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　随分と涼しくなってまいりました。朝の出勤時には上着を羽織らないと寒いくら
いですね。現在、新居浜ライオンズクラブ結成６０周年記念誌作成の為、祝辞等
の原稿を随時、東田印刷さんへお渡しして出来るところから進めていくところで
す。また、毎月の会報誌は各委員会さんより、お一人「私のこだわり」をテーマに
原稿依頼をさせていただいております。私はこの「私のこだわり」が大変興味深
い楽しい記事と思っております。
引き続き皆さまのご協力をお願いいたします。　MC・広報委員長　福山　宏
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アクト を巡る１０年の足跡
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　２０１１年度の大竹崇夫会長のアクトで新居浜東
高の辺りの河川敷に設置された太陽電池式電波時
計です。現在も正確に時を刻んでおりました。
　懐かしい方が写っていらっしゃるので昔の写真を
使わせていただきました。
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高の辺りの河川敷に設置された太陽電池式電波時
計です。現在も正確に時を刻んでおりました。
　懐かしい方が写っていらっしゃるので昔の写真を
使わせていただきました。
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　本年第一回目の献血事業が９月
27日に実施された。今一番気がか
りなことといえばもちろん新型コロナ
対策のことである。
　一度に多くの人が受け付けをし、
順番をまって採血ということは極力

避けねばならない。ましてや限られた狭い空間の献

血バスの中での採血は取るほうも取られるほうもかな
り神経を使う作業である。採血席はバスの中に4席。
業務とはいえ、採血にあたる看護師さんも命がけか
もしれず頭が下がる。
　しかし考えてみれば献血バスは毎日、全国各地を
駆け回っているはずだが献血車によってコロナ感染
したという話はいまだ聞いたことがない。そうすると

伊藤　嘉秀　夜、涼しくなってきました。既設の変わり目です。皆様お体大
　　　　　　切にして下さい。 
鴛田　宗司　コロナが一日も早くおさまり、日常に近い生活が取り戻せる事
　　　　　　を願います。 
大上　幸雄　まだまだ暑い日が続きます。ご自愛下さい。 
後藤　達也　６０周年の企画準備お疲れ様です。 
白石　誠一　６０周年大会まで２ヶ月です。 
能瀬　伸一　台風過ぎて、やや過ごしやすくなってきましたが、まだまだ暑
　　　　　　い日が続いています。お体には充分お気をつけ下さい。 
有富　正治　台風の準備をしては、肩透かしにあいます。新居浜は良かと
　　　　　　ころですね～！ 
加藤　久博　残暑厳しい日々 です。お身体ご自愛下さい。 
佐伯　澄男　まだまだ暑い日が続いています。皆様、体調管理に気をつけ
　　　　　　てください。 
続木　　剛　先週関東に出張しました。マスクの着用率に驚きました。駅
　　　　　　の階段をマスク付けて上がると、息切れして大変でした。 
真鍋　憲夫　台風一過、秋めいて来ました。今月で後期高齢者に入会し
　　　　　　ます。６０周年を迎えメンバー全員でお祝いしましょう。 
岡村真里哉　台風１０号被害などなかったでしょうか？台風後すっかり涼しく
　　　　　　なった気がします。 
鈴木　雅志　暑さ寒さも彼岸まで。まだまだ暑い日が続きますが元気が一番！
　　　　　　体に気をつけてガンバリましょう。 
神野　雄太　朝夕涼しくなりました。 
近藤　充徳　台風一過影響少なくて良かったですね。 
石川　敏則　残暑きびしいおり、熱中症とコロナに気をつけましょう。 
宇野　博文　少し気温が下がりましたが、秋の直射日光は厳しくて暑く感じ
　　　　　　ます。マスクが長持ちしません。 
松浦　一雄　写真を撮りました。男前に写してもらおうと思いましたが。素
　　　　　　地が素地ですから、それなりの男前でした。 
田村　征夫　６０周年皆さんで頑張りましょう。 
塩見　秀晴　第１回献血９/２７よろしくお願いします。 
藤縄　州二　台風たいした事なくて良かったです。なんとなく秋の感じがし
　　　　　　て来ました！ 
今村　　忍　台風大した事なくて良かったです。 
徳村　　明　台風による被害も出て来ました。今後はwithコロナとインフル
　　　　　　エンザ、そして防災と心がける事は多くなりますが、気合で頑
　　　　　　張りましょう。
檜垣　孝志　台風９号１０号、夫々大変でした。被災地のお見舞い申し上
　　　　　　げます。 
石川　　稔　猛烈な残暑が続きますが、それでも秋の虫の鳴き声も聞こえ、
　　　　　　秋の気配も漂ってきました。 
・・・朝夕少し涼しくなりましたが、皆様お身体ご自愛下さい。・・・
金田智行／永易明洋／近藤盛文／三井邦弘／小野周平／真木泰彦／青
野泰介／橋田信一朗／河端信人／福山　宏／山下邦俊／高木泰斉／高
橋在錫／伊藤龍一／大石隆憲／伊藤久門／奥嶋啓一郎／村上博昭
 

各部や器具，車内の消毒を徹底し、空気清浄に務め
、飛沫の飛散防止対策をした上で自己感染防止対
策に気をつければほとんど防げるということか。
　去る8月２6日日赤血液センターの谷崎課長さんと
担当の上松さんに例会での卓話をご依頼申し上げ

たところ快くお引き受けいただいた。
新居浜ライオンズの献血事業への協力はすでに45
年以上になる。これからもこの事業は脈々と受け継
いでいかれることだろう。
コロナに負けず頑張りましょう。

新居浜中央ライオンズクラブ様              
新居浜別子ライオンズクラブ様              
新居浜ひうちライオンズクラブ様
伊藤　嘉秀　本日は、1ゾーンの3クラブの皆様に例会訪問頂きまして、あり
　　　　　　がとうございます。             
鴛田　宗司　先日母が 95 歳の誕生日を迎えました。母が「悪いけどまだ 10
　　　　　　年位は生きてしまいそう」と私に言うので、「10 年では葬儀代
　　　　　　が貯まらないので、最低でも15 年は生きて欲しい」と私が言う
　　　　　　と、「わかった」と言っていました。母の周りの人達に感謝です。 
大上　幸雄　来訪者の皆様を心より歓迎いたします。             
後藤　達也　ご来訪いただいた3クラブの皆様に感謝します。             
伊藤　龍一　1Zより3クラブの会長さんをはじめ三役の皆様の来訪を歓迎
　　　　　　いたします。そして1440 回 60 周年記念の例会を祝して、これ
　　　　　　からも皆様健康でウィサーブで行きましょう！        
藤縄　州二　ライオンズ月例ゴルフ優勝しました。宇野さん松浦さんついでに
　　　　　　古川さんありがとうございました。             
白石　誠一　来訪者に感謝いたします。             
古川　貴章　1440 回メモリアル例会です。おめでとうございます。1Z 来訪の
　　　　　　方々感謝致します。             
能瀬　伸一　本日は3クラブのご来訪、ありがとうございました。             
有富　正治　1Z3クラブからの例会訪問に感謝いたします。9月20日、白山
　　　　　　神社の大しめ縄を 30 年ぶりに新調、取替をしました。貴重な
　　　　　　経験が出来たと思っています。次の 30 年先には消えていま　
　　　　　　す。残念。      
加藤　久博　来訪者に感謝して。             
金田　智行　来訪者を歓迎します。60 周年記念チャリティーゴルフ大会へ
　　　　　　の多数の参加をよろしくお願い致します。             
佐伯　澄男　来訪者の方 を々心より歓迎いたします。             
永易　明洋　来訪者を歓迎します。             
真鍋　憲夫　秋分の日には彼岸花が咲き自然の法則に驚きます。来訪者を
　　　　　　歓迎して！             
新田　久司　来訪者の皆様を歓迎します。             
小野　周平　来訪者の皆様のご来訪に感謝。             
鈴木　雅志　来訪者の皆様のご来訪に感謝。             
山下　邦俊　朝夕涼しくなりましたが、お身体ご自愛下さい。             
神野　雄太　来訪者歓迎します。             
近藤　充徳　朝夕涼しくなってまいりました。9/27 献血協力お願いします。             
宇野　博文　来訪者の皆様を歓迎します。ご一緒に新居浜市のライオンズ
　　　　　　クラブ活動を盛り上げていきたいと考えています。            
松浦　一雄　新居浜地区の各ライオンズクラブからの来訪を歓迎します。             
田村　征夫　例会訪問ご苦労様です。頑張って下さい。             
塩見　秀晴　9/27の献血よろしくお願いします。             
今村　　忍　4連休も終わりました。ゴルフ上手くなりた～い（笑）             
奥嶋啓一郎　会社のサーバーが 2台故障してしまい、9月はいつもと違う作
　　　　　　業はかりしてしまいました。             
村上　博昭　来訪者を歓迎します。             
徳村　　明　各行楽地を含め久しぶりに人出があり、経済へのインパクトが
　　　　　　ありました。このまま感染予防をしながら経済が回る事を願って
　　　　　　います。          
高木　泰斉　来訪者の方 を々心より歓迎致します。             
檜垣　孝志　段 と々秋らしくなりましたね！お墓参りに行ってきました。             
・・・ご来訪された皆様を歓迎致します・・・
大石隆憲／真木泰彦／上野　剛／近藤盛文／村上順一郎／河端信人／ 
橋田信一朗／福山　宏／青野泰介  
 ９月誕生月の皆様
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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、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
新居浜ひうち LC相互例会訪問
　１０月２０日（火）12:30 ～　グラッツェふじ
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9月 13日 ( 日 )　新居浜CC
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宇 野 博 文
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献血とコロナ対策について
保健福祉委員長　塩 見  秀 晴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

行  事  予  定
・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会＆ １０月　５日（月）18:30 ～ 商工会館 3F
６０
周年実行委員会
１０月第 1例会 １０月　８日（木）   6 :00 ～ 黒島海浜公園
　〈世界ライオンズデー〉
１０月第２例会 １０月２８日（水）18:00 ～ ユアーズ
　〈家族会〉
・委員会
MC広報委員会 １０月　１日（木）18:30 ～ 事務局
計画財務委員会 １０月　２日（水）18:30 ～ 事務局
環境保全委員会 １０月　５日（月）18:00 ～ 事務局
青少年委員会 １０月　６日（火）18:30 ～ 事務局
保健福祉委員会 １０月　８日（木）18:30 ～ 事務局
出席大会委員会 １０月２２日（木）18:30 ～ 事務局
会員会則委員会 １０月２６日（月）18:30 ～ 事務局
６０
周年臨時実行委員会 １０月２１日（水）18:30 ～ 商工会館 3F
・クラブ・その他行事予定
１０月第二夜間例会〈家族会〉　
　１０月２８日（水）  18:30 ～　ユアーズ
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　　１０月１１日（日）9:34 ～ 新居浜ＣＣ
囲碁部会　　　　　未定
つれづれの会　　　偶数月の予定
くらげの会　　　　奇数月の予定   
スポーツ部会　　　１０月９・２３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　

336-A 地区 2R 地区ガバナー公式訪問に出席して
会　長　伊 藤  嘉 秀　　　　日付：令和 2年 9月 13 日（日）　場所：ユアーズ　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　        　

■会長挨拶　伊藤嘉秀会長
■審議事項
1.令和2年度愛媛県臓器移植普及推進月間の後援について
2.ガバナー公式訪問登録料について
　14,000円　（7,000円×2名）　９月13日(日)
3.えひめ学園発足50周年記念えひめ学園・ひびき分校・わかば
分教室関係機関連絡会
　お祝い金について　10,000円　９月11日
4.1Z相互例会訪問ドネーションの支出について
　30,000円（1クラブ10,000円申し合わせ事項）
5.第1回愛リバー・愛ロード清掃奉仕決算報告について
6.第1回献血奉仕予算案について
7.10月家族会予算案について
8.委員会開催時間変更について
・計画財務委員会　10月7日（木）→10月2日（金）18:30～事務局
・環境保全委員会　10月5日（月）18:30～ → 18:00～ 事務局
　　　　　　　　 12月7日（月）18:30～ → 18:00～ 事務局
■報告事項
１．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５日（土）１７:００～グラッツェふじ　出席者：伊藤嘉秀会長、
　後藤達也第2副会長、大上幸雄幹事、大竹崇夫会計、鈴木
　雅志会員理事
2.えひめ学園発足50周年記念えひめ学園・ひびき分校・わかば

分教室関係機関連絡会
　９月11日（金）13:00～ えひめ学園　出席者：伊藤嘉秀会長
3.地区ガバナー公式訪問
　９月13日（日）14:30～ ユアーズ
4.新居浜別子LC相互例会訪問
　９月17日（木）12:30～　グラッツェふじ　出席者：新田久司第
　1副会長。大上幸雄幹事、白石誠一60周年大会委員長
5.新居浜中央LC相互例会訪問
　９月18日（金）12:00～ユアーズ　出席者：伊藤嘉秀会長、大上 
　幸雄幹事、白石誠一60周年大会委員長
6.岡部歩乃佳後援会第2回理事会
　９月18日（金）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、第2副会長、幹事、会計）
■委員会報告
　計画財務委員会　家族会出欠について
　保健福祉委員会　第１回献血について
　環境保全委員会　世界ライオンズデー清掃奉仕について
■結成６０周年実行委員会
1．審議事項　
　市内小中学校28校へタイムカプセル寄贈に関する件   
2.討議事項
　各委員会の役割進捗状況

9 月理事・委員長会並びに
60 周年実行委員会

9月 7日（月）18:30～ 商工会館3F

　本年第一回目の献血事業が９月
27日に実施された。今一番気がか
りなことといえばもちろん新型コロナ
対策のことである。
　一度に多くの人が受け付けをし、
順番をまって採血ということは極力

避けねばならない。ましてや限られた狭い空間の献

血バスの中での採血は取るほうも取られるほうもかな
り神経を使う作業である。採血席はバスの中に4席。
業務とはいえ、採血にあたる看護師さんも命がけか
もしれず頭が下がる。
　しかし考えてみれば献血バスは毎日、全国各地を
駆け回っているはずだが献血車によってコロナ感染
したという話はいまだ聞いたことがない。そうすると

第１回　　　　　　　　　　　　　　　　　第１回　　　　　
ゾーンレベル会員委員会 並びに 地区ガバナー諮問委員会に参加して

幹　事　大 上  幸 雄　　　　日時：令和 2年 9月 5日（土）17:00 ～　場所：レイグラッツェふじ　　
　　　　　　　　　　　　　　　　        　

　９月５日、グラッツェふじにて開催
されました第１回ゾーンレベル会員
委員会並びに第１回地区ガバナー
諮問委員会に参加させていただき
ました。
　ゾーンレベル会員委員会では、

主に会員の増強や、人材育成、女性会員の入会
についての諮問が行われ、鈴木雅志会員会則委
員長が６０周年で６０名の入会目標を掲げる我がク
ラブの取組や「想い」を熱く答弁していただきました。
　続いての地区ガバナー諮問委員会では、クラブ
の運営やＩＴの活用、ＬＣＩＦ１００キャンペーンや資金
獲得事業についての諮問と意見交換が行われ、こ

ちらも伊藤嘉秀会長を中心に我がクラブの運営方
針が答弁されました。
　普段は中々聞けない他クラブの取組等も聞く事
ができて大変勉強になりました。自分としては、会
員必携を手に、発言を求められたらどうしようと冷
や冷やしておりましたが、そんな事を物ともせず、
的確に答弁された伊藤会長と鈴木委員長には大
変感心するとともに、とても力強く感じました。
　ただ、まだ物足りないのか鈴木さんの熱い「想い」
はその後も深夜まで続いた事は言うまでもありませ
んでした。
色々な意味で最後まで勉強させていただいた一日
でした。

　９月１３日日曜日ユアーズに於いて
ガバナー公式訪問が行われました。
会合では、白石公成２Ｒ－ＲＣが歓
迎の挨拶をされた後、酒井公一地
区ガバナーが挨拶、「今日がＡ地
区内の最後のガバナー公式訪問と

なりました。2 リジョンでは、服装を見ても意識の高
さが伺えて、緊張感があって素晴らしいと思います。
ウィルスというアラートの中で、2 つの事をお願い致
します。１つが会員増強です。6 月調査で見えたの
が、昨年一年間で 4400 名の会員が全国で減少し
ています。ウィルスで会えない時だからこそ、俺が
いなくてもと思う会員を出さないように、皆で声を掛
け合っていきましょう。
　2 つ目は、ＬＣＩＦ基金の会員一人 100ドル献金を
お願い致します。今年も熊本など九州の水害にＬＣ
ＩＦから出金致します。世界中で集まった基金で日
本にも支援されています。しかし、世界中で発生
する災害等でＬＣＩＦの基金が潤沢な資金を保てなく

なっています。会員一人が 100 ドル献金を行って
いただけますようお願い致します。」と挨拶された。
　各キャビネット委員からは、女性会員の入会を勧
めて欲しい、ヘアドネーションの協力をお願い致しま
すなどの依頼と挨拶が行われた。
新居浜ライオンズクラブからは、結成 60 周年記念
大会への出席を皆さんにお願いさせていただきまし
た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

各部や器具，車内の消毒を徹底し、空気清浄に務め
、飛沫の飛散防止対策をした上で自己感染防止対
策に気をつければほとんど防げるということか。
　去る8月２6日日赤血液センターの谷崎課長さんと
担当の上松さんに例会での卓話をご依頼申し上げ

たところ快くお引き受けいただいた。
新居浜ライオンズの献血事業への協力はすでに45
年以上になる。これからもこの事業は脈々と受け継
いでいかれることだろう。
コロナに負けず頑張りましょう。
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会長スローガン「Our service survives.」
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コロナ禍でも献血のお願い
愛媛県赤十字血液センター血液推進課 主事　上 松  則 敬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　        　

第1439回  9 月第一例会
9月 9日（水）12:15～ ユアーズ

第1440回  9 月第二例会
9月 23日（水）12:15～ ユアーズ

■開会ゴング
■ライオンズの誓い唱和　檜垣孝志ライ

オン

■会長挨拶　伊藤嘉秀会長
■審議事項
1.令和2年度愛媛県臓器移植普及推進月間の後援について
2.ガバナー公式訪問登録料について
　14,000円　（7,000円×2名）　９月13日(日)
3.えひめ学園発足50周年記念えひめ学園・ひびき分校・わかば
分教室関係機関連絡会
　お祝い金について　10,000円　９月11日
4.1Z相互例会訪問ドネーションの支出について
　30,000円（1クラブ10,000円申し合わせ事項）
5.第1回愛リバー・愛ロード清掃奉仕決算報告について
6.第1回献血奉仕予算案について
7.10月家族会予算案について
8.委員会開催時間変更について
・計画財務委員会　10月7日（木）→10月2日（金）18:30～事務局
・環境保全委員会　10月5日（月）18:30～ → 18:00～事務局
　　　　　　　　 12月7日（月）18:30～ → 18:00～事務局
■幹事報告
・報告事項
１．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５日（土）１７:００～ グラッツェふじ
　出席者：伊藤嘉秀会長、後藤達也第2副会長、大上幸雄幹事
　大竹崇夫会計、鈴木雅志会員理事

2.えひめ学園発足50周年記念えひめ学園・ひびき分校・わかば
　分教室関係機関連絡会
　９月11日（金）13:00～ えひめ学園　出席者：伊藤嘉秀会長
3.地区ガバナー公式訪問　９月13日（日）　14:30～ ユアーズ
4.新居浜別子LC相互例会訪問
　９月17日（木）12:30～ グラッツェふじ　出席者：新田久司第1副
　会長。大上幸雄幹事、白石誠一60周年大会委員長
5.新居浜中央LC相互例会訪問
　９月18日（金）12:00～ ユアーズ　出席者：伊藤嘉秀会長、大
　上幸雄幹事、白石誠一60周年大会委員長
6.岡部歩乃佳後援会第2回理事会
　９月18日（金）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、第2副会長、幹事、会計）
■委員会報告
　計画財務委員会　10月家族会予算案について、60周年記
　　　　　　　　　 念式典について
　ＭＣ広報委員会　 記念誌及び写真撮影について
　青少年委員会　　60周年チャリティゴルフについて
　保健福祉委員会　第1回献血奉仕について
　環境保全委員会　8/9清掃奉仕決算報告、60周年祝賀会
　　　　　　　　　について
■結成６０周年実行委員会報告
　＜Next Stage 未来に向かってウィサーブ＞
1.審議事項
　市内小中学校28校へタイムカプセル寄贈に関する件
2．確認事項
　各委員会の役割進捗状況
■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　￥88,000
■ライオンズ･ローア　鈴木雅志ライ

オン

■閉会ゴング

■開会ゴング
■ライオンズの誓い唱和　近藤充徳ライ

オン

■来訪者紹介　古川貴章直前会長
　新居浜中央 LC 秋山克幸会長、千葉英明幹事、土遠龍
　　　　　　　　 児会計
　新居浜別子 LC 武田軍司会長、山田 強幹事、伊藤謙司
　　　　　　　　 会計
　新居浜ひうち LC 越智慈子会長、小野耕嗣幹事、塩崎卓
　　　　　　　　  25 周年実行委員長
■会長挨拶　伊藤嘉秀会長
■来訪者挨拶
　新居浜中央 LC　秋山克幸会長　
■審議事項
　なし
■幹事報告
・報告事項
1. えひめ学園発足 50 周年記念えひめ学園・ひびき分校・わ
　かば分教室関係機関連絡会
　９月11日（金）13:00 ～えひめ学園出席者：伊藤嘉秀会長
2.地区ガバナー公式訪問　９月13日（日）14:30～ ユアーズ　
　出席者：伊藤嘉秀会長、新田久司第1副会長
3.新居浜別子LC相互例会訪問
　９月17日（木）12:30～ グラッツェふじ　出席者：新田久司第1 
　副会長。大上幸雄幹事、白石誠一60周年大会委員長
4.新居浜中央LC相互例会訪問
　９月18日（金）12:00～ ユアーズ　出席者：伊藤嘉秀会長、大

　上幸雄幹事、古川貴章直前会長
5.岡部歩乃佳後援会第2回理事会
　９月18日（金）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、第2副会長、幹事、会計）
6.第2回献血奉仕
　９月27日（日）　10:00～ イオンモール新居浜駐車場
7.10月第1例会（世界ライオンズデー）
　10月8日（木）6:00～ 黒島海浜公園
　1Z合同早朝例会　・6:00～6:25　黒島海浜公園清掃
　　　　　　　　　・6:25～6:30　ラジオ体操
　　　　　　　　　・6:30～7:00　合同例会
■委員会報告
　計画財務委員会　家族会の案内　　
　MC広報委員会　記念誌用写真撮影について
　青少年委員会　　60 周年ゴルフ大会について
　保健福祉委員会　第 1回献血奉仕について
■結成60周年実行委員会報告
　〈Next Stage 未来に向かってウイサーブ〉
1．確認事項
　臨時実行委員会　9月２3日（水）18:30 ～　ユアーズ
　各委員会の進歩状況
2.その他
■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　￥122,000
■ライオンズ・ローア
　奥嶋啓一郎ライ

オン

■閉会ゴング

　本年第一回目の献血事業が９月
27日に実施された。今一番気がか
りなことといえばもちろん新型コロナ
対策のことである。
　一度に多くの人が受け付けをし、
順番をまって採血ということは極力

避けねばならない。ましてや限られた狭い空間の献

血バスの中での採血は取るほうも取られるほうもかな
り神経を使う作業である。採血席はバスの中に4席。
業務とはいえ、採血にあたる看護師さんも命がけか
もしれず頭が下がる。
　しかし考えてみれば献血バスは毎日、全国各地を
駆け回っているはずだが献血車によってコロナ感染
したという話はいまだ聞いたことがない。そうすると

新居浜別子 LC に相互例会訪問して
第一副会長　新 田  久 司　　　　日付：令和 2年 9月 17 日（木）　場所：グラッツェふじ　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

　 9 月 1 7 日（木） 1 2： 3 0 ～
13：45「グラッツェふじ」にて新
居浜別子ライオンズクラブの例会
に訪問してまいりました。
この相互訪問は、本年度ゾーンチ
アパーソンの塩崎さんが、４クラブ

の例会に出席することによって４クラブの交流と勉強
を目的として本年度、実施されたようです。
　私は、伊藤嘉秀会長が欠席のため今回は、代
役として 白石６０周年大会委員長と大上幹事と３名
で出席してきました。
　私ども新居浜ライオンズクラブは 結成６０周年記
念大会をＰＲすることが一番の目的で出席しました
ので 来訪者挨拶で白石誠一大会委員長がしっか
りと時間をかけてＰＲしていたので 別子ライオンズク
ラブのメンバーのみなさんにはしっかり伝わったと思

います。私は、今回座っているだけでしたので助
かりました。
全体の別子ライオンズクラブさんの例会の感想は、
メンバーのみなさんが出席してもらいやすいように 
テールツイスタータイムの中でゲームをしたり食事の
後にコーヒーが付いていたり メンバーの方が楽しく
て満足してもらえるように気を使っていたように思い
ます。又、新会員を増やすのももちろんですが、
今居るメンバーの方が退会しないように例会を楽し
くして また、行こうと思えるようなクラブ運営をされ
ているように思えました。
我々、新居浜ライオンズクラブも他クラブの例会を
見ることによって見習う点は、いろいろとあるのでは
ないでしょうか。又、機会があれば 多くのメンバー
のみなさんにも他クラブの例会に出席していただけ
れば勉強になるのではないかと思いました。

　平素から血液事業の推進に格
別のご理解とご協力を賜り厚く御
礼申し上げます。
新居浜ライオンズクラブ様におかれ
ましては、毎年3回の献血で延べ
400人以上の献血者を確保してい

ただいており、愛媛県の血液事業の大きな支えとな
っています。
　さて、今般の新型コロナウイルスの影響により、社
会活動、生活様式は変わりつつありますが血液事業
においては、いかなる状況下にあっても患者様へ輸

血用血液を供給し続ける必要があります。
幸い、愛媛県内においては皆様の日ごろからのご協
力により、安定的に患者様へ血液をお届けすること
ができています。
　血液センターの社会的使命として、献血者の健康
と安全に配慮した献血の実施、患者様に安定的に
血液を供給することにあります。
これらの使命を果たすべく、血液センター職員一同、
業務を遂行してまいりますので今後ともご支援、ご協
力を賜りますようお願い申し上げます。

1 ゾーン例会相互訪問　新居浜中央 LC に訪問して
会　長　伊 藤  嘉 秀　　　　日付：令和 2年 9月 18 日（金）　場所：ユアーズ　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　        　

各部や器具，車内の消毒を徹底し、空気清浄に務め
、飛沫の飛散防止対策をした上で自己感染防止対
策に気をつければほとんど防げるということか。
　去る8月２6日日赤血液センターの谷崎課長さんと
担当の上松さんに例会での卓話をご依頼申し上げ

たところ快くお引き受けいただいた。
新居浜ライオンズの献血事業への協力はすでに45
年以上になる。これからもこの事業は脈々と受け継
いでいかれることだろう。
コロナに負けず頑張りましょう。

　９月１８日金曜日１２時からユアー
ズにて開催された新居浜中央ライ
オンズクラブ様の９月度第２例会に、
１ゾーン３クラブの３役様と合同で
例会相互訪問をしてきました。
この例会相互訪問は、本年度１ゾ

ーンの塩崎安規ＺＣが、お互いの例会を観させてい
ただいて、良いところを吸収し合いましょうと提案さ
れ実施されています。
　例会には、１ゾーン以外に前地区ガバナーの高
岡英治氏と前キャビネット幹事澤田有馬氏、前キャ
ビネット会計兵頭好喜氏が、激励訪問をされていま

した。中央ライオンズクラブ秋山克幸会長のご挨拶
で、昨年１２月頃中央ライオンズクラブが解散の危
機に陥った時に、キャビネットにご相談したところ、
忙しい中でも幹事の澤田氏が時間をとっていただい
て、松山でお会いし相談しました。
その時に澤田氏から励まされ、もう一度頑張ってみ
ようと思いなおし、中央ライオンズクラブの今があり
ますと話されました。
　高岡英治前ガバナーからは、心配していました
が、継続されていて嬉しい、今日は激励に来ました
と挨拶がありました。
全体的に仄々とした親近感の持てる例会で、最後

に会員一人ずつに声をかけ会話をしながら進める白
石稔雄ライオン・テーマ―の優しさが印象的でした。
　最後に全員で集合写真を撮影して終えました。
新居浜中央ライオンズクラブの皆様ありがとうござい
ました。
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8 月のステイホーム？の絵日記
MC広報委員会　天 野　淳　　　　　        　

　本年第一回目の献血事業が９月
27日に実施された。今一番気がか
りなことといえばもちろん新型コロナ
対策のことである。
　一度に多くの人が受け付けをし、
順番をまって採血ということは極力

避けねばならない。ましてや限られた狭い空間の献

血バスの中での採血は取るほうも取られるほうもかな
り神経を使う作業である。採血席はバスの中に4席。
業務とはいえ、採血にあたる看護師さんも命がけか
もしれず頭が下がる。
　しかし考えてみれば献血バスは毎日、全国各地を
駆け回っているはずだが献血車によってコロナ感染
したという話はいまだ聞いたことがない。そうすると

新 会 員 紹 介
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 いけだ　  けんせい

この度、新居浜ライオンズクラブに入会させて頂き
ました、池田拳成（いけだけんせい）です。
　結成６０周年誠におめでとうございます。
伝統ある記念すべき年に入会できましたこと、大変
嬉しく存じます。
　仕事は、配管工をおもに営んでおります。周囲
の方々に支えられたおかげで、創業して約 2 年半、
設立して約１年半になります。
　今は日本や世界では、コロナウイルスや自然災害
などさまざまな問題がありますが、ライオンズクラブ

の国際協会のモットーである「We Serve 我々は
奉仕する」を胸に、ライオンズクラブの会員として
社会の知識を少しずつ身につけていきたいと思いま
す。
　ライオンズクラブに入会させて頂いたことにより、
さまざまな刺激を受けながら、私自身も成長してい
きたいと思いますので、至らない点も多々あるかと
存じますが、少しでもお役に立てるよう努めて参りま
す。何卒よろしくお願い致します。

　８月のステイホーム？というか、ス
テイ新居浜の絵日記
　今年の８月はコロナの影響でどこ
もいけない夏休みでした。
世間では GoTo キャンペーンも始
まりましたが、何となく新居浜から

外には行けないような気がしてました。
本当はステイホームなのでしょうが、新居浜は良くも
悪くも田舎だと思いステイ新居浜ってことで夏休み
の楽しみを書いていました。

　7 月、8 月中はほ
ぼほぼ毎週日曜日に
はビーチへ行ってい
ました。
ビーチといっても垣
生、大島、荷内です
よ。私、夏はジェットス
キーを楽しんでいま
す。
始めた当初は２台で
したが、今は増えて
４～７台で遊んでま

す。
新居浜近辺の海でもリゾート気分で癒されに行って
きました。
　波に流されながら浮いてるとめちゃくちゃ癒されま
す。毎週ビーチに出ていると知り合いにもあったりし
ます。
8 月 23日は別子ライオンズのメンバーに会いました。
伊藤さんが大島、わいたの浜でのんびりされていた
ので、同じ別子ライオンズメンバーの松木さんと突
撃してきました。
　コロナに振り回された夏でしたが、私的には毎年
ビーチで遊んでいるのでソーシャルディスタンスを保
ちながら遊べる夏でした。
秋にはまた違う遊びを楽しもうと思います。

　７月のゴルフ部会で、新居浜
CC のアウトをパープレイで回り優
勝しました。それで、『ゴルフが上
手くなる方法』について何か書くよ
うにとご褒美をいただきましたので、
村上博昭プロをさしおいてゴルフを

語るのはおこがましいですが、筆を執ることになりま
した。
　イヤー、年が年ですから、体のあちこちにガタが
来ていまして、自分の体をだましだましプレーしてい
る現在、「上手くなろう。」などという向上心はありま
せんが、若いころを振り返ると、上手くなるために、
①上手な人の真似をしました。②ゴルフの本も読み
ました。③打ちっ放しにもよく行きました。練習場で
は毎月 2000 ～ 3000 球くらい打ち、その結果、手
袋に穴があき、毎月一組は新調しました。
この頃は、信念と、熱心さと、継続性と、楽天的
であれば、世の中のことはうまく行くと信じていまし
た。2016年 11月から1年間、重度の五十肩を患い、
クラブを持ち上げることもできなくなり、ゴルフへの

熱意は弱くなりましたが、現在、何とか復調してき
ましたので、練習場（＝ゴルフ場のフラットなフェア
ウェイ）で心掛けていることを少しお話します。
　グリップは、できるだけ柔らかく握る。スイングの
間中、グリップを握る強さは同じ、アドレス時のグリ
ップを握る強さで、インパクト時も振る。
クラブを振る強さ・速さの最大値は、インパクトの
瞬間ではなく、インパクトの先 20cm ～ 30cm で迎
える。
打った後、打球を目で追わない。ボールのあったと
ころをできるだけ長く見続ける。
インパクトの前後は、スイングは円運動ではなく、直
線運動である。
　ただし、本番では上記のことを気にせず、体の
力を抜いて、無心でスイングする。
ゴルフ場には、ラフ、斜面、バンカー、池、林があり、
アプローチショットや、グリーン上のパットもあり、そ
れぞれに要点があるのですが、文字数に制限があ
りますので、本日はここまでとします。

わたしのゴルフがうまくなる方法
MC広報委員会　松 浦  一 雄

各部や器具，車内の消毒を徹底し、空気清浄に務め
、飛沫の飛散防止対策をした上で自己感染防止対
策に気をつければほとんど防げるということか。
　去る8月２6日日赤血液センターの谷崎課長さんと
担当の上松さんに例会での卓話をご依頼申し上げ

たところ快くお引き受けいただいた。
新居浜ライオンズの献血事業への協力はすでに45
年以上になる。これからもこの事業は脈々と受け継
いでいかれることだろう。
コロナに負けず頑張りましょう。

　９月１８日金曜日１２時からユアー
ズにて開催された新居浜中央ライ
オンズクラブ様の９月度第２例会に、
１ゾーン３クラブの３役様と合同で
例会相互訪問をしてきました。
この例会相互訪問は、本年度１ゾ

ーンの塩崎安規ＺＣが、お互いの例会を観させてい
ただいて、良いところを吸収し合いましょうと提案さ
れ実施されています。
　例会には、１ゾーン以外に前地区ガバナーの高
岡英治氏と前キャビネット幹事澤田有馬氏、前キャ
ビネット会計兵頭好喜氏が、激励訪問をされていま

した。中央ライオンズクラブ秋山克幸会長のご挨拶
で、昨年１２月頃中央ライオンズクラブが解散の危
機に陥った時に、キャビネットにご相談したところ、
忙しい中でも幹事の澤田氏が時間をとっていただい
て、松山でお会いし相談しました。
その時に澤田氏から励まされ、もう一度頑張ってみ
ようと思いなおし、中央ライオンズクラブの今があり
ますと話されました。
　高岡英治前ガバナーからは、心配していました
が、継続されていて嬉しい、今日は激励に来ました
と挨拶がありました。
全体的に仄々とした親近感の持てる例会で、最後

に会員一人ずつに声をかけ会話をしながら進める白
石稔雄ライオン・テーマ―の優しさが印象的でした。
　最後に全員で集合写真を撮影して終えました。
新居浜中央ライオンズクラブの皆様ありがとうござい
ました。

　令和２年９月２３日の第２例会は相互例
会訪問という事でゾーン内３クラブから多
数、来訪いただきました。来訪いただきま
したのは新居浜中央ＬＣ 秋山克幸会長、
千葉英明幹事、土遠龍児会計、新居浜
別子ＬＣ 武田軍司会長、山田 強幹事、

伊藤謙司会計、新居浜ひうちＬＣ越智慈子会長、小野耕
嗣幹事、塩崎 卓２５周年実行委員長、以上の９名様で
した。
　新居浜中央ＬＣ秋山会長よりご挨拶をいただき本施策は
１Ｚ－ＺＣの発案で相互例会訪問を行っているとの事であり
ました。そして新居浜ライオンズクラブ６０周年へのご祝辞
の言葉をいただきました。
新居浜ひうちＬＣ塩崎 卓Ｌより新居浜ひうちライオンズクラ

ブの２５周年記念式典のＰＲとゾーン内全員
登録の依頼をいただきました。
　クラブによって例会の雰囲気は違うので、
それを感じる良い施策であると思いました。
来訪頂いた皆様、ありがとうございました。

相互例会訪問ありがとうございました。
MC広報委員長　福 山 　宏　　　　日付：令和 2年 9月 23 日（水）　場所：ユアーズ　　　　　　　
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8 月のステイホーム？の絵日記
MC広報委員会　天 野　淳　　　　　        　

　本年第一回目の献血事業が９月
27日に実施された。今一番気がか
りなことといえばもちろん新型コロナ
対策のことである。
　一度に多くの人が受け付けをし、
順番をまって採血ということは極力

避けねばならない。ましてや限られた狭い空間の献

血バスの中での採血は取るほうも取られるほうもかな
り神経を使う作業である。採血席はバスの中に4席。
業務とはいえ、採血にあたる看護師さんも命がけか
もしれず頭が下がる。
　しかし考えてみれば献血バスは毎日、全国各地を
駆け回っているはずだが献血車によってコロナ感染
したという話はいまだ聞いたことがない。そうすると
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 いけだ　  けんせい

この度、新居浜ライオンズクラブに入会させて頂き
ました、池田拳成（いけだけんせい）です。
　結成６０周年誠におめでとうございます。
伝統ある記念すべき年に入会できましたこと、大変
嬉しく存じます。
　仕事は、配管工をおもに営んでおります。周囲
の方々に支えられたおかげで、創業して約 2 年半、
設立して約１年半になります。
　今は日本や世界では、コロナウイルスや自然災害
などさまざまな問題がありますが、ライオンズクラブ

の国際協会のモットーである「We Serve 我々は
奉仕する」を胸に、ライオンズクラブの会員として
社会の知識を少しずつ身につけていきたいと思いま
す。
　ライオンズクラブに入会させて頂いたことにより、
さまざまな刺激を受けながら、私自身も成長してい
きたいと思いますので、至らない点も多々あるかと
存じますが、少しでもお役に立てるよう努めて参りま
す。何卒よろしくお願い致します。

　８月のステイホーム？というか、ス
テイ新居浜の絵日記
　今年の８月はコロナの影響でどこ
もいけない夏休みでした。
世間では GoTo キャンペーンも始
まりましたが、何となく新居浜から

外には行けないような気がしてました。
本当はステイホームなのでしょうが、新居浜は良くも
悪くも田舎だと思いステイ新居浜ってことで夏休み
の楽しみを書いていました。

　7 月、8 月中はほ
ぼほぼ毎週日曜日に
はビーチへ行ってい
ました。
ビーチといっても垣
生、大島、荷内です
よ。私、夏はジェットス
キーを楽しんでいま
す。
始めた当初は２台で
したが、今は増えて
４～７台で遊んでま

す。
新居浜近辺の海でもリゾート気分で癒されに行って
きました。
　波に流されながら浮いてるとめちゃくちゃ癒されま
す。毎週ビーチに出ていると知り合いにもあったりし
ます。
8 月 23日は別子ライオンズのメンバーに会いました。
伊藤さんが大島、わいたの浜でのんびりされていた
ので、同じ別子ライオンズメンバーの松木さんと突
撃してきました。
　コロナに振り回された夏でしたが、私的には毎年
ビーチで遊んでいるのでソーシャルディスタンスを保
ちながら遊べる夏でした。
秋にはまた違う遊びを楽しもうと思います。

　７月のゴルフ部会で、新居浜
CC のアウトをパープレイで回り優
勝しました。それで、『ゴルフが上
手くなる方法』について何か書くよ
うにとご褒美をいただきましたので、
村上博昭プロをさしおいてゴルフを

語るのはおこがましいですが、筆を執ることになりま
した。
　イヤー、年が年ですから、体のあちこちにガタが
来ていまして、自分の体をだましだましプレーしてい
る現在、「上手くなろう。」などという向上心はありま
せんが、若いころを振り返ると、上手くなるために、
①上手な人の真似をしました。②ゴルフの本も読み
ました。③打ちっ放しにもよく行きました。練習場で
は毎月 2000 ～ 3000 球くらい打ち、その結果、手
袋に穴があき、毎月一組は新調しました。
この頃は、信念と、熱心さと、継続性と、楽天的
であれば、世の中のことはうまく行くと信じていまし
た。2016年 11月から1年間、重度の五十肩を患い、
クラブを持ち上げることもできなくなり、ゴルフへの

熱意は弱くなりましたが、現在、何とか復調してき
ましたので、練習場（＝ゴルフ場のフラットなフェア
ウェイ）で心掛けていることを少しお話します。
　グリップは、できるだけ柔らかく握る。スイングの
間中、グリップを握る強さは同じ、アドレス時のグリ
ップを握る強さで、インパクト時も振る。
クラブを振る強さ・速さの最大値は、インパクトの
瞬間ではなく、インパクトの先 20cm ～ 30cm で迎
える。
打った後、打球を目で追わない。ボールのあったと
ころをできるだけ長く見続ける。
インパクトの前後は、スイングは円運動ではなく、直
線運動である。
　ただし、本番では上記のことを気にせず、体の
力を抜いて、無心でスイングする。
ゴルフ場には、ラフ、斜面、バンカー、池、林があり、
アプローチショットや、グリーン上のパットもあり、そ
れぞれに要点があるのですが、文字数に制限があ
りますので、本日はここまでとします。

わたしのゴルフがうまくなる方法
MC広報委員会　松 浦  一 雄

各部や器具，車内の消毒を徹底し、空気清浄に務め
、飛沫の飛散防止対策をした上で自己感染防止対
策に気をつければほとんど防げるということか。
　去る8月２6日日赤血液センターの谷崎課長さんと
担当の上松さんに例会での卓話をご依頼申し上げ

たところ快くお引き受けいただいた。
新居浜ライオンズの献血事業への協力はすでに45
年以上になる。これからもこの事業は脈々と受け継
いでいかれることだろう。
コロナに負けず頑張りましょう。

　９月１８日金曜日１２時からユアー
ズにて開催された新居浜中央ライ
オンズクラブ様の９月度第２例会に、
１ゾーン３クラブの３役様と合同で
例会相互訪問をしてきました。
この例会相互訪問は、本年度１ゾ

ーンの塩崎安規ＺＣが、お互いの例会を観させてい
ただいて、良いところを吸収し合いましょうと提案さ
れ実施されています。
　例会には、１ゾーン以外に前地区ガバナーの高
岡英治氏と前キャビネット幹事澤田有馬氏、前キャ
ビネット会計兵頭好喜氏が、激励訪問をされていま

した。中央ライオンズクラブ秋山克幸会長のご挨拶
で、昨年１２月頃中央ライオンズクラブが解散の危
機に陥った時に、キャビネットにご相談したところ、
忙しい中でも幹事の澤田氏が時間をとっていただい
て、松山でお会いし相談しました。
その時に澤田氏から励まされ、もう一度頑張ってみ
ようと思いなおし、中央ライオンズクラブの今があり
ますと話されました。
　高岡英治前ガバナーからは、心配していました
が、継続されていて嬉しい、今日は激励に来ました
と挨拶がありました。
全体的に仄々とした親近感の持てる例会で、最後

に会員一人ずつに声をかけ会話をしながら進める白
石稔雄ライオン・テーマ―の優しさが印象的でした。
　最後に全員で集合写真を撮影して終えました。
新居浜中央ライオンズクラブの皆様ありがとうござい
ました。

　令和２年９月２３日の第２例会は相互例
会訪問という事でゾーン内３クラブから多
数、来訪いただきました。来訪いただきま
したのは新居浜中央ＬＣ 秋山克幸会長、
千葉英明幹事、土遠龍児会計、新居浜
別子ＬＣ 武田軍司会長、山田 強幹事、

伊藤謙司会計、新居浜ひうちＬＣ越智慈子会長、小野耕
嗣幹事、塩崎 卓２５周年実行委員長、以上の９名様で
した。
　新居浜中央ＬＣ秋山会長よりご挨拶をいただき本施策は
１Ｚ－ＺＣの発案で相互例会訪問を行っているとの事であり
ました。そして新居浜ライオンズクラブ６０周年へのご祝辞
の言葉をいただきました。
新居浜ひうちＬＣ塩崎 卓Ｌより新居浜ひうちライオンズクラ

ブの２５周年記念式典のＰＲとゾーン内全員
登録の依頼をいただきました。
　クラブによって例会の雰囲気は違うので、
それを感じる良い施策であると思いました。
来訪頂いた皆様、ありがとうございました。

相互例会訪問ありがとうございました。
MC広報委員長　福 山 　宏　　　　日付：令和 2年 9月 23 日（水）　場所：ユアーズ　　　　　　　
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Niihama Lions Club 会長スローガン「Our service survives.」
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コロナ禍でも献血のお願い
愛媛県赤十字血液センター血液推進課 主事　上 松  則 敬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　        　

第1439回  9 月第一例会
9月 9日（水）12:15～ ユアーズ

第1440回  9 月第二例会
9月 23日（水）12:15～ ユアーズ

■開会ゴング
■ライオンズの誓い唱和　檜垣孝志ライ

オン

■会長挨拶　伊藤嘉秀会長
■審議事項
1.令和2年度愛媛県臓器移植普及推進月間の後援について
2.ガバナー公式訪問登録料について
　14,000円　（7,000円×2名）　９月13日(日)
3.えひめ学園発足50周年記念えひめ学園・ひびき分校・わかば
分教室関係機関連絡会
　お祝い金について　10,000円　９月11日
4.1Z相互例会訪問ドネーションの支出について
　30,000円（1クラブ10,000円申し合わせ事項）
5.第1回愛リバー・愛ロード清掃奉仕決算報告について
6.第1回献血奉仕予算案について
7.10月家族会予算案について
8.委員会開催時間変更について
・計画財務委員会　10月7日（木）→10月2日（金）18:30～事務局
・環境保全委員会　10月5日（月）18:30～ → 18:00～事務局
　　　　　　　　 12月7日（月）18:30～ → 18:00～事務局
■幹事報告
・報告事項
１．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５日（土）１７:００～ グラッツェふじ
　出席者：伊藤嘉秀会長、後藤達也第2副会長、大上幸雄幹事
　大竹崇夫会計、鈴木雅志会員理事

2.えひめ学園発足50周年記念えひめ学園・ひびき分校・わかば
　分教室関係機関連絡会
　９月11日（金）13:00～ えひめ学園　出席者：伊藤嘉秀会長
3.地区ガバナー公式訪問　９月13日（日）　14:30～ ユアーズ
4.新居浜別子LC相互例会訪問
　９月17日（木）12:30～ グラッツェふじ　出席者：新田久司第1副
　会長。大上幸雄幹事、白石誠一60周年大会委員長
5.新居浜中央LC相互例会訪問
　９月18日（金）12:00～ ユアーズ　出席者：伊藤嘉秀会長、大
　上幸雄幹事、白石誠一60周年大会委員長
6.岡部歩乃佳後援会第2回理事会
　９月18日（金）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、第2副会長、幹事、会計）
■委員会報告
　計画財務委員会　10月家族会予算案について、60周年記
　　　　　　　　　 念式典について
　ＭＣ広報委員会　 記念誌及び写真撮影について
　青少年委員会　　60周年チャリティゴルフについて
　保健福祉委員会　第1回献血奉仕について
　環境保全委員会　8/9清掃奉仕決算報告、60周年祝賀会
　　　　　　　　　について
■結成６０周年実行委員会報告
　＜Next Stage 未来に向かってウィサーブ＞
1.審議事項
　市内小中学校28校へタイムカプセル寄贈に関する件
2．確認事項
　各委員会の役割進捗状況
■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　￥88,000
■ライオンズ･ローア　鈴木雅志ライ

オン

■閉会ゴング

■開会ゴング
■ライオンズの誓い唱和　近藤充徳ライ

オン

■来訪者紹介　古川貴章直前会長
　新居浜中央 LC 秋山克幸会長、千葉英明幹事、土遠龍
　　　　　　　　 児会計
　新居浜別子 LC 武田軍司会長、山田 強幹事、伊藤謙司
　　　　　　　　 会計
　新居浜ひうち LC 越智慈子会長、小野耕嗣幹事、塩崎卓
　　　　　　　　  25 周年実行委員長
■会長挨拶　伊藤嘉秀会長
■来訪者挨拶
　新居浜中央 LC　秋山克幸会長　
■審議事項
　なし
■幹事報告
・報告事項
1. えひめ学園発足 50 周年記念えひめ学園・ひびき分校・わ
　かば分教室関係機関連絡会
　９月11日（金）13:00 ～えひめ学園出席者：伊藤嘉秀会長
2.地区ガバナー公式訪問　９月13日（日）14:30～ ユアーズ　
　出席者：伊藤嘉秀会長、新田久司第1副会長
3.新居浜別子LC相互例会訪問
　９月17日（木）12:30～ グラッツェふじ　出席者：新田久司第1 
　副会長。大上幸雄幹事、白石誠一60周年大会委員長
4.新居浜中央LC相互例会訪問
　９月18日（金）12:00～ ユアーズ　出席者：伊藤嘉秀会長、大

　上幸雄幹事、古川貴章直前会長
5.岡部歩乃佳後援会第2回理事会
　９月18日（金）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、第2副会長、幹事、会計）
6.第2回献血奉仕
　９月27日（日）　10:00～ イオンモール新居浜駐車場
7.10月第1例会（世界ライオンズデー）
　10月8日（木）6:00～ 黒島海浜公園
　1Z合同早朝例会　・6:00～6:25　黒島海浜公園清掃
　　　　　　　　　・6:25～6:30　ラジオ体操
　　　　　　　　　・6:30～7:00　合同例会
■委員会報告
　計画財務委員会　家族会の案内　　
　MC広報委員会　記念誌用写真撮影について
　青少年委員会　　60 周年ゴルフ大会について
　保健福祉委員会　第 1回献血奉仕について
■結成60周年実行委員会報告
　〈Next Stage 未来に向かってウイサーブ〉
1．確認事項
　臨時実行委員会　9月２3日（水）18:30 ～　ユアーズ
　各委員会の進歩状況
2.その他
■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　￥122,000
■ライオンズ・ローア
　奥嶋啓一郎ライ

オン

■閉会ゴング

　本年第一回目の献血事業が９月
27日に実施された。今一番気がか
りなことといえばもちろん新型コロナ
対策のことである。
　一度に多くの人が受け付けをし、
順番をまって採血ということは極力

避けねばならない。ましてや限られた狭い空間の献

血バスの中での採血は取るほうも取られるほうもかな
り神経を使う作業である。採血席はバスの中に4席。
業務とはいえ、採血にあたる看護師さんも命がけか
もしれず頭が下がる。
　しかし考えてみれば献血バスは毎日、全国各地を
駆け回っているはずだが献血車によってコロナ感染
したという話はいまだ聞いたことがない。そうすると

新居浜別子 LC に相互例会訪問して
第一副会長　新 田  久 司　　　　日付：令和 2年 9月 17 日（木）　場所：グラッツェふじ　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

　 9 月 1 7 日（木） 1 2： 3 0 ～
13：45「グラッツェふじ」にて新
居浜別子ライオンズクラブの例会
に訪問してまいりました。
この相互訪問は、本年度ゾーンチ
アパーソンの塩崎さんが、４クラブ

の例会に出席することによって４クラブの交流と勉強
を目的として本年度、実施されたようです。
　私は、伊藤嘉秀会長が欠席のため今回は、代
役として 白石６０周年大会委員長と大上幹事と３名
で出席してきました。
　私ども新居浜ライオンズクラブは 結成６０周年記
念大会をＰＲすることが一番の目的で出席しました
ので 来訪者挨拶で白石誠一大会委員長がしっか
りと時間をかけてＰＲしていたので 別子ライオンズク
ラブのメンバーのみなさんにはしっかり伝わったと思

います。私は、今回座っているだけでしたので助
かりました。
全体の別子ライオンズクラブさんの例会の感想は、
メンバーのみなさんが出席してもらいやすいように 
テールツイスタータイムの中でゲームをしたり食事の
後にコーヒーが付いていたり メンバーの方が楽しく
て満足してもらえるように気を使っていたように思い
ます。又、新会員を増やすのももちろんですが、
今居るメンバーの方が退会しないように例会を楽し
くして また、行こうと思えるようなクラブ運営をされ
ているように思えました。
我々、新居浜ライオンズクラブも他クラブの例会を
見ることによって見習う点は、いろいろとあるのでは
ないでしょうか。又、機会があれば 多くのメンバー
のみなさんにも他クラブの例会に出席していただけ
れば勉強になるのではないかと思いました。

　平素から血液事業の推進に格
別のご理解とご協力を賜り厚く御
礼申し上げます。
新居浜ライオンズクラブ様におかれ
ましては、毎年3回の献血で延べ
400人以上の献血者を確保してい

ただいており、愛媛県の血液事業の大きな支えとな
っています。
　さて、今般の新型コロナウイルスの影響により、社
会活動、生活様式は変わりつつありますが血液事業
においては、いかなる状況下にあっても患者様へ輸

血用血液を供給し続ける必要があります。
幸い、愛媛県内においては皆様の日ごろからのご協
力により、安定的に患者様へ血液をお届けすること
ができています。
　血液センターの社会的使命として、献血者の健康
と安全に配慮した献血の実施、患者様に安定的に
血液を供給することにあります。
これらの使命を果たすべく、血液センター職員一同、
業務を遂行してまいりますので今後ともご支援、ご協
力を賜りますようお願い申し上げます。

1 ゾーン例会相互訪問　新居浜中央 LC に訪問して
会　長　伊 藤  嘉 秀　　　　日付：令和 2年 9月 18 日（金）　場所：ユアーズ　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　        　

各部や器具，車内の消毒を徹底し、空気清浄に務め
、飛沫の飛散防止対策をした上で自己感染防止対
策に気をつければほとんど防げるということか。
　去る8月２6日日赤血液センターの谷崎課長さんと
担当の上松さんに例会での卓話をご依頼申し上げ

たところ快くお引き受けいただいた。
新居浜ライオンズの献血事業への協力はすでに45
年以上になる。これからもこの事業は脈々と受け継
いでいかれることだろう。
コロナに負けず頑張りましょう。

　９月１８日金曜日１２時からユアー
ズにて開催された新居浜中央ライ
オンズクラブ様の９月度第２例会に、
１ゾーン３クラブの３役様と合同で
例会相互訪問をしてきました。
この例会相互訪問は、本年度１ゾ

ーンの塩崎安規ＺＣが、お互いの例会を観させてい
ただいて、良いところを吸収し合いましょうと提案さ
れ実施されています。
　例会には、１ゾーン以外に前地区ガバナーの高
岡英治氏と前キャビネット幹事澤田有馬氏、前キャ
ビネット会計兵頭好喜氏が、激励訪問をされていま

した。中央ライオンズクラブ秋山克幸会長のご挨拶
で、昨年１２月頃中央ライオンズクラブが解散の危
機に陥った時に、キャビネットにご相談したところ、
忙しい中でも幹事の澤田氏が時間をとっていただい
て、松山でお会いし相談しました。
その時に澤田氏から励まされ、もう一度頑張ってみ
ようと思いなおし、中央ライオンズクラブの今があり
ますと話されました。
　高岡英治前ガバナーからは、心配していました
が、継続されていて嬉しい、今日は激励に来ました
と挨拶がありました。
全体的に仄々とした親近感の持てる例会で、最後

に会員一人ずつに声をかけ会話をしながら進める白
石稔雄ライオン・テーマ―の優しさが印象的でした。
　最後に全員で集合写真を撮影して終えました。
新居浜中央ライオンズクラブの皆様ありがとうござい
ました。
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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
１３
２７
４４
１４２

17
0
0

117
134

101,820
0

5,940
138,740
246,500

82.8
80.8
70.0
79.6
78.3

92.3
76.9
86.0
93.2
87.1

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、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
新居浜ひうち LC相互例会訪問
　１０月２０日（火）12:30 ～　グラッツェふじ

会長スローガン「Our service survives.」

9月 13日 ( 日 )　新居浜CC

白 石 誠 一

村 上 博 昭

藤 縄 洲 二

宇 野 博 文

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

４９
３５
３９
５３

４５
４１
４４
５７

２８.０
７.１
１３.６
２３.９

９４
７６
８３
１１０

６６.０
６８.９
６９.４
８６.１

献血とコロナ対策について
保健福祉委員長　塩 見  秀 晴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

行  事  予  定
・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会＆ １０月　５日（月）18:30 ～ 商工会館 3F
６０
周年実行委員会
１０月第 1例会 １０月　８日（木）   6 :00 ～ 黒島海浜公園
　〈世界ライオンズデー〉
１０月第２例会 １０月２８日（水）18:00 ～ ユアーズ
　〈家族会〉
・委員会
MC広報委員会 １０月　１日（木）18:30 ～ 事務局
計画財務委員会 １０月　２日（水）18:30 ～ 事務局
環境保全委員会 １０月　５日（月）18:00 ～ 事務局
青少年委員会 １０月　６日（火）18:30 ～ 事務局
保健福祉委員会 １０月　８日（木）18:30 ～ 事務局
出席大会委員会 １０月２２日（木）18:30 ～ 事務局
会員会則委員会 １０月２６日（月）18:30 ～ 事務局
６０
周年臨時実行委員会 １０月２１日（水）18:30 ～ 商工会館 3F
・クラブ・その他行事予定
１０月第二夜間例会〈家族会〉　
　１０月２８日（水）  18:30 ～　ユアーズ
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　　１０月１１日（日）9:34 ～ 新居浜ＣＣ
囲碁部会　　　　　未定
つれづれの会　　　偶数月の予定
くらげの会　　　　奇数月の予定   
スポーツ部会　　　１０月９・２３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　

336-A 地区 2R 地区ガバナー公式訪問に出席して
会　長　伊 藤  嘉 秀　　　　日付：令和 2年 9月 13 日（日）　場所：ユアーズ　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　        　

■会長挨拶　伊藤嘉秀会長
■審議事項
1.令和2年度愛媛県臓器移植普及推進月間の後援について
2.ガバナー公式訪問登録料について
　14,000円　（7,000円×2名）　９月13日(日)
3.えひめ学園発足50周年記念えひめ学園・ひびき分校・わかば
分教室関係機関連絡会
　お祝い金について　10,000円　９月11日
4.1Z相互例会訪問ドネーションの支出について
　30,000円（1クラブ10,000円申し合わせ事項）
5.第1回愛リバー・愛ロード清掃奉仕決算報告について
6.第1回献血奉仕予算案について
7.10月家族会予算案について
8.委員会開催時間変更について
・計画財務委員会　10月7日（木）→10月2日（金）18:30～事務局
・環境保全委員会　10月5日（月）18:30～ → 18:00～ 事務局
　　　　　　　　 12月7日（月）18:30～ → 18:00～ 事務局
■報告事項
１．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５日（土）１７:００～グラッツェふじ　出席者：伊藤嘉秀会長、
　後藤達也第2副会長、大上幸雄幹事、大竹崇夫会計、鈴木
　雅志会員理事
2.えひめ学園発足50周年記念えひめ学園・ひびき分校・わかば

分教室関係機関連絡会
　９月11日（金）13:00～ えひめ学園　出席者：伊藤嘉秀会長
3.地区ガバナー公式訪問
　９月13日（日）14:30～ ユアーズ
4.新居浜別子LC相互例会訪問
　９月17日（木）12:30～　グラッツェふじ　出席者：新田久司第
　1副会長。大上幸雄幹事、白石誠一60周年大会委員長
5.新居浜中央LC相互例会訪問
　９月18日（金）12:00～ユアーズ　出席者：伊藤嘉秀会長、大上 
　幸雄幹事、白石誠一60周年大会委員長
6.岡部歩乃佳後援会第2回理事会
　９月18日（金）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、第2副会長、幹事、会計）
■委員会報告
　計画財務委員会　家族会出欠について
　保健福祉委員会　第１回献血について
　環境保全委員会　世界ライオンズデー清掃奉仕について
■結成６０周年実行委員会
1．審議事項　
　市内小中学校28校へタイムカプセル寄贈に関する件   
2.討議事項
　各委員会の役割進捗状況

9 月理事・委員長会並びに
60 周年実行委員会

9月 7日（月）18:30～ 商工会館3F

　本年第一回目の献血事業が９月
27日に実施された。今一番気がか
りなことといえばもちろん新型コロナ
対策のことである。
　一度に多くの人が受け付けをし、
順番をまって採血ということは極力

避けねばならない。ましてや限られた狭い空間の献

血バスの中での採血は取るほうも取られるほうもかな
り神経を使う作業である。採血席はバスの中に4席。
業務とはいえ、採血にあたる看護師さんも命がけか
もしれず頭が下がる。
　しかし考えてみれば献血バスは毎日、全国各地を
駆け回っているはずだが献血車によってコロナ感染
したという話はいまだ聞いたことがない。そうすると

第１回　　　　　　　　　　　　　　　　　第１回　　　　　
ゾーンレベル会員委員会 並びに 地区ガバナー諮問委員会に参加して

幹　事　大 上  幸 雄　　　　日時：令和 2年 9月 5日（土）17:00 ～　場所：レイグラッツェふじ　　
　　　　　　　　　　　　　　　　        　

　９月５日、グラッツェふじにて開催
されました第１回ゾーンレベル会員
委員会並びに第１回地区ガバナー
諮問委員会に参加させていただき
ました。
　ゾーンレベル会員委員会では、

主に会員の増強や、人材育成、女性会員の入会
についての諮問が行われ、鈴木雅志会員会則委
員長が６０周年で６０名の入会目標を掲げる我がク
ラブの取組や「想い」を熱く答弁していただきました。
　続いての地区ガバナー諮問委員会では、クラブ
の運営やＩＴの活用、ＬＣＩＦ１００キャンペーンや資金
獲得事業についての諮問と意見交換が行われ、こ

ちらも伊藤嘉秀会長を中心に我がクラブの運営方
針が答弁されました。
　普段は中々聞けない他クラブの取組等も聞く事
ができて大変勉強になりました。自分としては、会
員必携を手に、発言を求められたらどうしようと冷
や冷やしておりましたが、そんな事を物ともせず、
的確に答弁された伊藤会長と鈴木委員長には大
変感心するとともに、とても力強く感じました。
　ただ、まだ物足りないのか鈴木さんの熱い「想い」
はその後も深夜まで続いた事は言うまでもありませ
んでした。
色々な意味で最後まで勉強させていただいた一日
でした。

　９月１３日日曜日ユアーズに於いて
ガバナー公式訪問が行われました。
会合では、白石公成２Ｒ－ＲＣが歓
迎の挨拶をされた後、酒井公一地
区ガバナーが挨拶、「今日がＡ地
区内の最後のガバナー公式訪問と

なりました。2 リジョンでは、服装を見ても意識の高
さが伺えて、緊張感があって素晴らしいと思います。
ウィルスというアラートの中で、2 つの事をお願い致
します。１つが会員増強です。6 月調査で見えたの
が、昨年一年間で 4400 名の会員が全国で減少し
ています。ウィルスで会えない時だからこそ、俺が
いなくてもと思う会員を出さないように、皆で声を掛
け合っていきましょう。
　2 つ目は、ＬＣＩＦ基金の会員一人 100ドル献金を
お願い致します。今年も熊本など九州の水害にＬＣ
ＩＦから出金致します。世界中で集まった基金で日
本にも支援されています。しかし、世界中で発生
する災害等でＬＣＩＦの基金が潤沢な資金を保てなく

なっています。会員一人が 100 ドル献金を行って
いただけますようお願い致します。」と挨拶された。
　各キャビネット委員からは、女性会員の入会を勧
めて欲しい、ヘアドネーションの協力をお願い致しま
すなどの依頼と挨拶が行われた。
新居浜ライオンズクラブからは、結成 60 周年記念
大会への出席を皆さんにお願いさせていただきまし
た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

各部や器具，車内の消毒を徹底し、空気清浄に務め
、飛沫の飛散防止対策をした上で自己感染防止対
策に気をつければほとんど防げるということか。
　去る8月２6日日赤血液センターの谷崎課長さんと
担当の上松さんに例会での卓話をご依頼申し上げ

たところ快くお引き受けいただいた。
新居浜ライオンズの献血事業への協力はすでに45
年以上になる。これからもこの事業は脈々と受け継
いでいかれることだろう。
コロナに負けず頑張りましょう。



●●● 9月第一例会 ●●●
●●● 9月第二例会 ●●●

  新居浜ライオンズクラブ 会報
毎月第1例会（第2水曜日）発行

会長  伊藤 嘉秀　幹事  大上 幸雄　会計  大竹 崇夫
発行責任者  MC広報委員長  福山　宏

　随分と涼しくなってまいりました。朝の出勤時には上着を羽織らないと寒いくら
いですね。現在、新居浜ライオンズクラブ結成６０周年記念誌作成の為、祝辞等
の原稿を随時、東田印刷さんへお渡しして出来るところから進めていくところで
す。また、毎月の会報誌は各委員会さんより、お一人「私のこだわり」をテーマに
原稿依頼をさせていただいております。私はこの「私のこだわり」が大変興味深
い楽しい記事と思っております。
引き続き皆さまのご協力をお願いいたします。　MC・広報委員長　福山　宏

編集後記

ドネーショントピックス

■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　FAX(0897)34-9404
E-mail niihama@204-lc.club　URL http://204-lc.club

■例会日時　毎月第2･4水曜日　12:15～13:30

■例 会 場　〒792-0021
　　　　　　新居浜市泉宮町5番8号　ユアーズ　
　　　　　　TEL(0897)33-3535

国 際 会 長
スローガン　 We Serve.
地区ガバナー
スローガン　誇り･挑戦･進化･輝く未来にウイサーブ
新居浜LC会長
スローガン    Our service survives.  会長

アクト を巡る１０年の足跡
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　２０１１年度の大竹崇夫会長のアクトで新居浜東
高の辺りの河川敷に設置された太陽電池式電波時
計です。現在も正確に時を刻んでおりました。
　懐かしい方が写っていらっしゃるので昔の写真を
使わせていただきました。

　２０１１年度の大竹崇夫会長のアクトで新居浜東
高の辺りの河川敷に設置された太陽電池式電波時
計です。現在も正確に時を刻んでおりました。
　懐かしい方が写っていらっしゃるので昔の写真を
使わせていただきました。
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　本年第一回目の献血事業が９月
27日に実施された。今一番気がか
りなことといえばもちろん新型コロナ
対策のことである。
　一度に多くの人が受け付けをし、
順番をまって採血ということは極力

避けねばならない。ましてや限られた狭い空間の献

血バスの中での採血は取るほうも取られるほうもかな
り神経を使う作業である。採血席はバスの中に4席。
業務とはいえ、採血にあたる看護師さんも命がけか
もしれず頭が下がる。
　しかし考えてみれば献血バスは毎日、全国各地を
駆け回っているはずだが献血車によってコロナ感染
したという話はいまだ聞いたことがない。そうすると

伊藤　嘉秀　夜、涼しくなってきました。既設の変わり目です。皆様お体大
　　　　　　切にして下さい。 
鴛田　宗司　コロナが一日も早くおさまり、日常に近い生活が取り戻せる事
　　　　　　を願います。 
大上　幸雄　まだまだ暑い日が続きます。ご自愛下さい。 
後藤　達也　６０周年の企画準備お疲れ様です。 
白石　誠一　６０周年大会まで２ヶ月です。 
能瀬　伸一　台風過ぎて、やや過ごしやすくなってきましたが、まだまだ暑
　　　　　　い日が続いています。お体には充分お気をつけ下さい。 
有富　正治　台風の準備をしては、肩透かしにあいます。新居浜は良かと
　　　　　　ころですね～！ 
加藤　久博　残暑厳しい日々 です。お身体ご自愛下さい。 
佐伯　澄男　まだまだ暑い日が続いています。皆様、体調管理に気をつけ
　　　　　　てください。 
続木　　剛　先週関東に出張しました。マスクの着用率に驚きました。駅
　　　　　　の階段をマスク付けて上がると、息切れして大変でした。 
真鍋　憲夫　台風一過、秋めいて来ました。今月で後期高齢者に入会し
　　　　　　ます。６０周年を迎えメンバー全員でお祝いしましょう。 
岡村真里哉　台風１０号被害などなかったでしょうか？台風後すっかり涼しく
　　　　　　なった気がします。 
鈴木　雅志　暑さ寒さも彼岸まで。まだまだ暑い日が続きますが元気が一番！
　　　　　　体に気をつけてガンバリましょう。 
神野　雄太　朝夕涼しくなりました。 
近藤　充徳　台風一過影響少なくて良かったですね。 
石川　敏則　残暑きびしいおり、熱中症とコロナに気をつけましょう。 
宇野　博文　少し気温が下がりましたが、秋の直射日光は厳しくて暑く感じ
　　　　　　ます。マスクが長持ちしません。 
松浦　一雄　写真を撮りました。男前に写してもらおうと思いましたが。素
　　　　　　地が素地ですから、それなりの男前でした。 
田村　征夫　６０周年皆さんで頑張りましょう。 
塩見　秀晴　第１回献血９/２７よろしくお願いします。 
藤縄　州二　台風たいした事なくて良かったです。なんとなく秋の感じがし
　　　　　　て来ました！ 
今村　　忍　台風大した事なくて良かったです。 
徳村　　明　台風による被害も出て来ました。今後はwithコロナとインフル
　　　　　　エンザ、そして防災と心がける事は多くなりますが、気合で頑
　　　　　　張りましょう。
檜垣　孝志　台風９号１０号、夫々大変でした。被災地のお見舞い申し上
　　　　　　げます。 
石川　　稔　猛烈な残暑が続きますが、それでも秋の虫の鳴き声も聞こえ、
　　　　　　秋の気配も漂ってきました。 
・・・朝夕少し涼しくなりましたが、皆様お身体ご自愛下さい。・・・
金田智行／永易明洋／近藤盛文／三井邦弘／小野周平／真木泰彦／青
野泰介／橋田信一朗／河端信人／福山　宏／山下邦俊／高木泰斉／高
橋在錫／伊藤龍一／大石隆憲／伊藤久門／奥嶋啓一郎／村上博昭
 

各部や器具，車内の消毒を徹底し、空気清浄に務め
、飛沫の飛散防止対策をした上で自己感染防止対
策に気をつければほとんど防げるということか。
　去る8月２6日日赤血液センターの谷崎課長さんと
担当の上松さんに例会での卓話をご依頼申し上げ

たところ快くお引き受けいただいた。
新居浜ライオンズの献血事業への協力はすでに45
年以上になる。これからもこの事業は脈々と受け継
いでいかれることだろう。
コロナに負けず頑張りましょう。

新居浜中央ライオンズクラブ様              
新居浜別子ライオンズクラブ様              
新居浜ひうちライオンズクラブ様
伊藤　嘉秀　本日は、1ゾーンの3クラブの皆様に例会訪問頂きまして、あり
　　　　　　がとうございます。             
鴛田　宗司　先日母が 95 歳の誕生日を迎えました。母が「悪いけどまだ 10
　　　　　　年位は生きてしまいそう」と私に言うので、「10 年では葬儀代
　　　　　　が貯まらないので、最低でも15 年は生きて欲しい」と私が言う
　　　　　　と、「わかった」と言っていました。母の周りの人達に感謝です。 
大上　幸雄　来訪者の皆様を心より歓迎いたします。             
後藤　達也　ご来訪いただいた3クラブの皆様に感謝します。             
伊藤　龍一　1Zより3クラブの会長さんをはじめ三役の皆様の来訪を歓迎
　　　　　　いたします。そして1440 回 60 周年記念の例会を祝して、これ
　　　　　　からも皆様健康でウィサーブで行きましょう！        
藤縄　州二　ライオンズ月例ゴルフ優勝しました。宇野さん松浦さんついでに
　　　　　　古川さんありがとうございました。             
白石　誠一　来訪者に感謝いたします。             
古川　貴章　1440 回メモリアル例会です。おめでとうございます。1Z 来訪の
　　　　　　方々感謝致します。             
能瀬　伸一　本日は3クラブのご来訪、ありがとうございました。             
有富　正治　1Z3クラブからの例会訪問に感謝いたします。9月20日、白山
　　　　　　神社の大しめ縄を 30 年ぶりに新調、取替をしました。貴重な
　　　　　　経験が出来たと思っています。次の 30 年先には消えていま　
　　　　　　す。残念。      
加藤　久博　来訪者に感謝して。             
金田　智行　来訪者を歓迎します。60 周年記念チャリティーゴルフ大会へ
　　　　　　の多数の参加をよろしくお願い致します。             
佐伯　澄男　来訪者の方 を々心より歓迎いたします。             
永易　明洋　来訪者を歓迎します。             
真鍋　憲夫　秋分の日には彼岸花が咲き自然の法則に驚きます。来訪者を
　　　　　　歓迎して！             
新田　久司　来訪者の皆様を歓迎します。             
小野　周平　来訪者の皆様のご来訪に感謝。             
鈴木　雅志　来訪者の皆様のご来訪に感謝。             
山下　邦俊　朝夕涼しくなりましたが、お身体ご自愛下さい。             
神野　雄太　来訪者歓迎します。             
近藤　充徳　朝夕涼しくなってまいりました。9/27 献血協力お願いします。             
宇野　博文　来訪者の皆様を歓迎します。ご一緒に新居浜市のライオンズ
　　　　　　クラブ活動を盛り上げていきたいと考えています。            
松浦　一雄　新居浜地区の各ライオンズクラブからの来訪を歓迎します。             
田村　征夫　例会訪問ご苦労様です。頑張って下さい。             
塩見　秀晴　9/27の献血よろしくお願いします。             
今村　　忍　4連休も終わりました。ゴルフ上手くなりた～い（笑）             
奥嶋啓一郎　会社のサーバーが 2台故障してしまい、9月はいつもと違う作
　　　　　　業はかりしてしまいました。             
村上　博昭　来訪者を歓迎します。             
徳村　　明　各行楽地を含め久しぶりに人出があり、経済へのインパクトが
　　　　　　ありました。このまま感染予防をしながら経済が回る事を願って
　　　　　　います。          
高木　泰斉　来訪者の方 を々心より歓迎致します。             
檜垣　孝志　段 と々秋らしくなりましたね！お墓参りに行ってきました。             
・・・ご来訪された皆様を歓迎致します・・・
大石隆憲／真木泰彦／上野　剛／近藤盛文／村上順一郎／河端信人／ 
橋田信一朗／福山　宏／青野泰介  
 ９月誕生月の皆様


