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古川　貴章　残暑厳しいですが身体に気をつけて下さい。
福山　　宏　宇和島カントリークラブでゴルフしました。地獄の
　　　　　　様なゴルフ場でした。一つのホールで OB６発出しま
　　　　　　した。2Rゴルフまでに調整しておきます。
岡田　賢治　暑さが続きます。熱中症に気をつけましょう。
伊藤　龍一　急に夏が戻ってきた感じで暑くて死にそうです。皆
　　　　　　様も体調には気をつけて下さい。本日は早退させて
　　　　　　いただきます。
後藤　達也　残暑厳しいです。体調崩さない様気をつけましょう。
徳村　　明　台風被害お見舞い申し上げます。残暑もまだまだ続く
　　　　　　ようです。食事と快眠に心がけて下さい。
村上　博昭　９月度のゴルフ部会の月例で優勝させていただきま
　　　　　　した。29 日の 2Rのゴルフコンペも頑張ります。
白石　誠一　例会遅れて申し訳ないです。
能瀬　伸一　暑さが戻ってきました。お身体ご自愛下さい。
伊藤　嘉秀　子ども食堂のこと大変失礼な説明にも拘わらずご承
　　　　　　認いただきましてありがとうございました。
加藤　久博　残暑お見舞い申し上げます。
佐伯　澄男　暑いですネ。
鈴木　雅志　9 月に水泳パラ国際大会また水泳ジャパンパラ競技大
　　　　　　会がありますが我が新居浜 LC が支援している岡部歩
　　　　　　乃佳さんの現状は？ガンバってもらいたいものです。
檜垣　孝志　明後日は中秋の名月です。天気も良さそうです。い
　　　　　　も炊きでもして一杯やりましょうかネ！
塩見　秀晴　オリンピック入場券追加募集今日発表。ドネーショ
　　　　　　ンしてたら当っとろうか？当たってたら良いのになあ。
神野　雄太　台風 15 号東京で体験しました。
高木　泰斉　先日の月例ゴルフの前日に風邪をひいて休むことに
　　　　　　なってしまいメンバーの方々にご迷惑をおかけして
　　　　　　申し訳ございませんでした。まだ本調子ではないの
　　　　　　ですが元気になりました。しばらく残暑が続きそう
　　　　　　ですが体調にはくれぐれもお気を付け下さい。
青野　泰介　9月になっても暑いですネ。皆様ご自愛下さい。
橋田信一郎　熱い日がぶり返してきました。体調には十分注意し
　　　　　　ましょう。
真鍋　憲夫　残暑お見舞い申し上げます。
藤縄　洲二　毎日暑いですね。
河端　信人　残暑厳しいですが皆様お身体にお気を付け下さい。
石川　　稔　「暑さ寒さも彼岸まで」とか言いますがそれにしても
　　　　　　毎日が暑くて祭りの到来を感じられません。
奥嶋啓一郎　残暑が続きますが、会報誌も続きます。皆様からの
　　　　　　ご寄稿をお待ちしていると共に、ランダムでお願いを
さ　　　　　　せて頂くかもしれませんので、宜しくお願い致しま
す。
小野　周平　残暑厳しい日々が続きます。娘二人はクーラーに負
　　　　　　けて発熱しました。皆様も体調ご自愛下さい。
松浦　一雄　熱い日が続き庭の草の成長が早く、草引きが追いつ
　　　　　　きません。涼しくなると草の成長が遅くなります。
　　　　　　それまで辛抱です。
宇野　博文　まだまだ熱い日が続きます。熱中症にも注意しましょう。
村上順一郎　熱い日が続きますね。熱中症には気をつけて下さい。
今村　　忍　今日は 3ヶ月に 1 回のリーガでの研修会なのですみ
　　　　　　ません。
石川　敏則　残暑厳しきおり身体に気をつけて下さい。
近藤　充徳　残暑お見舞い申し上げます。
山下　邦俊　残暑厳しいです。皆様ご自愛下さい。

　今月は、小野保健福祉委員長の推薦もあり長年新居浜ラインズクラ
ブに貢献いただいた保健福祉委員会の田村征夫理事にご寄稿いた
だきました。
　当時のお話から今現在の献血まで、色 と々調べていただきありがとう
ございました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奥嶋啓一郎

古川　貴章　27 日第 30 回目の英語スピーチコンテストがありま　
　　　　　　す。参加宜しくお願いします。
福山　　宏　自分の誕生日にバイクで一人三朝温泉の旅館で一人
　　　　　　でお祝いをしてきました。
岡田　賢治　だいぶ涼しくなりました。
岡村真里哉　例会欠席すみません。
後藤　達也　9 月 27 日中学生英語スピーチコンテスト宜しくお願
　　　　　　いします。
佐伯　澄男　英語スピーチコンテスト、古川会長、英語で挨拶す
　　　　　　るのかな？楽しみです。
白石　誠一　新会員紹介お願いします。
能瀬　伸一　先日久しぶりに酒で記憶がなくなりました。もう年
　　　　　　ですね・・・皆さんも飲み過ぎには十分お気を付け
　　　　　　下さい。
永易　明洋　健康第一で過ごしましょう。
徳村　　明　めっきり涼しくなりました。体調を万全にしてくだ
　　　　　　さい。
松浦　一雄　台風 15 号 17 号の被災者の皆様にお見舞い申し上げ
　　　　　　ます。新居浜は幸せなことに今年も台風の被害があ
　　　　　　りませんでした。
真鍋　憲夫　台風 19 号の風の強さにびっくりしました。何とか無
　　　　　　事に過ごせてホッと安心しました。皆様もどうぞお
　　　　　　気を付け下さい。
檜垣　孝志　ラグビー初戦ロシアに勝利！やりましたネ。しかも
　　　　　　勝ち点 5です。この 5点がすごいですネ！　
青野　泰介　ラグビー W 杯胸をアツくさせながら見ています。リ
　　　　　　ーチマイケルキャプテンに期待します。
塩見　秀晴　9/27 レクバレーの練習日です。練習参加宜しくお願
　　　　　　いします。練習日あと 4回のみです。
今村　　忍　涼しくなってきました。11 月に向けてレクバレー練
　　　　　　習頑張る ZO～～
高橋　尚毅　前回の例会は種子島へこうのとりの打上を見に行っ
　　　　　　たために残念ながら欠席しました･･･のに残念ながら
　　　　　　打ち上げ失敗！しかし本日無事に成功したようで良
　　　　　　かったです。夢の続きはまた次回に！
田村　征夫　世界ライオンズデーが今年もやってきます。
神野　雄太　西武優勝おめでとう。
鈴木　雅志　記念すべき第 30 回中学生英語スピーチコンテストの
　　　　　　成功を祈って後藤委員長、委員会の皆様ご苦労様です。
宇野　博文　秋の花粉が飛び出しました。目がかゆい。1ヶ月のガ
　　　　　　マンです。
藤縄　洲二　だいぶ過ごしやすくなって来ました。消費税 10％に
　　　　　　なりますがよくわからないですね。
奥嶋啓一郎　季節の変わり目で体調を崩してしまいました。皆様
　　　　　　もお気を付け下さい。
小野　周平　本日も宜しくお願いします。
外山　貴一　例会参加、本日も宜しくお願いします。
・・・第30回中学生英語スピーチコンテスト
　　　　　　　　　　　　皆さんご参加お願いします・・・
大竹崇夫／伊藤龍一／近藤充徳／高橋在錫／近藤盛文／真木泰彦
村上博昭／新田久司／中田君江
・・・涼しくなってきました気候の変わり目
　　　　　　　　　　　　皆様お身体ご自愛ください・・・
高木泰斉／加藤久博／橋田信一郎／大上幸雄／上野　剛／伊藤久
門／金田智行
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後藤　達也　RC、RCA、地区委員のご来訪に感謝して。
・・・暑い日が続きます。皆様お身体ご自愛下さい・・・
真木泰彦／近藤盛文／大竹崇夫／中田君江／大石隆憲／金田智行
／高橋在錫／岡田浩二
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新 居 浜
新居浜中央
新居浜別子
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10月 誕生日おめでとうございます
　伊藤龍一、大石隆憲、岡村真里哉、高橋尚毅
　土岐敏勝
10月 結婚記念日おめでとうございます
　塩見秀晴、鈴木雅志、田村征夫、土岐敏勝
　藤縄洲二、山下邦俊 

ゾーン・地区・国際協会の動きゾーン・地区・国際協会の動き
ＬＣＩＦコーディネーター講習会
　１０月　６日（日）13:30 ～　ウェルピア伊予
世界ライオンズデー（１0月第一例会）
　１０月　８日（火）6:00 ～　新居浜市中央公園

行  事  予  定
・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会　 　１０月　７日（月）18:30 ～　商工会館 3F
１０月第 1例会　　 １０月　８日（火）   6 :00 ～　中央公園
１０月第２例会（家族会）１０月２３日（水）18:00 ～　ユアーズ
・委員会
計画財務委員会　　１０月　１日（火）18:30 ～　事務局
青少年委員会　　　１０月　２日（水）18:00 ～　事務局
MC広報委員会　　１０月　３日（水）18:30 ～　事務局
環境保全委員会　　１０月　８日（火）例会終了後  例会場
保健福祉委員会　　１０月１０日（木）18:30 ～　事務局
出席大会委員会　　１０月２４日（木）18:30 ～　事務局
会員会則委員会     １０月２８日（月）18:30 ～　事務局
60 周年準備委員会  １0 月　７日（月）19:00 ～　事務局
・クラブ・その他行事予定
家族会（10 月第二例会）
　１０月２３日（水） 18:30 ～　ユアーズ
令和元年度えひめ学園秋季運動会
　１０月　８日（火）  10:00 ～　えひめ学園
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　　１０月１３日（日）9:27 ～  新居浜ＣＣ
囲碁部会　　　　　未定
つれづれの会　　　１０月　8日（火）18:30 ～ 和彩 牧
くらげの会　　　　奇数月の予定   
スポーツ部会　　　１０月１１・２５日（金）19:30 ～ 川東中学校
ネットの会　　　　　　　　　　　　　　　   随時活動中
しまなみ海道をいつか走破する会　　　　　　随時活動中　

9月 8日 ( 日 )　新居浜CC

永 易 明 洋

佐 伯 澄 男
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佐 伯 澄 男
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国際会長　ジュンヨル・チョイ
　　〈テーマ〉「We Serve」 
３３６－Ａ地区スローガン
　　Service Activity is the key to Lions clubs
 　（ライオンズクラブのキーは奉仕することである）

３３６－Ａ地区ガバナー　高岡 英治
　　〈スローガン〉We Serve　　　〈キーワード〉「真心」
２Ｒ－１Ｚ新居浜ライオンズクラブ 会長　古川 貴章
　　〈スローガン〉「絆」

〈ライオンズクラブスローガン〉

Liberty,Intelligence,Our Nation’s Safety
［自由を守り、知性を重んじ、われわれの国の安全をはかる］

〈モットー〉

We Serve
［われわれは奉仕する］

2019.7 ～ 2020.6

地区ガバナー公式訪問に参加して
幹　事　天  野  　淳　　開催日：令和元年 9月 1日（日）　場所：ユアーズ　　　　　　　　　　　　　　　
　        　

9 月理事・委員長会
9月 9日（月）18:30～ 商工会館3F

９月１日（日）ユアーズにて開催され
ました 336-A 地区 2R 地区ガバナ
ー公式訪問に参加してきました。
　ホストクラブは西条ライオンズクラ
ブでした。
植木 RCA の司会進行で会議は

進んでまいりました。
　高岡英治地区ガバナーの挨拶では３５番目に承
認されたガバナーということでみなさんに覚えてもら
いやすいとのことを言われていました。
　高岡ガバナーからは公式訪問記念品でペナントと
三役宛にピンをいただきました。
　また会議中にはガバナー及び地区コーディネータ
ー、地区委員より要望事項が伝達されました。
ガバナーより要望事項：各クラブ純増１名をお願い
したい。こういう時こそ原点に立ち戻り、こつこつと

奉仕活動をするべきである。LCIF 献金についても
お願いしたい。
　直近ではオセアルフォーラムについて登録要請も
ありました。
早期登録が９月３０日まで延長されたこともあり要請
されました。（5 名 /1クラブ）
オセアルフォーラムのプログラムについては事務局
へお問い合わせください。
　そのほかの要望事項、議案内容については事務
局に資料を届けておきますので気になる方は閲覧を
お願いいたします。
　会議終了後は懇親会も開催され、アトラクション等
懇親を深める時間となりました。

●会長挨拶　古川貴章会長
●審議事項
１．スペシャルオリンピックス北海道 2020 協賛について
　5,000 円／１クラブ
２．令和元年度愛媛県臓器移植普及推進月間の後援について
　名義貸し
３．有富正治さん入院お見舞い金支出について
４．７月第２夜間例会決算報告について
５．英語スピーチコンテスト予算案について　9月27日（金）
６．子ども食堂について
７．委員会開催日の変更について
　・会員会則委員会
　　９月２３日（月･祝）18:30 ～ 事務局 → ２４日（火）
●幹事報告
１．地区ガバナー公式訪問
　９月１日（日）14:30 ～ ユアーズ　
　出席者：大竹青少年･GST･LCIF･ライオンズクエスト委員
　古川貴章会長、伊藤嘉秀第１副会長、天野淳幹事、福山宏
　会計、白石誠一会員会則委員長
２．３Ｚ合同例会
　９月３日（火）18:30 ～ 四国中央市ホテルグランフォーレ
　出席者：大竹青少年･GST･LCIF･ライオンズクエスト委員
３．第１回地区ガバナー諮問委員会、ゾーンレベル会員委員会
　９月７日（土）12:15 ～ レイグラッツェふじ
　出席者：大竹青少年･GST･LCIF･ライオンズクエスト委員

　古川貴章会長、伊藤嘉秀第１副会長、天野淳幹事、（代）鈴
　木雅志会員会則副委員長
４．岡部歩乃佳後援会第２回理事会
　９月１１日（水）18:30 ～ あぶら家
　出席者：後援会理事者、オブザーバー（青少年委員会、第１
　副会長、幹事、）
５.まちづくり共同オフィス第１回新居浜市国際交流協会理事会 
　９月１７日（火）19:00 ～  出席者：伊藤龍一直前会長
６．４Ｚ合同例会
　９月１８日（水）18:30 ～ ドリーマーベルフォーレ西条
　出席者：大竹青少年･GST･LCIF･ライオンズクエスト委員
７．第５８回OSEALフォーラム広島大会について
　１１月８日（金）～９日（土）
　※８日にある開会式に出席します。（登録料：12,000 円）
　※８（金）SANTA ANA LCとの交流会予定をしております。
　※宿泊費、交通手段等は参加人数により決定
　※申込締め切９月２４日（火）
●委員会報告
出席大会委員会
　11月第 2例会 100％出席のお願い
計画財務委員会
　10月家族会について、年末商戦について
ＭＣ広報委員会
　会報誌原稿のお願い
青少年委員会
　中学生英語スピーチコンテスト・平和ポスターコンテストにつ
　いて
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第1416回 9 月第二例会
9月 25日（水）12:15～ ユアーズ

献血奉仕活動におもう
保健福祉委員会理事　田 村  征 夫　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

■開会ゴング
■ライオンズの誓い唱和　土岐敏勝ライ

オン

■会長挨拶　古川貴章会長
■審議事項
１．スペシャルオリンピックス北海道 2020 協賛について
　5,000 円／１クラブ
２．令和元年度愛媛県臓器移植普及推進月間の後援について
　名義貸し
３．有富正治さん入院お見舞い金支出について
４．７月第２夜間例会決算報告について
５．英語スピーチコンテスト予算案について
　9月27日（金）14:00 ～　新居浜市文化センター中ホール
６．子ども食堂について
７．委員会開催日の変更について
　・会員会則委員会
　　９月２３日（月･祝）18:30 ～ 事務局 → ２４日（火）
■幹事報告
１．地区ガバナー公式訪問
　９月１日（日） 14:30 ～ ユアーズ
　出席者：大竹青少年･GST･LCIF･ライオンズクエスト委員
　古川貴章会長、伊藤嘉秀第１副会長、天野淳幹事、福山宏
　会計、白石誠一会員会則委員長
２．３Ｚ合同例会
　９月３日（火）18:30 ～ 四国中央市ホテルグランフォーレ
　出席者：大竹青少年･GST･LCIF･ライオンズクエスト委員
３．第１回地区ガバナー諮問委員会、ゾーンレベル会員委員会
　９月７日（土）12:15 ～ レイグラッツェふじ
　出席者：大竹青少年･GST･LCIF･ライオンズクエスト委員
　古川貴章会長、伊藤嘉秀第１副会長、天野淳幹事、（代）鈴
　木雅志会員会則副委員長

４．岡部歩乃佳後援会第２回理事会
　９月１１日（水）18:30 ～ あぶら家
　出席者：後援会理事者、オブザーバー（青少年委員会、第１
　副会長、幹事）
５.まちづくり共同オフィス第１回新居浜市国際交流協会理事会 
　９月１７日（火）19:00 ～　出席者：伊藤龍一直前会長
６．４Ｚ合同例会
　９月１８日（水）18:30 ～ ドリーマーベルフォーレ西条
　出席者：大竹青少年･GST･LCIF･ライオンズクエスト委員
７．第５８回OSEALフォーラム広島大会について
　１１月８日（金）～９日（土）
　※８日にある開会式に出席します。（登録料：12,000 円）
　※８日（金）SANTA ANA LCとの交流会予定をしております。
　※宿泊費、交通手段等は参加人数により決定
　※申込締め切９月２４日（火）
８．ＹＣＥ来日生冬期受入について
　来日国、受入期間
　　①東マレーシア ２名（ボルネオ島）　１２月１３日～２６日
　　②ヨーロッパ　  １名　１２月７日～３０日
　詳細は事務局までお問合せ下さい。
■委員会報告
出席大会委員会
　11月第 2例会の100％出席のお願い
計画財務委員会
　7月第 2夜間例会決算報告、10月家族会について、年末商
　戦について
青少年委員会
　中学生英語スピーチコンテスト予算案について、平和ポスター
　コンテスト審査について
■出席報告
　会員数５８名、出席４６名、
　欠席１２名、出席率 79.3％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥89,000
■閉会ゴング
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　1941 年８月太平洋戦争突入
の大変メモリアルな時期でし
た。
戦前→戦中→戦後→平成→令和
と時代の変化と共に 80 歳を数
えるところ迄やってきました。

　来年は卒寿のくぎりの年となり健康に生んで
くれた父母に感謝！！
　さて奥嶋 MC 広報委員長よりの依頼で老体に
むち打って筆をとりました。
　私は新居浜ライオンズクラブに入会したのは
昭和 61 年 3 月でした。当時ボランティアとか社
会奉仕という言葉もあまり知らない時代で有っ
たと思いますが先輩方のご苦労は大変であった
と思います。
　私自身なんとなくお手伝いを見よう見まね
で、大丸デパートの西駐車場で手伝い、昔の資料
をチェックすると 1965 年当時、年 3 回～ 4 回
の献血・献眼活動をしていた。
　当時の献血は 400cc/人ではなく 200cc/人で
おみやげは「たまご」10 ヶ入りワンカートンで
した。
　実績を見てみると平成 17 年 4 月 247 人 ×

400cc、平成 22 年 10 月 119 人 ×400cc、平成
31 年4月129 人でいずれも 400cc の献血でした。
　10 年位前と比べると約半分となっていて、こ
れにはいろいろ考えなければならないことがあ
るのでは・・・
　大丸よりイオンに場所が移動したこと多くの
出入りがあり成果が大であった事につながって
いる。また他団体も利用など安定して集客につ
ながっている。
　一方暑い夏や寒い冬など年齢が高くなるにつ
れ配慮しなければならないことが増えてくる。
血液は生もの 100％国内でまかなわれている。
　いろいろ制約があって協力出来る範囲も限ら
れる。
　また献血年齢の引き下げ、人口減少、冬場は献
血者が減る傾向に有り、国民総参加すべき時期
が来ているのではと年寄りからのメッセージと
させて頂きますが、まず手近な「献血ルームカフ
ェ」が松山市大街道に新装オープンしているが
若い人向けにキッズコーナーやソファーテーブ
ルなどを配置しベッド数は 16 床であり、東予で
の拠点をイオンにと設置を要望していますがこ
の事業、ボランティア？社会奉仕ですか？

■開会ゴング
■ライオンズの誓い唱和　近藤充徳ライ

オン

■会長挨拶　古川貴章会長
■審議事項　なし
■幹事報告
１．岡部歩乃佳後援会 第２回理事会
　９月１１日（水） 18:30 ～ あぶら家
　出席者：後援会理事者、オブザーバー（青少年委員会、第１
　副会長、幹事、）
２．第１回新居浜市国際交流協会理事会
　９月１７日（火） 19:00 ～ まちづくり共同オフィス
　出席者：伊藤龍一直前会長
３．４Ｚ合同例会
　９月１８日（水） 18:30 ～ ドリーマーベルフォーレ西条
　出席者：大竹青少年･GST･LCIF･ライオンズクエスト委員
４．令和元年秋の交通安全運動｢人の輪作戦｣
　９月２０日（金） 10:30 ～ 平形橋歩道橋北側歩道
　参加者：L後藤達也、L高木泰斉
５．第３０回新居浜市中学生英語スピーチコンテスト
　14:00 ～ 文化センター中ホール
６．２Ｒ親善ゴルフ大会

　９月２９日（日） 滝の宮カントリークラブ
　参加者 L岡田賢治、L永易明洋、L村上博昭、L福山  宏
　L松浦一雄、L神野雄太、L宇野博文、L白石誠一
７．ＬＣＩＦクラブコーディネーター講習会
　１０月６日（日） 13:30 ～ ウェルピア伊予
　出席者：大竹青少年･GST･LCIF･ライオンズクエスト委員、
　伊藤龍一直前会長
８．１０月第一例会１Ｚ合同例会（世界ライオンズデー）
　１０月８日（火）新居浜中央公園
　・清　　 掃　6:00～ 6:25
　・ラジオ体操   6 :25 ～ 6:30　
　・合同例会　 6:30 ～ 7:00
■委員会報告
計画財務委員会
　10月第二例会家族会について、年末商戦について
青少年委員会
　中学生英語スピーチコンテスト開催にについて
■出席報告
　会員数５８名、出席５１名、
　欠席７名、出席率 87.9％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥86,000
■閉会ゴング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※一寸ひとこと
・献血は 16 才から可能
・男性は 17 才から成人と同じ 400ml 献血 OK
・10 代の献血者は増えるどころか減少に歯止めがかからない
・H29 年の献血者の総数は 471 万人、20 年前の 613 万人より 23％減った
・16 ～ 19 才の献血者は 20 年前の 82 万人から 26 万人と 68％も減った
日本では安全性の観点から輸血を国内の献血でまかなっているが高齢化に伴う輸血量の
増加や人口の減少で近い将来、輸血用血液が不足すると懸念されている
医療費がこれだけ問題視されているのに・・・
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ガバナー諮問委員会・ゾーンレベル会員委員会に参加報告
幹　事　天  野 　淳　　　日時：令和元年 9月 7日（土）　場所：レイグラッツェふじ　　　　　　　　　　　
　　　　　        　

秋の交通安全運動「人の輪作戦」に参加して
保健福祉委員会　高 木  泰 斉　　　日時：令和元年 9月 20 日（金）10:30 ～　場所：平形橋歩道上　　　　
　　　　　　　　　　　　        　

ケアンズ旅行
高 橋  尚 毅　　　　　        　

　８月１９日～２３日まで夏休みをい
ただきケアンズへ３泊５日、私と妻と
長男、長女と義母の５名で家族旅
行に行ってきました。
　出発は関空より午後９時のフライ
ト。

そこから７時間でケアンズに着きます。ケアンズとの
時差はプラス１時間なので、到着は現地時間午前５
時。季節的には冬…というか乾期と呼ばれる季節で
気温は朝夕が１５度、日中は２５度で乾燥していて日
本に比べめちゃくちゃ爽快です。
　さて初日は世界遺産である森に囲まれたキュラン
ダへ列車に乗って出かけました。
キュランダはオーストラリアのアボリジニであるジャブ
ガイ族の住む村です。しかし私の興味は歴史よりも
野生動物たち。色々現れる美しい蝶や鳥に目は動き
っぱなしでした。
　キュランダから帰り、夜
の食事。オーストラリアの食
事はやはり豪快で何もかも
が多いです。
　ポテトは各料理に鬼のよ
うに添えられてますがダイ
エット中の私は手をつけ
ず。大好きなお酒はオース
トラリアではビールとワイン
が中心です。
　しかし近年、ラムやウイスキーも作られるようになっ
ていて興味深いお酒も色々飲みました。
流石に初日は眠たく夜 9 時くらいには就寝。
　翌朝午前６時。私はあらかじめ家族に「1日だけお
いとまをくれ。徹底的に鳥を探したいのだ」と申し入
れており借りていたレンタカーで一人で出発。
　オーストラリアの交通は右ハンドル左側通行で日
本と同じなので運転に戸惑いはありませんでした。
ただ、街中以外は信号が少なく、交差点にはロータリ
ーがあり進入の優先が決まっていることだけは慣れ
る必要がありました。それと高速道路はない代わりに
郊外道路の制限速度は 100 キロ！
　直線道路はおろか普通の山道でも１００キロだっ
たりするので怖い怖い。
それに可愛いワラビーが轢かれてるのを何度も見ま
した。オーストラリアすごいな。
　さて探鳥。
いるいる！南半球の鳥は全てが珍鳥です。
一番見たかったヒクイドリとは会えなかったけど、こ
れは夢に取っときます。

　３日目はこ
れまた世 界
遺産グレート
バリアリーフ
のフィッツロイ
島へ。ここで
は家族はサ
ンゴ礁や魚を
見るグラスボ
ートへ。私は「魚はええわ」と一人だけオプションを取
らずにフリーでフィッツロイの山へ。
この島には 2 メートルのオオトカゲが住んでいるので
す！絶対オオトカゲを捕まえて一緒に記念写真を撮り
たい！と望んでましたがオオトカゲとは会えませんでし
た。
　しかし長さ
３０センチくら
いでトウモロ
コシくらいの
太さのトカゲ
とは２度出会
い「コイツでも
いいや！」と捕まえようとしたけど、２度とも岩穴に逃げ
られてこの想いも叶わず。うー、悔しい！
　最終日の夜も家族と過ごしあっという間の３日間が
終わりました。
私は結局３日間で５３種の野鳥と３種の蝶とトカゲを
撮影する事ができました。
家族は自然観察とショッピングで大満足。
私ももちろん大満足の旅でした。
一番近くて安くて安全な南半球の街ケアンズ。
　次の家族旅行をお考えならケアンズも候補にぜひ
どうぞ。

　グラッツェふじにて開催されまし
たガバナー諮問委員会及びゾーン
レベル会員委員会に参加してきま
した。
　新居浜にある４クラブの三役さ
ん、第一副会長、会員会則委員長

さんが参加されての会議となります。
私は幹事という立場で初めて参加いたしました。
　会議の中では大きく2 つに分かれていて、会員会
則に関する委員会議題とクラブ全体に関する議題
の諮問委員会に分かれます。
今回は会員会則についてご報告しようと思います。
伊予三島ライオンズクラブから出向されている石川
2RGMT・GLT・FWT 会則委員の進行の元、会
議が進められました。
　各クラブ、会員増強と会員資質向上に関する取り
組みが報告されました。
　新居浜ラインズクラブは、本年度期首会員数は前
年度に比べ▲１名でのスタートが報告されました。

新居浜別子ライオンズクラブさんは前年度にくらべ、
＋2 名でのスタートとなったそうです。
　会議の中では、各クラブの会員年齢分布につい
て討議がなされました。報告を聞いていると各クラ
ブ、高年齢化が進んでいるようです。
　FWT については、女性会員勧誘については新
居浜ひうちライオンズクラブさんが第一副会長越智
さんを中心に女子会が行われていることが報告され
ました。
　年４回開催されるこの会議について、次回は諮問
委員会について報告できたらと思います。

第１回

　令和元年 9 月 20 日（金）午前
10 時半から、秋の交通安全運動
「人の輪作戦」がありました。
前日に事務局から運動への参加依
頼のメールがあり、今回参加させて
いただきました。

　当日の集合場所である平形橋の下の駐車場に
は、交通安全の呼びかけを行うために多くの方々が
集合していました。
　私も現地に到着し、ライオンズクラブの方々が居な
いかなと探し見つけられずにいると、交通安全の呼
びかけが始まりました。その移動中に後藤達也さん

がいらっしゃるのがわかり、一緒に交通安全の呼び
かけをさせていただきました。呼びかけの最中に大
粒の雨が降ってきて、交通安全運動は 20 分足らず
で、中止となってしまいました。
　ですが、この運動を通して、普段何気なく自動車
の運転をしている自分には、交通安全の大切さを思
うきっかけになりました。皆様にも自動車や自転車の
運転には気をつけていただき、事故を未然に防ぐた
めにも交通安全の大切さを思うきっかけになればい
いなと思いました。
　今回一緒に参加させていただいた後藤達也さ
ん、お疲れ様でございました。有難うございました。
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ガバナー諮問委員会・ゾーンレベル会員委員会に参加報告
幹　事　天  野 　淳　　　日時：令和元年 9月 7日（土）　場所：レイグラッツェふじ　　　　　　　　　　　
　　　　　        　

秋の交通安全運動「人の輪作戦」に参加して
保健福祉委員会　高 木  泰 斉　　　日時：令和元年 9月 20 日（金）10:30 ～　場所：平形橋歩道上　　　　
　　　　　　　　　　　　        　

ケアンズ旅行
高 橋  尚 毅　　　　　        　

　８月１９日～２３日まで夏休みをい
ただきケアンズへ３泊５日、私と妻と
長男、長女と義母の５名で家族旅
行に行ってきました。
　出発は関空より午後９時のフライ
ト。

そこから７時間でケアンズに着きます。ケアンズとの
時差はプラス１時間なので、到着は現地時間午前５
時。季節的には冬…というか乾期と呼ばれる季節で
気温は朝夕が１５度、日中は２５度で乾燥していて日
本に比べめちゃくちゃ爽快です。
　さて初日は世界遺産である森に囲まれたキュラン
ダへ列車に乗って出かけました。
キュランダはオーストラリアのアボリジニであるジャブ
ガイ族の住む村です。しかし私の興味は歴史よりも
野生動物たち。色々現れる美しい蝶や鳥に目は動き
っぱなしでした。
　キュランダから帰り、夜
の食事。オーストラリアの食
事はやはり豪快で何もかも
が多いです。
　ポテトは各料理に鬼のよ
うに添えられてますがダイ
エット中の私は手をつけ
ず。大好きなお酒はオース
トラリアではビールとワイン
が中心です。
　しかし近年、ラムやウイスキーも作られるようになっ
ていて興味深いお酒も色々飲みました。
流石に初日は眠たく夜 9 時くらいには就寝。
　翌朝午前６時。私はあらかじめ家族に「1日だけお
いとまをくれ。徹底的に鳥を探したいのだ」と申し入
れており借りていたレンタカーで一人で出発。
　オーストラリアの交通は右ハンドル左側通行で日
本と同じなので運転に戸惑いはありませんでした。
ただ、街中以外は信号が少なく、交差点にはロータリ
ーがあり進入の優先が決まっていることだけは慣れ
る必要がありました。それと高速道路はない代わりに
郊外道路の制限速度は 100 キロ！
　直線道路はおろか普通の山道でも１００キロだっ
たりするので怖い怖い。
それに可愛いワラビーが轢かれてるのを何度も見ま
した。オーストラリアすごいな。
　さて探鳥。
いるいる！南半球の鳥は全てが珍鳥です。
一番見たかったヒクイドリとは会えなかったけど、こ
れは夢に取っときます。

　３日目はこ
れまた世 界
遺産グレート
バリアリーフ
のフィッツロイ
島へ。ここで
は家族はサ
ンゴ礁や魚を
見るグラスボ
ートへ。私は「魚はええわ」と一人だけオプションを取
らずにフリーでフィッツロイの山へ。
この島には 2 メートルのオオトカゲが住んでいるので
す！絶対オオトカゲを捕まえて一緒に記念写真を撮り
たい！と望んでましたがオオトカゲとは会えませんでし
た。
　しかし長さ
３０センチくら
いでトウモロ
コシくらいの
太さのトカゲ
とは２度出会
い「コイツでも
いいや！」と捕まえようとしたけど、２度とも岩穴に逃げ
られてこの想いも叶わず。うー、悔しい！
　最終日の夜も家族と過ごしあっという間の３日間が
終わりました。
私は結局３日間で５３種の野鳥と３種の蝶とトカゲを
撮影する事ができました。
家族は自然観察とショッピングで大満足。
私ももちろん大満足の旅でした。
一番近くて安くて安全な南半球の街ケアンズ。
　次の家族旅行をお考えならケアンズも候補にぜひ
どうぞ。

　グラッツェふじにて開催されまし
たガバナー諮問委員会及びゾーン
レベル会員委員会に参加してきま
した。
　新居浜にある４クラブの三役さ
ん、第一副会長、会員会則委員長

さんが参加されての会議となります。
私は幹事という立場で初めて参加いたしました。
　会議の中では大きく2 つに分かれていて、会員会
則に関する委員会議題とクラブ全体に関する議題
の諮問委員会に分かれます。
今回は会員会則についてご報告しようと思います。
伊予三島ライオンズクラブから出向されている石川
2RGMT・GLT・FWT 会則委員の進行の元、会
議が進められました。
　各クラブ、会員増強と会員資質向上に関する取り
組みが報告されました。
　新居浜ラインズクラブは、本年度期首会員数は前
年度に比べ▲１名でのスタートが報告されました。

新居浜別子ライオンズクラブさんは前年度にくらべ、
＋2 名でのスタートとなったそうです。
　会議の中では、各クラブの会員年齢分布につい
て討議がなされました。報告を聞いていると各クラ
ブ、高年齢化が進んでいるようです。
　FWT については、女性会員勧誘については新
居浜ひうちライオンズクラブさんが第一副会長越智
さんを中心に女子会が行われていることが報告され
ました。
　年４回開催されるこの会議について、次回は諮問
委員会について報告できたらと思います。

第１回

　令和元年 9 月 20 日（金）午前
10 時半から、秋の交通安全運動
「人の輪作戦」がありました。
前日に事務局から運動への参加依
頼のメールがあり、今回参加させて
いただきました。

　当日の集合場所である平形橋の下の駐車場に
は、交通安全の呼びかけを行うために多くの方々が
集合していました。
　私も現地に到着し、ライオンズクラブの方々が居な
いかなと探し見つけられずにいると、交通安全の呼
びかけが始まりました。その移動中に後藤達也さん

がいらっしゃるのがわかり、一緒に交通安全の呼び
かけをさせていただきました。呼びかけの最中に大
粒の雨が降ってきて、交通安全運動は 20 分足らず
で、中止となってしまいました。
　ですが、この運動を通して、普段何気なく自動車
の運転をしている自分には、交通安全の大切さを思
うきっかけになりました。皆様にも自動車や自転車の
運転には気をつけていただき、事故を未然に防ぐた
めにも交通安全の大切さを思うきっかけになればい
いなと思いました。
　今回一緒に参加させていただいた後藤達也さ
ん、お疲れ様でございました。有難うございました。
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例  会  報  告例  会  報  告
第1415回 9 月第一例会

9月 11日（水）12:15～ ユアーズ

Niihama Lions Club 会長スローガン「絆」
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第1416回 9 月第二例会
9月 25日（水）12:15～ ユアーズ

献血奉仕活動におもう
保健福祉委員会理事　田 村  征 夫　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

■開会ゴング
■ライオンズの誓い唱和　土岐敏勝ライ

オン

■会長挨拶　古川貴章会長
■審議事項
１．スペシャルオリンピックス北海道 2020 協賛について
　5,000 円／１クラブ
２．令和元年度愛媛県臓器移植普及推進月間の後援について
　名義貸し
３．有富正治さん入院お見舞い金支出について
４．７月第２夜間例会決算報告について
５．英語スピーチコンテスト予算案について
　9月27日（金）14:00 ～　新居浜市文化センター中ホール
６．子ども食堂について
７．委員会開催日の変更について
　・会員会則委員会
　　９月２３日（月･祝）18:30 ～ 事務局 → ２４日（火）
■幹事報告
１．地区ガバナー公式訪問
　９月１日（日） 14:30 ～ ユアーズ
　出席者：大竹青少年･GST･LCIF･ライオンズクエスト委員
　古川貴章会長、伊藤嘉秀第１副会長、天野淳幹事、福山宏
　会計、白石誠一会員会則委員長
２．３Ｚ合同例会
　９月３日（火）18:30 ～ 四国中央市ホテルグランフォーレ
　出席者：大竹青少年･GST･LCIF･ライオンズクエスト委員
３．第１回地区ガバナー諮問委員会、ゾーンレベル会員委員会
　９月７日（土）12:15 ～ レイグラッツェふじ
　出席者：大竹青少年･GST･LCIF･ライオンズクエスト委員
　古川貴章会長、伊藤嘉秀第１副会長、天野淳幹事、（代）鈴
　木雅志会員会則副委員長

４．岡部歩乃佳後援会第２回理事会
　９月１１日（水）18:30 ～ あぶら家
　出席者：後援会理事者、オブザーバー（青少年委員会、第１
　副会長、幹事）
５.まちづくり共同オフィス第１回新居浜市国際交流協会理事会 
　９月１７日（火）19:00 ～　出席者：伊藤龍一直前会長
６．４Ｚ合同例会
　９月１８日（水）18:30 ～ ドリーマーベルフォーレ西条
　出席者：大竹青少年･GST･LCIF･ライオンズクエスト委員
７．第５８回OSEALフォーラム広島大会について
　１１月８日（金）～９日（土）
　※８日にある開会式に出席します。（登録料：12,000 円）
　※８日（金）SANTA ANA LCとの交流会予定をしております。
　※宿泊費、交通手段等は参加人数により決定
　※申込締め切９月２４日（火）
８．ＹＣＥ来日生冬期受入について
　来日国、受入期間
　　①東マレーシア ２名（ボルネオ島）　１２月１３日～２６日
　　②ヨーロッパ　  １名　１２月７日～３０日
　詳細は事務局までお問合せ下さい。
■委員会報告
出席大会委員会
　11月第 2例会の100％出席のお願い
計画財務委員会
　7月第 2夜間例会決算報告、10月家族会について、年末商
　戦について
青少年委員会
　中学生英語スピーチコンテスト予算案について、平和ポスター
　コンテスト審査について
■出席報告
　会員数５８名、出席４６名、
　欠席１２名、出席率 79.3％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥89,000
■閉会ゴング
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　1941 年８月太平洋戦争突入
の大変メモリアルな時期でし
た。
戦前→戦中→戦後→平成→令和
と時代の変化と共に 80 歳を数
えるところ迄やってきました。

　来年は卒寿のくぎりの年となり健康に生んで
くれた父母に感謝！！
　さて奥嶋 MC 広報委員長よりの依頼で老体に
むち打って筆をとりました。
　私は新居浜ライオンズクラブに入会したのは
昭和 61 年 3 月でした。当時ボランティアとか社
会奉仕という言葉もあまり知らない時代で有っ
たと思いますが先輩方のご苦労は大変であった
と思います。
　私自身なんとなくお手伝いを見よう見まね
で、大丸デパートの西駐車場で手伝い、昔の資料
をチェックすると 1965 年当時、年 3 回～ 4 回
の献血・献眼活動をしていた。
　当時の献血は 400cc/人ではなく 200cc/人で
おみやげは「たまご」10 ヶ入りワンカートンで
した。
　実績を見てみると平成 17 年 4 月 247 人 ×

400cc、平成 22 年 10 月 119 人 ×400cc、平成
31 年4月129 人でいずれも 400cc の献血でした。
　10 年位前と比べると約半分となっていて、こ
れにはいろいろ考えなければならないことがあ
るのでは・・・
　大丸よりイオンに場所が移動したこと多くの
出入りがあり成果が大であった事につながって
いる。また他団体も利用など安定して集客につ
ながっている。
　一方暑い夏や寒い冬など年齢が高くなるにつ
れ配慮しなければならないことが増えてくる。
血液は生もの 100％国内でまかなわれている。
　いろいろ制約があって協力出来る範囲も限ら
れる。
　また献血年齢の引き下げ、人口減少、冬場は献
血者が減る傾向に有り、国民総参加すべき時期
が来ているのではと年寄りからのメッセージと
させて頂きますが、まず手近な「献血ルームカフ
ェ」が松山市大街道に新装オープンしているが
若い人向けにキッズコーナーやソファーテーブ
ルなどを配置しベッド数は 16 床であり、東予で
の拠点をイオンにと設置を要望していますがこ
の事業、ボランティア？社会奉仕ですか？

■開会ゴング
■ライオンズの誓い唱和　近藤充徳ライ

オン

■会長挨拶　古川貴章会長
■審議事項　なし
■幹事報告
１．岡部歩乃佳後援会 第２回理事会
　９月１１日（水） 18:30 ～ あぶら家
　出席者：後援会理事者、オブザーバー（青少年委員会、第１
　副会長、幹事、）
２．第１回新居浜市国際交流協会理事会
　９月１７日（火） 19:00 ～ まちづくり共同オフィス
　出席者：伊藤龍一直前会長
３．４Ｚ合同例会
　９月１８日（水） 18:30 ～ ドリーマーベルフォーレ西条
　出席者：大竹青少年･GST･LCIF･ライオンズクエスト委員
４．令和元年秋の交通安全運動｢人の輪作戦｣
　９月２０日（金） 10:30 ～ 平形橋歩道橋北側歩道
　参加者：L後藤達也、L高木泰斉
５．第３０回新居浜市中学生英語スピーチコンテスト
　14:00 ～ 文化センター中ホール
６．２Ｒ親善ゴルフ大会

　９月２９日（日） 滝の宮カントリークラブ
　参加者 L岡田賢治、L永易明洋、L村上博昭、L福山  宏
　L松浦一雄、L神野雄太、L宇野博文、L白石誠一
７．ＬＣＩＦクラブコーディネーター講習会
　１０月６日（日） 13:30 ～ ウェルピア伊予
　出席者：大竹青少年･GST･LCIF･ライオンズクエスト委員、
　伊藤龍一直前会長
８．１０月第一例会１Ｚ合同例会（世界ライオンズデー）
　１０月８日（火）新居浜中央公園
　・清　　 掃　6:00～ 6:25
　・ラジオ体操   6 :25 ～ 6:30　
　・合同例会　 6:30 ～ 7:00
■委員会報告
計画財務委員会
　10月第二例会家族会について、年末商戦について
青少年委員会
　中学生英語スピーチコンテスト開催にについて
■出席報告
　会員数５８名、出席５１名、
　欠席７名、出席率 87.9％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥86,000
■閉会ゴング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※一寸ひとこと
・献血は 16 才から可能
・男性は 17 才から成人と同じ 400ml 献血 OK
・10 代の献血者は増えるどころか減少に歯止めがかからない
・H29 年の献血者の総数は 471 万人、20 年前の 613 万人より 23％減った
・16 ～ 19 才の献血者は 20 年前の 82 万人から 26 万人と 68％も減った
日本では安全性の観点から輸血を国内の献血でまかなっているが高齢化に伴う輸血量の
増加や人口の減少で近い将来、輸血用血液が不足すると懸念されている
医療費がこれだけ問題視されているのに・・・
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新 居 浜
新居浜中央
新居浜別子
新居浜ひうち

計

ク ラ ブ 名 会 員 数 純出席率 メークアップ 労力奉仕 金額奉仕
Ａ  Ｃ  Ｔ

２Ｒ－１Ｚ  アクティビティ報告書 (9月分 )

５８
２０
２６
４７
１５１

92
0
0

107
199

370,500
5,000
5,237

217,692
598,429

83.6
92.5
76.1
73.4
81.4

87.9
95.0
84.8
86.2
88.5

名 ％ ％ Ｈ 円

BIRTHDAY &  MARRIAGE

10月 誕生日おめでとうございます
　伊藤龍一、大石隆憲、岡村真里哉、高橋尚毅
　土岐敏勝
10月 結婚記念日おめでとうございます
　塩見秀晴、鈴木雅志、田村征夫、土岐敏勝
　藤縄洲二、山下邦俊 

ゾーン・地区・国際協会の動きゾーン・地区・国際協会の動き
ＬＣＩＦコーディネーター講習会
　１０月　６日（日）13:30 ～　ウェルピア伊予
世界ライオンズデー（１0月第一例会）
　１０月　８日（火）6:00 ～　新居浜市中央公園

行  事  予  定
・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会　 　１０月　７日（月）18:30 ～　商工会館 3F
１０月第 1例会　　 １０月　８日（火）   6 :00 ～　中央公園
１０月第２例会（家族会）１０月２３日（水）18:00 ～　ユアーズ
・委員会
計画財務委員会　　１０月　１日（火）18:30 ～　事務局
青少年委員会　　　１０月　２日（水）18:00 ～　事務局
MC広報委員会　　１０月　３日（水）18:30 ～　事務局
環境保全委員会　　１０月　８日（火）例会終了後  例会場
保健福祉委員会　　１０月１０日（木）18:30 ～　事務局
出席大会委員会　　１０月２４日（木）18:30 ～　事務局
会員会則委員会     １０月２８日（月）18:30 ～　事務局
60 周年準備委員会  １0 月　７日（月）19:00 ～　事務局
・クラブ・その他行事予定
家族会（10 月第二例会）
　１０月２３日（水） 18:30 ～　ユアーズ
令和元年度えひめ学園秋季運動会
　１０月　８日（火）  10:00 ～　えひめ学園
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　　１０月１３日（日）9:27 ～  新居浜ＣＣ
囲碁部会　　　　　未定
つれづれの会　　　１０月　8日（火）18:30 ～ 和彩 牧
くらげの会　　　　奇数月の予定   
スポーツ部会　　　１０月１１・２５日（金）19:30 ～ 川東中学校
ネットの会　　　　　　　　　　　　　　　   随時活動中
しまなみ海道をいつか走破する会　　　　　　随時活動中　

9月 8日 ( 日 )　新居浜CC

永 易 明 洋

佐 伯 澄 男

村 上 博 昭

佐 伯 澄 男

準優勝

3　位

ＢＢ賞

アウト イン グロス ハンディ ネット氏　   名
優　勝

GOLF

３８
５３
４９
５０

３９
５２
４４
５５

６.９
３０.０
１５.２
２６.０

７７
１０５
９３
１０５

７０.１
７５.０
７７.８
７９.０

国際会長　ジュンヨル・チョイ
　　〈テーマ〉「We Serve」 
３３６－Ａ地区スローガン
　　Service Activity is the key to Lions clubs
 　（ライオンズクラブのキーは奉仕することである）

３３６－Ａ地区ガバナー　高岡 英治
　　〈スローガン〉We Serve　　　〈キーワード〉「真心」
２Ｒ－１Ｚ新居浜ライオンズクラブ 会長　古川 貴章
　　〈スローガン〉「絆」

〈ライオンズクラブスローガン〉

Liberty,Intelligence,Our Nation’s Safety
［自由を守り、知性を重んじ、われわれの国の安全をはかる］

〈モットー〉

We Serve
［われわれは奉仕する］

2019.7 ～ 2020.6

地区ガバナー公式訪問に参加して
幹　事　天  野  　淳　　開催日：令和元年 9月 1日（日）　場所：ユアーズ　　　　　　　　　　　　　　　
　        　

9 月理事・委員長会
9月 9日（月）18:30～ 商工会館3F

９月１日（日）ユアーズにて開催され
ました 336-A 地区 2R 地区ガバナ
ー公式訪問に参加してきました。
　ホストクラブは西条ライオンズクラ
ブでした。
植木 RCA の司会進行で会議は

進んでまいりました。
　高岡英治地区ガバナーの挨拶では３５番目に承
認されたガバナーということでみなさんに覚えてもら
いやすいとのことを言われていました。
　高岡ガバナーからは公式訪問記念品でペナントと
三役宛にピンをいただきました。
　また会議中にはガバナー及び地区コーディネータ
ー、地区委員より要望事項が伝達されました。
ガバナーより要望事項：各クラブ純増１名をお願い
したい。こういう時こそ原点に立ち戻り、こつこつと

奉仕活動をするべきである。LCIF 献金についても
お願いしたい。
　直近ではオセアルフォーラムについて登録要請も
ありました。
早期登録が９月３０日まで延長されたこともあり要請
されました。（5 名 /1クラブ）
オセアルフォーラムのプログラムについては事務局
へお問い合わせください。
　そのほかの要望事項、議案内容については事務
局に資料を届けておきますので気になる方は閲覧を
お願いいたします。
　会議終了後は懇親会も開催され、アトラクション等
懇親を深める時間となりました。

●会長挨拶　古川貴章会長
●審議事項
１．スペシャルオリンピックス北海道 2020 協賛について
　5,000 円／１クラブ
２．令和元年度愛媛県臓器移植普及推進月間の後援について
　名義貸し
３．有富正治さん入院お見舞い金支出について
４．７月第２夜間例会決算報告について
５．英語スピーチコンテスト予算案について　9月27日（金）
６．子ども食堂について
７．委員会開催日の変更について
　・会員会則委員会
　　９月２３日（月･祝）18:30 ～ 事務局 → ２４日（火）
●幹事報告
１．地区ガバナー公式訪問
　９月１日（日）14:30 ～ ユアーズ　
　出席者：大竹青少年･GST･LCIF･ライオンズクエスト委員
　古川貴章会長、伊藤嘉秀第１副会長、天野淳幹事、福山宏
　会計、白石誠一会員会則委員長
２．３Ｚ合同例会
　９月３日（火）18:30 ～ 四国中央市ホテルグランフォーレ
　出席者：大竹青少年･GST･LCIF･ライオンズクエスト委員
３．第１回地区ガバナー諮問委員会、ゾーンレベル会員委員会
　９月７日（土）12:15 ～ レイグラッツェふじ
　出席者：大竹青少年･GST･LCIF･ライオンズクエスト委員

　古川貴章会長、伊藤嘉秀第１副会長、天野淳幹事、（代）鈴
　木雅志会員会則副委員長
４．岡部歩乃佳後援会第２回理事会
　９月１１日（水）18:30 ～ あぶら家
　出席者：後援会理事者、オブザーバー（青少年委員会、第１
　副会長、幹事、）
５.まちづくり共同オフィス第１回新居浜市国際交流協会理事会 
　９月１７日（火）19:00 ～  出席者：伊藤龍一直前会長
６．４Ｚ合同例会
　９月１８日（水）18:30 ～ ドリーマーベルフォーレ西条
　出席者：大竹青少年･GST･LCIF･ライオンズクエスト委員
７．第５８回OSEALフォーラム広島大会について
　１１月８日（金）～９日（土）
　※８日にある開会式に出席します。（登録料：12,000 円）
　※８（金）SANTA ANA LCとの交流会予定をしております。
　※宿泊費、交通手段等は参加人数により決定
　※申込締め切９月２４日（火）
●委員会報告
出席大会委員会
　11月第 2例会 100％出席のお願い
計画財務委員会
　10月家族会について、年末商戦について
ＭＣ広報委員会
　会報誌原稿のお願い
青少年委員会
　中学生英語スピーチコンテスト・平和ポスターコンテストにつ
　いて
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古川　貴章　残暑厳しいですが身体に気をつけて下さい。
福山　　宏　宇和島カントリークラブでゴルフしました。地獄の
　　　　　　様なゴルフ場でした。一つのホールで OB６発出しま
　　　　　　した。2Rゴルフまでに調整しておきます。
岡田　賢治　暑さが続きます。熱中症に気をつけましょう。
伊藤　龍一　急に夏が戻ってきた感じで暑くて死にそうです。皆
　　　　　　様も体調には気をつけて下さい。本日は早退させて
　　　　　　いただきます。
後藤　達也　残暑厳しいです。体調崩さない様気をつけましょう。
徳村　　明　台風被害お見舞い申し上げます。残暑もまだまだ続く
　　　　　　ようです。食事と快眠に心がけて下さい。
村上　博昭　９月度のゴルフ部会の月例で優勝させていただきま
　　　　　　した。29 日の 2Rのゴルフコンペも頑張ります。
白石　誠一　例会遅れて申し訳ないです。
能瀬　伸一　暑さが戻ってきました。お身体ご自愛下さい。
伊藤　嘉秀　子ども食堂のこと大変失礼な説明にも拘わらずご承
　　　　　　認いただきましてありがとうございました。
加藤　久博　残暑お見舞い申し上げます。
佐伯　澄男　暑いですネ。
鈴木　雅志　9 月に水泳パラ国際大会また水泳ジャパンパラ競技大
　　　　　　会がありますが我が新居浜 LC が支援している岡部歩
　　　　　　乃佳さんの現状は？ガンバってもらいたいものです。
檜垣　孝志　明後日は中秋の名月です。天気も良さそうです。い
　　　　　　も炊きでもして一杯やりましょうかネ！
塩見　秀晴　オリンピック入場券追加募集今日発表。ドネーショ
　　　　　　ンしてたら当っとろうか？当たってたら良いのになあ。
神野　雄太　台風 15 号東京で体験しました。
高木　泰斉　先日の月例ゴルフの前日に風邪をひいて休むことに
　　　　　　なってしまいメンバーの方々にご迷惑をおかけして
　　　　　　申し訳ございませんでした。まだ本調子ではないの
　　　　　　ですが元気になりました。しばらく残暑が続きそう
　　　　　　ですが体調にはくれぐれもお気を付け下さい。
青野　泰介　9月になっても暑いですネ。皆様ご自愛下さい。
橋田信一郎　熱い日がぶり返してきました。体調には十分注意し
　　　　　　ましょう。
真鍋　憲夫　残暑お見舞い申し上げます。
藤縄　洲二　毎日暑いですね。
河端　信人　残暑厳しいですが皆様お身体にお気を付け下さい。
石川　　稔　「暑さ寒さも彼岸まで」とか言いますがそれにしても
　　　　　　毎日が暑くて祭りの到来を感じられません。
奥嶋啓一郎　残暑が続きますが、会報誌も続きます。皆様からの
　　　　　　ご寄稿をお待ちしていると共に、ランダムでお願いを
　　　　　　させて頂くかもしれませんので、宜しくお願い致します。
小野　周平　残暑厳しい日々が続きます。娘二人はクーラーに負
　　　　　　けて発熱しました。皆様も体調ご自愛下さい。
松浦　一雄　熱い日が続き庭の草の成長が早く、草引きが追いつ
　　　　　　きません。涼しくなると草の成長が遅くなります。
　　　　　　それまで辛抱です。
宇野　博文　まだまだ熱い日が続きます。熱中症にも注意しましょう。
村上順一郎　熱い日が続きますね。熱中症には気をつけて下さい。
今村　　忍　今日は 3ヶ月に 1 回のリーガでの研修会なのですみ
　　　　　　ません。
石川　敏則　残暑厳しきおり身体に気をつけて下さい。
近藤　充徳　残暑お見舞い申し上げます。
山下　邦俊　残暑厳しいです。皆様ご自愛下さい。
後藤　達也　RC、RCA、地区委員のご来訪に感謝して。

　今月は、小野保健福祉委員長の推薦もあり長年新居浜ラインズクラ
ブに貢献いただいた保健福祉委員会の田村征夫理事にご寄稿いた
だきました。
　当時のお話から今現在の献血まで、色 と々調べていただきありがとう
ございました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奥嶋啓一郎

古川　貴章　27 日第 30 回目の英語スピーチコンテストがありま　
　　　　　　す。参加宜しくお願いします。
福山　　宏　自分の誕生日にバイクで一人三朝温泉の旅館で一人
　　　　　　でお祝いをしてきました。
岡田　賢治　だいぶ涼しくなりました。
岡村真里哉　例会欠席すみません。
後藤　達也　9 月 27 日中学生英語スピーチコンテスト宜しくお願
　　　　　　いします。
佐伯　澄男　英語スピーチコンテスト、古川会長、英語で挨拶す
　　　　　　るのかな？楽しみです。
白石　誠一　新会員紹介お願いします。
能瀬　伸一　先日久しぶりに酒で記憶がなくなりました。もう年
　　　　　　ですね・・・皆さんも飲み過ぎには十分お気を付け
　　　　　　下さい。
永易　明洋　健康第一で過ごしましょう。
徳村　　明　めっきり涼しくなりました。体調を万全にしてくだ
　　　　　　さい。
松浦　一雄　台風 15 号 17 号の被災者の皆様にお見舞い申し上げ
　　　　　　ます。新居浜は幸せなことに今年も台風の被害があ
　　　　　　りませんでした。
真鍋　憲夫　台風 19 号の風の強さにびっくりしました。何とか無
　　　　　　事に過ごせてホッと安心しました。皆様もどうぞお
　　　　　　気を付け下さい。
檜垣　孝志　ラグビー初戦ロシアに勝利！やりましたネ。しかも
　　　　　　勝ち点 5です。この 5点がすごいですネ！　
青野　泰介　ラグビー W 杯胸をアツくさせながら見ています。リ
　　　　　　ーチマイケルキャプテンに期待します。
塩見　秀晴　9/27 レクバレーの練習日です。練習参加宜しくお願
　　　　　　いします。練習日あと 4回のみです。
今村　　忍　涼しくなってきました。11 月に向けてレクバレー練
　　　　　　習頑張る ZO～～
高橋　尚毅　前回の例会は種子島へこうのとりの打上を見に行っ
　　　　　　たために残念ながら欠席しました･･･のに残念ながら
　　　　　　打ち上げ失敗！しかし本日無事に成功したようで良
　　　　　　かったです。夢の続きはまた次回に！
田村　征夫　世界ライオンズデーが今年もやってきます。
神野　雄太　西武優勝おめでとう。
鈴木　雅志　記念すべき第 30 回中学生英語スピーチコンテストの
　　　　　　成功を祈って後藤委員長、委員会の皆様ご苦労様です。
宇野　博文　秋の花粉が飛び出しました。目がかゆい。1ヶ月のガ
　　　　　　マンです。
藤縄　洲二　だいぶ過ごしやすくなって来ました。消費税 10％に
　　　　　　なりますがよくわからないですね。
奥嶋啓一郎　季節の変わり目で体調を崩してしまいました。皆様
　　　　　　もお気を付け下さい。
小野　周平　本日も宜しくお願いします。
外山　貴一　例会参加、本日も宜しくお願いします。
・・・第30回中学生英語スピーチコンテスト
　　　　　　　　　　　　皆さんご参加お願いします・・・
大竹崇夫／伊藤龍一／近藤充徳／高橋在錫／近藤盛文／真木泰彦
村上博昭／新田久司／中田君江
・・・涼しくなってきました気候の変わり目
　　　　　　　　　　　　皆様お身体ご自愛ください・・・
高木泰斉／加藤久博／橋田信一郎／大上幸雄／上野　剛／伊藤久
門／金田智行
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・・・暑い日が続きます。皆様お身体ご自愛下さい・・・
真木泰彦／近藤盛文／大竹崇夫／中田君江／大石隆憲／金田智行
／高橋在錫／岡田浩二


