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１月 ）間月仕奉業職（ ２月 ３月（水と衛生月間） 

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」 ２

日

・会員スピーチ
（西岡圭会員）

・情報雑誌
・家庭集会（18:30～） 
   社会・人尊・青少年
   RA・IA

12 
日

・外部卓話（インターアクト）　

９
日

・内部卓話

・IM報告
　新入会員（徳久晴彦会員）

９
日

【夜間例会】18:00～
・親睦家族会
＊時間注意！

・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 16
日

・内部卓話
　新入会員（神田未知生会員）

26
日

・職業奉仕功労者表彰
・外部卓話（職業奉仕） 23

日
23
日

・外部卓話(人間尊重)

・クラブ協議会（下期活動計画）
　（18:30～）

30
日

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)

26 ・PETS・DTTS 
）ルテホオリィヴンラグ島徳（   

）ＣＲ条西（ フルゴCR4・  

特別休会

（ ）

（ ）

（　　　　　　　　
　　　　　 ）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）

　2023年１・２・３月例会と行事予定　
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日　時：令和５年１月12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）70周年記念式典をふりかえって
… 2）新居浜ロータリークラブのビジョンについて

	 定 例 理 事 会 報 告 	 幹事　池 田 昭 大

日　時：令和５年１月26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）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）

■ ２月２日 ■
新居浜市小中学生科学奨励賞発表会 報告

左から 相田友以奈さん（惣開小学校６年）
井原すずなさん（中萩中学校３年）
田窪　智晴さん（泉川小学校３年）

■ ２月４日 ■
愛媛第Ⅰ分区IM
（しこちゅ～ホール）
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１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

 5日 70 55 15 78.57％ 1 98.53％ 0

12日 70 51 19 72.86％ 3 85.71％ 0

19日 70 55 15 78.57％ 3 87.50％ 1

26日 70 53 17 75.71％ 6 85.71％ 0

　合　計 280 214 66   （　　　 1）
（カード　 0）

　平　均 70 53.5 16.5 76.43％ 89.36％ （累　計 8）
（カード　13）
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新年明けましておめでとう

ございます。

私たちのおもちゃ図書館

きしゃポッポの活動では、新

居浜ロータリークラブの皆様

がご支援されておられる新居

浜西高校インターアクトクラブの生徒さんたちに

大変お世話になっております。皆様のご協力のお

かげで、この度令和４年度「障害者の生涯学習支

援活動」に係る文部科学大臣表彰を昨年12月６日

にいただくことができました。

私たちのおもちゃ図書館きしゃポッポは平成８年

４月６日に新居浜市総合福祉センターに開設され、

障害者・児と地域の子どもが交流し、手作りおも

ちゃで遊び、やさしさと笑顔がいっぱいになるよ

う活動を続けてまいりました。毎週火曜日にはメ

ンバーが集い、手づくりおもちゃ製作にも取り組

んできました。また、障害者・児を対象とした和

太鼓演奏グループをつくり、練習を重ね、多様な

機会をいただき、演奏を披露してきました。

そして、高校生の有志と協働で障害児を招き交

流するクリスマスイベントを開催してきました。

開催にあたっては、新居浜ロータリークラブが支

援してくださっている新居浜西高校インターアク

トクラブの生徒さんたちが、第１回から参加して

くださっています。インターアクトクラブがボラ

ンティアするのだったら私たちもと第２回以降は

合唱部、吹奏楽部の生徒さんも参加してくださり、

交流を続け、24回開催することができ、心から感

謝しています。今年度は、新型コロナの影響でリ

アル開催は叶いませんでしたが、応援のために西

高生が１メートル位の紙にクリスマスタペスト

リーの原画を描いてくださり、今私たちがそれを

布で仕立てているところです。

この交流を通して新居浜ロータリークラブの皆

様にお世話になっていると分かっていながら、な

かなか御礼を申し上げる機会がなかったのですが、

本日この会に参加させていただき、長年のご支援

ご協力に対しまして御礼と報告をさせていただく

機会をいただきました。新居浜市では、いろいろ

な所で、いろいろな方々が、いろいろな活動に取

り組んでおられます。そんな活動がやさしいまち

を創っていくと信じて、これからも自分たちにで

きることをコツコツ進めて参りますので、今後と

もどうかよろしくお願い致します。

ここ３年間はコロナ禍のため開催できなかった

のですが、コロナが収まりましたら又生徒さんに

参加していただけることを楽しみにしております。

みんなの心が安心できる日が一日も早く訪れるこ

とを願うばかりです。

本日はこのような機会をいただき、本当にあり

がとうございました。新居浜ロータリークラブの

皆様方のご活躍、ご健勝を心よりお祈りしており

ます。本当にありがとうございました。

新居浜ロータリークラブの皆様ヘ感謝を込めて

おもちゃ図書館きしゃポッポ　　松　　山　　明　　子
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今回、新居浜カントリー倶

楽部アラカルトと題して、新

居浜カントリー倶楽部の歴史

やコース、また最近の出来事

などを紹介させていただきま

した。まず、新居浜カントリー

の開設時期ですが、昭和39（1964）年７月26日に

オープンしております。この年は第１回東京オリ

ンピックが開催された年でもありました。県内で

は２番目にできた、歴史と伝統のあるゴルフ場で

あります。１番は松山ゴルフ倶楽部で昭和33年に

開設され、その後東南予にもという動きが盛んに

なり、新居浜でも昭和36年に市、商工会議所、建

設関係者が建設母体となって、昭和39年に開設さ

れたわけであります。新居浜に続き、南予の大洲

にも昭和41年にゴルフ場が開設されました。東中

南予にそれぞれゴルフ場が誕生し、愛媛県でもゴ

ルフの大衆化が始まりました。

新居浜カントリー倶楽部の設計は上田　治氏が

行いました。上田氏は旧制の松山高等学校の出身

で、京大農学部を出てイギリスでゴルフ設計を学

びました。上田氏と並んで有名なのが井上誠一氏

であります。二人は「東の井上、西の上田」「柔の

井上、剛の上田」と称され、上田氏の特徴はダイナ

ミックでスリリングな景観を創作し、プ

レーヤーに戦略性を問うという、まさに剛

の上田と呼ばれる所以はそこにあるといわ

れています。新居浜カントリー倶楽部も戦

略性に富むすばらしいコースであります。

特に、今は松山自動車道となった「幻の18

番ホール」は高低差が大きく、高台から打

ち下ろすダイナミックなコースは、爽快で

見事な景観だったといわれています。

新居浜カントリー倶楽部は、平成３

（1991）年の松山自動車道（土居IC〜いよ

西条IC）の開通に伴い、クラブハウスやイ

ンコースの改修が行われて、現在のコー

スとなっていますが、高速開通当時は、

松もあまりなくて芝の青さが眩しい広々

としたコース景観でありました。

コースだけでなく、選手に目を向けると、昭和

60年に新居浜カントリー倶楽部は四国インター決

勝大会（現愛媛チャンピオン大会）で初優勝を飾っ

ております。最近の成績も素晴らしく、昨年７月

にクラブ対抗愛媛県予選優勝、また、昨年10月に

行われた愛媛チャンピオン大会でも優勝し、２連

覇を達成しております。今、選手の全盛期を迎え

ているところであります。

最後の紹介になりますが、新居浜カントリー倶

楽部では、駅伝で全国大会に出場する中学や高校

から申し出があれば、コースを練習の場にお貸し

しています。令和４年度に出場した中萩中学校も

ここ新居浜カントリーで練習して全国大会に行き

ました。終わったあと、選手全員から補欠の方も

含めて、感謝の作文をいただきました。結果は全

国28位でしたが、全員が実力を発揮してすばらし

い成果を収めたと思っています。

以上のように新居浜カントリー倶楽部は、これ

までも、また、これからも、皆様に愛され親しまれ、

そして、地域に貢献できるようなゴルフ場であり

たいと思っております。これからも頑張って参り

ますので、ご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

ありがとうございました。

新居浜カントリー倶楽部アラカルト

新居浜カントリー倶楽部　　秦　　　　　恭　　裕

幻の18番ホール。今は高速道路（松山自動車道）になっています。
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この度、不定期の人事異動

が発令され、大和証券株式会社

吉祥寺支店長を拝命致しまし

た。東京都へ転勤となります。

2021年3月に入会し、在籍

は２年弱という短い期間ではありましたが、会員

の皆様と楽しいひと時を過ごさせていただきまし

た。誠に感謝しております。

振り返れば、入会は秋田会員と同時期、お互い

新居浜ロータリークラブ史上初の女性会員という

ことで、当初毎例会が緊張の連続でした。皆様に

はあたたかく迎え入れていただきましたが、コロ

ナ禍でのマスク着用でなかなかお顔とお名前が一

致せず、感染状況によっては休会となることも多

かったため、緊張が一定解けてきたのはごく最近

になります。

昨年の70周年記念式典では祝宴委員として司会

退会あいさつ
　　三　　谷　　麻　規　子

私の宝物

日野英典会員の父上で、画家の日野功氏（日展

会員、光風会名誉会員）による水彩画（縦23センチ、

横45センチ）です。私の地元・沢津の懐かしい穏

やかな風景が描かれています。手前が国領川の河

口です。まだ堤防がなく浜になっていて、ノリを

加工する小屋が並んでいます。細い線と淡い色合

いがとても優しく感じられ、自宅の応接間に飾っ

ていて、見るたび心が癒やされています。地元の

方も「ええねえ」「昔はこんなんやったんや」と懐か

しく喜んでくれます。

功さんは古くからの知人でよく遊んで頂きまし

た。40年ほど前、功さんの画廊を訪れてベルナー

ル・ビュフェの版画を購入しましたが、その隣に

あったこの絵に心が惹かれました。功さんが絵を

描き始めたころの作品といいます。「売り物じゃな

いから」と難色を示されましたが、どうしても欲

しかったので半ば “強奪”する形で譲ってもらいま

した。かつての光景を伝えたくて、息子には「大

事にしてくれよ」と伝えています。

日野功さんの水彩画

懐かしい光景に癒やされる
安　藤　賢　一
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の大役をいただき、今後少しはお役に立てること

も増えていけばいいなと思っていた矢先でしたの

で、残念な気持ちが大きいです。

わたしが退会しまして、女性会員は秋田会員の

みになりますので、会員増強委員の方には是非女

性会員獲得をお願いしたいと思います。

２年の在籍期間中、本当にたくさんのことを学

ばせていただきました。特に印象的だったのは、

昨年12月の70周年記念式典です。新居浜市の重鎮

である会員の皆様が、各所で知見や才能を生かし

て活躍され、同じ目的に向かって取り組む姿を見

てワクワクしましたし、組織としての強固さを感

じました。

わたしもこれから新天地での挑戦となりますが、

皆様に学ばせていただいたことを糧に、楽しく強

い組織を構築すべく精進して参ります。

最後になりますが、会員の皆様のご健勝と、新

居浜ロータリークラブの益々のご発展をお祈りし

まして、退会の挨拶とさせていただきます。本当

にお世話になりました、ありがとうございました！

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

誕生祝（12月）
　　神野　直正君…… 8日　米谷　方利君…12日
　　真木　正広君…18日　小野　省三君…18日
　　青野　　正君…21日　神野　勝太君…22日

年寿祝
　傘　寿　神野　勝太君（S19.… 1.22）
　　　　　桑原　征一君（S19.… 7.14）
　　　　　永田　光春君（S19.10.… 4）
　　　　　一宮　捷宏君（S19.11.20）

　喜　寿　青野　　正君（S22.… 1.21）
　　　　　西本　　健君（S22.… 4.13）
　　　　　安藤　賢一君（S22.… 7.31）
　　　　　松田　哲雄君（S22.… 8.… 3）
　　　　　谷　　　學君（S22.10.… 2）
　古　希　長岡　一路君（S29.… 5.27）

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
会長年頭所感… 小野　正師会長
内部卓話（情報雑誌）… 桑原情報雑誌委員長

閉　会… 小野　正師会長

Ｒ５.１. ５（第3406回）

開　会… 小野　正師会長
来客紹介… 小野　省三親睦委員
　ゲスト　（後ほどご紹介いたします）
　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
　　田邊　　崇君…20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…

外部卓話（インターアクト）
… 妹尾インターアクト委員長
　ゲスト紹介
　　おもちゃ図書館「きしゃポッポ」代表� 松山　明子様
　　新居浜市社会福祉協議会　地域福祉課課長� 大山　由美様
　ゲスト挨拶・卓話� 松山　明子様
　謝　辞… 小野　正師会長

閉　会… 小野　正師会長

Ｒ５.１.12（第3407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

■�１月５日  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●

小野　正師… ……本年も明るく楽しく前向きにスタートい

たします。宜しくお願いします。

萩尾　孝一… ……おめでとうございます。あと半年よろし

くお願いします。

池田　昭大… ……旧年中はお世話になりました。70周年式

典も無事終り、残り半年、気を抜かない

よう頑張りますので、本年もよろしくお

願いいたします。

小野　幸男… ……本日はSAA代理をさせていただきます。

よろしくお願い致します。

桑原　征一… ……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申しあげま

す。また傘寿のお祝いありがとうござい

ます。傘寿という数えで、80の大台にの

りました。何とかこれからも元気に頑張

りたいと思いますので今後ともよろしく

お願いいたします。

一宮　捷宏… ……本年いよいよ大台の傘寿を迎えます。老

体にムチをうって頑張ります。よろしく

お願いします。

永田　光春… ……気がつけば傘寿、我ながらビックリする

年齢になった。後は気をつけて歩く‼笑

顔で歩く‼宜しくお願いします。

安藤　賢一… ……喜寿となりました。元気に感謝。

青野　　正… ……喜寿なんて信じられません。もう少しガ

ンバリます。

西本　　健… ……喜寿だそうです。長生きしました。

長岡　一路… ……諸先輩のみなさんからはしかられそうで

すが、先程小野SAAより古希ですから！

と耳うちされてガクゼンです。

畑田　達志… ……１月お誕生日の皆様まことにおめでとう

ございます。今年一年がさらに幸せな年

でありますよう、お祈り申しあげます。

青野　　正… ……（誕生祝）

小野　省三… ……無事今日まで元気で過ごせたことに感謝。

（誕生祝）

大場　浩正… ……（その他）

（敬称略）
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開　会… 小野　正師会長
来客紹介… 山田親睦委員
　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
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

米山功労クラブ感謝状授与
　髙橋（英）米山奨学委員長… 小野　正師会長

職業奉仕功労者表彰
　紹　介… 小野　幸男職業奉仕委員長
　表彰状贈呈… 小野　正師会長
　受賞者
　　寿商事株式会社　代表取締役会長… 日野　　功様
　受賞者挨拶・卓話… （代理）日野　英典会員
　謝　辞… 小野　正師会長

閉　会… 小野　正師会長

Ｒ５.１.26（第3409回）

開　会… 小野　正師会長
来客紹介… 田川親睦委員
　ゲスト　なし
　来訪ロータリアン
　　西条ロータリークラブ　徳増　秀久様

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
予算中間報告… 妻鳥会計
内部卓話（新入会員）… 秦　　泰裕会員

閉　会… 小野　正師会長

Ｒ５.１.19（第3408回）



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

小野　雄史… ……１月７日、小野会長と共に小中学生科学

奨励賞の表彰式に参加して参りました。

レベルの高い研究発表に感動しました。

妹尾　次郎… ……外部卓話の講師として、おもちゃ図書館

「きしゃポッポ」代表の松山様においで頂

きました。よろしくお願いします。

小野　正師… ……おもちゃ図書館「きしゃポッポ」松山明子

様、新居浜市社会福祉協議会　大山由美

様、ようこそお越し下さいました。

米谷　方利… ……久しぶりの例会で、SAAの役割を忘れて

いました。申し訳ありません。開始時間

１分おくれました。誕生祝の読みあげを

忘れていました。次回からはきっちりし

たいと思います。

長田伸一郎… ……新年おめでとうございます。愛媛新聞さ

んをはじめ６紙に弊社住友化学のチラシ

「かがく」を入れさせて頂きました。本年

もよろしくお願い申し上げます。

真木　正広… ……私ごとですが、本年度、株式会社に志ま

き呉服店は創業140年を迎えます。また

長男夫婦が６代目を継承すべく東京から

帰ってきました。日本の良き伝統と文化

を大切に精進してまいりますので、ご指

導よろしくお願い致します。

三谷麻規子… ……素敵なお花をありがとうございました。

元旦なら忘れないと思いつつ、今年も

すっかり忘れていた18回目の結婚記念で

した！

米谷　方利… ……結婚して46年が経過しました。もう少し

で金婚式です。仲よくしています。

田邊　　崇… ……ありがとうございます。単身赴任で妻と

の前向きな会話が増えた気がします。自

由を楽しみながらがんばります。

谷　　　學… ……喜寿のお祝いをいただきました。心から

感謝です。

米谷　方利… ……本日誕生日です。コロナも経験して、無

事に71歳を迎えました。これからもよろ

しくお願いいたします。

真木　正広… ……お誕生日祝いをいただきましてありがと

うございます。58歳になります。頑張り

ます。

矢田　義久… ……（その他）

■�１月19日  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●

徳増　秀久… ……周年記念のチャリティーゴルフのPRに来

させて頂きました。

小野　正師… ……春が近づいて来ました。西条RC徳増会長、

ようこそお越し下さいました。

田川　　稔… ……年間エネルギー収支をゼロとした当社社

員寮が完成し、本日愛媛新聞様に掲載さ

れました。今後も脱炭素社会の実現に向

けた取組を進めてまいります。

飯尾　泰和… ……先週朝、NHKニュースにて我が子が出ま

した。NHK受信料等応援願います。

曽我部謙一… ……新入会員の卓話で秦支配人から新居浜カ

ントリーの宣伝（説明）をさせてもらいま

した。

米谷　方利… ……昔のゴルフの紹介、ありがとうございま

した。

近藤　利彦… ……（その他）

増田　　忍… ……（その他）

三谷麻規子… ……（その他）

丹　　一志… ……（その他）

（西条RC）
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■�１月26日  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●

小野　正師… ……神田委員長、立派な会報誌１月号をあり

がとうございました。

妹尾　次郎… ……１月12日の外部卓話に来られた、おも

ちゃ図書館きしゃポッポ代表の松山さん

から、後日私へ御礼の電話を頂きました。

西高インターアクトクラブとの古くから

のつきあいについて、改めて御話し頂き

ました。西高創立100周年の記念誌にも、

寄稿されたとのこと。同窓会長として、

うかつでした。

吉田　達哉… ……２月９日18：30〜　家庭集会をピッツェ

リアマルブンで開催します。お店を貸し

切りましたので多くのご参加を宜しくお

願いします。

日野　英典… ……父、功を表彰して頂きましてありがとう

ございます。

小野　幸男… ……本日、職業奉仕功労者表彰をさせていた

だきます。

小野　正師… ……本日の職業奉仕功労者表彰、日野　功様、

まことにおめでとうございます。

青野　　正… ……日野さん本日はおめでとうございます。

これからもお元気にお過し下さい。

安藤　賢一… ……日野功様の水墨画の処女作（名：沢津の

海辺）が、日野様より送られてかざって

おります。（中国語の師匠です）

植村　明雄… ……申し訳ありません、社用で早退致します。

松尾　嘉禮… ……（その他）

近藤　利彦… ……（その他）

矢田　義久… ……日野功様、おめでとうございます。同じ

10月16日生れである事を紹介により知

りました。同じ日に生れたヨシミでニコ

ニコします。
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ニコニコ寄付金
１月 合計 46件  167,000円       累 計 289件   1,028,000円

2022 ー 23 年度
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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）
… １月合計額… 7,375円
… 2022−23年度累計額… 35,481円
…昭和57年５月13日スタート以降の累計額… 1,883,880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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新居浜ロータリークラブ　会報委員長　神 田　未 知 生
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　　小 野 正 師 　　　　　　　　　幹　事 　　池 田 昭 大

● 発行所
● 印刷所

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

7

編 集 後 記

表紙絵画提供：日野 功 画伯

　より親しまれる会報づくりを目指して、今月号から新コーナー「私の宝物」を始めました。

会員が大事に持っている品物を通じて横顔を紹介できればと思っています。高額・高級品

に限らず、入学記念に買ってもらった腕時計、好きなアーティストのコンサートの半券、

旅先で買った土産物、愛用している万年筆…それぞれの方にとっての宝物です。その品物

に対する愛着や思い入れ、こだわりを語っていただきます。

　初回は会報委員の安藤賢一さんにご登場願いました。安藤さんの宝物は、会報の表紙絵

の作者でもある日野功さんが描いた風景画です。安藤さんの地元沢津の懐かしい姿が描か

れています。お気に入りということですが、記憶の中の光景自体も宝物なのかもしれませ

ん。日野さんがこの辺りでスケッチしたであろう場所で写真を撮ってみました。見比べる

と絵の方がずっと風情があります。

　「私の宝物」は随時掲載の予定です。会報委員会からお願いするケースが多いと思います

が、取り上げてほしい宝物がありましたら、ぜひお知らせください。原稿は400文字程度。

写真と併せて寄稿していただくか、神田が話をお聞きしてまとめます。話をお聞きする場

合は、例会後のロビーはいかがでしょうか。また、事務所などに出向くこともやぶさかで

はございません。皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。

編 集 後 記

ホームページアドレス
http://www.niihama-rc.jp


