
お詫びと修正

●●● 12月第一例会 ●●●

●●● 12月第二例会 ●●●
古川　貴章　本日で今年の例会も終わります。一年間有り難うござい
　　　　　　ました。来年も宜しくお願い致します。
福山　　宏　正月に霧島ホテルが予約できたのでバイクで一人旅して
　　　　　　きます。楽しみです。皆様良いお年を。
岡田　賢治　来年も宜しくお願い致します。
能瀬　伸一　年末商戦ご協力大変有難うございます。
佐伯　澄男　皆様良いお年をお迎え下さい。
伊藤　龍一　古川会長はじめ三役の皆様任期 6ヶ月間、お疲れ様でし
　　　　　　た。残り半年も引き続き頑張って下さい。皆様、よいお
　　　　　　年を！！
大竹　崇夫　本年も大変お世話になりました。来年も宜しくお願い致
　　　　　　します。
徳村　　明　皆様良い年をお迎え下さい。お祈り申し上げます。
有富　正治　小学校 6 年と保育園、年長の孫とクリスマス会をしまし
　　　　　　たが、誰と付き合うよりも疲れます。
真鍋　憲夫　今年最後の例会になりました。この一年間色々ありまし
　　　　　　たが何とか元気で過ごせてホッとしています。来年が皆
　　　　　　様にとって佳き年で有りますようお祈り申し上げます。
加藤　久博　年末商戦のご協力有難うございました。
小野　周平　献血・献眼登録事業に雨と寒さの中ご協力有難うござい
　　　　　　ました。
田村　征夫　献血ではお世話になりました。雨の中大変お疲れ様でした。
高木　泰斉　今年入会させていただき、皆様には大変お世話になりま
　　　　　　した。有難うございました。また来年も宜しくお願い致
　　　　　　します。
奥嶋啓一郎　今年最後の例会、何とか出席できました。来年も出席 100
　　　　　　％目指してスケジュール調整します。皆様良いお年を。　
松浦　一雄　令和元年もあと 1 週間となりました。今年もお世話にな
　　　　　　りありがとうございました。皆様にとって令和 2 年も良
　　　　　　い年となりますよう祈念いたします。
石川　　稔　11 月末に行われた全国還暦野球大会では皆様にご心配を
　　　　　　おかけしましたが、無事全国 483 チームの頂点に立って
　　　　　　全国優勝することが出来ました。
中田　君江　今年もお世話になりました。メリークリスマス、私の所
　　　　　　にはサンタさん来なかった・・・（泣）
檜垣　孝志　Merry X’mas ！！令和元年も元気で会いましょう！
金田　智行　本日仕事のため例会欠席いたします。本年はお世話にな
　　　　　　りました。来年も宜しくお願い致します。
今村　　忍　“メリークリスマス”うちにもサンタが来ました！
藤縄　洲二　メリークリスマス！近頃はさみしいクリスマスです。
塩見　秀晴　女房にボッチ・イブを味合わせてしまいました。これか
　　　　　　らは気をつけます。
神野　雄太　メリークリスマス！。
宇野　博文　今期も本日で半分過ぎました。テール・ツイスターの役
　　　　　　割を引き続き頑張りたいと思います。
続木　　剛　メリークリスマス！
外山　貴一　一年間大変お世話になりました。来年も宜しくお願い致
　　　　　　します。よいお年を迎え下さい。
鈴木　雅志　2020 年皆様にとって更に良い年に成りますように！
河端　信人　今年一年お世話になりました。ありがとうございました。
近藤　充徳　良いお年をお迎え下さい。
橋田信一郎　今年も大変お世話になりました。来年も何卒宜しくお願
　　　　　　い致します。
大上　幸雄　今年一年間お世話になりました。
伊藤　嘉秀　本年は皆様大変お世話になりました。来年もお手柔らか
　　　　　　にお願い申し上げます。
山下　邦俊　来年も宜しくお願い致します。
・・・今年一年お世話になりました。来年も宜しくお願い致します・・・
土岐敏勝／高橋在錫／近藤盛文／三井邦弘／新田久司／村上博昭／大
石隆憲／真木泰彦／白石誠一

古川　貴章　皆様インフルエンザが流行っています。充分気をつけて
　　　　　　下さい。
福山　　宏　ゴルフ部会 1/12 にコンペと新年会を行いますので早め
　　　　　　に案内させて戴きます。ご参加宜しくお願いします。
岡田　賢治　忘年会シーズンです。飲み過ぎに注意しましょう。
大石　隆憲　40 周年を迎えました。
真鍋　憲夫　師走に入り慌ただしくなってきました。今年も元気で新
　　　　　　しい年を迎えましょう。
有富　正治　12 月の忙しい時期に 3 人の子供、孫の誕生日を迎え出費
　　　　　　やら忙しいやらと思っていましたが自分のまいた種で有
　　　　　　り自業自得でした。
後藤　達也　私の大嫌いな冬がやってきました。
山下　邦俊　会報誌 11 月号の英語スピーチコンテストで 2 位と 3 位
　　　　　　の顔写真間違えました。すみませんお詫びいたします。
能瀬　伸一　年末商戦沢山の方々のご協力有難うございます。
徳村　　明　師走を迎えましたが暖冬が続きますが朝夕は冷え込みま
　　　　　　す。インフルエンザも流行っているようで万全の体調管
　　　　　　理に努めましょう。
松浦　一雄　ノーベル化学賞の吉野彰さん、アフガンから訃報が届い
　　　　　　た中村哲さん、世界的に著名なお二人に敬意を表します。
加藤　久博　在籍 15 周年を迎えました。早いものです。
永易　明洋　マイルストーン・シェブロンアワードいただきました。
奥嶋啓一郎　もうすぐ 1 年が終わりますが毎年年末年始は会社で挨拶
　　　　　　回りをしています。
檜垣　孝志　忘年会シーズンですネ！飲み過ぎ健康に留意しましょう。
小野　周平　12 月 22 日の献血・献眼登録奉仕を宜しくお願いします。
近藤　充徳　12/22 本年最後のアクトご協力お願いします。
大上　幸雄　急に欠席の連絡をいただきました天野さんに感謝します。
　　　　　　代理を務めさせて戴きます。
藤縄　洲二　昨日は誕生日でした！ 72 才になります。世の中ボーナ
　　　　　　スが支給され皆で祝ってもらいました。
今村　　忍　今年も残りわずか。。。年末のゴルフ頑張る ZO↑
鈴木　雅志　年末仕事納めまで皆さん多忙ですが身体に気をつけて頑
　　　　　　張りましょう！元気が一番！！
石川　敏則　飲み会の多い月です。身体に気をつけて下さい。インフル
　　　　　　エンザにも注意を！
田村　征夫　今年一年お世話になりました。
塩見　秀晴　年末になりました。今年最後まで元気でやりましょう。
村上　博昭　先月の 100％例会欠席してしまい大変ご迷惑をおかけ致
　　　　　　しました。お陰様で第 3 回おじいちゃんの甲子園大会全
　　　　　　国優勝することが出来ました。
伊藤　嘉秀　本日試技会本会中のため途中で退席させて戴きます。寒
　　　　　　くなってきましたが皆様のご健康をお祈りしております。
青野　泰介　寒い日が多くなってきました。皆様ご自愛下さい。
外山　貴一　朝昼の寒暖差が激しい時期ですが身体に気をつけて下さ
　　　　　　い。本日も宜しくお願いします。
土岐　計一　マイルストーン・シェブンロンアワード 45 週年有難う
　　　　　　ございます。あれから 45 年いつの間にか・・・
河端　信人　本日も宜しくお願いします。
宇野　博文　「ワンチーム」が今年の流行語大正に決まりました。良
　　　　　　いひびきです。
続木　　剛　風邪が治りました。
村上順一郎　用事がありますので先に失礼します。
中田　君江　諸事情により早退します。申し訳ございません。
・・・師走に入り慌ただしくなっております。
　　　　　　　　　　　　　　皆様お身体ご自愛下さい・・・
高木泰斉／伊藤久門／金田智行／真木泰彦／高橋在錫／近藤盛文／神
野雄太

E-mail.   niihama@204-lc.club URL.   http://www.204-lc.club

■事 務 局 　〒792-0025　新居浜市一宮町2丁目4番8号　新居浜商工会館2F　TEL(0897)34-9400
■例 会 場 　〒792-0021　新居浜市泉宮町5番8号　　　   ユアーズ　　　　　　  TEL(0897)33-3535
■例会日時　 毎月　第2・4水曜日　 12:15 ～ 13:30
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   新居浜ライオンズクラブ会報誌１１月号に関するお詫びと訂
正のお知らせ。
2 ページに掲載された「第 30 回新居浜市中学生英語スピーチ
コンテスト」において Silber Lions Prize の生徒と Bronze 
Lions Prize の生徒の顔写真が左右逆さまとなっておりまし
た。この場にてお詫び申し上げます。関係者各位におかれまし
ては、大変ご迷惑をおかけいたしました。
　　　　　　　　　　　MC 広報委員長　奥嶋啓一郎

第58回オセアルフォーラム

■開会ゴング
■ライオンズの誓い唱和　河端信人ライ

オン　
■会長挨拶　古川貴章会長
■伝達式　MJF1000＄献金
　　　岡田賢治ライ

オン、大竹崇夫ライ
オン、古川貴章ライ

オン、伊藤龍一ライ
オン

■審議事項
　なし
■幹事報告
１．第2回１Z地区ガバナー諮問委員会･ゾーンレベル会員委員会
　１２月１４日（土）12:15 ～ グラッツェふじ
　出席者：大竹崇夫青少年･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、白
　石誠一会員理事

２．令和元年年末の交通安全県民運動
　１２月２０日（金）10:30 ～ 平形橋北側歩道上
　参加者：L古川貴章、Ｌ有富正治、L白石誠一
３．第２回献血・献眼登録事業
　１２月２２日（日）10:00 ～ イオン新居浜駐車場
　（献血者） 受付者 １５３名、採血者 １４２名、不採血者 １１名
　（献眼登録者） １０名、（骨髄バンク登録者） ３名　
　（臓器提供意志カード配布数） ２５０ 枚
　（参加者２０名）
　L古川貴章、L伊藤嘉秀、L天野淳、L福山宏、L有富正治、
　L橋田信一朗、L中田君江、L永易明洋、L青野泰介、L山
　下邦俊、L後藤達也、L金田智行、L小野周平、L近藤充徳、
　L田村征夫、L近藤盛文、L塩見秀晴、L外山貴一、L松浦
　一雄、L高木泰斉
４．令和２年新年互礼会
　１月６日（月）１１時～ リーガロイヤルホテル 
　出席者：古川貴章会長
■委員会報告
　保健福祉委員会
　　第 2回献血・献眼登録事業報告とお礼

■出席報告
　会員数58名、出席48名、欠席10名、出席率82.8％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥81，000
■閉会ゴング

Contents
1. 新年ご挨拶
2. 第 2回献血・献眼登録奉仕活動
3. 愛リバー・愛ロード清掃に寄せて
　地区ガバナー諮問委員会・Ｚレベル会員委員会

4. 年末の交通安全県民運動に参加して
　くらげ伊香保の珍道中
5. 私のこだわり「スーパーカブは楽しいよ！」
6. ライオンズ情報・行事予定
8. ドネーショントピックス
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ゾーン・地区・国際協会の動きゾーン・地区・国際協会の動き
２Ｒ親善ボーリング大会（LCIFキャンペーン100チャリティ）
　１月２６日（日）15:45 ～　西条ワンダーボウル

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

行  事  予  定
・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会　 　１月　６日（月）18:30 ～　商工会館 3F
１月第 1例会　　   １月　８日（水）12:15 ～　ユアーズ
１月第２例会　　   １月２２日（水）12:15 ～　ユアーズ
・委員会
環境保全委員会　　１月　６日（月）18:15 ～　事務局
MC広報委員会　　１月　６日（月）19:00 ～　事務局
計画財務委員会　　１月　７日（火）18:30 ～　未　定
青少年委員会　　　１月　８日（水）例会終了後　ユアーズ
保健福祉委員会　　１月　９日（木）18:30 ～　事務局
出席大会委員会　　１月２３日（木）18:30 ～　丹　羽
会員会則委員会     １月２７日（月）18:30 ～　事務局
60 周年準備委員会  １月　６日（月）19:00 ～　商工会館 3F
・クラブ・その他行事予定
長寿のお祝い　１月第１例会
　１月　８日（水） 12:15 ～　ユアーズ
元会長・幹事を称える会　１月第２例会
　１月２２日（水） 12:15 ～　ユアーズ
令和２年度新年互礼会
　１月　６日（月）11:00 ～　リーガロイヤルホテル
（公益社団法人）新居浜青年会議所 新年会
　１月１0日（金）18:50 ～　リーガロイヤルホテル
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　　１月１２日（日）10:40 ～  新居浜ＣＣ
囲碁部会　　　　　未定

1月 誕生日おめでとうございます
  石川敏則、金田智行、徳村　明、高木泰斉

   

11月 10日 ( 日 )　新居浜CC
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つれづれの会　　　２月開催予定
くらげの会　　　　１月開催予定   
スポーツ部会　　　１月１０・２４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　

第2回 献血・献眼登録奉仕活動
保健福祉委員長　小 野  周 平　日時：令和元年 12 月 22 日（日）10:00 ～　場所：イオンモール新居浜駐車場
　　　　　　　　　　　　　　　　        　

12 月理事・委員長会
12月 9日（月）18:30～ 商工会館3F

●会長挨拶　古川貴章会長
●審議事項
１．台風１９号災害緊急支援金の拠出について
　63,220 円　（10$×58 名 Lレート109円）
２．２Ｒ親善ボウリング大会（LCIFキャンペーン100 チャリティボ
　ーリング）について
　LCIF 献金１チーム8,000 円　登録料 8,000 円（1クラブ
　4名  2,000 円×4名）
３．令和２年新年互礼会会費について
　１,０００円　１月６日　会長出席
４．１月第一例会長寿のお祝い予算について
　10,000 円　（古稀 2名、傘寿 1名）
５．第 2回１Z地区ガバナー諮問委員会
　ゾーンレベル会員委員会登録料について
　8,000 円 2,000 円×4名
６．第２回愛リバー・愛ロード決算報告について
７．１１月第２夜間例会決算報告について
８．えひめ学園との交流会予算（案）について
９．委員会開催の変更について
　環境保全委員会
　  １月　６日（月）18:30 ～  事務局 → 18:15 ～ 事務局
　出席大会委員会
　  １月２３日（木） 18:30 ～  事務局 → 丹羽
●幹事報告
１．第 2回１Z地区ガバナー諮問委員会
　・ゾーンレベル会員委員会

　１２月１４日（土）12:15 ～ グラッツェふじ
　出席者：古川貴章会長、伊藤嘉秀第１副会長、天野淳幹事、
　白石誠一会員理事
２．令和元年年末の交通安全県民運動
　１２月２０日（金）10:30 ～ 平形橋北側歩道上
３．第２回献血・献眼登録
　１２月２２日（日）10:00 ～ イオン新居浜駐車場
４．第１０３回ライオンズクラブ国際大会（シンガポール）
　期　間：2020 年６月２６日（金）～３０日（火）
　登録料：早期登録　１７５＄　　締切１月  ６日
　　　　　普通登録　２２５＄　　締切３月２３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
　11/21 100％出席ご協力御礼
計画財務委員会
　11月第 2夜間例会
 決算報告、年末商戦のお願い
MC広報委員会
　会報誌用寄稿文のお願い
青少年委員会
　えひめ学園殿交流会について　
保健福祉委員会
　12/22イオンモール　献血・献眼登録のお願い
環境保全委員会
　第 2回愛リバー・愛ロード清掃の決算報告

　令和元年１２月２２日（日曜日）、イ
オンモール新居浜駐車場におきまし
て献血・献眼登録奉仕事業を行
いました。
　朝の準備から夕方の片付けま
で、多くのメンバーの方々にお手伝

いいただき、本当に感謝しております。
　クリスマス＆年の瀬も押し迫るイオンモール新居
浜は、多くの客で賑わっておりましたが、外はあいに
くの雨＆寒さ。
私自身の日頃の行いを省みる良い機会となりました。
　１２月という事で献血にご協力いただいた方には、
お馴染みの近藤製菓さんのお菓子と共にホッカイロ
（７個入）をお礼にお渡ししました。また温かい飲み
物（６種類）もご用意し提供致しました。
　雨は止まず、朝から気温も上がらず寒い。
しかし天気、気温に関係なく献血に来られる方が多

くおられる事を目の当たりにし
ました。
ライオンズの奉仕活動に関わ
る者としては身が引き締まる思
いでした。
　奉仕事業に参加していただ
いたメンバーの皆様、そして献
血、献眼、骨髄バンクにご協力いただいた多くの皆
様に厚く御礼申し上げます。
　次回は４月に献血事業を予定しております。今回
に比べ穏やかな気候となっているはずです。多くの
皆様にご参加いただけるよう準備する所存です。
引き続きご協力の程、よろしくお願いいたします。

【献血・献眼登録結果　※現場報告】
受付者：１５３名、 採血者：１４２名
献眼登録者：１０名、 骨髄バンク登録者：３名
　

■開会ゴング
■ライオンズの誓い唱和　河端信人ライ

オン　
■会長挨拶　古川貴章会長
■伝達式　MJF1000＄献金
　　　岡田賢治ライ

オン、大竹崇夫ライ
オン、古川貴章ライ

オン、伊藤龍一ライ
オン

■審議事項
　なし
■幹事報告
１．第2回１Z地区ガバナー諮問委員会･ゾーンレベル会員委員会
　１２月１４日（土）12:15 ～ グラッツェふじ
　出席者：大竹崇夫青少年･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、白
　石誠一会員理事

２．令和元年年末の交通安全県民運動
　１２月２０日（金）10:30 ～ 平形橋北側歩道上
　参加者：L古川貴章、Ｌ有富正治、L白石誠一
３．第２回献血・献眼登録事業
　１２月２２日（日）10:00 ～ イオン新居浜駐車場
　（献血者） 受付者 １５３名、採血者 １４２名、不採血者 １１名
　（献眼登録者） １０名、（骨髄バンク登録者） ３名　
　（臓器提供意志カード配布数） ２５０ 枚
　（参加者２０名）
　L古川貴章、L伊藤嘉秀、L天野淳、L福山宏、L有富正治、
　L橋田信一朗、L中田君江、L永易明洋、L青野泰介、L山
　下邦俊、L後藤達也、L金田智行、L小野周平、L近藤充徳、
　L田村征夫、L近藤盛文、L塩見秀晴、L外山貴一、L松浦
　一雄、L高木泰斉
４．令和２年新年互礼会
　１月６日（月）１１時～ リーガロイヤルホテル 
　出席者：古川貴章会長
■委員会報告
　保健福祉委員会
　　第 2回献血・献眼登録事業報告とお礼

■出席報告
　会員数58名、出席48名、欠席10名、出席率82.8％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥81，000
■閉会ゴング

宇野 T･T
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第２回愛リバー・愛ロード清掃奉仕に寄せて
環境保全委員会　土 岐  敏 勝　　　　　日時：令和元年 11 月 24 日（日）7:00 ～　商工会館周辺　　　　
　　　　　　　　        　

第1421回 12 月第一例会
12月 11日（水）12:15～ ユアーズ

第1422回 12 月第二例会
12月 25日（水）12:15～ ユアーズ

■開会ゴング
■ライオンズの誓い唱和　高木泰斉ライ

オン

■会長挨拶　古川貴章会長
■伝達式　マイルストーン・シェブロンアワード
　10 年岡村真里哉　15 年加藤久博、新田久司、永易明洋
　30 年藤縄洲二、塩見秀晴　35 年鈴木雅志
　40 年大石隆憲　45 年土岐計一

■審議事項
１．台風１９号災害緊急支援金の拠出について
　６３，２２０円　（10$×58 名 Lレート109円）
２．２Ｒ親善ボウリング大会
　(LCIFキャンペーン100チャリティボーリング）について
　LCIF 献金１チーム８,０００円
　登録料８,０００円（1クラブ4名  2,000 円×4名）
３．令和２年新年互礼会会費について
　１，０００円　１月６日　会長出席
４．１月第一例会長寿のお祝い予算について
　１０，０００円　（古稀 2名、傘寿 1名）
５．第 2回１Z地区ガバナー諮問委員会
　ゾーンレベル会員委員会登録料について
　8,000 円 2,000 円×4名
６．第２回愛リバー・愛ロード決算報告について
７．１１月第２夜間例会決算報告について
８．えひめ学園との交流会予算（案）について
９．委員会開催の変更について

　環境保全委員会
　  １月  ６日（月）18:30 ～   事務局 → 18:15
　出席大会委員会
　  １月２３日（木）18:30 ～  事務局 → 丹羽
※以上すべて承認されました
■幹事報告
・報告事項
１．第 2回１Z地区ガバナー諮問委員会
　ゾーンレベル会員委員
　１２月１４日（土）12:15 ～ グラッツェふじ
　出席者：古川貴章会長、伊藤嘉秀第１副会長、天野淳幹事、
　白石誠一会員理事
２．令和元年年末の交通安全県民運動
　１２月２０日（金）10:30 ～ 平形橋北側歩道上
３．第２回献血・献眼登録奉仕活動
　１２月２２日（日）10:00 ～ イオン新居浜駐車場
４．第１０３回ライオンズクラブ国際大会（シンガポール）
　期　間：2020 年６月２６日（金）～３０日（火）
　登録料：早期登録　１７５＄　　締切１月  ６日
　　　　　普通登録　２２５＄　　締切３月２３日
　詳細は事務局までお問合せ下さい。
■委員会報告
計画財務委員会
　11月第 2夜間例会決算報告、年末商戦について
青少年委員会
　えひめ学園との交流会 予算案について
保健福祉委員会
　12/22イオンモール　第 2回献血・献眼予算案について
環境保全委員会
　第 2回愛リバー・愛ロード清掃決算報告
■出席報告
　会員数58名、出席45名
　欠席13名、出席率77.6％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥84,000
■閉会ゴング ゾーンレベル会員委員会・地区ガバナー諮問委員会に参加して

幹  事　天 野 　淳　　　　　　　　開催日令和元年 12 月 14 日（土）　開催地：グラッツェふじ　　　　　
　　　　　　　　　　        　

　今回で２回目となる諮問委員会
に参加してきました。
１Ｚ４クラブの会長をはじめ第一副
会長さんが参加され、２R よりは明
比紳一郎 RC、植木光夫 RCA が
参加されました。

　開会し、議事が始まる前に 11 月に亡くなられた当
クラブの故高橋尚毅さんに黙祷が捧げられました。
　ゾーンレベル会員委員会では１Ｚ内のクラブにお
ける会員増強について意見交換がなされました。
中でも、ひうちライオンズクラブさんは女性会員が１０
名を超え、会員比率の 20％を超え真鍋会長の目標
を達成されたそうです。
　地区ガバナー諮問委員会では各クラブでの問題
点が話し合われました。
　新居浜ライオンズクラブからは Mylion と Mylci

について不明確なことが多く事務局にて困っている
との問題提起をさせていただきました。
　デジタルでの報告手法の移行スケジュールや手
順改正について明確な情報を落としていただけるよ
うにお願いいたしました。
以上、今回の諮問委員会の報告でした。

　先日の１１月２４日日曜日午前７時
より、お天気を心配していましたが
早朝より多くのメンバーの方々のご
参加を頂きまして、時間内に商工会
議所周辺を美しく清掃出来ました。
大変ご苦労様でした。

　私が気付いた事ですが、田村征夫さんの作業に
対しての前向きな姿です。
　用具を準備され手際よく作業され、みるみる内に
枝を切り取り金田ビル東側が美しく見通しが良くなっ
て行きました。
　天晴（あっぱれ）な作業で周辺が特に美しく本当
の「愛ロード」だと思われました。
　私事ですが、この紙面を使わせて頂いて私の近

況をお知らせします。
　私は毎日家具製作の傍ら、花木、植木に愛着を持
って毎日のように水やりを行っているのですが、以前
スーパーへ行って「アボガド」の実を見まして、メンバ
ーの石川敏則さんに苗木をお願いし、取り寄せて頂
き、今までは２メートルほどに大きく成長していますが
まだ実は数年先のようです。
　また美しい花では友人からから頂いた「月下美
人」（写真）が今年は何年ぶりかで２０個程咲いてく
れたのです。
　一夜花で夜中の１２時頃が満開でして朝になると
しぼんで、見る影がありません。
　そんな花ですがご希望の方が有りましたらお譲り
させて頂きますのでご連絡下さいませ。
本題より私事が永くて申し訳ありません。

■開会ゴング
■ライオンズの誓い唱和　河端信人ライ

オン　
■会長挨拶　古川貴章会長
■伝達式　MJF1000＄献金
　　　岡田賢治ライ

オン、大竹崇夫ライ
オン、古川貴章ライ

オン、伊藤龍一ライ
オン

■審議事項
　なし
■幹事報告
１．第2回１Z地区ガバナー諮問委員会･ゾーンレベル会員委員会
　１２月１４日（土）12:15 ～ グラッツェふじ
　出席者：大竹崇夫青少年･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、白
　石誠一会員理事

２．令和元年年末の交通安全県民運動
　１２月２０日（金）10:30 ～ 平形橋北側歩道上
　参加者：L古川貴章、Ｌ有富正治、L白石誠一
３．第２回献血・献眼登録事業
　１２月２２日（日）10:00 ～ イオン新居浜駐車場
　（献血者） 受付者 １５３名、採血者 １４２名、不採血者 １１名
　（献眼登録者） １０名、（骨髄バンク登録者） ３名　
　（臓器提供意志カード配布数） ２５０ 枚
　（参加者２０名）
　L古川貴章、L伊藤嘉秀、L天野淳、L福山宏、L有富正治、
　L橋田信一朗、L中田君江、L永易明洋、L青野泰介、L山
　下邦俊、L後藤達也、L金田智行、L小野周平、L近藤充徳、
　L田村征夫、L近藤盛文、L塩見秀晴、L外山貴一、L松浦
　一雄、L高木泰斉
４．令和２年新年互礼会
　１月６日（月）１１時～ リーガロイヤルホテル 
　出席者：古川貴章会長
■委員会報告
　保健福祉委員会
　　第 2回献血・献眼登録事業報告とお礼

■出席報告
　会員数58名、出席48名、欠席10名、出席率82.8％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥81，000
■閉会ゴング
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スーパーカブは楽しいよ！
会　計　福 山 　宏　　　　　        　

「私のこだわり」

くらげ伊香保の珍道中
計画財務委員会　橋 田  信一郎　　　令和元年 11 月 15 ～ 17 日（日）　場所：伊香保温泉・東京築地　　
　　　　　　　　　　　        　

　11 月 15日（金）から 11 月 17日
（日）の 2 泊 3日で「くらげの会」の
群馬県伊香保温泉と東京品川、築
地観光に行ってきました。
　1日目、ＡＭ6:00 新居浜駅集合。
総勢 11 名で出発。ＪＲで松山に行

きリムジンバスで空港へ…　
一人足りない。どうやら切符をなくしてしまい駅から
出られなかったようです。
飛行機に間に合うかどうか心配でしたが、なんとか
間に合って羽田に向けて出発。
　羽田到着後、バスの出発時間調整も兼ねて空港
内で昼食をとり新宿行きのバス乗り場へ。そこでまた
トラブル発生。バスの座席予約が取れてなくて乗る
はずのバスに乗れませんでした。
　このままでは次のバスに間に合いません。どうしよ
うかと思っていましたが運良く次の新宿行きのバス
に空席があり全員乗れて高速バスにギリギリセーフ
でした。伊香保までの高速バスは関越道を北上。大
変天気も良くて車窓から遠くに見える赤城山がとて
もきれいだったのが印象に残りました。
　新居浜出発から 11 時間かかってようやく伊香保
温泉に到着。早速温泉に入ります。宿のお風呂はと
ても広く露天風呂も何か所もあっていろいろ楽しめま

した。伊香保温泉はお湯の中に含まれる鉄分が多
く、その鉄分が酸化して茶褐色になるため黄金（こ
がね）の湯と呼ばれているようです。刺激も少なくや
わらかいお湯で身体の芯から温まりました。
　食事は上州牛のしゃぶしゃぶやおっきりこみなど
上州を満喫できるものがたくさん出てきてよかったで
す。
　2日目、朝食後、伊香保温泉の有名な石段を見学
します。石段は全部で 365 段あるそうで自分の誕生
日の段で記念写真を撮るのが人気みたいですが時
間がなく１段目で記念撮影をしました。紅葉の始まっ
ている山々を望みながら東京へ移動します。この日
に限って山手線が高輪ゲートウェイ駅開業に向けた
工事のため運休。「なんて日だ！」と思いながらタクシ
ーで品川へ。マクセルアクアパーク品川という水族館
でくらげを見たりイルカショー見たりして楽しみまし
た。とても多くの家族連れで賑わっていました。
　夜は屋形船で品川からお台場に行き、隅田川を
少しのぼって帰ってきました。船の中で揚げたての
天ぷらをいただきながら東京の夜景（東京タワーや
東京スカイツリーが見られます。）を楽しみました。
　３日目、電車で築地場外市場に行きました。朝から
すごい人で外国人観光客がとても多くインバウンド
が拡大しているなと実感しました。玉子焼き屋さんは

■開会ゴング
■ライオンズの誓い唱和　河端信人ライ

オン　
■会長挨拶　古川貴章会長
■伝達式　MJF1000＄献金
　　　岡田賢治ライ

オン、大竹崇夫ライ
オン、古川貴章ライ

オン、伊藤龍一ライ
オン

■審議事項
　なし
■幹事報告
１．第2回１Z地区ガバナー諮問委員会･ゾーンレベル会員委員会
　１２月１４日（土）12:15 ～ グラッツェふじ
　出席者：大竹崇夫青少年･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、白
　石誠一会員理事

２．令和元年年末の交通安全県民運動
　１２月２０日（金）10:30 ～ 平形橋北側歩道上
　参加者：L古川貴章、Ｌ有富正治、L白石誠一
３．第２回献血・献眼登録事業
　１２月２２日（日）10:00 ～ イオン新居浜駐車場
　（献血者） 受付者 １５３名、採血者 １４２名、不採血者 １１名
　（献眼登録者） １０名、（骨髄バンク登録者） ３名　
　（臓器提供意志カード配布数） ２５０ 枚
　（参加者２０名）
　L古川貴章、L伊藤嘉秀、L天野淳、L福山宏、L有富正治、
　L橋田信一朗、L中田君江、L永易明洋、L青野泰介、L山
　下邦俊、L後藤達也、L金田智行、L小野周平、L近藤充徳、
　L田村征夫、L近藤盛文、L塩見秀晴、L外山貴一、L松浦
　一雄、L高木泰斉
４．令和２年新年互礼会
　１月６日（月）１１時～ リーガロイヤルホテル 
　出席者：古川貴章会長
■委員会報告
　保健福祉委員会
　　第 2回献血・献眼登録事業報告とお礼

■出席報告
　会員数58名、出席48名、欠席10名、出席率82.8％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥81，000
■閉会ゴング

　私は相変わらず暇さえあればオート
バイにばっかり乗っている。
私は何処に行くにもまずはオートバイで
行く事を考える。
旅も四輪で行くと面白みが半減する。
一人、オートバイで走っていると「永遠

にこの時間が続かないかなー。」なんて思う。
　そんな私は昨年、スーパーカブＣ１２５という最新型のカ
ブに一目惚れして手に入れた。
 カブはこの世に出て今年で６１年になる。昭和の高度成
長期から産業を陰で支えてきた偉大なるオートバイだ。働
くオートバイ、スーパーカブ。
　これまで、全く私は興味が無かった。いや、過去に一度
９０ＣＣのカブを手に入れた事があるが「これはやっぱり実
用車だ。かっこ悪いし、遅い。」と直ぐに手放してしまった。 
　それが今は世の中がカブの価値に目覚めたのかカブの
ブームが起こっているようで、若者もレジャーとしてカブに
乗り始めたようだ。
　実は私、正直なところ私の所有する新型のＣ１２５以外
のカブには興味が無い。いわば偽、カブマニアだ。
そんな私がカブマニアが大集合する「株主総会」に参加
する事になった。
　和歌山城に１０月６日に５００台以上のカブが集合するら
しい。前日、仕事の都合で午後６時頃より
自宅を出発、１２５ＣＣの為高速道路は使え
ない。下道をトコトコと走る。
　徳島港２１時半初の南海フェリーに乗
船する。夜のフェリーの雰囲気が好きだ。
薄暗いデッキで夜風にあたりながら漁船
の灯りや遠くの島々の明かりをタバコを吹
かしながら眺める。私の大好きな時間であ
る。
　和歌山港に到着したのは既に０時を過
ぎて日付が変わっていた。
腹が減ったのでラーメン屋を探して食す。
和歌山ラーメンも美味い。

令和元年度 年末の交通安全県民運動に参加して
会　長　古 川  貴 章　　　　　　　日時：令和元年 12 月 20 日（金）10:30 ～　場所：平形橋歩道　　　
　　　　　　　　　　        　

　令和元年度年末の交通安全県
民運動１２月２１日（土）～１２月３１
日（火）までの一環として、１２月２０
日、１０時３０分より、新居浜市平形
橋歩道上にてプラカードや、旗を持
ち交通安全啓発活動を行いまし

た。少し風もあり肌寒い中でしたが、有富正治ライ
オン、白

石誠一ライ
オン、お疲れさまでした。

　２１日現在県内死亡事故４１件、交通死亡事故抑

止アンダー５０を達成できる様、安全運転で行きたい
と思います。

何件かありましたがどこもかなりの行列でびっくりしま
した。築地でブランチをとったあと羽田から帰路につ
きました。
　温泉にゆっくり入ることができ３日間飲んで食べて
とても楽しい３日間でした。
大きな事故はありませんでしたが、行く先々で数々の
トラブルが発生し常にハラハラドキドキのあるスリル
満点の旅でした。来年はどこに行くのか今からとても
楽しみです。

　宿ではコンビ二で購入したウイスキーの小瓶とつまみで
一杯やり早 に々寝た。
　翌朝はゆっくりと目覚め、和歌山城を目指す。続 と々マニ
アックなカブの方々が集合していた。「これはカブなのか？」
と思うような改造されたものから、「世界一周でもするの
か？」と思うような荷物満載のカブ。釣りに特化したような釣
り道具を効率良く積載しているカブ。皆さんカブを愛してい
るんだなーと感心。
見ていると、なかなか楽しいものではあったが私はカブマ
ニアでは無い。マニア同士で情報交換をしているようだが
私はお話をしているよりも早くカブで走りまわりたい。
私のカブが一番カッコ良いと思っているので、途中から抜
けて帰路につく。帰りのフェリーもカブ軍団が押し寄せるの
を避けて早めに乗船する事にしたのだ。四国に着いてか

ら黙 と々下道を走って自宅に向かう。
　池田のあたりで既に日が暮れていた。
しかし楽しい。
そう、私はずっとオートバイに乗っていた
いのだ。「この時間がもう終わるのか、寂
しいな。」旅の終わりはいつも寂しいもの
である。
　仕事柄、長期で休暇が取れないの
で、せいぜい２泊くらいの旅に出るのが
精一杯であるがオートバイで行く旅は私
にとっては内容の濃い旅であるのだ。
今は、久し振りに南九州へ違うバイクで
行く事を夢見ております。



会長スローガン「絆」

4 . 5 .

スーパーカブは楽しいよ！
会　計　福 山 　宏　　　　　        　

「私のこだわり」

くらげ伊香保の珍道中
計画財務委員会　橋 田  信一郎　　　令和元年 11 月 15 ～ 17 日（日）　場所：伊香保温泉・東京築地　　
　　　　　　　　　　　        　

　11 月 15日（金）から 11 月 17日
（日）の 2 泊 3日で「くらげの会」の
群馬県伊香保温泉と東京品川、築
地観光に行ってきました。
　1日目、ＡＭ6:00 新居浜駅集合。
総勢 11 名で出発。ＪＲで松山に行

きリムジンバスで空港へ…　
一人足りない。どうやら切符をなくしてしまい駅から
出られなかったようです。
飛行機に間に合うかどうか心配でしたが、なんとか
間に合って羽田に向けて出発。
　羽田到着後、バスの出発時間調整も兼ねて空港
内で昼食をとり新宿行きのバス乗り場へ。そこでまた
トラブル発生。バスの座席予約が取れてなくて乗る
はずのバスに乗れませんでした。
　このままでは次のバスに間に合いません。どうしよ
うかと思っていましたが運良く次の新宿行きのバス
に空席があり全員乗れて高速バスにギリギリセーフ
でした。伊香保までの高速バスは関越道を北上。大
変天気も良くて車窓から遠くに見える赤城山がとて
もきれいだったのが印象に残りました。
　新居浜出発から 11 時間かかってようやく伊香保
温泉に到着。早速温泉に入ります。宿のお風呂はと
ても広く露天風呂も何か所もあっていろいろ楽しめま

した。伊香保温泉はお湯の中に含まれる鉄分が多
く、その鉄分が酸化して茶褐色になるため黄金（こ
がね）の湯と呼ばれているようです。刺激も少なくや
わらかいお湯で身体の芯から温まりました。
　食事は上州牛のしゃぶしゃぶやおっきりこみなど
上州を満喫できるものがたくさん出てきてよかったで
す。
　2日目、朝食後、伊香保温泉の有名な石段を見学
します。石段は全部で 365 段あるそうで自分の誕生
日の段で記念写真を撮るのが人気みたいですが時
間がなく１段目で記念撮影をしました。紅葉の始まっ
ている山々を望みながら東京へ移動します。この日
に限って山手線が高輪ゲートウェイ駅開業に向けた
工事のため運休。「なんて日だ！」と思いながらタクシ
ーで品川へ。マクセルアクアパーク品川という水族館
でくらげを見たりイルカショー見たりして楽しみまし
た。とても多くの家族連れで賑わっていました。
　夜は屋形船で品川からお台場に行き、隅田川を
少しのぼって帰ってきました。船の中で揚げたての
天ぷらをいただきながら東京の夜景（東京タワーや
東京スカイツリーが見られます。）を楽しみました。
　３日目、電車で築地場外市場に行きました。朝から
すごい人で外国人観光客がとても多くインバウンド
が拡大しているなと実感しました。玉子焼き屋さんは

■開会ゴング
■ライオンズの誓い唱和　河端信人ライ

オン　
■会長挨拶　古川貴章会長
■伝達式　MJF1000＄献金
　　　岡田賢治ライ

オン、大竹崇夫ライ
オン、古川貴章ライ

オン、伊藤龍一ライ
オン

■審議事項
　なし
■幹事報告
１．第2回１Z地区ガバナー諮問委員会･ゾーンレベル会員委員会
　１２月１４日（土）12:15 ～ グラッツェふじ
　出席者：大竹崇夫青少年･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、白
　石誠一会員理事

２．令和元年年末の交通安全県民運動
　１２月２０日（金）10:30 ～ 平形橋北側歩道上
　参加者：L古川貴章、Ｌ有富正治、L白石誠一
３．第２回献血・献眼登録事業
　１２月２２日（日）10:00 ～ イオン新居浜駐車場
　（献血者） 受付者 １５３名、採血者 １４２名、不採血者 １１名
　（献眼登録者） １０名、（骨髄バンク登録者） ３名　
　（臓器提供意志カード配布数） ２５０ 枚
　（参加者２０名）
　L古川貴章、L伊藤嘉秀、L天野淳、L福山宏、L有富正治、
　L橋田信一朗、L中田君江、L永易明洋、L青野泰介、L山
　下邦俊、L後藤達也、L金田智行、L小野周平、L近藤充徳、
　L田村征夫、L近藤盛文、L塩見秀晴、L外山貴一、L松浦
　一雄、L高木泰斉
４．令和２年新年互礼会
　１月６日（月）１１時～ リーガロイヤルホテル 
　出席者：古川貴章会長
■委員会報告
　保健福祉委員会
　　第 2回献血・献眼登録事業報告とお礼

■出席報告
　会員数58名、出席48名、欠席10名、出席率82.8％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥81，000
■閉会ゴング

　私は相変わらず暇さえあればオート
バイにばっかり乗っている。
私は何処に行くにもまずはオートバイで
行く事を考える。
旅も四輪で行くと面白みが半減する。
一人、オートバイで走っていると「永遠

にこの時間が続かないかなー。」なんて思う。
　そんな私は昨年、スーパーカブＣ１２５という最新型のカ
ブに一目惚れして手に入れた。
 カブはこの世に出て今年で６１年になる。昭和の高度成
長期から産業を陰で支えてきた偉大なるオートバイだ。働
くオートバイ、スーパーカブ。
　これまで、全く私は興味が無かった。いや、過去に一度
９０ＣＣのカブを手に入れた事があるが「これはやっぱり実
用車だ。かっこ悪いし、遅い。」と直ぐに手放してしまった。 
　それが今は世の中がカブの価値に目覚めたのかカブの
ブームが起こっているようで、若者もレジャーとしてカブに
乗り始めたようだ。
　実は私、正直なところ私の所有する新型のＣ１２５以外
のカブには興味が無い。いわば偽、カブマニアだ。
そんな私がカブマニアが大集合する「株主総会」に参加
する事になった。
　和歌山城に１０月６日に５００台以上のカブが集合するら
しい。前日、仕事の都合で午後６時頃より
自宅を出発、１２５ＣＣの為高速道路は使え
ない。下道をトコトコと走る。
　徳島港２１時半初の南海フェリーに乗
船する。夜のフェリーの雰囲気が好きだ。
薄暗いデッキで夜風にあたりながら漁船
の灯りや遠くの島々の明かりをタバコを吹
かしながら眺める。私の大好きな時間であ
る。
　和歌山港に到着したのは既に０時を過
ぎて日付が変わっていた。
腹が減ったのでラーメン屋を探して食す。
和歌山ラーメンも美味い。

令和元年度 年末の交通安全県民運動に参加して
会　長　古 川  貴 章　　　　　　　日時：令和元年 12 月 20 日（金）10:30 ～　場所：平形橋歩道　　　
　　　　　　　　　　        　

　令和元年度年末の交通安全県
民運動１２月２１日（土）～１２月３１
日（火）までの一環として、１２月２０
日、１０時３０分より、新居浜市平形
橋歩道上にてプラカードや、旗を持
ち交通安全啓発活動を行いまし

た。少し風もあり肌寒い中でしたが、有富正治ライ
オン、白

石誠一ライ
オン、お疲れさまでした。

　２１日現在県内死亡事故４１件、交通死亡事故抑

止アンダー５０を達成できる様、安全運転で行きたい
と思います。

何件かありましたがどこもかなりの行列でびっくりしま
した。築地でブランチをとったあと羽田から帰路につ
きました。
　温泉にゆっくり入ることができ３日間飲んで食べて
とても楽しい３日間でした。
大きな事故はありませんでしたが、行く先々で数々の
トラブルが発生し常にハラハラドキドキのあるスリル
満点の旅でした。来年はどこに行くのか今からとても
楽しみです。

　宿ではコンビ二で購入したウイスキーの小瓶とつまみで
一杯やり早 に々寝た。
　翌朝はゆっくりと目覚め、和歌山城を目指す。続 と々マニ
アックなカブの方々が集合していた。「これはカブなのか？」
と思うような改造されたものから、「世界一周でもするの
か？」と思うような荷物満載のカブ。釣りに特化したような釣
り道具を効率良く積載しているカブ。皆さんカブを愛してい
るんだなーと感心。
見ていると、なかなか楽しいものではあったが私はカブマ
ニアでは無い。マニア同士で情報交換をしているようだが
私はお話をしているよりも早くカブで走りまわりたい。
私のカブが一番カッコ良いと思っているので、途中から抜
けて帰路につく。帰りのフェリーもカブ軍団が押し寄せるの
を避けて早めに乗船する事にしたのだ。四国に着いてか

ら黙 と々下道を走って自宅に向かう。
　池田のあたりで既に日が暮れていた。
しかし楽しい。
そう、私はずっとオートバイに乗っていた
いのだ。「この時間がもう終わるのか、寂
しいな。」旅の終わりはいつも寂しいもの
である。
　仕事柄、長期で休暇が取れないの
で、せいぜい２泊くらいの旅に出るのが
精一杯であるがオートバイで行く旅は私
にとっては内容の濃い旅であるのだ。
今は、久し振りに南九州へ違うバイクで
行く事を夢見ております。
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Niihama Lions Club 会長スローガン「絆」
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第２回愛リバー・愛ロード清掃奉仕に寄せて
環境保全委員会　土 岐  敏 勝　　　　　日時：令和元年 11 月 24 日（日）7:00 ～　商工会館周辺　　　　
　　　　　　　　        　

第1421回 12 月第一例会
12月 11日（水）12:15～ ユアーズ

第1422回 12 月第二例会
12月 25日（水）12:15～ ユアーズ

■開会ゴング
■ライオンズの誓い唱和　高木泰斉ライ

オン

■会長挨拶　古川貴章会長
■伝達式　マイルストーン・シェブロンアワード
　10 年岡村真里哉　15 年加藤久博、新田久司、永易明洋
　30 年藤縄洲二、塩見秀晴　35 年鈴木雅志
　40 年大石隆憲　45 年土岐計一

■審議事項
１．台風１９号災害緊急支援金の拠出について
　６３，２２０円　（10$×58 名 Lレート109円）
２．２Ｒ親善ボウリング大会
　(LCIFキャンペーン100チャリティボーリング）について
　LCIF 献金１チーム８,０００円
　登録料８,０００円（1クラブ4名  2,000 円×4名）
３．令和２年新年互礼会会費について
　１，０００円　１月６日　会長出席
４．１月第一例会長寿のお祝い予算について
　１０，０００円　（古稀 2名、傘寿 1名）
５．第 2回１Z地区ガバナー諮問委員会
　ゾーンレベル会員委員会登録料について
　8,000 円 2,000 円×4名
６．第２回愛リバー・愛ロード決算報告について
７．１１月第２夜間例会決算報告について
８．えひめ学園との交流会予算（案）について
９．委員会開催の変更について

　環境保全委員会
　  １月  ６日（月）18:30 ～   事務局 → 18:15
　出席大会委員会
　  １月２３日（木）18:30 ～  事務局 → 丹羽
※以上すべて承認されました
■幹事報告
・報告事項
１．第 2回１Z地区ガバナー諮問委員会
　ゾーンレベル会員委員
　１２月１４日（土）12:15 ～ グラッツェふじ
　出席者：古川貴章会長、伊藤嘉秀第１副会長、天野淳幹事、
　白石誠一会員理事
２．令和元年年末の交通安全県民運動
　１２月２０日（金）10:30 ～ 平形橋北側歩道上
３．第２回献血・献眼登録奉仕活動
　１２月２２日（日）10:00 ～ イオン新居浜駐車場
４．第１０３回ライオンズクラブ国際大会（シンガポール）
　期　間：2020 年６月２６日（金）～３０日（火）
　登録料：早期登録　１７５＄　　締切１月  ６日
　　　　　普通登録　２２５＄　　締切３月２３日
　詳細は事務局までお問合せ下さい。
■委員会報告
計画財務委員会
　11月第 2夜間例会決算報告、年末商戦について
青少年委員会
　えひめ学園との交流会 予算案について
保健福祉委員会
　12/22イオンモール　第 2回献血・献眼予算案について
環境保全委員会
　第 2回愛リバー・愛ロード清掃決算報告
■出席報告
　会員数58名、出席45名
　欠席13名、出席率77.6％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥84,000
■閉会ゴング ゾーンレベル会員委員会・地区ガバナー諮問委員会に参加して

幹  事　天 野 　淳　　　　　　　　開催日令和元年 12 月 14 日（土）　開催地：グラッツェふじ　　　　　
　　　　　　　　　　        　

　今回で２回目となる諮問委員会
に参加してきました。
１Ｚ４クラブの会長をはじめ第一副
会長さんが参加され、２R よりは明
比紳一郎 RC、植木光夫 RCA が
参加されました。

　開会し、議事が始まる前に 11 月に亡くなられた当
クラブの故高橋尚毅さんに黙祷が捧げられました。
　ゾーンレベル会員委員会では１Ｚ内のクラブにお
ける会員増強について意見交換がなされました。
中でも、ひうちライオンズクラブさんは女性会員が１０
名を超え、会員比率の 20％を超え真鍋会長の目標
を達成されたそうです。
　地区ガバナー諮問委員会では各クラブでの問題
点が話し合われました。
　新居浜ライオンズクラブからは Mylion と Mylci

について不明確なことが多く事務局にて困っている
との問題提起をさせていただきました。
　デジタルでの報告手法の移行スケジュールや手
順改正について明確な情報を落としていただけるよ
うにお願いいたしました。
以上、今回の諮問委員会の報告でした。

　先日の１１月２４日日曜日午前７時
より、お天気を心配していましたが
早朝より多くのメンバーの方々のご
参加を頂きまして、時間内に商工会
議所周辺を美しく清掃出来ました。
大変ご苦労様でした。

　私が気付いた事ですが、田村征夫さんの作業に
対しての前向きな姿です。
　用具を準備され手際よく作業され、みるみる内に
枝を切り取り金田ビル東側が美しく見通しが良くなっ
て行きました。
　天晴（あっぱれ）な作業で周辺が特に美しく本当
の「愛ロード」だと思われました。
　私事ですが、この紙面を使わせて頂いて私の近

況をお知らせします。
　私は毎日家具製作の傍ら、花木、植木に愛着を持
って毎日のように水やりを行っているのですが、以前
スーパーへ行って「アボガド」の実を見まして、メンバ
ーの石川敏則さんに苗木をお願いし、取り寄せて頂
き、今までは２メートルほどに大きく成長していますが
まだ実は数年先のようです。
　また美しい花では友人からから頂いた「月下美
人」（写真）が今年は何年ぶりかで２０個程咲いてく
れたのです。
　一夜花で夜中の１２時頃が満開でして朝になると
しぼんで、見る影がありません。
　そんな花ですがご希望の方が有りましたらお譲り
させて頂きますのでご連絡下さいませ。
本題より私事が永くて申し訳ありません。

■開会ゴング
■ライオンズの誓い唱和　河端信人ライ

オン　
■会長挨拶　古川貴章会長
■伝達式　MJF1000＄献金
　　　岡田賢治ライ

オン、大竹崇夫ライ
オン、古川貴章ライ

オン、伊藤龍一ライ
オン

■審議事項
　なし
■幹事報告
１．第2回１Z地区ガバナー諮問委員会･ゾーンレベル会員委員会
　１２月１４日（土）12:15 ～ グラッツェふじ
　出席者：大竹崇夫青少年･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、白
　石誠一会員理事

２．令和元年年末の交通安全県民運動
　１２月２０日（金）10:30 ～ 平形橋北側歩道上
　参加者：L古川貴章、Ｌ有富正治、L白石誠一
３．第２回献血・献眼登録事業
　１２月２２日（日）10:00 ～ イオン新居浜駐車場
　（献血者） 受付者 １５３名、採血者 １４２名、不採血者 １１名
　（献眼登録者） １０名、（骨髄バンク登録者） ３名　
　（臓器提供意志カード配布数） ２５０ 枚
　（参加者２０名）
　L古川貴章、L伊藤嘉秀、L天野淳、L福山宏、L有富正治、
　L橋田信一朗、L中田君江、L永易明洋、L青野泰介、L山
　下邦俊、L後藤達也、L金田智行、L小野周平、L近藤充徳、
　L田村征夫、L近藤盛文、L塩見秀晴、L外山貴一、L松浦
　一雄、L高木泰斉
４．令和２年新年互礼会
　１月６日（月）１１時～ リーガロイヤルホテル 
　出席者：古川貴章会長
■委員会報告
　保健福祉委員会
　　第 2回献血・献眼登録事業報告とお礼

■出席報告
　会員数58名、出席48名、欠席10名、出席率82.8％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥81，000
■閉会ゴング



2 . 7 .

ゾーン・地区・国際協会の動きゾーン・地区・国際協会の動き
２Ｒ親善ボーリング大会（LCIFキャンペーン100チャリティ）
　１月２６日（日）15:45 ～　西条ワンダーボウル

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

行  事  予  定
・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会　 　１月　６日（月）18:30 ～　商工会館 3F
１月第 1例会　　   １月　８日（水）12:15 ～　ユアーズ
１月第２例会　　   １月２２日（水）12:15 ～　ユアーズ
・委員会
環境保全委員会　　１月　６日（月）18:15 ～　事務局
MC広報委員会　　１月　６日（月）19:00 ～　事務局
計画財務委員会　　１月　７日（火）18:30 ～　未　定
青少年委員会　　　１月　８日（水）例会終了後　ユアーズ
保健福祉委員会　　１月　９日（木）18:30 ～　事務局
出席大会委員会　　１月２３日（木）18:30 ～　丹　羽
会員会則委員会     １月２７日（月）18:30 ～　事務局
60 周年準備委員会  １月　６日（月）19:00 ～　商工会館 3F
・クラブ・その他行事予定
長寿のお祝い　１月第１例会
　１月　８日（水） 12:15 ～　ユアーズ
元会長・幹事を称える会　１月第２例会
　１月２２日（水） 12:15 ～　ユアーズ
令和２年度新年互礼会
　１月　６日（月）11:00 ～　リーガロイヤルホテル
（公益社団法人）新居浜青年会議所 新年会
　１月１0日（金）18:50 ～　リーガロイヤルホテル
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　　１月１２日（日）10:40 ～  新居浜ＣＣ
囲碁部会　　　　　未定

BIRTHDAY &  MARRIAGE

1月 誕生日おめでとうございます
  石川敏則、金田智行、徳村　明、高木泰斉

   

11月 10日 ( 日 )　新居浜CC

岡村真里哉

白 石 誠 一

永 易 明 洋 

外 山 貴 一

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

５０
４４
４９
５９

４３
４７
５１
５９

２６.０
２２.４
３０.０
３０.０

９３
９１
１００
１１８

６７.０
６８.６
７０.０
８８.０

つれづれの会　　　２月開催予定
くらげの会　　　　１月開催予定   
スポーツ部会　　　１月１０・２４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　

第2回 献血・献眼登録奉仕活動
保健福祉委員長　小 野  周 平　日時：令和元年 12 月 22 日（日）10:00 ～　場所：イオンモール新居浜駐車場
　　　　　　　　　　　　　　　　        　

12 月理事・委員長会
12月 9日（月）18:30～ 商工会館3F

●会長挨拶　古川貴章会長
●審議事項
１．台風１９号災害緊急支援金の拠出について
　63,220 円　（10$×58 名 Lレート109円）
２．２Ｒ親善ボウリング大会（LCIFキャンペーン100 チャリティボ
　ーリング）について
　LCIF 献金１チーム8,000 円　登録料 8,000 円（1クラブ
　4名  2,000 円×4名）
３．令和２年新年互礼会会費について
　１,０００円　１月６日　会長出席
４．１月第一例会長寿のお祝い予算について
　10,000 円　（古稀 2名、傘寿 1名）
５．第 2回１Z地区ガバナー諮問委員会
　ゾーンレベル会員委員会登録料について
　8,000 円 2,000 円×4名
６．第２回愛リバー・愛ロード決算報告について
７．１１月第２夜間例会決算報告について
８．えひめ学園との交流会予算（案）について
９．委員会開催の変更について
　環境保全委員会
　  １月　６日（月）18:30 ～  事務局 → 18:15 ～ 事務局
　出席大会委員会
　  １月２３日（木） 18:30 ～  事務局 → 丹羽
●幹事報告
１．第 2回１Z地区ガバナー諮問委員会
　・ゾーンレベル会員委員会

　１２月１４日（土）12:15 ～ グラッツェふじ
　出席者：古川貴章会長、伊藤嘉秀第１副会長、天野淳幹事、
　白石誠一会員理事
２．令和元年年末の交通安全県民運動
　１２月２０日（金）10:30 ～ 平形橋北側歩道上
３．第２回献血・献眼登録
　１２月２２日（日）10:00 ～ イオン新居浜駐車場
４．第１０３回ライオンズクラブ国際大会（シンガポール）
　期　間：2020 年６月２６日（金）～３０日（火）
　登録料：早期登録　１７５＄　　締切１月  ６日
　　　　　普通登録　２２５＄　　締切３月２３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
　11/21 100％出席ご協力御礼
計画財務委員会
　11月第 2夜間例会
 決算報告、年末商戦のお願い
MC広報委員会
　会報誌用寄稿文のお願い
青少年委員会
　えひめ学園殿交流会について　
保健福祉委員会
　12/22イオンモール　献血・献眼登録のお願い
環境保全委員会
　第 2回愛リバー・愛ロード清掃の決算報告

　令和元年１２月２２日（日曜日）、イ
オンモール新居浜駐車場におきまし
て献血・献眼登録奉仕事業を行
いました。
　朝の準備から夕方の片付けま
で、多くのメンバーの方々にお手伝

いいただき、本当に感謝しております。
　クリスマス＆年の瀬も押し迫るイオンモール新居
浜は、多くの客で賑わっておりましたが、外はあいに
くの雨＆寒さ。
私自身の日頃の行いを省みる良い機会となりました。
　１２月という事で献血にご協力いただいた方には、
お馴染みの近藤製菓さんのお菓子と共にホッカイロ
（７個入）をお礼にお渡ししました。また温かい飲み
物（６種類）もご用意し提供致しました。
　雨は止まず、朝から気温も上がらず寒い。
しかし天気、気温に関係なく献血に来られる方が多

くおられる事を目の当たりにし
ました。
ライオンズの奉仕活動に関わ
る者としては身が引き締まる思
いでした。
　奉仕事業に参加していただ
いたメンバーの皆様、そして献
血、献眼、骨髄バンクにご協力いただいた多くの皆
様に厚く御礼申し上げます。
　次回は４月に献血事業を予定しております。今回
に比べ穏やかな気候となっているはずです。多くの
皆様にご参加いただけるよう準備する所存です。
引き続きご協力の程、よろしくお願いいたします。

【献血・献眼登録結果　※現場報告】
受付者：１５３名、 採血者：１４２名
献眼登録者：１０名、 骨髄バンク登録者：３名
　

■開会ゴング
■ライオンズの誓い唱和　河端信人ライ

オン　
■会長挨拶　古川貴章会長
■伝達式　MJF1000＄献金
　　　岡田賢治ライ

オン、大竹崇夫ライ
オン、古川貴章ライ

オン、伊藤龍一ライ
オン

■審議事項
　なし
■幹事報告
１．第2回１Z地区ガバナー諮問委員会･ゾーンレベル会員委員会
　１２月１４日（土）12:15 ～ グラッツェふじ
　出席者：大竹崇夫青少年･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、白
　石誠一会員理事

２．令和元年年末の交通安全県民運動
　１２月２０日（金）10:30 ～ 平形橋北側歩道上
　参加者：L古川貴章、Ｌ有富正治、L白石誠一
３．第２回献血・献眼登録事業
　１２月２２日（日）10:00 ～ イオン新居浜駐車場
　（献血者） 受付者 １５３名、採血者 １４２名、不採血者 １１名
　（献眼登録者） １０名、（骨髄バンク登録者） ３名　
　（臓器提供意志カード配布数） ２５０ 枚
　（参加者２０名）
　L古川貴章、L伊藤嘉秀、L天野淳、L福山宏、L有富正治、
　L橋田信一朗、L中田君江、L永易明洋、L青野泰介、L山
　下邦俊、L後藤達也、L金田智行、L小野周平、L近藤充徳、
　L田村征夫、L近藤盛文、L塩見秀晴、L外山貴一、L松浦
　一雄、L高木泰斉
４．令和２年新年互礼会
　１月６日（月）１１時～ リーガロイヤルホテル 
　出席者：古川貴章会長
■委員会報告
　保健福祉委員会
　　第 2回献血・献眼登録事業報告とお礼

■出席報告
　会員数58名、出席48名、欠席10名、出席率82.8％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥81，000
■閉会ゴング

宇野 T･T



お詫びと修正

●●● 12月第一例会 ●●●

●●● 12月第二例会 ●●●
古川　貴章　本日で今年の例会も終わります。一年間有り難うござい
　　　　　　ました。来年も宜しくお願い致します。
福山　　宏　正月に霧島ホテルが予約できたのでバイクで一人旅して
　　　　　　きます。楽しみです。皆様良いお年を。
岡田　賢治　来年も宜しくお願い致します。
能瀬　伸一　年末商戦ご協力大変有難うございます。
佐伯　澄男　皆様良いお年をお迎え下さい。
伊藤　龍一　古川会長はじめ三役の皆様任期 6ヶ月間、お疲れ様でし
　　　　　　た。残り半年も引き続き頑張って下さい。皆様、よいお
　　　　　　年を！！
大竹　崇夫　本年も大変お世話になりました。来年も宜しくお願い致
　　　　　　します。
徳村　　明　皆様良い年をお迎え下さい。お祈り申し上げます。
有富　正治　小学校 6 年と保育園、年長の孫とクリスマス会をしまし
　　　　　　たが、誰と付き合うよりも疲れます。
真鍋　憲夫　今年最後の例会になりました。この一年間色々ありまし
　　　　　　たが何とか元気で過ごせてホッとしています。来年が皆
　　　　　　様にとって佳き年で有りますようお祈り申し上げます。
加藤　久博　年末商戦のご協力有難うございました。
小野　周平　献血・献眼登録事業に雨と寒さの中ご協力有難うござい
　　　　　　ました。
田村　征夫　献血ではお世話になりました。雨の中大変お疲れ様でした。
高木　泰斉　今年入会させていただき、皆様には大変お世話になりま
　　　　　　した。有難うございました。また来年も宜しくお願い致
　　　　　　します。
奥嶋啓一郎　今年最後の例会、何とか出席できました。来年も出席 100
　　　　　　％目指してスケジュール調整します。皆様良いお年を。　
松浦　一雄　令和元年もあと 1 週間となりました。今年もお世話にな
　　　　　　りありがとうございました。皆様にとって令和 2 年も良
　　　　　　い年となりますよう祈念いたします。
石川　　稔　11 月末に行われた全国還暦野球大会では皆様にご心配を
　　　　　　おかけしましたが、無事全国 483 チームの頂点に立って
　　　　　　全国優勝することが出来ました。
中田　君江　今年もお世話になりました。メリークリスマス、私の所
　　　　　　にはサンタさん来なかった・・・（泣）
檜垣　孝志　Merry X’mas ！！令和元年も元気で会いましょう！
金田　智行　本日仕事のため例会欠席いたします。本年はお世話にな
　　　　　　りました。来年も宜しくお願い致します。
今村　　忍　“メリークリスマス”うちにもサンタが来ました！
藤縄　洲二　メリークリスマス！近頃はさみしいクリスマスです。
塩見　秀晴　女房にボッチ・イブを味合わせてしまいました。これか
　　　　　　らは気をつけます。
神野　雄太　メリークリスマス！。
宇野　博文　今期も本日で半分過ぎました。テール・ツイスターの役
　　　　　　割を引き続き頑張りたいと思います。
続木　　剛　メリークリスマス！
外山　貴一　一年間大変お世話になりました。来年も宜しくお願い致
　　　　　　します。よいお年を迎え下さい。
鈴木　雅志　2020 年皆様にとって更に良い年に成りますように！
河端　信人　今年一年お世話になりました。ありがとうございました。
近藤　充徳　良いお年をお迎え下さい。
橋田信一郎　今年も大変お世話になりました。来年も何卒宜しくお願
　　　　　　い致します。
大上　幸雄　今年一年間お世話になりました。
伊藤　嘉秀　本年は皆様大変お世話になりました。来年もお手柔らか
　　　　　　にお願い申し上げます。
山下　邦俊　来年も宜しくお願い致します。
・・・今年一年お世話になりました。来年も宜しくお願い致します・・・
土岐敏勝／高橋在錫／近藤盛文／三井邦弘／新田久司／村上博昭／大
石隆憲／真木泰彦／白石誠一

古川　貴章　皆様インフルエンザが流行っています。充分気をつけて
　　　　　　下さい。
福山　　宏　ゴルフ部会 1/12 にコンペと新年会を行いますので早め
　　　　　　に案内させて戴きます。ご参加宜しくお願いします。
岡田　賢治　忘年会シーズンです。飲み過ぎに注意しましょう。
大石　隆憲　40 周年を迎えました。
真鍋　憲夫　師走に入り慌ただしくなってきました。今年も元気で新
　　　　　　しい年を迎えましょう。
有富　正治　12 月の忙しい時期に 3 人の子供、孫の誕生日を迎え出費
　　　　　　やら忙しいやらと思っていましたが自分のまいた種で有
　　　　　　り自業自得でした。
後藤　達也　私の大嫌いな冬がやってきました。
山下　邦俊　会報誌 11 月号の英語スピーチコンテストで 2 位と 3 位
　　　　　　の顔写真間違えました。すみませんお詫びいたします。
能瀬　伸一　年末商戦沢山の方々のご協力有難うございます。
徳村　　明　師走を迎えましたが暖冬が続きますが朝夕は冷え込みま
　　　　　　す。インフルエンザも流行っているようで万全の体調管
　　　　　　理に努めましょう。
松浦　一雄　ノーベル化学賞の吉野彰さん、アフガンから訃報が届い
　　　　　　た中村哲さん、世界的に著名なお二人に敬意を表します。
加藤　久博　在籍 15 周年を迎えました。早いものです。
永易　明洋　マイルストーン・シェブロンアワードいただきました。
奥嶋啓一郎　もうすぐ 1 年が終わりますが毎年年末年始は会社で挨拶
　　　　　　回りをしています。
檜垣　孝志　忘年会シーズンですネ！飲み過ぎ健康に留意しましょう。
小野　周平　12 月 22 日の献血・献眼登録奉仕を宜しくお願いします。
近藤　充徳　12/22 本年最後のアクトご協力お願いします。
大上　幸雄　急に欠席の連絡をいただきました天野さんに感謝します。
　　　　　　代理を務めさせて戴きます。
藤縄　洲二　昨日は誕生日でした！ 72 才になります。世の中ボーナ
　　　　　　スが支給され皆で祝ってもらいました。
今村　　忍　今年も残りわずか。。。年末のゴルフ頑張る ZO↑
鈴木　雅志　年末仕事納めまで皆さん多忙ですが身体に気をつけて頑
　　　　　　張りましょう！元気が一番！！
石川　敏則　飲み会の多い月です。身体に気をつけて下さい。インフル
　　　　　　エンザにも注意を！
田村　征夫　今年一年お世話になりました。
塩見　秀晴　年末になりました。今年最後まで元気でやりましょう。
村上　博昭　先月の 100％例会欠席してしまい大変ご迷惑をおかけ致
　　　　　　しました。お陰様で第 3 回おじいちゃんの甲子園大会全
　　　　　　国優勝することが出来ました。
伊藤　嘉秀　本日試技会本会中のため途中で退席させて戴きます。寒
　　　　　　くなってきましたが皆様のご健康をお祈りしております。
青野　泰介　寒い日が多くなってきました。皆様ご自愛下さい。
外山　貴一　朝昼の寒暖差が激しい時期ですが身体に気をつけて下さ
　　　　　　い。本日も宜しくお願いします。
土岐　計一　マイルストーン・シェブンロンアワード 45 週年有難う
　　　　　　ございます。あれから 45 年いつの間にか・・・
河端　信人　本日も宜しくお願いします。
宇野　博文　「ワンチーム」が今年の流行語大正に決まりました。良
　　　　　　いひびきです。
続木　　剛　風邪が治りました。
村上順一郎　用事がありますので先に失礼します。
中田　君江　諸事情により早退します。申し訳ございません。
・・・師走に入り慌ただしくなっております。
　　　　　　　　　　　　　　皆様お身体ご自愛下さい・・・
高木泰斉／伊藤久門／金田智行／真木泰彦／高橋在錫／近藤盛文／神
野雄太

E-mail.   niihama@204-lc.club URL.   http://www.204-lc.club

■事 務 局 　〒792-0025　新居浜市一宮町2丁目4番8号　新居浜商工会館2F　TEL(0897)34-9400
■例 会 場 　〒792-0021　新居浜市泉宮町5番8号　　　   ユアーズ　　　　　　  TEL(0897)33-3535
■例会日時　 毎月　第2・4水曜日　 12:15 ～ 13:30
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   新居浜ライオンズクラブ会報誌１１月号に関するお詫びと訂
正のお知らせ。
2 ページに掲載された「第 30 回新居浜市中学生英語スピーチ
コンテスト」において Silber Lions Prize の生徒と Bronze 
Lions Prize の生徒の顔写真が左右逆さまとなっておりまし
た。この場にてお詫び申し上げます。関係者各位におかれまし
ては、大変ご迷惑をおかけいたしました。
　　　　　　　　　　　MC 広報委員長　奥嶋啓一郎

第58回オセアルフォーラム

■開会ゴング
■ライオンズの誓い唱和　河端信人ライ

オン　
■会長挨拶　古川貴章会長
■伝達式　MJF1000＄献金
　　　岡田賢治ライ

オン、大竹崇夫ライ
オン、古川貴章ライ

オン、伊藤龍一ライ
オン

■審議事項
　なし
■幹事報告
１．第2回１Z地区ガバナー諮問委員会･ゾーンレベル会員委員会
　１２月１４日（土）12:15 ～ グラッツェふじ
　出席者：大竹崇夫青少年･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、白
　石誠一会員理事

２．令和元年年末の交通安全県民運動
　１２月２０日（金）10:30 ～ 平形橋北側歩道上
　参加者：L古川貴章、Ｌ有富正治、L白石誠一
３．第２回献血・献眼登録事業
　１２月２２日（日）10:00 ～ イオン新居浜駐車場
　（献血者） 受付者 １５３名、採血者 １４２名、不採血者 １１名
　（献眼登録者） １０名、（骨髄バンク登録者） ３名　
　（臓器提供意志カード配布数） ２５０ 枚
　（参加者２０名）
　L古川貴章、L伊藤嘉秀、L天野淳、L福山宏、L有富正治、
　L橋田信一朗、L中田君江、L永易明洋、L青野泰介、L山
　下邦俊、L後藤達也、L金田智行、L小野周平、L近藤充徳、
　L田村征夫、L近藤盛文、L塩見秀晴、L外山貴一、L松浦
　一雄、L高木泰斉
４．令和２年新年互礼会
　１月６日（月）１１時～ リーガロイヤルホテル 
　出席者：古川貴章会長
■委員会報告
　保健福祉委員会
　　第 2回献血・献眼登録事業報告とお礼

■出席報告
　会員数58名、出席48名、欠席10名、出席率82.8％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥81，000
■閉会ゴング
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