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●●● 10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

　新居浜ライオンズクラブ結成６０周年記念誌の編集に没頭している昨今です。
特に次第や出席者のお名前は一番気をつけなければなりません。
神経ピリピリです。と言いたいところですが、のんびり屋の私はゆったりと楽しんで編集
をさせていただいております。
　今号の表紙の真鍋憲夫ライ

オンの写真はにこやかで、人柄が良く出ていて良い表紙だ
と思いました。
各委員会さんより「私のこだわり」の原稿を多くいただいておりまして、私は楽しく目を
通させていただいております。掲載は順次となりますが皆様、楽しみにお待ち下さい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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
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アクト を巡る１０年の足跡
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　２０１３年度の真鍋憲夫会長は新居浜交通安
全協会に交通安全旗「横断中」を 1000 本寄
贈しました。
写真は当時の会報誌掲載のものを使用しまし
た。子供達が元気よく通学している様子が微笑
ましいです。

　２０１３年度の真鍋憲夫会長は新居浜交通安
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写真は当時の会報誌掲載のものを使用しまし
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伊藤　嘉秀　早朝より皆様ありがとうございました。
鴛田　宗司　世界ライオンズデーを祝して
有富　正治　ライオンズデー、早朝よりお疲れ様。雨も何とかもって
　　　　　　くれました。 
加藤　久博　ライオンズデー　早朝例会　お疲れ様です。 
真鍋　憲夫　ライオンズデー合同例会を祝して　ウィ　サーブ！ 
古川　貴章　おはようございます。 
後藤　達也　雨の中の清掃活動お疲れ様でした。 
宇野　博文　本日の世界ライオンズデー、新居浜のライオンズメンバ
　　　　　　ーで黒島海浜公園をきれいにしましょう。少し雨です
　　　　　　が気持ちの良い朝です。
松浦　一雄　台風 14 号の小雨の中で早朝からご苦労様でした。 
塩見　秀晴　今日のライオンズデーの清掃は大変です。  
檜垣　孝志　先立っての中秋の名月、如何でしたか？この休みに衣
　　　　　　替えしました！ 
・・・世界ライオンズデー合同例会ご参加ご苦労様です・・・
伊藤久門／近藤盛文／大上幸雄／能瀬伸一／小野周平／鈴木雅
志／山下邦俊／神野雄太／近藤充徳／青野泰介／
・・・本日の世界ライオンズデー早朝例会は雨となりました・・・
橋田信一朗／福山　宏／金田智行／河端信人／奥嶋啓一郎／中
田君江／徳村　明／高木泰斉／高橋在錫／伊藤龍一／永易明洋
／大石隆憲 

ライオンズクラブ国際協会
　336-A 地区ガバナー　酒井公一ライ

オン 
　　　　　　  2R-RC　白石公成ライ

オン

　                2R-1ZC　塩崎安規ライ
オン

伊藤　嘉秀　本日は酒井ガバナー、白石ジョンチェアパーゾン、塩
　　　　　　崎ゾーンチェアパーゾン、ご臨席いただきましてありが
　　　　　　とうございます。3 名の新会員の皆様を歓迎いたしま
　　　　　　す。
大竹　崇夫　秋山さん、塩見さん、篠原さんの入会を心から歓迎
　　　　　　いたします。 
田村　征夫　すばらしい入会式　歓迎！！ 
白石　誠一　新会員さんおねでとうございます。ガバナー本日あり
　　　　　　がとうございます。 
大上　幸雄　酒井ガバナのご来訪を心より歓迎いたします。秋山さ
　　　　　　ん、塩見さん、篠原さんの入会を心より歓迎いたします。 
金田　智行　来訪者を歓迎いたします。10 月の月例ゴルフ、おか
　　　　　　げさまで優勝させていただきました。もし来月の記念
　　　　　　ゴルフ大会で優勝したら、立場上大顰蹙を買いそう
　　　　　　なので、ひと月早くて良かったです。 
佐伯　澄男　塩見公一さん、秋山周三さん、篠原大蔵さん、入会
　　　　　　を心より歓迎いたします。酒井ガバナー、ようこそ新
　　　　　　居浜へ！！ 

伊藤　龍一　本日はご来賓として、酒井ガバナー、白石 RC、塩
　　　　　　崎 ZC の三名の皆様を心より歓迎いたします。また、
　　　　　　本日入会されました秋山さん、塩見さん、篠原さんの
　　　　　　入会を祝して一日も早くクラブになじんでください。
鈴木　雅志　酒井ガバナー、白石 RC、塩崎 ZCの皆様の例会訪
　　　　　　問に感謝。新会員　秋山さん、塩見さん、篠原さん、
　　　　　　入会おめでとうございます。 
有富　正治　皆様お疲れ様でした。楽しんでいただけたでしょうか。
　　　　　　4月の家族会を楽しみにしております。 
永易　明洋　酒井ガバナー、役員の皆様を歓迎します。新入会員
　　　　　　3 名の方々の入会をお祝い申し上げます。今後のご
　　　　　　活躍をご祈念します。計画財務委員会の皆様、家
　　　　　　族会のお世話ありがとうございます。 
後藤　達也　3名の新会員の皆様、ご入会おめでとうございます。 
能瀬　伸一　家族会の開催、酒井ガバナーのご訪問に感謝いたし
　　　　　　ます。 
近藤　充徳　入会を祝して 
石川　敏則　秋山、篠原、塩見さんの入会を歓迎いたします。共
　　　　　　に頑張りましょう。 
青野　泰介　60 周年のゴルフ、担当委員会 + ゴルフ部会長なの
　　　　　　で心配でしたが、数多くの参加ありがとうございます。
　　　　　　当日マジメに準備します。 
加藤　久博　新会員の皆様をかんげいいたします。 
岡村真里哉　本日入会の皆様、入会心より歓迎いたします。 
村上順一郎　新会員を歓迎いたします。 
古川　貴章　新会員入会おめでとうございます。 
新田　久司　酒井ガバナーの来訪と新会員の入会を祝して。 
山下　邦俊　新会員の皆様を歓迎いたします。 
神野　雄太　新会員歓迎します。 
宇野　博文　良い季節になりました。庭の草取りも順調です。ただ
　　　　　　し秋の花粉が飛び、ガマンの日が今少し続きます。 
松浦　一雄　秋山周三さん、塩見公一さん、篠原大蔵さん、ご入
　　　　　　会おめでとうございます。新居浜ライオンズクラブでの
　　　　　　ご活躍を期待しております。11 月 3 日の米大統領選
　　　　　　ではどちらが選ばれるでしょうね。 
福山　　宏　新入会員の皆さん、入会おめでとうございます。 
塩見　秀晴　一丸となって 60 周年を迎えましょう。保健福祉委員
　　　　　　会の結束を！お願いします。 
藤縄　州二　先日は結婚記念日でした。45 年になります。 
今村　　忍　家族会、楽しみです。 
奥嶋啓一郎　最近髪形を変えました。刈上げからソリ上げにしまし
　　　　　　た。皆様お気づきになりましたか。 
中田　君江　新会員の入会を歓迎します。
村上　博昭　新会員、秋山さん、塩見さん、篠原さんの入会を歓
　　　　　　迎いたします。 
外山　貴一　本日は家族で出席させていただきます。よろしくお願
　　　　　　いします。 
真鍋　憲夫　新入会員の入会を祝して！家族会を楽しみましょう。 
檜垣　孝志　コロナ禍を吹っ飛ばし、今夜の家族会、大いに楽し
　　　　　　みましょう！ 
石川　　稔　今年のお祭りはさみしい限りです。皆さんコロナには
　　　　　　充分ご留意ください。 
近藤　盛文　新入会員の皆様、大歓迎 
秋山　周三　新入会員のため
塩見　公一　入会ありがとうございました。よろしくお願いいたしま
　　　　　　す。 
篠原　大蔵　これからよろしくお願いいたします。 
・・・新会員3名の入会を歓迎致します・・・
小野周平／徳村　明／高木泰斉／高橋在錫／伊藤久門
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11月 誕生日おめでとうございます
塩見秀晴、真木泰彦、橋田信一郎
11月 結婚記念日おめでとうございます
天野 淳、伊藤龍一、上野 剛、近藤盛文、永易明洋
村上順一郎、村上博昭、小野周平、外山貴一

ゾーン・地区・国際協会の動きゾーン・地区・国際協会の動き
GMT・FWT研修会
　１１月１５日（土）13:00 ～　三翠園（高知）
2Rリーダーシップ研修会・2R第 1回新会員オリエンテーション
　１１月２８日（土）14:15 ～　新居浜商工会館 3F研修室
ライオンズクエスト愛媛セミナー　
　１１月２８日（土）13:00 ～　松山総合コミュニティセンター
　

行  事  予  定

Niihama Lions Club 会長スローガン「Our service survives.」Niihama Lions Club

国際会長　ジュンヨル・チョイ　
　　　 〈スローガン〉  我々は奉仕する
　　　 〈キャッチフレーズ〉  思いやりと多様性で結束 
３３６－Ａ地区ガバナー　酒井 公一
　　　〈スローガン〉  誇り・挑戦・進化・輝く未来にウイサーブ
　　　〈キーワード〉  会員ファースト
２Ｒ－１Ｚ新居浜ライオンズクラブ 会長　伊藤 嘉秀
　　　〈スローガン〉  Our servis servives.
　                  （私たちの奉仕は生き抜く） 

〈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］

2020.7 ～ 2021.6

10月 11日 ( 日 )　新居浜CC

後 藤 達 也

外 山 貴 一

金 田 智 行

河 端 信 人
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・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会＆ １１月　９日（月）18:30 ～ 商工会館 3F
６０
周年実行委員会
１１月第 1例会 １１月１４日（土）  12:00 ～あかがねミュー

ジアム

＊結成 60 周年記念大会
１１月第２夜間例会 １１月２５日（水）18:00 ～ ユアーズ
・委員会
環境保全委員会 １１月　２日（月）18:30 ～ 事務局
計画財務委員会 １１月　４日（水）18:30 ～ 事務局
MC広報委員会 １１月　５日（木）18:30 ～ 事務局
青少年委員会 １１月　６日（金）18:30 ～ 事務局
保健福祉委員会 １１月１２日（木）18:30 ～ 事務局
会員会則委員会 １１月２４日（火）18:30 ～ 事務局
出席大会委員会 １１月２６日（木）18:30 ～ 事務局
・クラブ・その他行事予定
結成 60 周年記念事業タイムカプセル贈呈式　
　１１月　４日（水）  17:30 ～　消防防災合同庁舎
第２回愛リバー・愛ロード清掃奉仕
　１１月　８日（日）    7 :00 ～　商工会館周辺
結成６０周年記念式典・記念講演・祝宴
　１１月１４日（土）　あかがねミュージアム・ユアーズ
結成６０周年記念ゴルフ大会　
　１１月１５日（日）　新居浜カントリー倶楽部
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　　１１月１５日（日）　　　 　 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　　　１１月１３・２７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 1 回献血奉仕活動について
保健福祉委員会　外 山  貴 一　　　日付：令和 2年 9月 27 日（日）　場所：イオンモール新居浜駐車場
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

■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

10 月理事・委員長会並びに
60 周年実行委員会

10月 5日（月）18:30～ 商工会館3F

　令和2年9月27日にイオンモール
新居浜駐車場にて行われました献
血奉仕事業に出席をさせて頂きま
した。
　通年では8月お盆休み明けの残
暑厳しい中に開催をされておりまし

たが、今年度は事業にご協力を頂く方や、メンバー
の方々への配慮から1カ月遅らせての秋風が吹く心
地良い季気候の中、事業が開催されました。
　本年、猛威を振るっておりますコロナウイルスも少
し収まっている時期ではありましたが、献眼・骨髄バ
ンク登録へのお願いは中止をさせていただく事業内
容となりました。
　当日は小学校の運動会開催日と重なっていたにも
関わらず、朝一番から多くの方々が受付に並んでい
ただくような反響でした。
午後になって運動会を終えられた家族連れの方々も
ご協力していただき、献血への関心の高さと、奉仕

に応える市民の思いを目の当たりにして、感謝の気
持ちと共に敬服させられました。
　今まで私は社会奉仕活動に積極的ではありませ
んでしたが心を改め、積極的に携わっていくよう心掛
けていきたいと思います。献血にご協力をいただき
誠にありがとうございました。
事業にご出席をいただき感謝申し上げます。
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第1441回  10 月第一例会
10月 8日（木）6:00～ 黒島海浜公園

第1442回  10 月第二例会
〈家族会〉

10月 28日（水）18:00～ ユアーズ

■開会ゴング
■ライオンズの誓い唱和　松浦一雄ライ

オン

■来訪者紹介　古川貴章直前会長
　ライオンズクラブ国際協会 336-A 地区　
　　地区ガバナー　酒井公一ライ

オン

　　336-A 地区　2R-RC　白石公成ライ
オン

　　　　　  2R-1Z･1ZC　塩崎安規ライ
オン

■会長挨拶　伊藤嘉秀会長
■新会員入会式
　秋山工業（株）　　代表取締役　秋山周三
　（株）冨士屋本店　専務取締役　塩見公一
　（株）篠原商事　　代表取締役　篠原大蔵
■来訪者挨拶
　地区ガバナー　酒井公一ライ

オン　
■審議事項
　なし
■幹事報告
・報告事項
1. 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　
　出席者：後藤達也第二副会長、古川貴章直前会長、大上幸
　雄幹事
2.結成60周年記念事業タイムカプセル贈呈式
　11月４日（水）１７:３０～　新居浜市消防防災合同庁舎
　出席者：伊藤嘉秀会長、白石誠一６０周年大会委員長、後藤

　達也第二副会長、大上幸雄幹事、神野雄太青少年理事、金
　田智行青少年委員長、小野周平ビデオディレクター
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
■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
　各委員会の進歩状況
2.その他
■出席報告
　会員数６１名、出席５６名、欠席５名、出席率 91.8％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥137,000
■閉会ゴング
■家族会
■ライオンズ・ローア
　後藤達也第二副会長

■開会ゴング　新居浜LC　伊藤嘉秀会長
■会長挨拶　新居浜ひうちLC　越智慈子会長　
■来賓挨拶
　336-A地区2R-RC　白石公成ライ

オン

　2R･1Z-ZC　塩崎安規ライ
オン

　2Rライオンズ情報・地区誌・大会参加委員　原 英二ライ
オン

■審議事項
１．７月豪雨災害復興支援金の支出について
　５８，０００円（1,000円／人）
２．レバノン大爆発災害指定支援金の支出について
　２９，０００円（　500円／人）
３．GMT･FWT研修会登録料について　２，０００円　11月15日
４．結成６０周年記念大会新居浜ＬＣ
　メンバーの登録料について 　１０，０００円
５．事務局員傷害保険継続について
　１７，１１０円　（2020.10.24～2021.10.24）
６．続木剛さん入院お見舞い金の支出について　１０，０００円
７．第２回愛リバー・愛ロード予算案について　11月8日（日）
８．委員会開催時間変更について　
　・青少年委員会
　　１１月３日（火･祝） → １１月６日（金）１８：３０～ 事務局
■幹事報告
・報告事項
１．新会員について
２．第１回献血奉仕
　９月２７日（日）１０：００～　イオン新居浜駐車場
　（献血者） 受付者１４０名、採血者１２７名、不採血者１３名
　（臓器移植カード配布数）２５０枚
　（参加者）L伊藤嘉秀、L後藤達也、L大上幸雄、L能瀬伸一、

　L小野周平、L白石誠一、L永易明洋、L橋田信一郎、L有富
　正治、L福山 宏、L天野 淳、L奥嶋啓一郎、L山下邦俊、L松
　浦一雄、L鈴木雅志、L伊藤龍一、L中田君江、L青野泰介、L
　伊藤久門、L塩見秀晴、L外山貴一、L徳村 明、L近藤充徳、L
　石川 稔、L近藤盛文、L三井邦弘、L藤縄洲二、L高木泰斉、L
　鴛田宗司　２９名
３．新居浜ひうちＬＣ相互例会訪問
　１０月２０日（火）１２：３０～ グラッツエふじ
　出席者：後藤達也第二副会長、大上幸雄幹事、白石誠一６０
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５．結成６０周年記念事業タイムカプセル贈呈式
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　１０月１５日（木）　５３，０００円　５８，０００円（ゴルフ参加者）
　・会費          　　　　　　   　４３，０００円
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■委員会報告
　会員会則委員会　新会員3名入会の件
　出席大会委員会　11月第1例会100％出席について
　計画財務委員会　10月第2例会（家族会）について
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　保健福祉委員会　第1回献血奉仕参加お礼
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世界ライオンズデー（１Ｚ合同例会）
幹　事　大 上  幸 雄　　　　日付：令和 2年 10 月 8 日（木）6:00 ～　場所：黒島海浜公園　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

こだわりと言うほどでは !
計画財務委員会　今 村 　忍

　こだわりと言うか、私はコーヒー
　とパン　パンケーキ が好きです
　カフェ好きもあり、色々なコーヒー
屋さんやカフェ巡りをしていました。
　アイスコーヒーならここ！カフェラ
テならここ！といつ頃からか、自分の

お気に入りがありました　
　でもホットコーヒー　は、当たり前ですが酸味や濃
さなどお店毎に違い、美味しいお店は沢山あるので
すが、お気に入りが見つからず、自分で淹れてみよう
　と、豆探しから始まりました
　色んなお店の豆を自分で挽き、ドリップで淹れる　
　淹れる　淹れる　で、たどり着いたのがスタバ　
の　カフェベロナ　と言う豆です　ポップにチョコに
ぴったり　と書かれてあり、それに惹かれたのがきっ
かけでした。　

　手前味噌ですが濃いめ好き　の方なら、その辺り
のお店より美味しいです　
ご参考になれば…
まずは心を込めて豆を挽き、少し温度低めのお湯を
少し、蒸らす　蒸らす　蒸らす　
そしてお湯を注ぐ　
良かったら、試してみて下さい　

とパ

る
と、

パン が好

たり　

ヒーヒーヒー は、

る で、淹れ淹れ淹れ淹れ淹れ淹れ淹れ

らす 蒸ら蒸ら蒸ら蒸ら蒸ら

き の方

すすすすすすすすすすす 蒸ら

ですロナロナ

注ぐ
す

カフカフカフカフ
淹れ

会員投稿：私のこだわり

　齢５９年、若干の好き嫌いはある
ものの、これという強いこだわりは、
今までの人生では、なかったように
思います。
　そりゃあ、巨人が好きな時期があ
ったり、阪神がよかったり、秋吉久

美子がよかったり、高田みずえがよかったり、深キョン
に、きゅんしたり、とその瞬間瞬間には、若干の、浮き
沈みや、好き嫌いはありました。
　しかし、こだわりとは違うようにも感じます。
では、表題の“こだわり”と改めて問われると、いった
いなんじゃろか？と自問自答する機会が与えられたよ
うに思います。
　う～ん？と自分を俯瞰的にみると、１つだけこだわり
っぽいものがありました。

それについて、書くとします。それは、朝食です。
　というのも、小職は、日常あまり晩御飯を口にしま
せん。すなわち、日ごろの栄養補給は、朝食で補って
いるのです。しかも、ほとんど洋食です。
　ジュース、コーヒー、サラダ、卵料理、ウインナーや
ソーセージなどのたんぱく質、そして、フルーツヨーグ
ルトが小職のベーシックな朝食です。
　これは、かつて小職が若かりし頃、旅行に行った
際に、カルチャーショックを受けた朝食のメニューに
近いものです。
　よく、あの頃を追憶して、初心を思い出させてくれ
るエネルギーの源となってます。
様々な場所で食事した記憶がベースとなって、朝食
のこだわりとなっているようです。

私のこだわり
青少年委員会　伊 藤  久 門　　　　        　

　１０月８日、午前６時より黒島海浜
公園において世界ライオンズデー１
Ｚ合同例会が開催されました。
　前日からのあいにくの雨で足元
の悪い中、開催が危ぶまれましたが
、ひうちライオンズクラブ様のすばら

しい設営のもと、黒島海浜公園付近の清掃活動を
各クラブの持ち場に分かれて行いその後、ラジオ体
操・合同例会・各クラブに分かれての例会の順で滞
りなく行われました。
　自分は幹事の立場上、絶対に遅れる訳にはいけ
ないと前日の会合もそこそこに切り上げて、早めに就
寝したのですが、絶対に遅れてはいけないプレッシャ
ーで夜中の２時過ぎに目が覚めてしまい、なかなか
眠れない幹事あるあるで、結果睡眠不足で当日を過

ごしてしまいました。
　が何はともあれ、当日無事開催できてよかったで
す。皆様お疲れさまでした。

今朝は、おみやげで戴いたマグカップで、オレンジジュー
スとコーヒーいただきます！！プレートには、グリーンリー
フとトマトのサラダ少し甘めのスクランブルエッグは歯ご
たえ抜群のウインナー！
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　出席者：伊藤嘉秀会長、白石誠一６０周年大会委員長、後藤

　達也第二副会長、大上幸雄幹事、神野雄太青少年理事、金
　田智行青少年委員長、小野周平ビデオディレクター
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
■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
　各委員会の進歩状況
2.その他
■出席報告
　会員数６１名、出席５６名、欠席５名、出席率 91.8％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥137,000
■閉会ゴング
■家族会
■ライオンズ・ローア
　後藤達也第二副会長

■開会ゴング　新居浜LC　伊藤嘉秀会長
■会長挨拶　新居浜ひうちLC　越智慈子会長　
■来賓挨拶
　336-A地区2R-RC　白石公成ライ

オン

　2R･1Z-ZC　塩崎安規ライ
オン

　2Rライオンズ情報・地区誌・大会参加委員　原 英二ライ
オン

■審議事項
１．７月豪雨災害復興支援金の支出について
　５８，０００円（1,000円／人）
２．レバノン大爆発災害指定支援金の支出について
　２９，０００円（　500円／人）
３．GMT･FWT研修会登録料について　２，０００円　11月15日
４．結成６０周年記念大会新居浜ＬＣ
　メンバーの登録料について 　１０，０００円
５．事務局員傷害保険継続について
　１７，１１０円　（2020.10.24～2021.10.24）
６．続木剛さん入院お見舞い金の支出について　１０，０００円
７．第２回愛リバー・愛ロード予算案について　11月8日（日）
８．委員会開催時間変更について　
　・青少年委員会
　　１１月３日（火･祝） → １１月６日（金）１８：３０～ 事務局
■幹事報告
・報告事項
１．新会員について
２．第１回献血奉仕
　９月２７日（日）１０：００～　イオン新居浜駐車場
　（献血者） 受付者１４０名、採血者１２７名、不採血者１３名
　（臓器移植カード配布数）２５０枚
　（参加者）L伊藤嘉秀、L後藤達也、L大上幸雄、L能瀬伸一、

　L小野周平、L白石誠一、L永易明洋、L橋田信一郎、L有富
　正治、L福山 宏、L天野 淳、L奥嶋啓一郎、L山下邦俊、L松
　浦一雄、L鈴木雅志、L伊藤龍一、L中田君江、L青野泰介、L
　伊藤久門、L塩見秀晴、L外山貴一、L徳村 明、L近藤充徳、L
　石川 稔、L近藤盛文、L三井邦弘、L藤縄洲二、L高木泰斉、L
　鴛田宗司　２９名
３．新居浜ひうちＬＣ相互例会訪問
　１０月２０日（火）１２：３０～ グラッツエふじ
　出席者：後藤達也第二副会長、大上幸雄幹事、白石誠一６０
　周年大会委員長
４．１０月第一例会（世界ライオンズデー）
　１０月８日（木）６：００～ 黒島海浜公園
５．結成６０周年記念事業タイムカプセル贈呈式
　１１月４日（水）１７：３０～ 消防防災合同庁舎
６．２Ｒ親善スポーツ大会中止
　１１月２３日（月）新型コロナウイルス感染拡大防止のため
７．第２期会費引落日
　１０月１５日（木）　５３，０００円　５８，０００円（ゴルフ参加者）
　・会費          　　　　　　   　４３，０００円
　・６０周年記念大会登録料   　   １０，０００円
　・６０周年記ゴルフ大会登録料　　５，０００円（参加者）
■委員会報告
　会員会則委員会　新会員3名入会の件
　出席大会委員会　11月第1例会100％出席について
　計画財務委員会　10月第2例会（家族会）について
　青少年委員会　　60周年ゴルフについて
　保健福祉委員会　第1回献血奉仕参加お礼
■結成６０周年実行委員会報告
１．確認事項
　① 臨時実行委員会
　　１０月２１日（水）１８：３０～　商工会館３F研修室
　② 各委員会の役割進捗状況について
■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　￥63,000
■閉会ゴング　新居浜中央LC　秋山克幸会長
■ライオンズ・ローア　新居浜別子LC　武田軍司会長
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６１
１３
２７
４４
１４５

3
7
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97,000
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82.0
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86.4

名 ％ ％ Ｈ 円

BIRTHDAY &  MARRIAGE

11月 誕生日おめでとうございます
塩見秀晴、真木泰彦、橋田信一郎
11月 結婚記念日おめでとうございます
天野 淳、伊藤龍一、上野 剛、近藤盛文、永易明洋
村上順一郎、村上博昭、小野周平、外山貴一

ゾーン・地区・国際協会の動きゾーン・地区・国際協会の動き
GMT・FWT研修会
　１１月１５日（土）13:00 ～　三翠園（高知）
2Rリーダーシップ研修会・2R第 1回新会員オリエンテーション
　１１月２８日（土）14:15 ～　新居浜商工会館 3F研修室
ライオンズクエスト愛媛セミナー　
　１１月２８日（土）13:00 ～　松山総合コミュニティセンター
　

行  事  予  定

会長スローガン「Our service survives.」ub

国際会長　ジュンヨル・チョイ　
　　　 〈スローガン〉  我々は奉仕する
　　　 〈キャッチフレーズ〉  思いやりと多様性で結束 
３３６－Ａ地区ガバナー　酒井 公一
　　　〈スローガン〉  誇り・挑戦・進化・輝く未来にウイサーブ
　　　〈キーワード〉  会員ファースト
２Ｒ－１Ｚ新居浜ライオンズクラブ 会長　伊藤 嘉秀
　　　〈スローガン〉  Our servis servives.
　                  （私たちの奉仕は生き抜く） 

〈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］

2020.7 ～ 2021.6

10月 11日 ( 日 )　新居浜CC

後 藤 達 也

外 山 貴 一

金 田 智 行

河 端 信 人

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
５１
５２
６６

４６
４７
４９
５５

３０.０
２８.５
３０.０
３０.０

９６
９８
１０１
１２１

６６.０
６９.５
７１.０
９１.０

・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会＆ １１月　９日（月）18:30 ～ 商工会館 3F
６０
周年実行委員会
１１月第 1例会 １１月１４日（土）  12:00 ～あかがねミュー

ジアム

＊結成 60 周年記念大会
１１月第２夜間例会 １１月２５日（水）18:00 ～ ユアーズ
・委員会
環境保全委員会 １１月　２日（月）18:30 ～ 事務局
計画財務委員会 １１月　４日（水）18:30 ～ 事務局
MC広報委員会 １１月　５日（木）18:30 ～ 事務局
青少年委員会 １１月　６日（金）18:30 ～ 事務局
保健福祉委員会 １１月１２日（木）18:30 ～ 事務局
会員会則委員会 １１月２４日（火）18:30 ～ 事務局
出席大会委員会 １１月２６日（木）18:30 ～ 事務局
・クラブ・その他行事予定
結成 60 周年記念事業タイムカプセル贈呈式　
　１１月　４日（水）  17:30 ～　消防防災合同庁舎
第２回愛リバー・愛ロード清掃奉仕
　１１月　８日（日）    7 :00 ～　商工会館周辺
結成６０周年記念式典・記念講演・祝宴
　１１月１４日（土）　あかがねミュージアム・ユアーズ
結成６０周年記念ゴルフ大会　
　１１月１５日（日）　新居浜カントリー倶楽部
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　　１１月１５日（日）　　　 　 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　　　１１月１３・２７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 1 回献血奉仕活動について
保健福祉委員会　外 山  貴 一　　　日付：令和 2年 9月 27 日（日）　場所：イオンモール新居浜駐車場
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

■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

10 月理事・委員長会並びに
60 周年実行委員会

10月 5日（月）18:30～ 商工会館3F

　令和2年9月27日にイオンモール
新居浜駐車場にて行われました献
血奉仕事業に出席をさせて頂きま
した。
　通年では8月お盆休み明けの残
暑厳しい中に開催をされておりまし

たが、今年度は事業にご協力を頂く方や、メンバー
の方々への配慮から1カ月遅らせての秋風が吹く心
地良い季気候の中、事業が開催されました。
　本年、猛威を振るっておりますコロナウイルスも少
し収まっている時期ではありましたが、献眼・骨髄バ
ンク登録へのお願いは中止をさせていただく事業内
容となりました。
　当日は小学校の運動会開催日と重なっていたにも
関わらず、朝一番から多くの方々が受付に並んでい
ただくような反響でした。
午後になって運動会を終えられた家族連れの方々も
ご協力していただき、献血への関心の高さと、奉仕

に応える市民の思いを目の当たりにして、感謝の気
持ちと共に敬服させられました。
　今まで私は社会奉仕活動に積極的ではありませ
んでしたが心を改め、積極的に携わっていくよう心掛
けていきたいと思います。献血にご協力をいただき
誠にありがとうございました。
事業にご出席をいただき感謝申し上げます。



●●● 10月第一例会 ●●●

●●● 10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

　新居浜ライオンズクラブ結成６０周年記念誌の編集に没頭している昨今です。
特に次第や出席者のお名前は一番気をつけなければなりません。
神経ピリピリです。と言いたいところですが、のんびり屋の私はゆったりと楽しんで編集
をさせていただいております。
　今号の表紙の真鍋憲夫ライ

オンの写真はにこやかで、人柄が良く出ていて良い表紙だ
と思いました。
各委員会さんより「私のこだわり」の原稿を多くいただいておりまして、私は楽しく目を
通させていただいております。掲載は順次となりますが皆様、楽しみにお待ち下さい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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

NO.204  国際協会336-A地区2R-1Z　新居浜ライオンズクラブ  since1960.10.04

　２０１３年度の真鍋憲夫会長は新居浜交通安
全協会に交通安全旗「横断中」を 1000 本寄
贈しました。
写真は当時の会報誌掲載のものを使用しまし
た。子供達が元気よく通学している様子が微笑
ましいです。

　２０１３年度の真鍋憲夫会長は新居浜交通安
全協会に交通安全旗「横断中」を 1000 本寄
贈しました。
写真は当時の会報誌掲載のものを使用しまし
た。子供達が元気よく通学している様子が微笑
ましいです。
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NIIHAMA LIONS CLUB

伊藤　嘉秀　早朝より皆様ありがとうございました。
鴛田　宗司　世界ライオンズデーを祝して
有富　正治　ライオンズデー、早朝よりお疲れ様。雨も何とかもって
　　　　　　くれました。 
加藤　久博　ライオンズデー　早朝例会　お疲れ様です。 
真鍋　憲夫　ライオンズデー合同例会を祝して　ウィ　サーブ！ 
古川　貴章　おはようございます。 
後藤　達也　雨の中の清掃活動お疲れ様でした。 
宇野　博文　本日の世界ライオンズデー、新居浜のライオンズメンバ
　　　　　　ーで黒島海浜公園をきれいにしましょう。少し雨です
　　　　　　が気持ちの良い朝です。
松浦　一雄　台風 14 号の小雨の中で早朝からご苦労様でした。 
塩見　秀晴　今日のライオンズデーの清掃は大変です。  
檜垣　孝志　先立っての中秋の名月、如何でしたか？この休みに衣
　　　　　　替えしました！ 
・・・世界ライオンズデー合同例会ご参加ご苦労様です・・・
伊藤久門／近藤盛文／大上幸雄／能瀬伸一／小野周平／鈴木雅
志／山下邦俊／神野雄太／近藤充徳／青野泰介／
・・・本日の世界ライオンズデー早朝例会は雨となりました・・・
橋田信一朗／福山　宏／金田智行／河端信人／奥嶋啓一郎／中
田君江／徳村　明／高木泰斉／高橋在錫／伊藤龍一／永易明洋
／大石隆憲 

ライオンズクラブ国際協会
　336-A 地区ガバナー　酒井公一ライ

オン 
　　　　　　  2R-RC　白石公成ライ

オン

　                2R-1ZC　塩崎安規ライ
オン

伊藤　嘉秀　本日は酒井ガバナー、白石ジョンチェアパーゾン、塩
　　　　　　崎ゾーンチェアパーゾン、ご臨席いただきましてありが
　　　　　　とうございます。3 名の新会員の皆様を歓迎いたしま
　　　　　　す。
大竹　崇夫　秋山さん、塩見さん、篠原さんの入会を心から歓迎
　　　　　　いたします。 
田村　征夫　すばらしい入会式　歓迎！！ 
白石　誠一　新会員さんおねでとうございます。ガバナー本日あり
　　　　　　がとうございます。 
大上　幸雄　酒井ガバナのご来訪を心より歓迎いたします。秋山さ
　　　　　　ん、塩見さん、篠原さんの入会を心より歓迎いたします。 
金田　智行　来訪者を歓迎いたします。10 月の月例ゴルフ、おか
　　　　　　げさまで優勝させていただきました。もし来月の記念
　　　　　　ゴルフ大会で優勝したら、立場上大顰蹙を買いそう
　　　　　　なので、ひと月早くて良かったです。 
佐伯　澄男　塩見公一さん、秋山周三さん、篠原大蔵さん、入会
　　　　　　を心より歓迎いたします。酒井ガバナー、ようこそ新
　　　　　　居浜へ！！ 

伊藤　龍一　本日はご来賓として、酒井ガバナー、白石 RC、塩
　　　　　　崎 ZC の三名の皆様を心より歓迎いたします。また、
　　　　　　本日入会されました秋山さん、塩見さん、篠原さんの
　　　　　　入会を祝して一日も早くクラブになじんでください。
鈴木　雅志　酒井ガバナー、白石 RC、塩崎 ZCの皆様の例会訪
　　　　　　問に感謝。新会員　秋山さん、塩見さん、篠原さん、
　　　　　　入会おめでとうございます。 
有富　正治　皆様お疲れ様でした。楽しんでいただけたでしょうか。
　　　　　　4月の家族会を楽しみにしております。 
永易　明洋　酒井ガバナー、役員の皆様を歓迎します。新入会員
　　　　　　3 名の方々の入会をお祝い申し上げます。今後のご
　　　　　　活躍をご祈念します。計画財務委員会の皆様、家
　　　　　　族会のお世話ありがとうございます。 
後藤　達也　3名の新会員の皆様、ご入会おめでとうございます。 
能瀬　伸一　家族会の開催、酒井ガバナーのご訪問に感謝いたし
　　　　　　ます。 
近藤　充徳　入会を祝して 
石川　敏則　秋山、篠原、塩見さんの入会を歓迎いたします。共
　　　　　　に頑張りましょう。 
青野　泰介　60 周年のゴルフ、担当委員会 + ゴルフ部会長なの
　　　　　　で心配でしたが、数多くの参加ありがとうございます。
　　　　　　当日マジメに準備します。 
加藤　久博　新会員の皆様をかんげいいたします。 
岡村真里哉　本日入会の皆様、入会心より歓迎いたします。 
村上順一郎　新会員を歓迎いたします。 
古川　貴章　新会員入会おめでとうございます。 
新田　久司　酒井ガバナーの来訪と新会員の入会を祝して。 
山下　邦俊　新会員の皆様を歓迎いたします。 
神野　雄太　新会員歓迎します。 
宇野　博文　良い季節になりました。庭の草取りも順調です。ただ
　　　　　　し秋の花粉が飛び、ガマンの日が今少し続きます。 
松浦　一雄　秋山周三さん、塩見公一さん、篠原大蔵さん、ご入
　　　　　　会おめでとうございます。新居浜ライオンズクラブでの
　　　　　　ご活躍を期待しております。11 月 3 日の米大統領選
　　　　　　ではどちらが選ばれるでしょうね。 
福山　　宏　新入会員の皆さん、入会おめでとうございます。 
塩見　秀晴　一丸となって 60 周年を迎えましょう。保健福祉委員
　　　　　　会の結束を！お願いします。 
藤縄　州二　先日は結婚記念日でした。45 年になります。 
今村　　忍　家族会、楽しみです。 
奥嶋啓一郎　最近髪形を変えました。刈上げからソリ上げにしまし
　　　　　　た。皆様お気づきになりましたか。 
中田　君江　新会員の入会を歓迎します。
村上　博昭　新会員、秋山さん、塩見さん、篠原さんの入会を歓
　　　　　　迎いたします。 
外山　貴一　本日は家族で出席させていただきます。よろしくお願
　　　　　　いします。 
真鍋　憲夫　新入会員の入会を祝して！家族会を楽しみましょう。 
檜垣　孝志　コロナ禍を吹っ飛ばし、今夜の家族会、大いに楽し
　　　　　　みましょう！ 
石川　　稔　今年のお祭りはさみしい限りです。皆さんコロナには
　　　　　　充分ご留意ください。 
近藤　盛文　新入会員の皆様、大歓迎 
秋山　周三　新入会員のため
塩見　公一　入会ありがとうございました。よろしくお願いいたしま
　　　　　　す。 
篠原　大蔵　これからよろしくお願いいたします。 
・・・新会員3名の入会を歓迎致します・・・
小野周平／徳村　明／高木泰斉／高橋在錫／伊藤久門


