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第 3302回

第 3302回

開会 今村定生 会長

出席報告

出席会員 (36名 中)

出席免除

出席率

第 3800回 修正出席率

。例会変更通知

(川 之江 )

①6月 28日 (火 )

②7月  5日 (火 )

例 会 記 録

会長の時間

○新入会員紹介

(有 )宇摩ダイハツ 代表取締役 村上泰史様

(紹介者 :桂 高司会員)

○誕生日御祝

佐藤 慎輔君 ( 2日 )

高岡  淳君 ( 6日 )

別府   偉君 (20日 )

竹本 好美様 ( 1日 )

渡邊由紀子様 (20日 )

令和 4年 6月 3日

山内一正君～

泰史君、伊予三島ロータリークラブ入会おめで

とうございます。これでやつとロックオンから開

放されますね。しばらくの間爽快な気分をお楽し

んでください。

石川 勉君～

先日の総会で正式に、防犯協会副会長 18年、四

国中央青パ ト隊長 16年、四国中央市暴力団排除連

絡協議会長 6年の全ての役職を退任しました。

これからは、ス トレスのない余生を過ごしたい

と思います。

井原 伸君～

長 らく欠席が続いてお り、たいへん申し訳あり

ません。この間にあつたことで、二つ、報告 させ

て頂きます。以下、長文失礼します。

一点目、去る 5月 21日 に長男夫婦が横浜にて、

挙式披露宴を挙行致しました。二人の大学時代の

友人や会社の同僚 とごく近い身内だけの招待者で

すが、コロナがまだ収まってない中でもあり、開

催していいものかどうか問際まで悩みました。

しかしながら、感染対策にご理解いただけたの

か、ほとんどの招待者に御出席いただき、親が言

うのも何ですが、いい披露宴ができました。一昨

年に入籍を済ませ、すでに一緒に生活をしている

二人ですが、念願のお披露目ができて本当に良かつ

たです。地元に帰つた折には、よろしくお願いい

たします。

二点日、去る 5月 27日 の愛媛県建設業協会定時

総会におきまして、会長に就任いたしました。30

数年前に、亡き父も務めた役職ですが、私にとっ

てはたいへんな重責です。建設業界のおかれてい

るこの難局を乗 り切つていくために、皆様のご指

導を頂きながら、全力を尽 くして努力して参 りた

く思います。2年間の任期中、例会欠席も増えると

思いますが、伊予三島ロータリークラブ会員の資

格を失わないよう頑張 りますので、どうかお見限

りの無いよう、よろしくお願いいたします。

誕生祝～佐藤慎輔君、伊藤誠史君、高岡 淳君、

藤田浩晃君、別府 偉君

竹本好美様、渡邊由紀子様、金崎佳子様

6月 17日 プログラム予定

プログラム・出席委員会

(次期プログラム発表 )

奉仕しようみんなの
人生を豊かにするために

31名
1名

88. 57%
97. 06%

20212022年度国際日―タリー会長 Shekhar―Mchta(シ ヤカールメータ)

「パンとサクランボ」 坂 田 瑞 来

会 報 委 員 会

委員長 園 部 忠 幸

今 ロシアのウクライナヘの進行が続 ヤヽていますが、皆さんの受け止め方は、

年齢やこれまでの経験などからそれぞれだと思います。毎 日テ レビのニュー

スで流される現地の悲惨な状況は目を覆いたくなるものです。

ウクライナ以外でも、地球上では至る所で内紛、戦争が繰 り返されています。

これらに対して各国の対応は、世界の平和を最優先するのではなく自国の利益

を優先するものになつているように思います。

私たち日本人は、先の太平洋戦争終結以降大きな戦争にも直接関わることも

なく、本当に平和な 70年以上を暮らして来ました。従つて、ほとんどの人は

戦争の経験がありません。平和ボケとか言われるけど、本当にいい時代を生き

てきたと思います。

日本人は、155年前の明治維新以降、日清戦争 (128年前 )、 日露戦争 (118年前 )、 太平洋戦争 (77

年前 )と 戦争の連続でした。実際私の祖父は日露戦争に、父は太平洋戦争に召集され、どちらも中国

に従軍 しました。運良く二人 とも生還しましたが、伯父の中には戦死した人もいました。

戦争の愚かさは、みんな分かっているのだけれど、当事者になると、自制することが出来ずどちら

にも大きな傷を残すものになっています。絵空事の平和主義を唱えてもダメではあるが、真の平和を

考えるいい機会だと考えたいと思います。

そんな ことを考えていると、坂本龍馬や近藤勇が活躍 した明治維新なんかそんなに遠いことなの

か ?太平洋戦争なんかそんなに遠いことなのか ?と 思つてしまいました。これらは、私は直接経験し

ていませんが、沖縄返還や連合赤軍あさま山荘事件はちょうど50年前に直接見聞きしたもので、つ

い最近のことのように思われます。

連合赤軍あさま山荘事件は、高校 3年生の大学受験直前の2月 後半、毎日のようにテレビの実況中

継を見たものです。実際受験当 日のキャンパスは無期限バリス トの最中で、自衛隊の装甲車が警備

する中で、受験生以外は入場出来ない状態でした。また、大学に入学した後、部活動で入部したクラ

ブにはパスポー トを所持した沖縄からの学生がいました。その年の 5月 15日 に沖縄は本土復帰した

のですが。

そんな こんなで、進駐軍が帰つた後生まれた私も今年が古希になります。いろいろ考えさせられ

ます。

伊藤誠史君

藤田浩晃君

立花里映様

金崎佳子様

( 3日 )

( 6日 )

( 3日 )

(24日 )

幹事報告
・地区青少年奉仕委員会 ～

IAC会長・幹事研修会のご案内

日 時 6月 19日 (日 )10:00～ 12:00

テーマ 「今、私たちにできること」

～SDGsに つながる活動を通して～

(*Zoom開催なのでご視聴できます。)

httpsy/us02web.zoom.us/iメ 83197578736

夜間例会

夜間例会

例会行事

会報委員会

園部忠幸 委員長

石川 勉 言J委員長

ニコニコ紹介

今村定生会長～

村上泰史さん ようこそ伊予三島ロータリーク

ラブに !こ れからご活躍をご祈念申し上げます。

桂 高司君～

村上泰史さん 伊予三島ロータリークラブ入会

おめでとうございます。これから一緒にロータリー

ライフを楽しみましょう。
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例 会 金曜日 12:10～ 13:10
■会長/今村定生  ■幹事/井原博史
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