お疲れ様でした。特に祝宴の司会進行の

三谷会員、飯尾会員、お食事も満足にと

ることも出来ず専念してくれましたこと

に感謝申し上げます。

白石　正一… ……12月18日、滝の宮カントリーグランド

マンスリー、55歳〜65歳の部でハンディ

にめぐまれ、優勝することができました。

感謝！

谷　　　學… ……2022年の例会も今日で終りですね。午

前に新居浜マリーナに出向きセールしよ

うとしましたが、何と風速10m以上。あ

きらめました。いずれも今日の例会を楽

しみにしていました。
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ニコニコ寄付金
12月 合計 48件  181,000円       累 計 243件    861,000円

2022 ー 23 年度

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 ㈱百十四銀行新居浜支店 神野　勝太

10/31 村上　　徹 加賀工業㈱ 青野　　正

11/17 黒田　洋一 ㈱百十四銀行新居浜支店 西岡　　圭

11/17 秦　　誠一 加賀工業㈱ 青野　　正

計 ６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

11月末 70名

12月末 70名

PHD箱寄付金報告（インターアクト委員会）
… 12月合計額… 8,558円
… 2022−23年度累計額… 28,106円
…昭和57年５月13日スタート以降の累計額… 1,876,505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
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国際ロータリーテーマ

《 ’22- ’23 》
イマジン　ロータリー

ク ラ ブ 基 本 方 針

《 ’22- ’23 》
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

　今期の親睦委員長の方針は、ゲスト紹介の冒頭スピーチで「笑いを取る」こと。私は笑
いが取れない分、写真を撮ります。12月号に続いて１月号も表紙を写真にしました。創立
70周年は10年に一度の大きなトピックです。式典の写真は面白みがないかもしれません
が、記録性を重視しました。中面で式典と祝賀会のスナップを見開きで展開するつもりで
したが、結果的に70周年記念誌に回ることになりました。職業柄なのか早く世に出したい
ので、当欄を使わせていただき、記念誌とかぶらないよういくつか掲載します。

編 集 後 記

ホームページアドレス
http://www.niihama-rc.jp

▲歓談の様子

▲心の手と手つないで

▲友愛の輪

▲ソングリーダーに合わせて


