
●●● 11月第一例会 ●●●

●●● １１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周年記念大会が盛大にそして無事に終
わりました。６０周年記念誌も校正を繰り返し、最後に一つのミスを発生させ
てしまい修正シールを貼る事になりましたが、なんとか大会までに完成させる
事ができましてほっとしております。
　現在、再びコロナ禍により皆が集まり難い状況の中、幸運に恵まれたギリ
ギリのタイミングの記念大会の開催で有ったと、しみじみ思います。
今号は６０周年記念大会特集号的になっておりますが次号から日常に戻
り、皆さんからいただいた楽しい記事を掲載していく予定です。
　　　　　　　　　　　　　　　　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
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結成五十周年、 藤縄洲二会長の時の記念事業として
計画を立てその 4 年後に新居浜駅前に建てられた時
計台。新居浜の象徴である銅とお祭りをモチーフに
デザインされた大変美しい時計塔です。
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伊藤　嘉秀　素晴らしい結成60周年記念大会が出来ました。皆様お疲
　　　　　　れ様でした。ありがとうございました。 
大竹　崇夫　岩本氏の挑戦に感動しました。     
後藤　達也　60周年記念大成功！！     
白石　誠一　ありがとうございます。     
田村　征夫　ごくろう様です。又がんばりましょう。     
伊藤　龍一　60周年を祝して！     
大上　幸雄　60周年を祝して。     
近藤　充徳　60周年を祝して。     
能瀬　伸一　60周年を祝して！あと司会で少ししくじりましたのでファインし
　　　　　　ます。     
藤縄　州二　60周年おつかれさまでした。祝宴も良かったです。     
永易　明洋　結成60周年おめでとうございます。皆様ご苦労さまでした。     
岡村真里哉　60周年を祝して。     
真鍋　憲夫　60周年記念大会おめでとうございます。お天気に恵まれ何
　　　　　　とか開催出来、本当にありがとうございます。明日に向かっ
　　　　　　て前進しましょう。  
村上順一郎　60周年を祝して。     
宇野　博文　結成60周年記念事業準備から当日対応まで大変ご苦労さ
　　　　　　までした。明日から新たな気持ちで頑張ります。     
近藤　盛文　60周年おめでとうございます。     
塩見　秀晴　30年出席賞を頂き、誠にありがとうございます。     
徳村　　明　感動！     
外山　貴一　岩本先生ご講演ありがとうございました。     
橋田信一朗　60周年記念式典、講演会準備片付けお疲れ様でした。良
　　　　　　い経験になりました。     
檜垣　孝志　結成60周年記念大会おめでとうございます。大会来賓の
　　　　　　皆様に感謝です！     
福山　　宏　大会成功おめでたい。     
村上　博昭　新居浜ライオンズクラブ結成60周年記念、誠におめでとうご
　　　　　　ざいます。会長以下役員の皆様、並びにクラブメンバーの
　　　　　　方々大変お疲れ様でした。 
山下　邦俊　60周年記念式典上出来でした。記念講演も最高でした。     
小野　周平　60周年を祝して。過去5年間の軌跡に関わらせていただい
　　　　　　て、毎月発行している会報誌の凄さを改めて認識しました。    
・・・結成60周年記念大会準備より本番まで皆様ご苦労様でした。・・・
大石隆憲／奥嶋啓一郎／河端信人／神野雄太／鈴木雅志／高木泰
斉／高橋在錫／土岐敏勝      

伊藤　嘉秀　皆様結成60周年記念大会の準備からはじまり当日まで、大
　　　　　　変お疲れ様でした。思い出に残るすばらしい大会になった
　　　　　　と思います。感謝致します。 
白石　誠一　結成60周年記念大会大変お疲れ様でした。 
鴛田　宗司　60周年式典おつかれさまでした。 
大上　幸雄　11/14結成60周年記念式典、記念講演、祝宴。11/15の結
　　　　　　成60周年記念ゴルフ大会本当にお疲れ様でした。 
大竹　崇夫　60周年式典お疲れ様でした。 
佐伯　澄男　60周年記念式典お疲れ様でした。次の65周年、70周年へ
　　　　　　の飛躍を祈念して！！ 
青野　泰介　11月の月例ゴルフで優勝致しました。午前中は悪かったで
　　　　　　すが、カツカレーで元気が出ました。同伴者の中田さん、福
　　　　　　山さんはじめゴルフ部会の皆様ありがとうございました。 
後藤　達也　橋田委員長はじめ計画財務のみなさんおつかれさまです。 
古川　貴章　後藤さんとゴルフの勉強をしました。 
伊藤　龍一　結成60周年式典事業お疲れ様でした。本日夜間例会、計
　　　　　　画財務委員会の皆様ご苦労様です。
岡村真里哉　60周年の式典から翌日のゴルフまで大成功だったと思いま
　　　　　　した。それまでの準備など大変だったと思います。新居浜
　　　　　　LCの良さがとても伝わる日になったと思います。お疲れ様で
　　　　　　した。 
加藤　久博　夜間例会に感謝して。 
金田　智行　結成60周年記念ゴルフ大会ありがとうございました。 
永易　明洋　結成60周年記念式典、講演、祝宴、記念ゴルフ、大成功に
　　　　　　終わり本当にご苦労様でした。
能瀬　伸一　先日の60周年皆さん大変お疲れ様でした。 
石川　　稔　ここに来て新型コロナが県内でも流行しています。皆さん
　　　　　　感染しないように充分に留意しましょう。 
今村　　忍　ゴルフしてテニス肘になりました（涙）痛い！ 
宇野　博文　新型コロナウイルスの感染が松山市で拡大しています。仕
　　　　　　事もリフレッシュにも少し遠慮しなくてはならず、残念な今日
　　　　　　この頃です。 
河端　信人　60周年お疲れ様でした。 
塩見　秀晴　60周年記念大会で30年純出席を表彰に戴き誠にありがと
　　　　　　うございました。これからも頑張ります。 
神野　雄太　ジャイアンツ1つ位勝って欲しい。 
鈴木　雅志　結成60周年、式典、講演会、祝宴、ゴルフ大会と大成功。メ
　　　　　　ンバーの皆様ご苦労様でした。
高木　泰斉　青野さん先日のゴルフ部会内での優勝おめでとうございま
　　　　　　す。 
徳村　　明　コロナの感染拡大を防止し新たな未来を目指しましょう。 
檜垣　孝志　第３波コロナ禍です。皆さん気を付けましょう！ 
藤縄　州二　いよいよ年の瀬です。コロナに負けずお身体は大切にして
　　　　　　下さい 
松浦　一雄　松山で新型コロナウイルス感染者が増えています。三密を
　　　　　　避けマスクをしっかり着用し、ソーシャルディスタンスを保っ
　　　　　　て、お互い気をつけましょう。65才オーバーの方が大勢いる
　　　　　　新居浜ライオンズですから。
真鍋　憲夫　大変寒くなって来ました。60周年記念大会も無事終了し安
　　　　　　堵しました。メンバーの皆様お疲れ様でした。太鼓演奏もフ
　　　　　　ラメンコの踊りも良かったですね。 
山下　邦俊　結成60周年記念大会盛会に終了出来ました。ご苦労様で
　　　　　　した。 
・・・結成60周年記念大会無事成功裏に終了できました。
　　　　　　　　　　　　　　　　皆様ご苦労様でした。・・・
伊藤久門／上野　剛／大石隆憲／小野周平／近藤充徳／近藤盛文
／篠原大蔵／高橋在錫／新田久司／橋田信一朗／福山　宏 
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12月 誕生日おめでとうございます
　天野　淳、藤縄洲二、篠原大蔵
12 月 結婚記念日おめでとうございます
　加藤久博、白石誠一、続木　剛

ゾーン・地区・国際協会の動きゾーン・地区・国際協会の動き

第 2回ガバナー諮問委員会・ゾーンレベル会員委員会
　１２月　５日（土）17:00 ～　グラッツェふじ　

行  事  予  定

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

タイムカプセル寄贈式に参加して
青少年委員長　金 田  智 行　　　　日付：令和 2年 11 月 4 日（水）　場所：新居浜市消防防災合同庁舎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

タイムカプセル寄贈式に参加して

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

■会長挨拶　伊藤嘉秀会長
■審議事項
１．2Ｒリーダーシップ研修会、第1回新会員オリエンテーショ
　ン登録料について
　10,000円(2,000円×5名)　11月28日(土)
２．第2回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 20,000円 (5,000円×4名) 12月5日(土)
３．１０月家族会決算報告について
４．１１月第二夜間例会予算案について
５．委員会開催時間変更について　
　・会員会則委員会
　１１月２３日（月･祝）→　２４日（火）１８：３０～ 事務局
■協議事項
ユアーズ閉館（令和３年２月末）に伴う例会場について
■報告事項
１．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
　出席者：伊藤嘉秀会長、土岐計一大会顧問、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、神野雄太青少年委員理事、金田智行青少年委
　員長、小野周平ビデオディレクター、L中田君江、L池田
　拳成
２．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
　参加者：L伊藤嘉秀、L古川貴章、L後藤達也、L大上幸
　雄、L能瀬伸一、L土岐計一、L永易明洋、L河端信人、
　L有富正治、L真鍋憲夫、L福山宏、L山下邦俊、L松浦
　一雄、L鈴木雅志、L佐伯澄男、L伊藤龍一、L金田智
　行、L中田君江、L神野雄太、L青野泰介、L塩見秀晴、
　L徳村明、L近藤充徳、L藤縄洲二、L高木泰斉、L高橋

　在錫、L石川敏則、L岡村真里哉、L鴛田宗司、L田村
　征夫、L土岐敏勝、L村上順一郎　　３２名
３．１１月１４日（土）結成６０周年記念式典･記念講演･祝宴
　あかがねミュージアム・ユアーズ
　１１月１５日（日）結成６０周年記念ゴルフ大会　　　　
　　新居浜カントリー倶楽部
４．新居浜ひうちライオンズクラブ結成２５周年記念式典
　・記念ゴルフ大会　令和３年 ３月２０日（土）
　・記念式典・祝宴　 令和３年 ３月２１日（日）
　　※全員登録になっております。
　第３期会費で登録料１０，０００円を引落とさせていただ
　きます。
■委員会報告
　（運営委員会）会員会則委員会、出席大会委員会、計
画財務委員会、ＭＣ広報委員会
（事業委員会）青少年委員会、保健福祉委員会、環境保
全委員
■結成６０周年実行委員会
　＜Next Stage 未来に向かってウィサーブ＞
１．大会委員長あいさつ
２．討議事項　
　各委員会の役割進捗状況
　＜出席大会委員会＞
　 済・９月１６日に案内送付１０月１５日締切　　　　
　 済・式典、記念講演は２Ｒ内各クラブ３名に案内
　 済・祝宴、チャリティーゴルフは多くの方の登録をお願い
　する
　済・大会の案内状　来賓・キャビネット・２Ｒ・１Ｚ
　済・参加人数の想定　式典・講演会・祝賀会・ゴルフ（別
　紙参照）
　発注済・記念品、記念品いれ手下げ袋
       記念品(蛭子堂,近藤製菓)1,880円/人

　　手提げ袋　70,000円
　　発注済・来賓リスト、リボン、名札、席表
 ＜計画財務委員会＞　
 　済・記念式典プログラム次第　別紙参照
　 ・式典関係役割、準備等　
＜ ＭＣ広報委員会＞　
　発注済・記念誌２００冊作成　  550,000円
　済・個人写真撮影　９月第一例会、第二例会　　
　発注済・１１月１４日大会当日記録写真  50,000円
　済・記念誌挨拶文章のお願い発送リスト
＜ 青少年委員会＞　
　済・市内小中学校28校へタイムカプセル寄贈
　　タイムカプセル1,500,000円
　　標柱  　 169,400円
 済・記念チャリティーゴルフ大会記念品
　　　ゴルフマーカー　　136,400円
　済・安藤京佳女子プロとニアピン対決　  30,000円
＜ 保健福祉委員会＞　　　
　済・記念講演会次第 　 別紙参照　 　700,000円
　　・講師を松山空港お迎え担当者・車

　　　送迎タクシー　　80,840円
　11/13(金)　羽田空港発 9：40　　松山空港着11：15
　　　　　　お迎え：古川直前会長
　・講師をお見送り担当・車
　11/15(日)　松山空港発9：45
   　　         お見送り：担当委員会（保健福祉委員会）
　済・講師をお見送り担当・車
　済・花束、お土産　　花束　　5,000円
＜ 環境保全委員会＞　
　 ・記念祝宴次第　　　別紙参照
　済・ウェルカム　えひめ学園和太鼓    　20,000円
　済・余興フラメンコ        150,000円
　済・試食会
＜その他＞　
　済・SANTA　ANAライオンズクラブとの交渉について
　記念誌祝辞　ビデオメッセージ
　発注済・各種看板について     　198,000円
　発注済・照明　　　44,000円
３．その他
４．大会顧問講評

・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会 １２月　７日（月）18:30 ～ 商工会館 3F
１２月第 1例会 １２月　９日（水）12:15 ～ ユアーズ
１２月第２例会 １２月２３日（水）12:15 ～ ユアーズ
・委員会
青少年委員会 １２月　１日（火）18:30 ～ 事務局
計画財務委員会 １２月　２日（水）18:30 ～ 事務局
MC広報委員会 １２月　３日（木）18:30 ～ 事務局
環境保全委員会 １２月　７日（金）18:00 ～ 事務局
保健福祉委員会 １２月１０日（木）18:30 ～ 事務局
会員会則委員会 １２月２３日（水）例会終了後 ユアーズ
出席大会委員会 １２月２４日（木）18:30 ～ 事務局
・クラブ・その他行事予定
大生院中学校タイムカプセル埋設式　
　１２月　３日（木）  11:50 ～　大生院中学校
船木小学校タイムカプセル埋設式
　１２月１１日（金）  14:00 ～　船木小学校
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　１２月　６日（日）9:36 ～   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　　１２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　 11月 15日 ( 日 )　新居浜CC
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　11月4日(水)、新居浜市消防防災
合同庁舎にて「明るい未来へ繋ぐ
タイムカプセル寄贈式」が行われま
した。
　今なお続くコロナ禍で、特に悲し
く辛い影響を受けたであろう小６・

中３生に、この初めての経験を、どう思い、どう感じ、
そして数年後の自分に何を伝えたいか、将来の自分
に対してエールを手紙にし、タイムカプセルに入れ未
来へと送る事業として、新居浜ライオンズクラブより、
新居浜市内全小・中学校へ寄贈しました。
　当日は、市内を代表して神郷小学校と北中学校
から生徒たちが来てくれて、直接手渡すことが出来
ました。実際にタイムカプセルを触ったり持ち上げた
りしながら、笑顔で話をしている生徒たちの顔を見る

と、時間のない中、何とか形にできて本当に良かった
と実感しました。
　この事業に関してはその他にも宮西小学校や泉
川中学校にも御協力いただき、生徒さんたちから直
接インタビューという形で生の声を聞かせて頂きまし
た。どの生徒さんの言葉からも、辛いことはたくさん
あったけれど、きちんと顔を上げ未来を見据えている
その前向きさ、適応力、判断力ある言葉や姿勢とい
うものに本当に驚かされ、感動しました。
　未来ある子供たちの為に、私たち身近な大人はし
っかりと成長を支える活動をしなければならないと改
めて痛感しました。
　最後に、素晴らしい作品を作って頂いた続木鉄工
所様、アイサイン企画様、本当にありがとうございまし
た。
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60 周年記念大会を盛大に開催できました
MC広報委員長　福  山  　宏　　　　日付：令和 2年 11 月 14 日（土）　場所：あかがねミュージアム　
　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

「私のこだわり」

　私の所属する新居浜ライオンズ
クラブは松山ホストライオンズクラブ
のスポンサーにより１９６０年10月４
日に結成されまして本年度で結成６
０周年を迎える事になりました。
２０２０年11月14日㈯に「結成６０周

年記念大会」を行うと予定を立て、実現に向けて年
度当初より結成６０周年委員会の組織を立ち上げ準
備に励んでおりました。
　まずは会長と大会委員長の６０周年は６０名の会
員で迎えようという号令の下、会員会則委員会や会
員の努力が実り６１名の会員で迎える事が出来るよ
うになりました。
　これまで経験した事の無いコロナ禍による自粛ム
ードの昨今の状況で無事に開催出来るのだろうか、
という不安も皆有ったと思いますがこういう時だから
こそ最善を尽くし元気良く実行しなければ成らないと
いう気持ちで皆が一丸となって準備に励みました。
　あかがねミュージアムを会場に記念式典、記念事
業講演は全盲のヨットマン岩本光弘氏を迎え「絶望
を希望に変える生き方」をテーマに講演いただき、そ
の後ユアーズに場所を移し記念祝宴。
　それぞれの場所で受付時に御来場いただいた皆
様の体温を計らせていただき名簿に体温を記入。
何度も体温を計る事となり時間もかかり少し混雑し、
申し訳無い気持ちでありましたが流石、苦情も言わ

れる事なく私どもも気持ちよく受付が出来ました。
そして当クラブも含め約１５０名の規模で無事に盛
大に開催する事が出来ました。
　翌日は記念チャリティーゴルフ大会。私もお手伝い
をしようと午前7時には新居浜カントリに入ったので
すが既に担当のメンバーにより受付の準備が出来て
おりました。
前日も大変だったと思われ、頭の下がる思いでした。
皆がそれぞれ受けた役目の責任をきっちりと果たし、
大会を終える事が出来ました。皆、クタクタになるほど
疲れていたと思いますが誇らしく思います。
これを機に更に団結力が強まった気がします。
御参集、御協力いただいた皆様、誠に有難うござい
ました。

　

　私の趣味の一つに自転車があ
る。
元々は肥満対策の運動一環として
始めたものだった。
　十余年前、私の社長就任時に母
がブクブクの成人病の塊だった私

の身を案じお祝いを兼ねてプレゼントしてくれたのが
クロスバイク、誰かの「自転車って健康に良いらしい
よ」という言葉を間に受けた押し付けだった。
有難迷惑と少し乗っただけで放置していたがその
当時体重は三桁に達し、私の身体は悲鳴を上げて
いた。
　何度目かの痛風発症と同時に起こった不整脈、ギ
ックリ腰に命の危険と情け無さを痛感し、本格的に
取り組み出したダイエットの一環として自転車を漕ぎ
出した。
　他の運動はすぐ
に脚や腰を痛めて
ハードに出来なかっ
たが自転車はそのリ
スクは低かった。
そこでウォーキングと
併用して自転車に
乗り出したが自宅周
辺は坂ばかりで鍛え
れるが楽しさは少な
い。
　そこで友人の誘いでチャレンジしたのがサイクリス
トの聖地しまなみ海道。
初回はボロボロに敗退したが走りやすさや眺望はピ
カイチで何度もチャレンジしたくなる。
　そして年に一度は走りにいく様になった。
そのうちクロスバイクでは物足りなくなって来た、坂
で、直線で私を置き去りにしていく、そう、ロードバイ
ク、実はコレが悪魔との出会いだったのだが･･･
四年前に遂に購入したロードバイク、黄色い車体、
私はイエローマンティス、略してイエマン号と名付け
た、ブレーキの裏側にカマキリに卵を植え付けられた
のが由来だ。
　ロードバイクに切り
替えてから自転車へ
の傾倒は本格化して
いく。
　恒例しまなみだけ
では飽き足らず遂に
琵琶湖一周(ビワイチ
)にも挑戦した。
そして平均速度の向
上、ロードバイクは極

める程スピードが出る、ロードに乗り換えてからもす
ごいライダー達に置き去りにされる。
そんな自分に我慢出来ず加速の訓練をし出したが
大きな事故も起こすようになった。
　一度目はヘルメットがパックリ割れる転倒だったが
大きな外傷なし、二回目は野田垣生線でガードレー
ルに直撃、膝と肘に深い擦り傷、この時は家内にレス
キューを要請せざるを得ない状況でかなり厳しく注
意された。
　そして今年9月のシルバーウィーク、土居の峠を下
る際に路傍の雑草に気を取られ転倒、時速約30キ
ロでコンクリート塀に左肩から突っ込む事故。
すかさず駆け寄り救急車を呼んでくれた方に御礼も
言えぬまま気絶、今入院先の病室で左肩骨折で絶
対安静の状況でこの原稿を書いている。
　場合によっては死んでいたかも知れない大事故に
家内はイエマン号の廃棄を言い出した様だが今は
妹夫婦のガレージに匿ってもらっている。
全ては自業自得である、しかし私は自転車の素晴ら
しさを知ってしまった。
　お陰で体重も10キロ以上減量に成功もしたのだ。
退院後、いつ自転車に乗れる体にまで戻れるかも分
からないが、今度は無理をせず安全運転でイエマン
号と旅に出れる日を夢見ている。
　怪我してもやめる気持ちは全く無い、この歳になっ
て出来た私のこだわり、それが自転車である。

事故直後の自撮り

在籍30年以上の会員を表彰 地区ガバナー酒井公一挨拶
タイムカプセルを市内小中学校

28校へ寄贈

結成60周年記念　祝宴

結成60周年記念式典

また会う日まで斉唱
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■会長挨拶　伊藤嘉秀会長
■審議事項
１．2Ｒリーダーシップ研修会、第1回新会員オリエンテーショ
　ン登録料について
　10,000円(2,000円×5名)　11月28日(土)
２．第2回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 20,000円 (5,000円×4名) 12月5日(土)
３．１０月家族会決算報告について
４．１１月第二夜間例会予算案について
５．委員会開催時間変更について　
　・会員会則委員会
　１１月２３日（月･祝）→　２４日（火）１８：３０～ 事務局
■協議事項
ユアーズ閉館（令和３年２月末）に伴う例会場について
■報告事項
１．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
　出席者：伊藤嘉秀会長、土岐計一大会顧問、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、神野雄太青少年委員理事、金田智行青少年委
　員長、小野周平ビデオディレクター、L中田君江、L池田
　拳成
２．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
　参加者：L伊藤嘉秀、L古川貴章、L後藤達也、L大上幸
　雄、L能瀬伸一、L土岐計一、L永易明洋、L河端信人、
　L有富正治、L真鍋憲夫、L福山宏、L山下邦俊、L松浦
　一雄、L鈴木雅志、L佐伯澄男、L伊藤龍一、L金田智
　行、L中田君江、L神野雄太、L青野泰介、L塩見秀晴、
　L徳村明、L近藤充徳、L藤縄洲二、L高木泰斉、L高橋

　在錫、L石川敏則、L岡村真里哉、L鴛田宗司、L田村
　征夫、L土岐敏勝、L村上順一郎　　３２名
３．１１月１４日（土）結成６０周年記念式典･記念講演･祝宴
　あかがねミュージアム・ユアーズ
　１１月１５日（日）結成６０周年記念ゴルフ大会　　　　
　　新居浜カントリー倶楽部
４．新居浜ひうちライオンズクラブ結成２５周年記念式典
　・記念ゴルフ大会　令和３年 ３月２０日（土）
　・記念式典・祝宴　 令和３年 ３月２１日（日）
　　※全員登録になっております。
　第３期会費で登録料１０，０００円を引落とさせていただ
　きます。
■委員会報告
　（運営委員会）会員会則委員会、出席大会委員会、計
画財務委員会、ＭＣ広報委員会
（事業委員会）青少年委員会、保健福祉委員会、環境保
全委員
■結成６０周年実行委員会
　＜Next Stage 未来に向かってウィサーブ＞
１．大会委員長あいさつ
２．討議事項　
　各委員会の役割進捗状況
　＜出席大会委員会＞
　 済・９月１６日に案内送付１０月１５日締切　　　　
　 済・式典、記念講演は２Ｒ内各クラブ３名に案内
　 済・祝宴、チャリティーゴルフは多くの方の登録をお願い
　する
　済・大会の案内状　来賓・キャビネット・２Ｒ・１Ｚ
　済・参加人数の想定　式典・講演会・祝賀会・ゴルフ（別
　紙参照）
　発注済・記念品、記念品いれ手下げ袋
       記念品(蛭子堂,近藤製菓)1,880円/人

　　手提げ袋　70,000円
　　発注済・来賓リスト、リボン、名札、席表
 ＜計画財務委員会＞　
 　済・記念式典プログラム次第　別紙参照
　 ・式典関係役割、準備等　
＜ ＭＣ広報委員会＞　
　発注済・記念誌２００冊作成　  550,000円
　済・個人写真撮影　９月第一例会、第二例会　　
　発注済・１１月１４日大会当日記録写真  50,000円
　済・記念誌挨拶文章のお願い発送リスト
＜ 青少年委員会＞　
　済・市内小中学校28校へタイムカプセル寄贈
　　タイムカプセル1,500,000円
　　標柱  　 169,400円
 済・記念チャリティーゴルフ大会記念品
　　　ゴルフマーカー　　136,400円
　済・安藤京佳女子プロとニアピン対決　  30,000円
＜ 保健福祉委員会＞　　　
　済・記念講演会次第 　 別紙参照　 　700,000円
　　・講師を松山空港お迎え担当者・車

　　　送迎タクシー　　80,840円
　11/13(金)　羽田空港発 9：40　　松山空港着11：15
　　　　　　お迎え：古川直前会長
　・講師をお見送り担当・車
　11/15(日)　松山空港発9：45
   　　         お見送り：担当委員会（保健福祉委員会）
　済・講師をお見送り担当・車
　済・花束、お土産　　花束　　5,000円
＜ 環境保全委員会＞　
　 ・記念祝宴次第　　　別紙参照
　済・ウェルカム　えひめ学園和太鼓    　20,000円
　済・余興フラメンコ        150,000円
　済・試食会
＜その他＞　
　済・SANTA　ANAライオンズクラブとの交渉について
　記念誌祝辞　ビデオメッセージ
　発注済・各種看板について     　198,000円
　発注済・照明　　　44,000円
３．その他
４．大会顧問講評

　11月15日、新居浜ライオンズクラ
ブ60周年記念チャリティゴルフ大
会が開催されました。
通例ゴルフの後で記念式典をして
いたのですが、今回新たな試みで
前後入れ替えました。

　少し暖かく最高のコンディションで秋晴れのもと、
前日まで少し肌寒く感じていたのですが、コロナ騒
動の中出場者にマスク着用、入口での自動検温、手
指の消毒後入場という不便をお掛けしたにもかかわ
らず、東予地区108名、29組も出席して頂きました。
　今回のメインイベントは新居浜出身の女子プロゴ
ルファー安藤京佳プロと、NO17番ショートコースで
のニアピン対決。
　勝った人にはサイン入りゴルフボール進呈、負け
た人にはチャリティをお願いしました。
又午前中アウトNO8.インNO12番コースにてワンオ
ンしなかった人にチャリティお願いし、多くの浄財が
集まり新居浜市交通安全協会に寄附致しました。

ご協力に感謝いたします。
　成績は、優勝今治ライオンズクラブの崎山ライ

オン、60
周年記念賞は新居浜ひうちライオンズクラブの戒田
ライ
オンが獲得。又我がクラブは3位村上博昭ライ

オン、4位宇野
博文ライ

オン、7位河端信人ライ
オンが入賞しました。

同時に我がクラブの月例ゴルフも行い青野泰介ゴル
フ部会長が優勝しました。
最後になりましたが、当日何のトラブルもなく無事終
了でき皆様に感謝しております。本当にありがとうご
ざいました。

60 周年記念ゴルフ大会に参加して
青少年委員会理事　神 野  雄 太　　　日付：令和 2年 11 月 15 日（日）　場所：新居浜カントリー倶楽部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

　その講演は岩本氏が幼いころ光を失
なった事、ヨットと出会い太平洋横断を試
み失敗したこと、二度目の太平洋横断に
挑戦からはドキュメント映像でサンディエ
ゴ出発から日本到着までを上映されまし
た。
　その後、岩本光弘氏が登壇され「絶望
を希望に変える生き方」が始まりました。
　幼い頃野球をしていてエラーが多くなりはじめ、バ
ットにボールが当たらなくなり「何故なんだろう」そし
て普段の生活面でも支障が出始め、ついに光を失
った。最初の絶望を迎え母親に「何故俺を生んだの
か」と強烈な言葉を浴びせる。
　ある日夢の中で「目が見えなくなったのには意味
があるんだよ。逃げるな！」光を取り戻すことは出来な
くても、何にでも挑戦できる事に気づかされる。
　39歳の時にヨットと出会いその魅力にはまった。
そこで我々が思いもよらない「太平洋横断に挑戦」
が出てくるところが岩本氏の凄さです。
　テレビキャスター辛坊氏との挑戦は嵐の中、鯨と
の衝突で失敗。嵐の中での救助は海上自衛隊の飛
行艇が3度目の試みでようやく無事救助となったもの
の、次の日から強烈なバッシングに遭うことになり、こ
れが人生2度目の絶望と感じたそうです。
　「失敗したのには意味がある」と言い聞かせ、トラ
イアスロンなどに挑戦し、体力を付け、再度太平洋
横断に挑戦の行動に出る。
　3人のヨットマンが同行に名乗りを上げた。しかし
岩本氏はヨットマンなら自身は乗せてもらっているだ
けだ。と断り、目は見えるがヨットのスキルの無いダグ
ラス・スミス氏を選んだ。
　それから2年の準備期間を経て2019年2月24日
サンディエゴを大勢のドリーム・サポーターに見送ら
れ、ドリーム・ウィーバー号で日本へ向け出発。
　途中全く風がなくなりエンジンで航行したり4時間
交代のシフトでヨットを24時間操縦には二人の間に
何度かの衝突があった様子が映像で紹介されてい

ました。ハワイ沖を通り、3月27日には日付
変更線を通過。日本近海に近づき始める
頃には低気圧に遭遇、思うコースが取れ
なくなるも予定の1日遅れの4月20日無事
福島県いわき市小名浜港に到着。
大勢のドリームサポーターに迎えられた中
で母親に舫いロープを取ってもらい「何
故俺を生んだのか」と罵声を浴びせたこ

とへの償いとしたかったと声を大きくしました。
「本当に本当に大変でした。もう暫くはヨットに乗りま
せん。」世界初のブラインドセーリング無寄港太平洋
横断の快挙を達成した直後の正直な岩本氏の言
葉で13,000km  55日間の旅は終わりました。
　岩本氏が仰ってたことに、夢を持って進もうとして
いる人に「危ないからやめた方が良いよ。出来ない
よ」ではなく「面白いね、協力するよ、こうやれば良い
よ」のドリーム・サポーターに皆さんなって下さい。
　失敗したからこ
そ新たな挑戦がで
きる。「失敗には意
味がある」絶望を
希望に変える事が
出来る。
なるほどなあ人生
何事も前向きにと
感じさせられた講
演でした。

岩本 光弘氏  「絶望を希望に変える生き方」
MC広報委員会　山 下  邦 俊　　　　　日付：令和 2年 11 月 14 日（土）　場所：あかがねミュージアム
　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

ブラインドセーラー　    60 周年記念講演
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■会長挨拶　伊藤嘉秀会長
■審議事項
１．2Ｒリーダーシップ研修会、第1回新会員オリエンテーショ
　ン登録料について
　10,000円(2,000円×5名)　11月28日(土)
２．第2回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 20,000円 (5,000円×4名) 12月5日(土)
３．１０月家族会決算報告について
４．１１月第二夜間例会予算案について
５．委員会開催時間変更について　
　・会員会則委員会
　１１月２３日（月･祝）→　２４日（火）１８：３０～ 事務局
■協議事項
ユアーズ閉館（令和３年２月末）に伴う例会場について
■報告事項
１．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
　出席者：伊藤嘉秀会長、土岐計一大会顧問、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、神野雄太青少年委員理事、金田智行青少年委
　員長、小野周平ビデオディレクター、L中田君江、L池田
　拳成
２．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
　参加者：L伊藤嘉秀、L古川貴章、L後藤達也、L大上幸
　雄、L能瀬伸一、L土岐計一、L永易明洋、L河端信人、
　L有富正治、L真鍋憲夫、L福山宏、L山下邦俊、L松浦
　一雄、L鈴木雅志、L佐伯澄男、L伊藤龍一、L金田智
　行、L中田君江、L神野雄太、L青野泰介、L塩見秀晴、
　L徳村明、L近藤充徳、L藤縄洲二、L高木泰斉、L高橋

　在錫、L石川敏則、L岡村真里哉、L鴛田宗司、L田村
　征夫、L土岐敏勝、L村上順一郎　　３２名
３．１１月１４日（土）結成６０周年記念式典･記念講演･祝宴
　あかがねミュージアム・ユアーズ
　１１月１５日（日）結成６０周年記念ゴルフ大会　　　　
　　新居浜カントリー倶楽部
４．新居浜ひうちライオンズクラブ結成２５周年記念式典
　・記念ゴルフ大会　令和３年 ３月２０日（土）
　・記念式典・祝宴　 令和３年 ３月２１日（日）
　　※全員登録になっております。
　第３期会費で登録料１０，０００円を引落とさせていただ
　きます。
■委員会報告
　（運営委員会）会員会則委員会、出席大会委員会、計
画財務委員会、ＭＣ広報委員会
（事業委員会）青少年委員会、保健福祉委員会、環境保
全委員
■結成６０周年実行委員会
　＜Next Stage 未来に向かってウィサーブ＞
１．大会委員長あいさつ
２．討議事項　
　各委員会の役割進捗状況
　＜出席大会委員会＞
　 済・９月１６日に案内送付１０月１５日締切　　　　
　 済・式典、記念講演は２Ｒ内各クラブ３名に案内
　 済・祝宴、チャリティーゴルフは多くの方の登録をお願い
　する
　済・大会の案内状　来賓・キャビネット・２Ｒ・１Ｚ
　済・参加人数の想定　式典・講演会・祝賀会・ゴルフ（別
　紙参照）
　発注済・記念品、記念品いれ手下げ袋
       記念品(蛭子堂,近藤製菓)1,880円/人

　　手提げ袋　70,000円
　　発注済・来賓リスト、リボン、名札、席表
 ＜計画財務委員会＞　
 　済・記念式典プログラム次第　別紙参照
　 ・式典関係役割、準備等　
＜ ＭＣ広報委員会＞　
　発注済・記念誌２００冊作成　  550,000円
　済・個人写真撮影　９月第一例会、第二例会　　
　発注済・１１月１４日大会当日記録写真  50,000円
　済・記念誌挨拶文章のお願い発送リスト
＜ 青少年委員会＞　
　済・市内小中学校28校へタイムカプセル寄贈
　　タイムカプセル1,500,000円
　　標柱  　 169,400円
 済・記念チャリティーゴルフ大会記念品
　　　ゴルフマーカー　　136,400円
　済・安藤京佳女子プロとニアピン対決　  30,000円
＜ 保健福祉委員会＞　　　
　済・記念講演会次第 　 別紙参照　 　700,000円
　　・講師を松山空港お迎え担当者・車

　　　送迎タクシー　　80,840円
　11/13(金)　羽田空港発 9：40　　松山空港着11：15
　　　　　　お迎え：古川直前会長
　・講師をお見送り担当・車
　11/15(日)　松山空港発9：45
   　　         お見送り：担当委員会（保健福祉委員会）
　済・講師をお見送り担当・車
　済・花束、お土産　　花束　　5,000円
＜ 環境保全委員会＞　
　 ・記念祝宴次第　　　別紙参照
　済・ウェルカム　えひめ学園和太鼓    　20,000円
　済・余興フラメンコ        150,000円
　済・試食会
＜その他＞　
　済・SANTA　ANAライオンズクラブとの交渉について
　記念誌祝辞　ビデオメッセージ
　発注済・各種看板について     　198,000円
　発注済・照明　　　44,000円
３．その他
４．大会顧問講評

　11月15日、新居浜ライオンズクラ
ブ60周年記念チャリティゴルフ大
会が開催されました。
通例ゴルフの後で記念式典をして
いたのですが、今回新たな試みで
前後入れ替えました。

　少し暖かく最高のコンディションで秋晴れのもと、
前日まで少し肌寒く感じていたのですが、コロナ騒
動の中出場者にマスク着用、入口での自動検温、手
指の消毒後入場という不便をお掛けしたにもかかわ
らず、東予地区108名、29組も出席して頂きました。
　今回のメインイベントは新居浜出身の女子プロゴ
ルファー安藤京佳プロと、NO17番ショートコースで
のニアピン対決。
　勝った人にはサイン入りゴルフボール進呈、負け
た人にはチャリティをお願いしました。
又午前中アウトNO8.インNO12番コースにてワンオ
ンしなかった人にチャリティお願いし、多くの浄財が
集まり新居浜市交通安全協会に寄附致しました。

ご協力に感謝いたします。
　成績は、優勝今治ライオンズクラブの崎山ライ

オン、60
周年記念賞は新居浜ひうちライオンズクラブの戒田
ライ
オンが獲得。又我がクラブは3位村上博昭ライ

オン、4位宇野
博文ライ

オン、7位河端信人ライ
オンが入賞しました。

同時に我がクラブの月例ゴルフも行い青野泰介ゴル
フ部会長が優勝しました。
最後になりましたが、当日何のトラブルもなく無事終
了でき皆様に感謝しております。本当にありがとうご
ざいました。

60 周年記念ゴルフ大会に参加して
青少年委員会理事　神 野  雄 太　　　日付：令和 2年 11 月 15 日（日）　場所：新居浜カントリー倶楽部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

　その講演は岩本氏が幼いころ光を失
なった事、ヨットと出会い太平洋横断を試
み失敗したこと、二度目の太平洋横断に
挑戦からはドキュメント映像でサンディエ
ゴ出発から日本到着までを上映されまし
た。
　その後、岩本光弘氏が登壇され「絶望
を希望に変える生き方」が始まりました。
　幼い頃野球をしていてエラーが多くなりはじめ、バ
ットにボールが当たらなくなり「何故なんだろう」そし
て普段の生活面でも支障が出始め、ついに光を失
った。最初の絶望を迎え母親に「何故俺を生んだの
か」と強烈な言葉を浴びせる。
　ある日夢の中で「目が見えなくなったのには意味
があるんだよ。逃げるな！」光を取り戻すことは出来な
くても、何にでも挑戦できる事に気づかされる。
　39歳の時にヨットと出会いその魅力にはまった。
そこで我々が思いもよらない「太平洋横断に挑戦」
が出てくるところが岩本氏の凄さです。
　テレビキャスター辛坊氏との挑戦は嵐の中、鯨と
の衝突で失敗。嵐の中での救助は海上自衛隊の飛
行艇が3度目の試みでようやく無事救助となったもの
の、次の日から強烈なバッシングに遭うことになり、こ
れが人生2度目の絶望と感じたそうです。
　「失敗したのには意味がある」と言い聞かせ、トラ
イアスロンなどに挑戦し、体力を付け、再度太平洋
横断に挑戦の行動に出る。
　3人のヨットマンが同行に名乗りを上げた。しかし
岩本氏はヨットマンなら自身は乗せてもらっているだ
けだ。と断り、目は見えるがヨットのスキルの無いダグ
ラス・スミス氏を選んだ。
　それから2年の準備期間を経て2019年2月24日
サンディエゴを大勢のドリーム・サポーターに見送ら
れ、ドリーム・ウィーバー号で日本へ向け出発。
　途中全く風がなくなりエンジンで航行したり4時間
交代のシフトでヨットを24時間操縦には二人の間に
何度かの衝突があった様子が映像で紹介されてい

ました。ハワイ沖を通り、3月27日には日付
変更線を通過。日本近海に近づき始める
頃には低気圧に遭遇、思うコースが取れ
なくなるも予定の1日遅れの4月20日無事
福島県いわき市小名浜港に到着。
大勢のドリームサポーターに迎えられた中
で母親に舫いロープを取ってもらい「何
故俺を生んだのか」と罵声を浴びせたこ

とへの償いとしたかったと声を大きくしました。
「本当に本当に大変でした。もう暫くはヨットに乗りま
せん。」世界初のブラインドセーリング無寄港太平洋
横断の快挙を達成した直後の正直な岩本氏の言
葉で13,000km  55日間の旅は終わりました。
　岩本氏が仰ってたことに、夢を持って進もうとして
いる人に「危ないからやめた方が良いよ。出来ない
よ」ではなく「面白いね、協力するよ、こうやれば良い
よ」のドリーム・サポーターに皆さんなって下さい。
　失敗したからこ
そ新たな挑戦がで
きる。「失敗には意
味がある」絶望を
希望に変える事が
出来る。
なるほどなあ人生
何事も前向きにと
感じさせられた講
演でした。

岩本 光弘氏  「絶望を希望に変える生き方」
MC広報委員会　山 下  邦 俊　　　　　日付：令和 2年 11 月 14 日（土）　場所：あかがねミュージアム
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60 周年記念大会を盛大に開催できました
MC広報委員長　福  山  　宏　　　　日付：令和 2年 11 月 14 日（土）　場所：あかがねミュージアム　
　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

「私のこだわり」

　私の所属する新居浜ライオンズ
クラブは松山ホストライオンズクラブ
のスポンサーにより１９６０年10月４
日に結成されまして本年度で結成６
０周年を迎える事になりました。
２０２０年11月14日㈯に「結成６０周

年記念大会」を行うと予定を立て、実現に向けて年
度当初より結成６０周年委員会の組織を立ち上げ準
備に励んでおりました。
　まずは会長と大会委員長の６０周年は６０名の会
員で迎えようという号令の下、会員会則委員会や会
員の努力が実り６１名の会員で迎える事が出来るよ
うになりました。
　これまで経験した事の無いコロナ禍による自粛ム
ードの昨今の状況で無事に開催出来るのだろうか、
という不安も皆有ったと思いますがこういう時だから
こそ最善を尽くし元気良く実行しなければ成らないと
いう気持ちで皆が一丸となって準備に励みました。
　あかがねミュージアムを会場に記念式典、記念事
業講演は全盲のヨットマン岩本光弘氏を迎え「絶望
を希望に変える生き方」をテーマに講演いただき、そ
の後ユアーズに場所を移し記念祝宴。
　それぞれの場所で受付時に御来場いただいた皆
様の体温を計らせていただき名簿に体温を記入。
何度も体温を計る事となり時間もかかり少し混雑し、
申し訳無い気持ちでありましたが流石、苦情も言わ

れる事なく私どもも気持ちよく受付が出来ました。
そして当クラブも含め約１５０名の規模で無事に盛
大に開催する事が出来ました。
　翌日は記念チャリティーゴルフ大会。私もお手伝い
をしようと午前7時には新居浜カントリに入ったので
すが既に担当のメンバーにより受付の準備が出来て
おりました。
前日も大変だったと思われ、頭の下がる思いでした。
皆がそれぞれ受けた役目の責任をきっちりと果たし、
大会を終える事が出来ました。皆、クタクタになるほど
疲れていたと思いますが誇らしく思います。
これを機に更に団結力が強まった気がします。
御参集、御協力いただいた皆様、誠に有難うござい
ました。

　

　私の趣味の一つに自転車があ
る。
元々は肥満対策の運動一環として
始めたものだった。
　十余年前、私の社長就任時に母
がブクブクの成人病の塊だった私

の身を案じお祝いを兼ねてプレゼントしてくれたのが
クロスバイク、誰かの「自転車って健康に良いらしい
よ」という言葉を間に受けた押し付けだった。
有難迷惑と少し乗っただけで放置していたがその
当時体重は三桁に達し、私の身体は悲鳴を上げて
いた。
　何度目かの痛風発症と同時に起こった不整脈、ギ
ックリ腰に命の危険と情け無さを痛感し、本格的に
取り組み出したダイエットの一環として自転車を漕ぎ
出した。
　他の運動はすぐ
に脚や腰を痛めて
ハードに出来なかっ
たが自転車はそのリ
スクは低かった。
そこでウォーキングと
併用して自転車に
乗り出したが自宅周
辺は坂ばかりで鍛え
れるが楽しさは少な
い。
　そこで友人の誘いでチャレンジしたのがサイクリス
トの聖地しまなみ海道。
初回はボロボロに敗退したが走りやすさや眺望はピ
カイチで何度もチャレンジしたくなる。
　そして年に一度は走りにいく様になった。
そのうちクロスバイクでは物足りなくなって来た、坂
で、直線で私を置き去りにしていく、そう、ロードバイ
ク、実はコレが悪魔との出会いだったのだが･･･
四年前に遂に購入したロードバイク、黄色い車体、
私はイエローマンティス、略してイエマン号と名付け
た、ブレーキの裏側にカマキリに卵を植え付けられた
のが由来だ。
　ロードバイクに切り
替えてから自転車へ
の傾倒は本格化して
いく。
　恒例しまなみだけ
では飽き足らず遂に
琵琶湖一周(ビワイチ
)にも挑戦した。
そして平均速度の向
上、ロードバイクは極

める程スピードが出る、ロードに乗り換えてからもす
ごいライダー達に置き去りにされる。
そんな自分に我慢出来ず加速の訓練をし出したが
大きな事故も起こすようになった。
　一度目はヘルメットがパックリ割れる転倒だったが
大きな外傷なし、二回目は野田垣生線でガードレー
ルに直撃、膝と肘に深い擦り傷、この時は家内にレス
キューを要請せざるを得ない状況でかなり厳しく注
意された。
　そして今年9月のシルバーウィーク、土居の峠を下
る際に路傍の雑草に気を取られ転倒、時速約30キ
ロでコンクリート塀に左肩から突っ込む事故。
すかさず駆け寄り救急車を呼んでくれた方に御礼も
言えぬまま気絶、今入院先の病室で左肩骨折で絶
対安静の状況でこの原稿を書いている。
　場合によっては死んでいたかも知れない大事故に
家内はイエマン号の廃棄を言い出した様だが今は
妹夫婦のガレージに匿ってもらっている。
全ては自業自得である、しかし私は自転車の素晴ら
しさを知ってしまった。
　お陰で体重も10キロ以上減量に成功もしたのだ。
退院後、いつ自転車に乗れる体にまで戻れるかも分
からないが、今度は無理をせず安全運転でイエマン
号と旅に出れる日を夢見ている。
　怪我してもやめる気持ちは全く無い、この歳になっ
て出来た私のこだわり、それが自転車である。

事故直後の自撮り

在籍30年以上の会員を表彰 地区ガバナー酒井公一挨拶
タイムカプセルを市内小中学校

28校へ寄贈

結成60周年記念　祝宴

結成60周年記念式典

また会う日まで斉唱
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Niihama Lions Club

第1443回  11 月第一例会
11月 14日（土）12:00～ あかがねミュージアム

第1444回  11 月第二例会
夜間例会

11月 25日（水）18:00～ ユアーズ

■開会ゴング
■会長挨拶　伊藤嘉秀会長
■審議事項
１．2Ｒリーダーシップ研修会、第1回新会員オリエンテーション登録
　料について　10,000円(2,000円×5名)　11月28日(土)
２．第2回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 20,000円 (5,000円×4名)12月5日(土)
３．１０月家族会決算報告について
４．１１月第二夜間例会予算案について
５．委員会開催時間変更について　
　・会員会則委員会
　　１１月２３日（月･祝）→　２４日（火）１８：３０～ 事務局
■協議事項
　ユアーズ閉館（令和３年２月末）に伴う例会場について
■幹事報告
・報告事項
１．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～ 合同防災庁舎
　出席者：伊藤嘉秀会長、土岐計一大会顧問、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
　雄太青少年委員理事、金田智行青少年委員長、小野周平ビ
　デオディレクター、L中田君江、L池田拳成
２．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
　参加者：L伊藤嘉秀、L古川貴章、L後藤達也、L大上幸雄、L
　能瀬伸一、L土岐計一、L永易明洋、L河端信人、L有富正治、

　L真鍋憲夫、L福山宏、L山下邦俊、L松浦一雄、L鈴木雅志、
　L佐伯澄男、L伊藤龍一、L金田智行、L中田君江、L神野雄太、
　L青野泰介、L塩見秀晴、L徳村明、L近藤充徳、L藤縄洲二、
　L高木泰斉、L高橋在錫、L石川敏則、L岡村真里哉、L鴛田
　宗司、L田村征夫、L土岐敏勝、L村上順一郎　３２名
３．１１月１４日（土）結成６０周年記念式典･記念講演･祝宴
　　あかがねミュージアム・ユアーズ
　１１月１５日（日）結成６０周年記念ゴルフ大会
　　新居浜カントリー倶楽部
４．新居浜ひうちライオンズクラブ結成２５周年記念式典
　・記念ゴルフ大会　令和 ３年 ３月２０日（土）
　・記念式典・祝宴　 令和 ３年 ３月２１日（日）
　　※全員登録になっております。
　第３期会費で登録料１０，０００円を引落とさせていただきます。
■委員会報告
　計画財務委員会　年末商戦について
■出席報告
　会員数６１名、出席６０名、欠席１名、出席率98.5％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥113,000
■閉会ゴング
■新居浜ライオンズクラブ結成60周年記念大会
　記念式典　14:00～　あかがねミュージアム
　記念講演　15:30～　講師：岩本光弘氏「絶望を希望に変え
　　　　　　　　　　る生き方」　あかがねミュージアム
　記念祝宴　18:00～　ユアーズ

■開会ゴング
■ライオンズの誓い唱和　
　岡村真里哉ライ

オン

■会長挨拶　伊藤嘉秀会長
■審議事項
　なし

■協議事項
　ユアーズ閉館（令和３年２月末）に伴う例会場について
■幹事報告
・報告事項
１．１１月１４日（土）結成６０周年記念式典･記念講演･祝宴
　　あかがねミュージアム、ユアーズ
　出席者：※式典 １２５名、※記念講演１５２名、※祝宴 １５８名
　１１月１５日（日）結成６０周年記念ゴルフ大会
　　新居浜カントリー倶楽部　参加者：１０６名

２．GMT･FWT研修会
　１１月１５日（日）１３：００～　高知市 三翠園
　出席者：鈴木雅志会員会則理事
３．１１月２８日（土）１４：１５～　商工会館
　・２Ｒ第１回新会員オリエンテーション
　受講者：L今村　忍、L鴛田宗司、L池田拳成
　引率者：鈴木雅志会員会則理事
　・２Ｒリーダーシップ研修会　
　出席者：青野泰介副幹事
４．ライオンズクエスト「ライフスキル教育」プログラム愛媛セミナー
　１１月２８日（土）　松山市総合コミュニティセンター
　出席者：金田智行青少年委員長
５．第２回地区ガバナー諮問委員会、ゾーンレベル会員委員会
　１２月５日（土）１７：００～　グラッツェふじ
　出席者：伊藤嘉秀会長、新田久司第一副会長、大上幸雄幹

　事、鈴木雅志会員会則理事
６．第６７回ライオンズクラブ国際協会３３６－Ａ地区年次大会　
　４月１０日（土）記念ゴルフ大会
　　土佐カントリークラブ、kochi黒潮カントリークラブ
　４月１１日（日）年次大会　高知県立県民文化ホール
　※後日予備登録のご案内をいたします。
■マイルストーン・シェブロン・アワード受賞
　10年：宇野博文ライ

オン　15年：村上博昭ライ
オン　20年：石川敏則ライ

オン

　25年：真鍋憲夫ライ
オン有富正治ライ

オン近藤盛文ライ
オン

　35年：田村征夫ライ
オン　55年：妹尾光章ライ

オン

■会員キー賞　神野雄太ライ
オン

■委員会報告
　計画財務委員会
　　本日の夜間例会について、年末商戦ご協力お願い
■出席報告
　会員数６４名、出席５０名、欠席１１名、出席率82.0％
■テールツイスター・タイム
　ドネーション　￥101,000
■閉会ゴング
■懇親会
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会長スローガン「Our service survives.」

■会長挨拶　伊藤嘉秀会長
■審議事項
１．2Ｒリーダーシップ研修会、第1回新会員オリエンテーショ
　ン登録料について
　10,000円(2,000円×5名)　11月28日(土)
２．第2回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 20,000円 (5,000円×4名) 12月5日(土)
３．１０月家族会決算報告について
４．１１月第二夜間例会予算案について
５．委員会開催時間変更について　
　・会員会則委員会
　１１月２３日（月･祝）→　２４日（火）１８：３０～ 事務局
■協議事項
ユアーズ閉館（令和３年２月末）に伴う例会場について
■報告事項
１．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
　出席者：伊藤嘉秀会長、土岐計一大会顧問、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、神野雄太青少年委員理事、金田智行青少年委
　員長、小野周平ビデオディレクター、L中田君江、L池田
　拳成
２．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
　参加者：L伊藤嘉秀、L古川貴章、L後藤達也、L大上幸
　雄、L能瀬伸一、L土岐計一、L永易明洋、L河端信人、
　L有富正治、L真鍋憲夫、L福山宏、L山下邦俊、L松浦
　一雄、L鈴木雅志、L佐伯澄男、L伊藤龍一、L金田智
　行、L中田君江、L神野雄太、L青野泰介、L塩見秀晴、
　L徳村明、L近藤充徳、L藤縄洲二、L高木泰斉、L高橋

　在錫、L石川敏則、L岡村真里哉、L鴛田宗司、L田村
　征夫、L土岐敏勝、L村上順一郎　　３２名
３．１１月１４日（土）結成６０周年記念式典･記念講演･祝宴
　あかがねミュージアム・ユアーズ
　１１月１５日（日）結成６０周年記念ゴルフ大会　　　　
　　新居浜カントリー倶楽部
４．新居浜ひうちライオンズクラブ結成２５周年記念式典
　・記念ゴルフ大会　令和３年 ３月２０日（土）
　・記念式典・祝宴　 令和３年 ３月２１日（日）
　　※全員登録になっております。
　第３期会費で登録料１０，０００円を引落とさせていただ
　きます。
■委員会報告
　（運営委員会）会員会則委員会、出席大会委員会、計
画財務委員会、ＭＣ広報委員会
（事業委員会）青少年委員会、保健福祉委員会、環境保
全委員
■結成６０周年実行委員会
　＜Next Stage 未来に向かってウィサーブ＞
１．大会委員長あいさつ
２．討議事項　
　各委員会の役割進捗状況
　＜出席大会委員会＞
　 済・９月１６日に案内送付１０月１５日締切　　　　
　 済・式典、記念講演は２Ｒ内各クラブ３名に案内
　 済・祝宴、チャリティーゴルフは多くの方の登録をお願い
　する
　済・大会の案内状　来賓・キャビネット・２Ｒ・１Ｚ
　済・参加人数の想定　式典・講演会・祝賀会・ゴルフ（別
　紙参照）
　発注済・記念品、記念品いれ手下げ袋
       記念品(蛭子堂,近藤製菓)1,880円/人

　　手提げ袋　70,000円
　　発注済・来賓リスト、リボン、名札、席表
 ＜計画財務委員会＞　
 　済・記念式典プログラム次第　別紙参照
　 ・式典関係役割、準備等　
＜ ＭＣ広報委員会＞　
　発注済・記念誌２００冊作成　  550,000円
　済・個人写真撮影　９月第一例会、第二例会　　
　発注済・１１月１４日大会当日記録写真  50,000円
　済・記念誌挨拶文章のお願い発送リスト
＜ 青少年委員会＞　
　済・市内小中学校28校へタイムカプセル寄贈
　　タイムカプセル1,500,000円
　　標柱  　 169,400円
 済・記念チャリティーゴルフ大会記念品
　　　ゴルフマーカー　　136,400円
　済・安藤京佳女子プロとニアピン対決　  30,000円
＜ 保健福祉委員会＞　　　
　済・記念講演会次第 　 別紙参照　 　700,000円
　　・講師を松山空港お迎え担当者・車

　　　送迎タクシー　　80,840円
　11/13(金)　羽田空港発 9：40　　松山空港着11：15
　　　　　　お迎え：古川直前会長
　・講師をお見送り担当・車
　11/15(日)　松山空港発9：45
   　　         お見送り：担当委員会（保健福祉委員会）
　済・講師をお見送り担当・車
　済・花束、お土産　　花束　　5,000円
＜ 環境保全委員会＞　
　 ・記念祝宴次第　　　別紙参照
　済・ウェルカム　えひめ学園和太鼓    　20,000円
　済・余興フラメンコ        150,000円
　済・試食会
＜その他＞　
　済・SANTA　ANAライオンズクラブとの交渉について
　記念誌祝辞　ビデオメッセージ
　発注済・各種看板について     　198,000円
　発注済・照明　　　44,000円
３．その他
４．大会顧問講評

11 月理事・委員長会
60 周年実行委員会

11月 6日（月）18:30～ 商工会館3F

■開会ゴング
■ライオンズの誓い唱和　
　岡村真里哉ライ

オン

■会長挨拶　伊藤嘉秀会長
■審議事項
　なし

■協議事項
　ユアーズ閉館（令和３年２月末）に伴う例会場について
■幹事報告
・報告事項
１．１１月１４日（土）結成６０周年記念式典･記念講演･祝宴
　　あかがねミュージアム、ユアーズ
　出席者：※式典 １２５名、※記念講演１５２名、※祝宴 １５８名
　１１月１５日（日）結成６０周年記念ゴルフ大会
　　新居浜カントリー倶楽部　参加者：１０６名

２．GMT･FWT研修会
　１１月１５日（日）１３：００～　高知市 三翠園
　出席者：鈴木雅志会員会則理事
３．１１月２８日（土）１４：１５～　商工会館
　・２Ｒ第１回新会員オリエンテーション
　受講者：L今村　忍、L鴛田宗司、L池田拳成
　引率者：鈴木雅志会員会則理事
　・２Ｒリーダーシップ研修会　
　出席者：青野泰介副幹事
４．ライオンズクエスト「ライフスキル教育」プログラム愛媛セミナー
　１１月２８日（土）　松山市総合コミュニティセンター
　出席者：金田智行青少年委員長
５．第２回地区ガバナー諮問委員会、ゾーンレベル会員委員会
　１２月５日（土）１７：００～　グラッツェふじ
　出席者：伊藤嘉秀会長、新田久司第一副会長、大上幸雄幹

　事、鈴木雅志会員会則理事
６．第６７回ライオンズクラブ国際協会３３６－Ａ地区年次大会　
　４月１０日（土）記念ゴルフ大会
　　土佐カントリークラブ、kochi黒潮カントリークラブ
　４月１１日（日）年次大会　高知県立県民文化ホール
　※後日予備登録のご案内をいたします。
■マイルストーン・シェブロン・アワード受賞
　10年：宇野博文ライ

オン　15年：村上博昭ライ
オン　20年：石川敏則ライ

オン

　25年：真鍋憲夫ライ
オン有富正治ライ

オン近藤盛文ライ
オン

　35年：田村征夫ライ
オン　55年：妹尾光章ライ

オン

■会員キー賞　神野雄太ライ
オン

■委員会報告
　計画財務委員会
　　本日の夜間例会について、年末商戦ご協力お願い
■出席報告
　会員数６４名、出席５０名、欠席１１名、出席率82.0％
■テールツイスター・タイム
　ドネーション　￥101,000
■閉会ゴング
■懇親会
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BIRTHDAY &  MARRIAGE

12月 誕生日おめでとうございます
　天野　淳、藤縄洲二、篠原大蔵
12 月 結婚記念日おめでとうございます
　加藤久博、白石誠一、続木　剛

ゾーン・地区・国際協会の動きゾーン・地区・国際協会の動き

第 2回ガバナー諮問委員会・ゾーンレベル会員委員会
　１２月　５日（土）17:00 ～　グラッツェふじ　

行  事  予  定

会長スローガン「Our service survives.」

タイムカプセル寄贈式に参加して
青少年委員長　金 田  智 行　　　　日付：令和 2年 11 月 4 日（水）　場所：新居浜市消防防災合同庁舎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

タイムカプセル寄贈式に参加して

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

■会長挨拶　伊藤嘉秀会長
■審議事項
１．2Ｒリーダーシップ研修会、第1回新会員オリエンテーショ
　ン登録料について
　10,000円(2,000円×5名)　11月28日(土)
２．第2回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 20,000円 (5,000円×4名) 12月5日(土)
３．１０月家族会決算報告について
４．１１月第二夜間例会予算案について
５．委員会開催時間変更について　
　・会員会則委員会
　１１月２３日（月･祝）→　２４日（火）１８：３０～ 事務局
■協議事項
ユアーズ閉館（令和３年２月末）に伴う例会場について
■報告事項
１．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
　出席者：伊藤嘉秀会長、土岐計一大会顧問、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、神野雄太青少年委員理事、金田智行青少年委
　員長、小野周平ビデオディレクター、L中田君江、L池田
　拳成
２．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
　参加者：L伊藤嘉秀、L古川貴章、L後藤達也、L大上幸
　雄、L能瀬伸一、L土岐計一、L永易明洋、L河端信人、
　L有富正治、L真鍋憲夫、L福山宏、L山下邦俊、L松浦
　一雄、L鈴木雅志、L佐伯澄男、L伊藤龍一、L金田智
　行、L中田君江、L神野雄太、L青野泰介、L塩見秀晴、
　L徳村明、L近藤充徳、L藤縄洲二、L高木泰斉、L高橋

　在錫、L石川敏則、L岡村真里哉、L鴛田宗司、L田村
　征夫、L土岐敏勝、L村上順一郎　　３２名
３．１１月１４日（土）結成６０周年記念式典･記念講演･祝宴
　あかがねミュージアム・ユアーズ
　１１月１５日（日）結成６０周年記念ゴルフ大会　　　　
　　新居浜カントリー倶楽部
４．新居浜ひうちライオンズクラブ結成２５周年記念式典
　・記念ゴルフ大会　令和３年 ３月２０日（土）
　・記念式典・祝宴　 令和３年 ３月２１日（日）
　　※全員登録になっております。
　第３期会費で登録料１０，０００円を引落とさせていただ
　きます。
■委員会報告
　（運営委員会）会員会則委員会、出席大会委員会、計
画財務委員会、ＭＣ広報委員会
（事業委員会）青少年委員会、保健福祉委員会、環境保
全委員
■結成６０周年実行委員会
　＜Next Stage 未来に向かってウィサーブ＞
１．大会委員長あいさつ
２．討議事項　
　各委員会の役割進捗状況
　＜出席大会委員会＞
　 済・９月１６日に案内送付１０月１５日締切　　　　
　 済・式典、記念講演は２Ｒ内各クラブ３名に案内
　 済・祝宴、チャリティーゴルフは多くの方の登録をお願い
　する
　済・大会の案内状　来賓・キャビネット・２Ｒ・１Ｚ
　済・参加人数の想定　式典・講演会・祝賀会・ゴルフ（別
　紙参照）
　発注済・記念品、記念品いれ手下げ袋
       記念品(蛭子堂,近藤製菓)1,880円/人

　　手提げ袋　70,000円
　　発注済・来賓リスト、リボン、名札、席表
 ＜計画財務委員会＞　
 　済・記念式典プログラム次第　別紙参照
　 ・式典関係役割、準備等　
＜ ＭＣ広報委員会＞　
　発注済・記念誌２００冊作成　  550,000円
　済・個人写真撮影　９月第一例会、第二例会　　
　発注済・１１月１４日大会当日記録写真  50,000円
　済・記念誌挨拶文章のお願い発送リスト
＜ 青少年委員会＞　
　済・市内小中学校28校へタイムカプセル寄贈
　　タイムカプセル1,500,000円
　　標柱  　 169,400円
 済・記念チャリティーゴルフ大会記念品
　　　ゴルフマーカー　　136,400円
　済・安藤京佳女子プロとニアピン対決　  30,000円
＜ 保健福祉委員会＞　　　
　済・記念講演会次第 　 別紙参照　 　700,000円
　　・講師を松山空港お迎え担当者・車

　　　送迎タクシー　　80,840円
　11/13(金)　羽田空港発 9：40　　松山空港着11：15
　　　　　　お迎え：古川直前会長
　・講師をお見送り担当・車
　11/15(日)　松山空港発9：45
   　　         お見送り：担当委員会（保健福祉委員会）
　済・講師をお見送り担当・車
　済・花束、お土産　　花束　　5,000円
＜ 環境保全委員会＞　
　 ・記念祝宴次第　　　別紙参照
　済・ウェルカム　えひめ学園和太鼓    　20,000円
　済・余興フラメンコ        150,000円
　済・試食会
＜その他＞　
　済・SANTA　ANAライオンズクラブとの交渉について
　記念誌祝辞　ビデオメッセージ
　発注済・各種看板について     　198,000円
　発注済・照明　　　44,000円
３．その他
４．大会顧問講評

・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会 １２月　７日（月）18:30 ～ 商工会館 3F
１２月第 1例会 １２月　９日（水）12:15 ～ ユアーズ
１２月第２例会 １２月２３日（水）12:15 ～ ユアーズ
・委員会
青少年委員会 １２月　１日（火）18:30 ～ 事務局
計画財務委員会 １２月　２日（水）18:30 ～ 事務局
MC広報委員会 １２月　３日（木）18:30 ～ 事務局
環境保全委員会 １２月　７日（金）18:00 ～ 事務局
保健福祉委員会 １２月１０日（木）18:30 ～ 事務局
会員会則委員会 １２月２３日（水）例会終了後 ユアーズ
出席大会委員会 １２月２４日（木）18:30 ～ 事務局
・クラブ・その他行事予定
大生院中学校タイムカプセル埋設式　
　１２月　３日（木）  11:50 ～　大生院中学校
船木小学校タイムカプセル埋設式
　１２月１１日（金）  14:00 ～　船木小学校
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　１２月　６日（日）9:36 ～   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　　１２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　 11月 15日 ( 日 )　新居浜CC
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　11月4日(水)、新居浜市消防防災
合同庁舎にて「明るい未来へ繋ぐ
タイムカプセル寄贈式」が行われま
した。
　今なお続くコロナ禍で、特に悲し
く辛い影響を受けたであろう小６・

中３生に、この初めての経験を、どう思い、どう感じ、
そして数年後の自分に何を伝えたいか、将来の自分
に対してエールを手紙にし、タイムカプセルに入れ未
来へと送る事業として、新居浜ライオンズクラブより、
新居浜市内全小・中学校へ寄贈しました。
　当日は、市内を代表して神郷小学校と北中学校
から生徒たちが来てくれて、直接手渡すことが出来
ました。実際にタイムカプセルを触ったり持ち上げた
りしながら、笑顔で話をしている生徒たちの顔を見る

と、時間のない中、何とか形にできて本当に良かった
と実感しました。
　この事業に関してはその他にも宮西小学校や泉
川中学校にも御協力いただき、生徒さんたちから直
接インタビューという形で生の声を聞かせて頂きまし
た。どの生徒さんの言葉からも、辛いことはたくさん
あったけれど、きちんと顔を上げ未来を見据えている
その前向きさ、適応力、判断力ある言葉や姿勢とい
うものに本当に驚かされ、感動しました。
　未来ある子供たちの為に、私たち身近な大人はし
っかりと成長を支える活動をしなければならないと改
めて痛感しました。
　最後に、素晴らしい作品を作って頂いた続木鉄工
所様、アイサイン企画様、本当にありがとうございまし
た。



●●● 11月第一例会 ●●●

●●● １１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周年記念大会が盛大にそして無事に終
わりました。６０周年記念誌も校正を繰り返し、最後に一つのミスを発生させ
てしまい修正シールを貼る事になりましたが、なんとか大会までに完成させる
事ができましてほっとしております。
　現在、再びコロナ禍により皆が集まり難い状況の中、幸運に恵まれたギリ
ギリのタイミングの記念大会の開催で有ったと、しみじみ思います。
今号は６０周年記念大会特集号的になっておりますが次号から日常に戻
り、皆さんからいただいた楽しい記事を掲載していく予定です。
　　　　　　　　　　　　　　　　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

結成五十周年、 藤縄洲二会長の時の記念事業として
計画を立てその 4 年後に新居浜駅前に建てられた時
計台。新居浜の象徴である銅とお祭りをモチーフに
デザインされた大変美しい時計塔です。

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.

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

http://204-lc.club
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伊藤　嘉秀　素晴らしい結成60周年記念大会が出来ました。皆様お疲
　　　　　　れ様でした。ありがとうございました。 
大竹　崇夫　岩本氏の挑戦に感動しました。     
後藤　達也　60周年記念大成功！！     
白石　誠一　ありがとうございます。     
田村　征夫　ごくろう様です。又がんばりましょう。     
伊藤　龍一　60周年を祝して！     
大上　幸雄　60周年を祝して。     
近藤　充徳　60周年を祝して。     
能瀬　伸一　60周年を祝して！あと司会で少ししくじりましたのでファインし
　　　　　　ます。     
藤縄　州二　60周年おつかれさまでした。祝宴も良かったです。     
永易　明洋　結成60周年おめでとうございます。皆様ご苦労さまでした。     
岡村真里哉　60周年を祝して。     
真鍋　憲夫　60周年記念大会おめでとうございます。お天気に恵まれ何
　　　　　　とか開催出来、本当にありがとうございます。明日に向かっ
　　　　　　て前進しましょう。  
村上順一郎　60周年を祝して。     
宇野　博文　結成60周年記念事業準備から当日対応まで大変ご苦労さ
　　　　　　までした。明日から新たな気持ちで頑張ります。     
近藤　盛文　60周年おめでとうございます。     
塩見　秀晴　30年出席賞を頂き、誠にありがとうございます。     
徳村　　明　感動！     
外山　貴一　岩本先生ご講演ありがとうございました。     
橋田信一朗　60周年記念式典、講演会準備片付けお疲れ様でした。良
　　　　　　い経験になりました。     
檜垣　孝志　結成60周年記念大会おめでとうございます。大会来賓の
　　　　　　皆様に感謝です！     
福山　　宏　大会成功おめでたい。     
村上　博昭　新居浜ライオンズクラブ結成60周年記念、誠におめでとうご
　　　　　　ざいます。会長以下役員の皆様、並びにクラブメンバーの
　　　　　　方々大変お疲れ様でした。 
山下　邦俊　60周年記念式典上出来でした。記念講演も最高でした。     
小野　周平　60周年を祝して。過去5年間の軌跡に関わらせていただい
　　　　　　て、毎月発行している会報誌の凄さを改めて認識しました。    
・・・結成60周年記念大会準備より本番まで皆様ご苦労様でした。・・・
大石隆憲／奥嶋啓一郎／河端信人／神野雄太／鈴木雅志／高木泰
斉／高橋在錫／土岐敏勝      

伊藤　嘉秀　皆様結成60周年記念大会の準備からはじまり当日まで、大
　　　　　　変お疲れ様でした。思い出に残るすばらしい大会になった
　　　　　　と思います。感謝致します。 
白石　誠一　結成60周年記念大会大変お疲れ様でした。 
鴛田　宗司　60周年式典おつかれさまでした。 
大上　幸雄　11/14結成60周年記念式典、記念講演、祝宴。11/15の結
　　　　　　成60周年記念ゴルフ大会本当にお疲れ様でした。 
大竹　崇夫　60周年式典お疲れ様でした。 
佐伯　澄男　60周年記念式典お疲れ様でした。次の65周年、70周年へ
　　　　　　の飛躍を祈念して！！ 
青野　泰介　11月の月例ゴルフで優勝致しました。午前中は悪かったで
　　　　　　すが、カツカレーで元気が出ました。同伴者の中田さん、福
　　　　　　山さんはじめゴルフ部会の皆様ありがとうございました。 
後藤　達也　橋田委員長はじめ計画財務のみなさんおつかれさまです。 
古川　貴章　後藤さんとゴルフの勉強をしました。 
伊藤　龍一　結成60周年式典事業お疲れ様でした。本日夜間例会、計
　　　　　　画財務委員会の皆様ご苦労様です。
岡村真里哉　60周年の式典から翌日のゴルフまで大成功だったと思いま
　　　　　　した。それまでの準備など大変だったと思います。新居浜
　　　　　　LCの良さがとても伝わる日になったと思います。お疲れ様で
　　　　　　した。 
加藤　久博　夜間例会に感謝して。 
金田　智行　結成60周年記念ゴルフ大会ありがとうございました。 
永易　明洋　結成60周年記念式典、講演、祝宴、記念ゴルフ、大成功に
　　　　　　終わり本当にご苦労様でした。
能瀬　伸一　先日の60周年皆さん大変お疲れ様でした。 
石川　　稔　ここに来て新型コロナが県内でも流行しています。皆さん
　　　　　　感染しないように充分に留意しましょう。 
今村　　忍　ゴルフしてテニス肘になりました（涙）痛い！ 
宇野　博文　新型コロナウイルスの感染が松山市で拡大しています。仕
　　　　　　事もリフレッシュにも少し遠慮しなくてはならず、残念な今日
　　　　　　この頃です。 
河端　信人　60周年お疲れ様でした。 
塩見　秀晴　60周年記念大会で30年純出席を表彰に戴き誠にありがと
　　　　　　うございました。これからも頑張ります。 
神野　雄太　ジャイアンツ1つ位勝って欲しい。 
鈴木　雅志　結成60周年、式典、講演会、祝宴、ゴルフ大会と大成功。メ
　　　　　　ンバーの皆様ご苦労様でした。
高木　泰斉　青野さん先日のゴルフ部会内での優勝おめでとうございま
　　　　　　す。 
徳村　　明　コロナの感染拡大を防止し新たな未来を目指しましょう。 
檜垣　孝志　第３波コロナ禍です。皆さん気を付けましょう！ 
藤縄　州二　いよいよ年の瀬です。コロナに負けずお身体は大切にして
　　　　　　下さい 
松浦　一雄　松山で新型コロナウイルス感染者が増えています。三密を
　　　　　　避けマスクをしっかり着用し、ソーシャルディスタンスを保っ
　　　　　　て、お互い気をつけましょう。65才オーバーの方が大勢いる
　　　　　　新居浜ライオンズですから。
真鍋　憲夫　大変寒くなって来ました。60周年記念大会も無事終了し安
　　　　　　堵しました。メンバーの皆様お疲れ様でした。太鼓演奏もフ
　　　　　　ラメンコの踊りも良かったですね。 
山下　邦俊　結成60周年記念大会盛会に終了出来ました。ご苦労様で
　　　　　　した。 
・・・結成60周年記念大会無事成功裏に終了できました。
　　　　　　　　　　　　　　　　皆様ご苦労様でした。・・・
伊藤久門／上野　剛／大石隆憲／小野周平／近藤充徳／近藤盛文
／篠原大蔵／高橋在錫／新田久司／橋田信一朗／福山　宏 
 


