
●●● 1月第一例会 ●●●

●●● 1月第二例会 ●●●

編集後記

古川　貴章　歴代会長･幹事様今後共ご指導宜しくお願いします。
福山　　宏　年次大会でのゴルフ是非参加をお願いします。
岡田　賢治　歴代会長幹事を称える会、皆様おめでとうございます。
田村　征夫　傘寿の祝い有難うございます。80 才の大台に乗り病気と
　　　　　　闘いながら一日一日頑張ってまいります。
能瀬　伸一　最近体調をくずして二日ほど寝込みました。インフルエ
　　　　　　ンザも流行していますので、皆さんお体には充分気をつ
　　　　　　けて下さい。
徳村　　明　歴代会長･幹事の皆様大変ご苦労様でした。インフルエ
　　　　　　ンザ、新型コロナウイルスの流行も有り、健康に留意し
　　　　　　てお過ごし下さい。
白石　誠一　新会員紹介お願いします。
有富　正治　会長･幹事を称える会を催していただき有難う御座いま
　　　　　　した。
伊藤　龍一　歴代会長･幹事の皆様のご功績を称えて！本日は称える
　　　　　　会の開催ありがとうございました。
佐伯　澄男　元会長･幹事の皆様の功績に感謝します。
永易　明洋　歴代役員の皆様ご苦労様でした。ご健康に留意され益々
　　　　　　のご活躍をご祈念申し上げます。
後藤　達也　元会長･幹事を称えて。
加藤　久博　元会長･幹事を称えて頂きありがとうございました。
松浦　一雄　宇野さん、今年最初のゴルフコンペの優勝おめでとうござ
　　　　　　いました。
塩見　秀晴　2/15 の 1Z ボーリング大会、出場のお願いです。宜しく
　　　　　　お願いします。
檜垣　孝志　今年は暖冬でしょうか？ですが新型コロナウイルスが流行
　　　　　　そうですね！嫌ですネ！気をつけましょう。　　
真鍋　憲夫　新型のウイルスが流行しているようで気をつけましょう。
　　　　　　寒中お見舞い申し上げます。
外山　貴一　やっと寒い冬の季節になりました。お身体にはお気を付
　　　　　　け下さい。
奥嶋啓一郎　遅くなりましたが、明けましておめでとうございます。
　　　　　　正月にインフルエンザになってしまいご迷惑をおかけし
　　　　　　ました。今年一年皆様のご健勝をお祈り致します。
石川　　稔　これから一週間ほど雨模様だそうです。体調管理には十
　　　　　　分ご留意ください。
小野　周平　次回の例会では献血に関する話をする場を計画しており
　　　　　　ます。例会の出席を宜しくお願いします。
河端　信人　私の息子が今年の夏休みオーストラリア派遣ホームステ
　　　　　　イに参加させて頂くことになりました。宜しくお願いし
　　　　　　ます。皆様のご協力に感謝しております。ありがとうご
　　　　　　ざいました。
青野　泰介　しばらく雨が続くようですね。太ってしまいそうです。
　　　　　　ジムで運動しないといけませんね。
伊藤　嘉秀　皆様新年明けましておめでとうございます。年明け早々、
　　　　　　太鼓台と妻と一緒に東京ドームへ行っており理事会、第
　　　　　　一例会、欠席で失礼しました。本年もよろしくお願い申
　　　　　　し上げます。
今村　　忍　先月髪をかりました。シャンプーも少しで良くなりまし
　　　　　　た（笑）
村上順一郎　元会長･幹事さんお疲れ様でした。
山下　邦俊　元会長･幹事を称えて！
鈴木　雅志　元会長･幹事を称える会を開催していただきありがとう
　　　　　　ございました。
神野　雄太　元会長･幹事を称えてもらいありがとう！
土岐　計一　元会長･幹事を称える会ありがとうございます。
大上　幸雄　歴代会長･幹事を称えて。
石川　敏則　元会長･幹事称える会ありがとう！
宇野　博文　今年は暖冬で花粉の飛散が 12 月より始まっています。5
　　　　　　月の連休明けまで長い期間頑張らなくてはいけません。
・・・歴代会長・幹事を称え、これまでのご功績に感謝します。・・・
大竹崇夫／上野　剛／新田久司／村上博昭／三井邦弘／土岐敏勝／高
木泰斉／岡田浩二／中田君江／近藤充徳／藤縄洲二／真木泰彦／高橋
在錫／伊藤久門

古川　貴章　明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願
　　　　　　いいたします。
福山　　宏　明けましておめでとうございます。正月に行った霧島一
　　　　　　人旅、大変リフレッシュしました。
岡田　賢治　明けましたおめでとうございます。今年もよろしくお願
　　　　　　いいたします。
佐伯　澄男　新年あけましておめでとうございます。本年もよろしく
　　　　　　お願いいたします。年末年始の一週間ボラカイ島で過ご
　　　　　　しました。世界各国からいろいろな人々が来ていました。
　　　　　　あおい海に青い空最高でした。また行くぞ～～。
伊藤　龍一　明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願
　　　　　　いいたします。本日長寿のお祝いを受けられた 3 名の方
　　　　　　おめでとうございます。いつまでも健康でお過ごし下さい。
徳村　　明　皆様明けましておめでとうございます。今年の干支はネ
　　　　　　ズミ年で数年来の相性が良いそうで増産・革新・計画が
　　　　　　出来るそうです。是非皆様も今年の運に乗りご活躍され
　　　　　　ることを祈念します。
金田　智行　明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願
　　　　　　いいたします。
白石　誠一　おめでとうございます。
能瀬　伸一　明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願
　　　　　　いいたします。
加藤　久博　新年あけましておめでとうございます。本年もよろしく
　　　　　　お願いいたします。
有富　正治　明けましておめでとう御座います。本年も宜しくお願い
　　　　　　致します。
大竹　崇夫　新年あけましておめでとうございます。今年もよろしく
　　　　　　お願いいたします。
近藤　充徳　新年あけましておめでとうございます。本年もよろしく
　　　　　　お願いいたします。
後藤　達也　暖冬でありがたいです。
真鍋　憲夫　明けましておめでとうございます。本年もウイサーブで
　　　　　　頑張りましょう。
岡村真里哉　本年もどうぞ宜しくお願い致します。
小野　周平　年末年始は兄弟家族も帰省し、賑やかに過ごしました。
　　　　　　まだまだ幼いのでなついてくれます。この瞬間をかみし
　　　　　　めたいと思います。
田村　征夫　本年も宜しく。
石川　　稔　どなた様も明けましておめでとうございます。今年が皆
　　　　　　様にとりまして幸多い一年でありますことを心から祈念
　　　　　　いたします。
鈴木　雅志　明けましておめでとうございます。令和二年の幕開けで
　　　　　　す。今年はどんな年になるのかドキドキ楽しみです。頑
　　　　　　張りましょう。
松浦　一雄　今年は年男です。繁栄の子年、皆様と共に幸多き一年とな
　　　　　　ることを祈念します。
続木　　剛　風が強くて自社の工場の屋根が飛んでしまいそうです。
塩見　秀晴　年明けは静かなお正月を迎える事が出来たので感謝して。
青野　泰介　明けましておめでとうございます。今年も皆様にとって
　　　　　　良い年となりますように。
河端　信人　明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願
　　　　　　いいたします。
村上　博昭　新年あけましておめでとうございます。本年もよろしく
　　　　　　お願いいたします。
高木　泰斉　明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願
　　　　　　いいたします。
石川　敏則　明けましておめでとうございます。本年も宜しく。
神野　雄太　明けましておめでとうございます。
宇野　博文　新年あけましておめでとうございます。今年は大阪地区
　　　　　　の新年の挨拶回りが木・金になり例会への出席が可能と
　　　　　　なりました。
橋田信一郎　明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願
　　　　　　いいたします。
藤縄　洲二　明けましておめでとうございます！
山下　邦俊　新年明けましておめでとうございます。本年もよろしく
　　　　　　お願いいたします。

永易　明洋　明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願
　　　　　　いいたします。
檜垣　孝志　令和二年、明けましておめでとうございます。皆さん今
年もよろしくお願い申し上げます。
・・・新年あけましておめでとうございます。
　　　　　　　　　　　　本年も宜しくお願いします。・・・
伊藤久門／真木泰彦／大石隆憲／今村　忍／三井邦弘／高橋在錫
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   1100 万人の都市がゴーストタウンに！ カジノで有名な都市も
と益々広がっているという。
映画のような話だが新聞・TV で連日報道されているから現
実だ。これを国内に置き換えてみようと思ったが想像が出来な
い。東京がゴーストタウンに？突飛な妄想だ。
今は早く収束するよう願うしか出来ないのだろうか。

第58回オセアルフォーラム

Contents
2. 長寿の祝い
　元会長･幹事を称える会
4. オレンジキッチンをはじめて
　令和新年にナイスショット

5. 新会員紹介
　おじいちゃんの甲子園
6. ライオンズ情報・行事予定
8. ドネーショントピックス

■開会ゴング
■ライオンズの誓い唱和
　　　　　　　　　　　奥嶋啓一郎ライ

オン

■会長挨拶　古川貴章会長
■伝達式
　LCIFサポータークラブ会員ピン授与
　岡田賢治ライ

オン、大竹崇夫ライ
オン、伊藤龍一ライ

オン、古川貴章会長
■歴代会長･幹事を称える会
　謝辞：伊藤龍一直前会長

■審議事項
　なし

■幹事報告
１．公益社団法人新居浜青年会議所令和２年新年会
　１月１０日（金）18:50 ～ リーガロイヤルホテル
　出席者：古川貴章会長　　　　　　　　　　　　　　
２．２Ｒ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）16:15 ～ ワンダーボウル西条　
　参加者：古川貴章会長、伊藤嘉秀第１副会長、天野淳幹事、
　　　　  福山宏会計
３．えひめ学園との交流会
　２月８日（土）9:15～ えひめ学園
　内容：対面式、ソフトボール大会、和太鼓演奏、バーベキュー
４．岡部歩乃佳後援会 第１回理事会
　１月３１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
　副会長、幹事、）
５．YCE夏期派遣生受入について
　オーストリア（女子）、フランス（女子）、ベルギー（男子）の派遣
　生受入についてご希望の方が居られましたら事務局までお問
　合せ下さい。
６．ライオンズクラブ国際協会３３６-Ａ地区年次大会（松山大会）

・４月１１日（土）記念ゴルフ大会
　奥道後ゴルフクラブ、エリエールゴルフクラブ
・４月１２日（日）大会式典　　愛媛県県民文化会館
　ゴルフ大会登録料 5,000 円、大会登録料 10,000 円
（ゴルフ大会参加の方は年次大会とセットでの登録となります。）
７．２月第２夜間例会（１Z合同例会）２月２０日（木）は１００％出席
　例会を目指します！！　ご協力よろしくお願いいたします。
■委員会報告
　青少年委員会　2/8 えひめ学園交流会について

　スポーツ部会　2/20 1Z 親善ボーリング大会参加について
　ゴルフ部会  　地区年次大会記念ゴルフについて
■出席報告
　会員数５８名、出席５０名、
　欠席８名、出席率 86.3％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥87,000
　ファイン　￥500
■閉会ゴング
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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
ＩＺ親善ボーリング大会
　２月１５日（土）10:00 ～　西条ワンダーボウル
２Ｒアワード選考会
　２月１６日（日）14:00 ～　西条商工会館
１Ｚ合同夜間例会
　２月２０日（木）18:00 ～　グラッツェふじ

行  事  予  定
・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会　 　２月１０日（月）18:30 ～　商工会館 3F
２月第 1例会　　   ２月１２日（水）12:15 ～　ユアーズ
２月第２例会　　   ２月２０日（木）18:00 ～　グラッツェふじ
 （1Z合同夜間例会）
・委員会
環境保全委員会　　２月　３日（月）18:30 ～　事務局
計画財務委員会　　２月　４日（火）18:30 ～　事務局
青少年委員会　　　２月　５日（水）18:30 ～　事務局
MC広報委員会　　２月　６日（木）18:30 ～　事務局
保健福祉委員会　　２月１２日（水）例会終了後　ユアーズ
会員会則委員会     ２月２５日（火）18:30 ～　事務局
出席大会委員会　　２月２７日（木）18:30 ～　丹　羽
60 周年準備委員会  ２月１０日（月）19:00 ～　商工会館 3F
・クラブ・その他行事予定
えひめ学園との交流会
　２月　８日（土） 9:15 ～　えひめ学園
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　　２月　９日（日）10:11 ～     新居浜ＣＣ
囲碁部会　　　　　未定
つれづれの会　　　２月２７日（木）18:30 ～レスト

ラン SHINOHARA
くらげの会　　　　３月開催予定   
スポーツ部会　　　２月１４・２８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　

2月 誕生日おめでとうございます
  大竹崇夫、加藤久博、白石誠一、山口　泰
　山下邦俊、外山貴一、三井邦弘
2 月結婚記念日おめでとうございます
　伊藤嘉秀、大石隆憲、金田智行、高木泰斉

1月 12日 ( 日 )　新居浜CC

高 木 泰 斉

松 浦 一 雄

宇 野 博 文 

古 川 貴 章
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第 3回リジョン会議
　２月２３日（日）13:00 ～　西条図書館
第 2回新会員オリエンテーション
　２月２３日（日）14:20 ～　西条図書館

1 月理事・委員長会
1月 6日（月）18:30～ 商工会館3F

●会長挨拶　古川貴章会長
●審議事項
１．新居浜ライオンズクラブ結成 60 周年記念大会について
２．（公社）新居浜青年会議所 令和二年新年会費について
　6,000 円　リーガロイヤルホテル　会長出席
３．上半期収支決算報告について
　１,０００円　１月６日　会長出席
４．次期指名委員の任命について
５．委員会開催日の変更について
　保健福祉委員会　2月13日（木）18:30 ～ 事務局
　　　　　　　　　 → 12日（水）例会終了後 ユアーズ

●幹事報告
１．令和二年新年互礼会
　1月6日（月）11:00 ～ リーガロイヤルホテル
　出席者：古川貴章会長
２．（公社）新居浜青年会議所 令和二年新年会
　1月10日（金）18:50 ～ リーガロイヤルホテル
　出席者：古川貴章会長
３．第 3期会費引落　1月15日（水）43,000 円
●委員会報告
出席大会委員会
　2/20 4クラブ合同夜間例会 100％出席をめざします。
計画財務委員会
　年末商戦ご協力お礼

傘寿を迎えて
　  　田 村  征 夫　昭和16年8月3日生

長寿の祝い

　そもそも、古希とは数え 70 歳との
事ですが、唐の詩人杜甫の詩・曲
江（きょっこう）
  「酒債は尋常行く処にあり 人生
七十古来稀なり」（酒代の付けは私
が普通行く処には、どこにもある。

しかし七十年、生きる人は古くから稀である）が典
拠。杜甫が生きた時代の (712 ～ 770) 日本は、ちょう
ど奈良時代で律令国家体制が整い、稲作農業も盛
んになり貴族と一般人と律令制のため貧富の格差は
ありましたが、平均寿命はそれまでの 20 歳代から
30 歳に伸びたそうです。
その後の平均寿命は江戸時代まで変わらす 現゙在は
男性 81.2 歳、女性が 87.3 歳ですから医学の発達
や戦争のない平和により随分と寿命は延びました。
杜甫も波瀾万丈な人生で、彼の詩の評価は北宋時
代 11 世紀に入ってからだったそうです。
　私も、古希を迎えて人生を振り返ると幼少時代は

まだ進駐軍がいた記憶があり、その後近くの元興寺
にラジオ体操に通い、学業にも励んで会社に入り、各
地を転々と回りそして今があります。
　波瀾万丈とも言えませんがそれなりの苦労もあり、
楽しい事も多々ありました。今後平均寿命から見ると
後 10 年強。望むなら 15 年は生きて、昭和、平成、令
和の時代を生きた人として、伝えられる事は伝承し家
族共々穏やかに過ごしていければと思っています。
　残念ながら肉体は衰え、頭も記憶力が衰えていき
ますが、まだまだ意気込みだけはあるので自分なりに
人生を歩んでいくつもりです。

古希を迎えて思うこと
　　　　　徳 村   明　昭和26年1月4日生

　「長寿の祝い」の原稿の依頼が
あり筆をとった。男の長寿の節目は
６１歳還暦から７０歳の古稀７７歳
喜寿となり、今回の傘寿は８０歳の
節目だそうです。
　私は昭和１６年８月に松山で生

まれ、松山で終戦を迎え、父の仕事の関係で西条
で小、中、高を経験し、松山で学校を卒業し、修行
で３年間宇部興産の系列で新居浜、観音寺、高松
と営業所回りを……。そして新居浜で開業、現在に
至る。

　８０歳の歴史を語ると長く長～くありますが、年を
取るという事は間違いを起こさず、世間の中で協調
し、生活、家族を守り健康で「生きる」事は大変な事
です。
　年を取るという事は、健康維持が大変になり、運も
味方にならなければ合格しない、元気でなければゴ
ルフや釣り、ボウリングなど趣味も出来なくなる。
酒や食事も残念ながら全てパー、身体が動かない。
人の世話にならないなど暗い考え方が先方を走り
抜ける。
　しかし振り返ってみると８０年生きて来られた実績
は、ごまかしでない実績、生身だという事、これから
は余生がどれほどの残りなのか、チャレンジの始まり
だ！！

高校文化祭　生物部の実験

■開会ゴング
■ライオンズの誓い唱和
　　　　　　　　　　　奥嶋啓一郎ライ

オン

■会長挨拶　古川貴章会長
■伝達式
　LCIFサポータークラブ会員ピン授与
　岡田賢治ライ

オン、大竹崇夫ライ
オン、伊藤龍一ライ

オン、古川貴章会長
■歴代会長･幹事を称える会
　謝辞：伊藤龍一直前会長

■審議事項
　なし

■幹事報告
１．公益社団法人新居浜青年会議所令和２年新年会
　１月１０日（金）18:50 ～ リーガロイヤルホテル
　出席者：古川貴章会長　　　　　　　　　　　　　　
２．２Ｒ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）16:15 ～ ワンダーボウル西条　
　参加者：古川貴章会長、伊藤嘉秀第１副会長、天野淳幹事、
　　　　  福山宏会計
３．えひめ学園との交流会
　２月８日（土）9:15～ えひめ学園
　内容：対面式、ソフトボール大会、和太鼓演奏、バーベキュー
４．岡部歩乃佳後援会 第１回理事会
　１月３１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
　副会長、幹事、）
５．YCE夏期派遣生受入について
　オーストリア（女子）、フランス（女子）、ベルギー（男子）の派遣
　生受入についてご希望の方が居られましたら事務局までお問
　合せ下さい。
６．ライオンズクラブ国際協会３３６-Ａ地区年次大会（松山大会）

・４月１１日（土）記念ゴルフ大会
　奥道後ゴルフクラブ、エリエールゴルフクラブ
・４月１２日（日）大会式典　　愛媛県県民文化会館
　ゴルフ大会登録料 5,000 円、大会登録料 10,000 円
（ゴルフ大会参加の方は年次大会とセットでの登録となります。）
７．２月第２夜間例会（１Z合同例会）２月２０日（木）は１００％出席
　例会を目指します！！　ご協力よろしくお願いいたします。
■委員会報告
　青少年委員会　2/8 えひめ学園交流会について

　スポーツ部会　2/20 1Z 親善ボーリング大会参加について
　ゴルフ部会  　地区年次大会記念ゴルフについて
■出席報告
　会員数５８名、出席５０名、
　欠席８名、出席率 86.3％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥87,000
　ファイン　￥500
■閉会ゴング
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第1423回 1 月第一例会
1月 8日（水）12:15～ ユアーズ

第1424回 1 月第二例会
1月 22日（水）12:15～ ユアーズ

■開会ゴング
■ライオンズの誓い唱和
　　　　　　　　　　三井邦弘ライ

オン

■会長挨拶　古川貴章会長
■長寿の祝い
　傘寿：田村征夫ライ

オン　　古希：高橋在錫ライ
オン、徳村 明ライ

オン

■審議事項
１．新居浜ライオンズクラブ結成６０周年記念大会について
２．（公社）新居浜青年会議所令和２年新年会会費について　
　６,０００円　会長出席
３．上半期収支決算報告について
４．次期指名委員の任命について
５．委員会開催の変更について

　保健福祉委員会　２月１３日（木）18:30 ～ 事務局
　　 　　　　　　　　→ １２日（水）例会終了後ユアーズ
■上半期収支決算報告　福山 宏会計
　監査報告：永易明洋、塩見秀晴監査委員
■幹事報告
１．令和２年新年互礼会
　１月６日（月）11:00 ～ リーガロイヤルホテル
　出席者：古川貴章会長
２．（公社）新居浜青年会議所令和２年新年会
　１月１０日（金）18:50 ～ リーガロイヤルホテル
　出席者：古川貴章会長　　　　　　　　　　　　　　
３．第３期会費引落　１月１５日（水）43,000 円　
■委員会報告
　出席大会委員会
　　めざせ100％例会出席　2月23日 4クラブ合同例会にて
　計画財務委員会
　　年末商戦状況報告とお礼
■出席報告
　会員数58名、出席47名、
　　欠席11名、出席率82.8％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション
　　　　￥84,000

■閉会ゴング
　

１月誕生日メンバー

　先日の１月第１例会では長寿の
お祝いをしていただき誠に有難うご
ざいました。
古希の原稿をと聞いた時には、え？
自分がはや古希？とぴんとこなかっ
たのですが 3 月で 69 歳。なるほど

古希であります。
　これまでの人生を振り返った時、私は仕事一筋だ
ったなぁと思うのです。27 歳の時に今の会社を起ち
上げました。ゼロからのスタートでしたから最初はが
むしゃらに仕事をしました。徹夜で働いて朝日が昇る
頃に少し休もうか、なんてことが幾日もありました。
それでも仕事が楽しくてたまりませんでした。その頃
のことは昨日のことのように憶えています。
　それから時は流れて、現在はたくさんのお客様と
取引先そして信頼できる従業員に支えられ、おかげ
様で一昨年 40 周年を迎えることができました。
皆に感謝です。そして仕事の楽しさは今も昔と同じ
です。
　70 歳を目前にしてそろそろ第一線を退こうとして
いる私ですが今本当に嬉しいのは、この仕事を通じ
てできたたくさんの仲間がいることです。最初はお客
さんで来てくれていた人や取引先の人と長いお付き
合いの間にプライベートでも親しくなり、今では友達
と呼べる者が大勢います。それに子供の頃からの同

級生。皆気のいい連中ばかりです。そんな皆がよく
会社に顔を出してくれます。そして釣りの話や狩猟
の話、畑の話で盛り上がります。忙しい毎日で本当は
座る暇もないのですが、この連中達のおかげで少し
座って休憩できたりします。なかには空気を読んでく
れない者もいまして仕事にならない時もあるのです
が、それでも楽しいひと時です。
　これからですが 70 歳を目途に少しのんびりした
いです。とはいえじっとはしておられない性分。
天気のいい日は気の合う仲間と釣りに行こう。二台
目三台目のクラシックカーを仕上げよう。美味しい野
菜と果物を育てて皆に自慢して配ろう。旅行に行こ
う。やりたいことがいっぱいです。
　そしてやっぱり仕事をしよう。今までのように「若い
者には負けんぞ」ではなく「若い者には負けてやろ
う」くらいの気持ちでゆったりと。古希を迎えた今そ
んなことを考えています。

古希を迎えて
　　　 高 橋  在 錫　昭和26年3月17日生

■開会ゴング
■ライオンズの誓い唱和
　　　　　　　　　　　奥嶋啓一郎ライ

オン

■会長挨拶　古川貴章会長
■伝達式
　LCIFサポータークラブ会員ピン授与
　岡田賢治ライ

オン、大竹崇夫ライ
オン、伊藤龍一ライ

オン、古川貴章会長
■歴代会長･幹事を称える会
　謝辞：伊藤龍一直前会長

■審議事項
　なし

■幹事報告
１．公益社団法人新居浜青年会議所令和２年新年会
　１月１０日（金）18:50 ～ リーガロイヤルホテル
　出席者：古川貴章会長　　　　　　　　　　　　　　
２．２Ｒ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）16:15 ～ ワンダーボウル西条　
　参加者：古川貴章会長、伊藤嘉秀第１副会長、天野淳幹事、
　　　　  福山宏会計
３．えひめ学園との交流会
　２月８日（土）9:15～ えひめ学園
　内容：対面式、ソフトボール大会、和太鼓演奏、バーベキュー
４．岡部歩乃佳後援会 第１回理事会
　１月３１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
　副会長、幹事、）
５．YCE夏期派遣生受入について
　オーストリア（女子）、フランス（女子）、ベルギー（男子）の派遣
　生受入についてご希望の方が居られましたら事務局までお問
　合せ下さい。
６．ライオンズクラブ国際協会３３６-Ａ地区年次大会（松山大会）

・４月１１日（土）記念ゴルフ大会
　奥道後ゴルフクラブ、エリエールゴルフクラブ
・４月１２日（日）大会式典　　愛媛県県民文化会館
　ゴルフ大会登録料 5,000 円、大会登録料 10,000 円
（ゴルフ大会参加の方は年次大会とセットでの登録となります。）
７．２月第２夜間例会（１Z合同例会）２月２０日（木）は１００％出席
　例会を目指します！！　ご協力よろしくお願いいたします。
■委員会報告
　青少年委員会　2/8 えひめ学園交流会について

　スポーツ部会　2/20 1Z 親善ボーリング大会参加について
　ゴルフ部会  　地区年次大会記念ゴルフについて
■出席報告
　会員数５８名、出席５０名、
　欠席８名、出席率 86.3％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥87,000
　ファイン　￥500
■閉会ゴング

元会長･幹事を称える会
直前会長　伊 藤  龍 一　　　日時：令和 2年 1月 22 日（水）1月第二例会　場所：ユアーズ　　　　　　　　
　　　　　　　　        　

　新居浜ライオンズクラブも来期で
60 周年を迎えます。60 年間、一年
一年積み上げてきた歴史を感じる
と共に、歴代会長幹事を務めてこら
れた 26 名の方々の功績をたたえ
て、敬意を表しお慶び申し上げたい

と思います。
　私も若輩ながら幹事、会長と経験させていただ
き、その職務の中、会員の皆さんの温かい心で支え

て頂き、会員の皆さんがあっての会長・幹事だと痛
感した事を改めて思い出しました。
　今後、会長・幹事を拝命する機会がある方はぜ
ひ経験されると宜しいかと思います。
　最後になりますが、本年称える会を迎えられた 26
名の方のご健勝とこれからも新居浜ライオンズクラブ
で末永くご活躍される事を祈念申し上げまして、お
喜びを申し上げますと共に、1 月第 2 例会では、称え
る会を開いて頂きました事を元会長幹事を代表致し
ましてお礼申し上げます。ありがとうございました。

　60 才以上が出場する軟式野球
の全国大会「第 3 回おじいちゃん
の甲子園大会」が昨年 11 月 26日
～ 28 日の 3 日間ほっともっとフィー
ルド神戸で行われました。
　私が所属する新居浜ビクトリー

ズは 4 月と10 月に行われた 2 回の予選会を見事勝
ち抜き3 年連続 3 回目の出場！！を果たしました。
　第１回は初戦敗退、第２回はベスト4、昨年より監
督兼任を仰せつかり今回は何とか優勝をと言う気持
ちで大会に臨みました。とは言え平日に行われるこの
大会、仕事の都合で参加できないメンバーが続出。
果たしてベストメンバーが組めるのか？そんな中、高
校の同級生片岡大蔵（ヤクルトスワローズのスコアラ
ー）君が東京より参加。
これで何とか 13 名、大会のルールで守備は 9 人で
すが攻撃は 11 人。還暦野球ともなると最後まで足
がもたない選手が出てくるため、交代メンバーが 2
人ではきつい。初戦は監督に専念することにし、70
才のエースに試合を託し打棒爆
発で奈良県のチームを 13 対 0
で圧勝。
試合終了の整列後、審判から新
居浜の投手はスピード違反です！
と言われ（確かに私よりスピードは
速い）70 才ですよと言うと相手チ

ームもビックリ！！翌日の準々決勝は石川県のチームと
対戦、私も先発完投、3 打数 2 安打（2 二塁打、足
が万全ならどちらも三塁打？かな）3 打点と活躍 12
対 1 で勝利。
引き続き行われた準決勝は前回負けた滋賀県のチ
ーム、勝っても今日帰る（翌日公務、今夜は 100％夜
間例会出席）という石川 稔さんに先発をお願いし
試合開始。
やはり強い相手で 3 回終了で 1 対 5 今回もダメ
か・・・ところが打線が繋がり猛打爆発！一挙 5 点
を取り逆転に成功。その後も石川さんの力投でなん

とか 6 対 5 でリベンジすることが
出来ました。
ホテルのご厚意で仮押さえして
いた部屋も損害を与える事な
く・・・「明日は決勝！今夜は飲
むぞー」帰りのバスは大賑わい。
　いよいよ最終日、決勝戦の相

手は東京の品川エンジェルス。複数人元プロ野球選
手を擁するチーム。皆におまえが投げて負けたら文
句ないと言われ、先発マウンドへ。ここまで来たらチ
ームの持ち味を充分に出して最後まで頑張ろう。
2 回に私のタイムリーで 1 点先取、3 回に打線がつ
ながり5 得点、3 回表終了 6 対 0！楽勝と思いきや、
じりじりと追い上げられ、こっちを上回る 12 本のヒッ

トを打たれ終わってみれば 6 対 4。
何はともあれ初優勝！！田舎のチームでもやれば出来
る。今年も1 月 19日から練習開始、新たな目標「甲
子園大会連覇」。新しいメンバーも加わり当面は 4 月
の予選に向けて頑張ります。
今年の全国大会は甲子園球場！！もう一度甲子園の
マウンドに立ちた～い。
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新 会 員 紹 介

氏　　名　続 木 　剛
生年月日　昭和４４年５月２９日
スポンサー　天 野　淳ライ

オン

所　　属　出席大会委員会
住　　所　〒７９２

００４４新居浜市中村 4-18-33
Ｔ Ｅ Ｌ　（0897)40-2623

勤　務　先　（株）続木鉄工所
勤務先住所　〒７９２

００１１新居浜市西原町 3-3-37　　
勤務先TEL　(0897)33-7141
勤務先FAX　(0897)37-2334
役　　　職　代表取締役
趣　　  味　音楽演奏・自転車
結婚記念日　平成 12 年 12 月 25 日

つ づ き　　 ご う

　このたび天野 淳君と白石誠一先輩よりご紹介い
ただき新居浜ライオンズクラブに入会させて頂きまし
た続木 剛です。
会社は（株）続木鉄工所で創業は 70 年以上になる
老舗の鉄工所で私が３代目になります。
　住友企業様のプラントで必要とされる産業機器の
製作から据付、配管工事から始まり現在では全国
各地の顧客で仕事させて頂いております。
　創業者の祖父竹一は当クラブの昭和３８年よりの

メンバーという事で非常に深い縁を感じております。
幼少期には祖父に家族イベントに連れていってもら
った記憶も残っており地元に根ざした奉仕活動を続
けているこの会に参加させて頂けた事を光栄に存じ
ます。
　これから諸先輩方のご指導ご鞭撻を頂きながら
共に奉仕活動に参加し更なる自己研鑽に勤めてい
く所存です。
　宜しくお願いいたします。

オレンジキッチン（こども食堂）をはじめて
オレンジキッチン責任者　  小 西  祐 子　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

　オレンジキッチンは、令和元年９月２８日より毎月第
４土曜日の午後５時から午後８時まで開催していま
す。子供が一人でも安心して来ることのできる食堂
です。上原自治会主催で、地域の子育て中の親た
ちがボランティアとして参加し、地域ぐるみで子育て
ができる場を作っています。
今までに４回食堂を開催し回を重ねるごとに参加人
数も増え、先月は８１名の方が食堂に来てくれまし
た。中には、本当におなか一杯になるまで、おかわり
をする子供もいます。
　また、食後には子供たち同士で遊び、帰るのが嫌
で泣き出す子供もいるくらい楽しい場所になってきて
います。
　地域食堂を始めるにあたり、沢山の方々から寄付
金を頂き、また毎回の開催時にはフードバンクを通
じ、また地域の方々からも食材の寄付を頂き、他多
数の支援者に支えられて開催できていることに感謝
をしています。

　支援を必要としている家庭はあります。その家庭
に少しでも手が差し伸べられる場所に、そして、地域
全体で子育てができる環境に、上原自治会だけでな
く、他自治会でもこども食堂を開催できるような新居
浜市になればいいなと思い活動を継続していきま
す。
新居浜ライオンズクラブの皆様には、立ち上げ当初
に多くの寄付金を頂戴しまして誠に有難うございま
した。今後もご支援のほど宜しくお願い致します。

令和新年にナイスショット！！  
テール・ツイスター　宇 野  博 文　　開催日：令和 2年 1月 12 日（日）　場所：新居浜カントリー倶楽部　
　　　　　　　　　　　　　　        　

　年明け間もない１月１２日（日）に
新居浜ライオンズクラブゴルフ部会
コンペと新年会が開催されました。
　昼間は冬晴れの暖かいゴルフ日
和の中で楽しくプレーができ、夕刻
の新年会は「正」で美味しい料理

に舌鼓をうちながら楽しい会話が弾みました。
楽しい１日を過ごさせていただき有難うございました。
　ゴルフをされる会員の皆さ
ま、何時も和気あいあいの楽し
いゴルフ部会でご一緒させて
ください！！
　個人的には同伴者とハンデ
ィに恵まれ久し振りに優勝させ
ていただきました。
真木さん、神野さん、永易さ
ん、大変お世話になりました。

ベスグロの松浦さんにハンディ差を生かし僅差で勝
たせていただきました。松浦さん申し訳ございませ
ん。
　これからは年相応に打つ場所が前になり、力一杯
振らなくても良くなり多少スコアが安定するかもしれ
ません。目標は高く、グロス７０台を目指し頑張りたい
と思います。

■開会ゴング
■ライオンズの誓い唱和
　　　　　　　　　　　奥嶋啓一郎ライ

オン

■会長挨拶　古川貴章会長
■伝達式
　LCIFサポータークラブ会員ピン授与
　岡田賢治ライ

オン、大竹崇夫ライ
オン、伊藤龍一ライ

オン、古川貴章会長
■歴代会長･幹事を称える会
　謝辞：伊藤龍一直前会長

■審議事項
　なし

■幹事報告
１．公益社団法人新居浜青年会議所令和２年新年会
　１月１０日（金）18:50 ～ リーガロイヤルホテル
　出席者：古川貴章会長　　　　　　　　　　　　　　
２．２Ｒ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）16:15 ～ ワンダーボウル西条　
　参加者：古川貴章会長、伊藤嘉秀第１副会長、天野淳幹事、
　　　　  福山宏会計
３．えひめ学園との交流会
　２月８日（土）9:15～ えひめ学園
　内容：対面式、ソフトボール大会、和太鼓演奏、バーベキュー
４．岡部歩乃佳後援会 第１回理事会
　１月３１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
　副会長、幹事、）
５．YCE夏期派遣生受入について
　オーストリア（女子）、フランス（女子）、ベルギー（男子）の派遣
　生受入についてご希望の方が居られましたら事務局までお問
　合せ下さい。
６．ライオンズクラブ国際協会３３６-Ａ地区年次大会（松山大会）

・４月１１日（土）記念ゴルフ大会
　奥道後ゴルフクラブ、エリエールゴルフクラブ
・４月１２日（日）大会式典　　愛媛県県民文化会館
　ゴルフ大会登録料 5,000 円、大会登録料 10,000 円
（ゴルフ大会参加の方は年次大会とセットでの登録となります。）
７．２月第２夜間例会（１Z合同例会）２月２０日（木）は１００％出席
　例会を目指します！！　ご協力よろしくお願いいたします。
■委員会報告
　青少年委員会　2/8 えひめ学園交流会について

　スポーツ部会　2/20 1Z 親善ボーリング大会参加について
　ゴルフ部会  　地区年次大会記念ゴルフについて
■出席報告
　会員数５８名、出席５０名、
　欠席８名、出席率 86.3％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥87,000
　ファイン　￥500
■閉会ゴング

ひとりで食べるより
みんなで楽しく食べよう！ 　60 才以上が出場する軟式野球

の全国大会「第 3 回おじいちゃん
の甲子園大会」が昨年 11 月 26日
～ 28 日の 3 日間ほっともっとフィー
ルド神戸で行われました。
　私が所属する新居浜ビクトリー

ズは 4 月と10 月に行われた 2 回の予選会を見事勝
ち抜き3 年連続 3 回目の出場！！を果たしました。
　第１回は初戦敗退、第２回はベスト4、昨年より監
督兼任を仰せつかり今回は何とか優勝をと言う気持
ちで大会に臨みました。とは言え平日に行われるこの
大会、仕事の都合で参加できないメンバーが続出。
果たしてベストメンバーが組めるのか？そんな中、高
校の同級生片岡大蔵（ヤクルトスワローズのスコアラ
ー）君が東京より参加。
これで何とか 13 名、大会のルールで守備は 9 人で
すが攻撃は 11 人。還暦野球ともなると最後まで足
がもたない選手が出てくるため、交代メンバーが 2
人ではきつい。初戦は監督に専念することにし、70
才のエースに試合を託し打棒爆
発で奈良県のチームを 13 対 0
で圧勝。
試合終了の整列後、審判から新
居浜の投手はスピード違反です！
と言われ（確かに私よりスピードは
速い）70 才ですよと言うと相手チ

ームもビックリ！！翌日の準々決勝は石川県のチームと
対戦、私も先発完投、3 打数 2 安打（2 二塁打、足
が万全ならどちらも三塁打？かな）3 打点と活躍 12
対 1 で勝利。
引き続き行われた準決勝は前回負けた滋賀県のチ
ーム、勝っても今日帰る（翌日公務、今夜は 100％夜
間例会出席）という石川 稔さんに先発をお願いし
試合開始。
やはり強い相手で 3 回終了で 1 対 5 今回もダメ
か・・・ところが打線が繋がり猛打爆発！一挙 5 点
を取り逆転に成功。その後も石川さんの力投でなん

とか 6 対 5 でリベンジすることが
出来ました。
ホテルのご厚意で仮押さえして
いた部屋も損害を与える事な
く・・・「明日は決勝！今夜は飲
むぞー」帰りのバスは大賑わい。
　いよいよ最終日、決勝戦の相

「第3回おじいちゃんの甲子園大会」初優勝！！
計画財務委員会　村 上  博 昭　　　　　        
　

手は東京の品川エンジェルス。複数人元プロ野球選
手を擁するチーム。皆におまえが投げて負けたら文
句ないと言われ、先発マウンドへ。ここまで来たらチ
ームの持ち味を充分に出して最後まで頑張ろう。
2 回に私のタイムリーで 1 点先取、3 回に打線がつ
ながり5 得点、3 回表終了 6 対 0！楽勝と思いきや、
じりじりと追い上げられ、こっちを上回る 12 本のヒッ

トを打たれ終わってみれば 6 対 4。
何はともあれ初優勝！！田舎のチームでもやれば出来
る。今年も1 月 19日から練習開始、新たな目標「甲
子園大会連覇」。新しいメンバーも加わり当面は 4 月
の予選に向けて頑張ります。
今年の全国大会は甲子園球場！！もう一度甲子園の
マウンドに立ちた～い。
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ただき新居浜ライオンズクラブに入会させて頂きまし
た続木 剛です。
会社は（株）続木鉄工所で創業は 70 年以上になる
老舗の鉄工所で私が３代目になります。
　住友企業様のプラントで必要とされる産業機器の
製作から据付、配管工事から始まり現在では全国
各地の顧客で仕事させて頂いております。
　創業者の祖父竹一は当クラブの昭和３８年よりの

メンバーという事で非常に深い縁を感じております。
幼少期には祖父に家族イベントに連れていってもら
った記憶も残っており地元に根ざした奉仕活動を続
けているこの会に参加させて頂けた事を光栄に存じ
ます。
　これから諸先輩方のご指導ご鞭撻を頂きながら
共に奉仕活動に参加し更なる自己研鑽に勤めてい
く所存です。
　宜しくお願いいたします。

オレンジキッチン（こども食堂）をはじめて
オレンジキッチン責任者　  小 西  祐 子　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

　オレンジキッチンは、令和元年９月２８日より毎月第
４土曜日の午後５時から午後８時まで開催していま
す。子供が一人でも安心して来ることのできる食堂
です。上原自治会主催で、地域の子育て中の親た
ちがボランティアとして参加し、地域ぐるみで子育て
ができる場を作っています。
今までに４回食堂を開催し回を重ねるごとに参加人
数も増え、先月は８１名の方が食堂に来てくれまし
た。中には、本当におなか一杯になるまで、おかわり
をする子供もいます。
　また、食後には子供たち同士で遊び、帰るのが嫌
で泣き出す子供もいるくらい楽しい場所になってきて
います。
　地域食堂を始めるにあたり、沢山の方々から寄付
金を頂き、また毎回の開催時にはフードバンクを通
じ、また地域の方々からも食材の寄付を頂き、他多
数の支援者に支えられて開催できていることに感謝
をしています。

　支援を必要としている家庭はあります。その家庭
に少しでも手が差し伸べられる場所に、そして、地域
全体で子育てができる環境に、上原自治会だけでな
く、他自治会でもこども食堂を開催できるような新居
浜市になればいいなと思い活動を継続していきま
す。
新居浜ライオンズクラブの皆様には、立ち上げ当初
に多くの寄付金を頂戴しまして誠に有難うございま
した。今後もご支援のほど宜しくお願い致します。

令和新年にナイスショット！！  
テール・ツイスター　宇 野  博 文　　開催日：令和 2年 1月 12 日（日）　場所：新居浜カントリー倶楽部　
　　　　　　　　　　　　　　        　

　年明け間もない１月１２日（日）に
新居浜ライオンズクラブゴルフ部会
コンペと新年会が開催されました。
　昼間は冬晴れの暖かいゴルフ日
和の中で楽しくプレーができ、夕刻
の新年会は「正」で美味しい料理

に舌鼓をうちながら楽しい会話が弾みました。
楽しい１日を過ごさせていただき有難うございました。
　ゴルフをされる会員の皆さ
ま、何時も和気あいあいの楽し
いゴルフ部会でご一緒させて
ください！！
　個人的には同伴者とハンデ
ィに恵まれ久し振りに優勝させ
ていただきました。
真木さん、神野さん、永易さ
ん、大変お世話になりました。

ベスグロの松浦さんにハンディ差を生かし僅差で勝
たせていただきました。松浦さん申し訳ございませ
ん。
　これからは年相応に打つ場所が前になり、力一杯
振らなくても良くなり多少スコアが安定するかもしれ
ません。目標は高く、グロス７０台を目指し頑張りたい
と思います。

■開会ゴング
■ライオンズの誓い唱和
　　　　　　　　　　　奥嶋啓一郎ライ

オン

■会長挨拶　古川貴章会長
■伝達式
　LCIFサポータークラブ会員ピン授与
　岡田賢治ライ

オン、大竹崇夫ライ
オン、伊藤龍一ライ

オン、古川貴章会長
■歴代会長･幹事を称える会
　謝辞：伊藤龍一直前会長

■審議事項
　なし

■幹事報告
１．公益社団法人新居浜青年会議所令和２年新年会
　１月１０日（金）18:50 ～ リーガロイヤルホテル
　出席者：古川貴章会長　　　　　　　　　　　　　　
２．２Ｒ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）16:15 ～ ワンダーボウル西条　
　参加者：古川貴章会長、伊藤嘉秀第１副会長、天野淳幹事、
　　　　  福山宏会計
３．えひめ学園との交流会
　２月８日（土）9:15～ えひめ学園
　内容：対面式、ソフトボール大会、和太鼓演奏、バーベキュー
４．岡部歩乃佳後援会 第１回理事会
　１月３１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
　副会長、幹事、）
５．YCE夏期派遣生受入について
　オーストリア（女子）、フランス（女子）、ベルギー（男子）の派遣
　生受入についてご希望の方が居られましたら事務局までお問
　合せ下さい。
６．ライオンズクラブ国際協会３３６-Ａ地区年次大会（松山大会）

・４月１１日（土）記念ゴルフ大会
　奥道後ゴルフクラブ、エリエールゴルフクラブ
・４月１２日（日）大会式典　　愛媛県県民文化会館
　ゴルフ大会登録料 5,000 円、大会登録料 10,000 円
（ゴルフ大会参加の方は年次大会とセットでの登録となります。）
７．２月第２夜間例会（１Z合同例会）２月２０日（木）は１００％出席
　例会を目指します！！　ご協力よろしくお願いいたします。
■委員会報告
　青少年委員会　2/8 えひめ学園交流会について

　スポーツ部会　2/20 1Z 親善ボーリング大会参加について
　ゴルフ部会  　地区年次大会記念ゴルフについて
■出席報告
　会員数５８名、出席５０名、
　欠席８名、出席率 86.3％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥87,000
　ファイン　￥500
■閉会ゴング

ひとりで食べるより
みんなで楽しく食べよう！ 　60 才以上が出場する軟式野球

の全国大会「第 3 回おじいちゃん
の甲子園大会」が昨年 11 月 26日
～ 28 日の 3 日間ほっともっとフィー
ルド神戸で行われました。
　私が所属する新居浜ビクトリー

ズは 4 月と10 月に行われた 2 回の予選会を見事勝
ち抜き3 年連続 3 回目の出場！！を果たしました。
　第１回は初戦敗退、第２回はベスト4、昨年より監
督兼任を仰せつかり今回は何とか優勝をと言う気持
ちで大会に臨みました。とは言え平日に行われるこの
大会、仕事の都合で参加できないメンバーが続出。
果たしてベストメンバーが組めるのか？そんな中、高
校の同級生片岡大蔵（ヤクルトスワローズのスコアラ
ー）君が東京より参加。
これで何とか 13 名、大会のルールで守備は 9 人で
すが攻撃は 11 人。還暦野球ともなると最後まで足
がもたない選手が出てくるため、交代メンバーが 2
人ではきつい。初戦は監督に専念することにし、70
才のエースに試合を託し打棒爆
発で奈良県のチームを 13 対 0
で圧勝。
試合終了の整列後、審判から新
居浜の投手はスピード違反です！
と言われ（確かに私よりスピードは
速い）70 才ですよと言うと相手チ

ームもビックリ！！翌日の準々決勝は石川県のチームと
対戦、私も先発完投、3 打数 2 安打（2 二塁打、足
が万全ならどちらも三塁打？かな）3 打点と活躍 12
対 1 で勝利。
引き続き行われた準決勝は前回負けた滋賀県のチ
ーム、勝っても今日帰る（翌日公務、今夜は 100％夜
間例会出席）という石川 稔さんに先発をお願いし
試合開始。
やはり強い相手で 3 回終了で 1 対 5 今回もダメ
か・・・ところが打線が繋がり猛打爆発！一挙 5 点
を取り逆転に成功。その後も石川さんの力投でなん

とか 6 対 5 でリベンジすることが
出来ました。
ホテルのご厚意で仮押さえして
いた部屋も損害を与える事な
く・・・「明日は決勝！今夜は飲
むぞー」帰りのバスは大賑わい。
　いよいよ最終日、決勝戦の相

「第3回おじいちゃんの甲子園大会」初優勝！！
計画財務委員会　村 上  博 昭　　　　　        
　

手は東京の品川エンジェルス。複数人元プロ野球選
手を擁するチーム。皆におまえが投げて負けたら文
句ないと言われ、先発マウンドへ。ここまで来たらチ
ームの持ち味を充分に出して最後まで頑張ろう。
2 回に私のタイムリーで 1 点先取、3 回に打線がつ
ながり5 得点、3 回表終了 6 対 0！楽勝と思いきや、
じりじりと追い上げられ、こっちを上回る 12 本のヒッ

トを打たれ終わってみれば 6 対 4。
何はともあれ初優勝！！田舎のチームでもやれば出来
る。今年も1 月 19日から練習開始、新たな目標「甲
子園大会連覇」。新しいメンバーも加わり当面は 4 月
の予選に向けて頑張ります。
今年の全国大会は甲子園球場！！もう一度甲子園の
マウンドに立ちた～い。

次ページへ

地域食堂オレンジキッチンHP

会員投稿
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Niihama Lions Club 会長スローガン「絆」
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第1423回 1 月第一例会
1月 8日（水）12:15～ ユアーズ

第1424回 1 月第二例会
1月 22日（水）12:15～ ユアーズ

■開会ゴング
■ライオンズの誓い唱和
　　　　　　　　　　三井邦弘ライ

オン

■会長挨拶　古川貴章会長
■長寿の祝い
　傘寿：田村征夫ライ

オン　　古希：高橋在錫ライ
オン、徳村 明ライ

オン

■審議事項
１．新居浜ライオンズクラブ結成６０周年記念大会について
２．（公社）新居浜青年会議所令和２年新年会会費について　
　６,０００円　会長出席
３．上半期収支決算報告について
４．次期指名委員の任命について
５．委員会開催の変更について

　保健福祉委員会　２月１３日（木）18:30 ～ 事務局
　　 　　　　　　　　→ １２日（水）例会終了後ユアーズ
■上半期収支決算報告　福山 宏会計
　監査報告：永易明洋、塩見秀晴監査委員
■幹事報告
１．令和２年新年互礼会
　１月６日（月）11:00 ～ リーガロイヤルホテル
　出席者：古川貴章会長
２．（公社）新居浜青年会議所令和２年新年会
　１月１０日（金）18:50 ～ リーガロイヤルホテル
　出席者：古川貴章会長　　　　　　　　　　　　　　
３．第３期会費引落　１月１５日（水）43,000 円　
■委員会報告
　出席大会委員会
　　めざせ100％例会出席　2月23日 4クラブ合同例会にて
　計画財務委員会
　　年末商戦状況報告とお礼
■出席報告
　会員数58名、出席47名、
　　欠席11名、出席率82.8％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション
　　　　￥84,000

■閉会ゴング
　

１月誕生日メンバー

　先日の１月第１例会では長寿の
お祝いをしていただき誠に有難うご
ざいました。
古希の原稿をと聞いた時には、え？
自分がはや古希？とぴんとこなかっ
たのですが 3 月で 69 歳。なるほど

古希であります。
　これまでの人生を振り返った時、私は仕事一筋だ
ったなぁと思うのです。27 歳の時に今の会社を起ち
上げました。ゼロからのスタートでしたから最初はが
むしゃらに仕事をしました。徹夜で働いて朝日が昇る
頃に少し休もうか、なんてことが幾日もありました。
それでも仕事が楽しくてたまりませんでした。その頃
のことは昨日のことのように憶えています。
　それから時は流れて、現在はたくさんのお客様と
取引先そして信頼できる従業員に支えられ、おかげ
様で一昨年 40 周年を迎えることができました。
皆に感謝です。そして仕事の楽しさは今も昔と同じ
です。
　70 歳を目前にしてそろそろ第一線を退こうとして
いる私ですが今本当に嬉しいのは、この仕事を通じ
てできたたくさんの仲間がいることです。最初はお客
さんで来てくれていた人や取引先の人と長いお付き
合いの間にプライベートでも親しくなり、今では友達
と呼べる者が大勢います。それに子供の頃からの同

級生。皆気のいい連中ばかりです。そんな皆がよく
会社に顔を出してくれます。そして釣りの話や狩猟
の話、畑の話で盛り上がります。忙しい毎日で本当は
座る暇もないのですが、この連中達のおかげで少し
座って休憩できたりします。なかには空気を読んでく
れない者もいまして仕事にならない時もあるのです
が、それでも楽しいひと時です。
　これからですが 70 歳を目途に少しのんびりした
いです。とはいえじっとはしておられない性分。
天気のいい日は気の合う仲間と釣りに行こう。二台
目三台目のクラシックカーを仕上げよう。美味しい野
菜と果物を育てて皆に自慢して配ろう。旅行に行こ
う。やりたいことがいっぱいです。
　そしてやっぱり仕事をしよう。今までのように「若い
者には負けんぞ」ではなく「若い者には負けてやろ
う」くらいの気持ちでゆったりと。古希を迎えた今そ
んなことを考えています。

古希を迎えて
　　　 高 橋  在 錫　昭和26年3月17日生

■開会ゴング
■ライオンズの誓い唱和
　　　　　　　　　　　奥嶋啓一郎ライ

オン

■会長挨拶　古川貴章会長
■伝達式
　LCIFサポータークラブ会員ピン授与
　岡田賢治ライ

オン、大竹崇夫ライ
オン、伊藤龍一ライ

オン、古川貴章会長
■歴代会長･幹事を称える会
　謝辞：伊藤龍一直前会長

■審議事項
　なし

■幹事報告
１．公益社団法人新居浜青年会議所令和２年新年会
　１月１０日（金）18:50 ～ リーガロイヤルホテル
　出席者：古川貴章会長　　　　　　　　　　　　　　
２．２Ｒ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）16:15 ～ ワンダーボウル西条　
　参加者：古川貴章会長、伊藤嘉秀第１副会長、天野淳幹事、
　　　　  福山宏会計
３．えひめ学園との交流会
　２月８日（土）9:15～ えひめ学園
　内容：対面式、ソフトボール大会、和太鼓演奏、バーベキュー
４．岡部歩乃佳後援会 第１回理事会
　１月３１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
　副会長、幹事、）
５．YCE夏期派遣生受入について
　オーストリア（女子）、フランス（女子）、ベルギー（男子）の派遣
　生受入についてご希望の方が居られましたら事務局までお問
　合せ下さい。
６．ライオンズクラブ国際協会３３６-Ａ地区年次大会（松山大会）

・４月１１日（土）記念ゴルフ大会
　奥道後ゴルフクラブ、エリエールゴルフクラブ
・４月１２日（日）大会式典　　愛媛県県民文化会館
　ゴルフ大会登録料 5,000 円、大会登録料 10,000 円
（ゴルフ大会参加の方は年次大会とセットでの登録となります。）
７．２月第２夜間例会（１Z合同例会）２月２０日（木）は１００％出席
　例会を目指します！！　ご協力よろしくお願いいたします。
■委員会報告
　青少年委員会　2/8 えひめ学園交流会について

　スポーツ部会　2/20 1Z 親善ボーリング大会参加について
　ゴルフ部会  　地区年次大会記念ゴルフについて
■出席報告
　会員数５８名、出席５０名、
　欠席８名、出席率 86.3％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥87,000
　ファイン　￥500
■閉会ゴング

元会長･幹事を称える会
直前会長　伊 藤  龍 一　　　日時：令和 2年 1月 22 日（水）1月第二例会　場所：ユアーズ　　　　　　　　
　　　　　　　　        　

　新居浜ライオンズクラブも来期で
60 周年を迎えます。60 年間、一年
一年積み上げてきた歴史を感じる
と共に、歴代会長幹事を務めてこら
れた 26 名の方々の功績をたたえ
て、敬意を表しお慶び申し上げたい

と思います。
　私も若輩ながら幹事、会長と経験させていただ
き、その職務の中、会員の皆さんの温かい心で支え

て頂き、会員の皆さんがあっての会長・幹事だと痛
感した事を改めて思い出しました。
　今後、会長・幹事を拝命する機会がある方はぜ
ひ経験されると宜しいかと思います。
　最後になりますが、本年称える会を迎えられた 26
名の方のご健勝とこれからも新居浜ライオンズクラブ
で末永くご活躍される事を祈念申し上げまして、お
喜びを申し上げますと共に、1 月第 2 例会では、称え
る会を開いて頂きました事を元会長幹事を代表致し
ましてお礼申し上げます。ありがとうございました。

　60 才以上が出場する軟式野球
の全国大会「第 3 回おじいちゃん
の甲子園大会」が昨年 11 月 26日
～ 28 日の 3 日間ほっともっとフィー
ルド神戸で行われました。
　私が所属する新居浜ビクトリー

ズは 4 月と10 月に行われた 2 回の予選会を見事勝
ち抜き3 年連続 3 回目の出場！！を果たしました。
　第１回は初戦敗退、第２回はベスト4、昨年より監
督兼任を仰せつかり今回は何とか優勝をと言う気持
ちで大会に臨みました。とは言え平日に行われるこの
大会、仕事の都合で参加できないメンバーが続出。
果たしてベストメンバーが組めるのか？そんな中、高
校の同級生片岡大蔵（ヤクルトスワローズのスコアラ
ー）君が東京より参加。
これで何とか 13 名、大会のルールで守備は 9 人で
すが攻撃は 11 人。還暦野球ともなると最後まで足
がもたない選手が出てくるため、交代メンバーが 2
人ではきつい。初戦は監督に専念することにし、70
才のエースに試合を託し打棒爆
発で奈良県のチームを 13 対 0
で圧勝。
試合終了の整列後、審判から新
居浜の投手はスピード違反です！
と言われ（確かに私よりスピードは
速い）70 才ですよと言うと相手チ

ームもビックリ！！翌日の準々決勝は石川県のチームと
対戦、私も先発完投、3 打数 2 安打（2 二塁打、足
が万全ならどちらも三塁打？かな）3 打点と活躍 12
対 1 で勝利。
引き続き行われた準決勝は前回負けた滋賀県のチ
ーム、勝っても今日帰る（翌日公務、今夜は 100％夜
間例会出席）という石川 稔さんに先発をお願いし
試合開始。
やはり強い相手で 3 回終了で 1 対 5 今回もダメ
か・・・ところが打線が繋がり猛打爆発！一挙 5 点
を取り逆転に成功。その後も石川さんの力投でなん

とか 6 対 5 でリベンジすることが
出来ました。
ホテルのご厚意で仮押さえして
いた部屋も損害を与える事な
く・・・「明日は決勝！今夜は飲
むぞー」帰りのバスは大賑わい。
　いよいよ最終日、決勝戦の相

手は東京の品川エンジェルス。複数人元プロ野球選
手を擁するチーム。皆におまえが投げて負けたら文
句ないと言われ、先発マウンドへ。ここまで来たらチ
ームの持ち味を充分に出して最後まで頑張ろう。
2 回に私のタイムリーで 1 点先取、3 回に打線がつ
ながり5 得点、3 回表終了 6 対 0！楽勝と思いきや、
じりじりと追い上げられ、こっちを上回る 12 本のヒッ

トを打たれ終わってみれば 6 対 4。
何はともあれ初優勝！！田舎のチームでもやれば出来
る。今年も1 月 19日から練習開始、新たな目標「甲
子園大会連覇」。新しいメンバーも加わり当面は 4 月
の予選に向けて頑張ります。
今年の全国大会は甲子園球場！！もう一度甲子園の
マウンドに立ちた～い。
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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 (1月分 )

５８
２０
２９
４７
１５４

30
0
0
44
74

301,267
8,000

149,700
211,264
670,231

83.6
85.0
65.4
68.5
75.6

88.8
92.5
80.1
83.2
86.2

名 ％ ％ Ｈ 円

ゾーン・地区・国際協会の動きゾーン・地区・国際協会の動き
ＩＺ親善ボーリング大会
　２月１５日（土）10:00 ～　西条ワンダーボウル
２Ｒアワード選考会
　２月１６日（日）14:00 ～　西条商工会館
１Ｚ合同夜間例会
　２月２０日（木）18:00 ～　グラッツェふじ

行  事  予  定
・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会　 　２月１０日（月）18:30 ～　商工会館 3F
２月第 1例会　　   ２月１２日（水）12:15 ～　ユアーズ
２月第２例会　　   ２月２０日（木）18:00 ～　グラッツェふじ
 （1Z合同夜間例会）
・委員会
環境保全委員会　　２月　３日（月）18:30 ～　事務局
計画財務委員会　　２月　４日（火）18:30 ～　事務局
青少年委員会　　　２月　５日（水）18:30 ～　事務局
MC広報委員会　　２月　６日（木）18:30 ～　事務局
保健福祉委員会　　２月１２日（水）例会終了後　ユアーズ
会員会則委員会     ２月２５日（火）18:30 ～　事務局
出席大会委員会　　２月２７日（木）18:30 ～　丹　羽
60 周年準備委員会  ２月１０日（月）19:00 ～　商工会館 3F
・クラブ・その他行事予定
えひめ学園との交流会
　２月　８日（土） 9:15 ～　えひめ学園
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　　２月　９日（日）10:11 ～     新居浜ＣＣ
囲碁部会　　　　　未定
つれづれの会　　　２月２７日（木）18:30 ～レスト

ラン SHINOHARA
くらげの会　　　　３月開催予定   
スポーツ部会　　　２月１４・２８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　

BIRTHDAY &  MARRIAGE

2月 誕生日おめでとうございます
  大竹崇夫、加藤久博、白石誠一、山口　泰
　山下邦俊、外山貴一、三井邦弘
2 月結婚記念日おめでとうございます
　伊藤嘉秀、大石隆憲、金田智行、高木泰斉

1月 12日 ( 日 )　新居浜CC

高 木 泰 斉

松 浦 一 雄

宇 野 博 文 

古 川 貴 章

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

４８
４５
５６
６３

４２
４０
５１
５７

１６.６
１１.０
３０.０
３０.０

９０
８５
１０７
１２０

７３.４
７４.０
７７.０
９０.０

第 3回リジョン会議
　２月２３日（日）13:00 ～　西条図書館
第 2回新会員オリエンテーション
　２月２３日（日）14:20 ～　西条図書館

1 月理事・委員長会
1月 6日（月）18:30～ 商工会館3F

●会長挨拶　古川貴章会長
●審議事項
１．新居浜ライオンズクラブ結成 60 周年記念大会について
２．（公社）新居浜青年会議所 令和二年新年会費について
　6,000 円　リーガロイヤルホテル　会長出席
３．上半期収支決算報告について
　１,０００円　１月６日　会長出席
４．次期指名委員の任命について
５．委員会開催日の変更について
　保健福祉委員会　2月13日（木）18:30 ～ 事務局
　　　　　　　　　  → 12日（水）例会終了後 ユアーズ

●幹事報告
１．令和二年新年互礼会
　1月6日（月）11:00 ～ リーガロイヤルホテル
　出席者：古川貴章会長
２．（公社）新居浜青年会議所 令和二年新年会
　1月10日（金）18:50 ～ リーガロイヤルホテル
　出席者：古川貴章会長
３．第 3期会費引落　1月15日（水）43,000 円
●委員会報告
出席大会委員会
　2/20 4クラブ合同夜間例会 100％出席をめざします。
計画財務委員会
　年末商戦ご協力お礼

傘寿を迎えて
　  　田 村  征 夫　昭和16年8月3日生

長寿の祝い

　そもそも、古希とは数え 70 歳との
事ですが、唐の詩人杜甫の詩・曲
江（きょっこう）
  「酒債は尋常行く処にあり 人生
七十古来稀なり」（酒代の付けは私
が普通行く処には、どこにもある。

しかし七十年、生きる人は古くから稀である）が典
拠。杜甫が生きた時代の (712 ～ 770) 日本は、ちょう
ど奈良時代で律令国家体制が整い、稲作農業も盛
んになり貴族と一般人と律令制のため貧富の格差は
ありましたが、平均寿命はそれまでの 20 歳代から
30 歳に伸びたそうです。
その後の平均寿命は江戸時代まで変わらす 現゙在は
男性 81.2 歳、女性が 87.3 歳ですから医学の発達
や戦争のない平和により随分と寿命は延びました。
杜甫も波瀾万丈な人生で、彼の詩の評価は北宋時
代 11 世紀に入ってからだったそうです。
　私も、古希を迎えて人生を振り返ると幼少時代は

まだ進駐軍がいた記憶があり、その後近くの元興寺
にラジオ体操に通い、学業にも励んで会社に入り、各
地を転々と回りそして今があります。
　波瀾万丈とも言えませんがそれなりの苦労もあり、
楽しい事も多々ありました。今後平均寿命から見ると
後 10 年強。望むなら 15 年は生きて、昭和、平成、令
和の時代を生きた人として、伝えられる事は伝承し家
族共々穏やかに過ごしていければと思っています。
　残念ながら肉体は衰え、頭も記憶力が衰えていき
ますが、まだまだ意気込みだけはあるので自分なりに
人生を歩んでいくつもりです。

古希を迎えて思うこと
　　　　　徳 村   明　昭和26年1月4日生

　「長寿の祝い」の原稿の依頼が
あり筆をとった。男の長寿の節目は
６１歳還暦から７０歳の古稀７７歳
喜寿となり、今回の傘寿は８０歳の
節目だそうです。
　私は昭和１６年８月に松山で生

まれ、松山で終戦を迎え、父の仕事の関係で西条
で小、中、高を経験し、松山で学校を卒業し、修行
で３年間宇部興産の系列で新居浜、観音寺、高松
と営業所回りを……。そして新居浜で開業、現在に
至る。

　８０歳の歴史を語ると長く長～くありますが、年を
取るという事は間違いを起こさず、世間の中で協調
し、生活、家族を守り健康で「生きる」事は大変な事
です。
　年を取るという事は、健康維持が大変になり、運も
味方にならなければ合格しない、元気でなければゴ
ルフや釣り、ボウリングなど趣味も出来なくなる。
酒や食事も残念ながら全てパー、身体が動かない。
人の世話にならないなど暗い考え方が先方を走り
抜ける。
　しかし振り返ってみると８０年生きて来られた実績
は、ごまかしでない実績、生身だという事、これから
は余生がどれほどの残りなのか、チャレンジの始まり
だ！！

高校文化祭　生物部の実験

■開会ゴング
■ライオンズの誓い唱和
　　　　　　　　　　　奥嶋啓一郎ライ

オン

■会長挨拶　古川貴章会長
■伝達式
　LCIFサポータークラブ会員ピン授与
　岡田賢治ライ

オン、大竹崇夫ライ
オン、伊藤龍一ライ

オン、古川貴章会長
■歴代会長･幹事を称える会
　謝辞：伊藤龍一直前会長

■審議事項
　なし

■幹事報告
１．公益社団法人新居浜青年会議所令和２年新年会
　１月１０日（金）18:50 ～ リーガロイヤルホテル
　出席者：古川貴章会長　　　　　　　　　　　　　　
２．２Ｒ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）16:15 ～ ワンダーボウル西条　
　参加者：古川貴章会長、伊藤嘉秀第１副会長、天野淳幹事、
　　　　  福山宏会計
３．えひめ学園との交流会
　２月８日（土）9:15～ えひめ学園
　内容：対面式、ソフトボール大会、和太鼓演奏、バーベキュー
４．岡部歩乃佳後援会 第１回理事会
　１月３１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
　副会長、幹事、）
５．YCE夏期派遣生受入について
　オーストリア（女子）、フランス（女子）、ベルギー（男子）の派遣
　生受入についてご希望の方が居られましたら事務局までお問
　合せ下さい。
６．ライオンズクラブ国際協会３３６-Ａ地区年次大会（松山大会）

・４月１１日（土）記念ゴルフ大会
　奥道後ゴルフクラブ、エリエールゴルフクラブ
・４月１２日（日）大会式典　　愛媛県県民文化会館
　ゴルフ大会登録料 5,000 円、大会登録料 10,000 円
（ゴルフ大会参加の方は年次大会とセットでの登録となります。）
７．２月第２夜間例会（１Z合同例会）２月２０日（木）は１００％出席
　例会を目指します！！　ご協力よろしくお願いいたします。
■委員会報告
　青少年委員会　2/8 えひめ学園交流会について

　スポーツ部会　2/20 1Z 親善ボーリング大会参加について
　ゴルフ部会  　地区年次大会記念ゴルフについて
■出席報告
　会員数５８名、出席５０名、
　欠席８名、出席率 86.3％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥87,000
　ファイン　￥500
■閉会ゴング



●●● 1月第一例会 ●●●

●●● 1月第二例会 ●●●

編集後記

古川　貴章　歴代会長･幹事様今後共ご指導宜しくお願いします。
福山　　宏　年次大会でのゴルフ是非参加をお願いします。
岡田　賢治　歴代会長幹事を称える会、皆様おめでとうございます。
田村　征夫　傘寿の祝い有難うございます。80 才の大台に乗り病気と
　　　　　　闘いながら一日一日頑張ってまいります。
能瀬　伸一　最近体調をくずして二日ほど寝込みました。インフルエ
　　　　　　ンザも流行していますので、皆さんお体には充分気をつ
　　　　　　けて下さい。
徳村　　明　歴代会長･幹事の皆様大変ご苦労様でした。インフルエ
　　　　　　ンザ、新型コロナウイルスの流行も有り、健康に留意し
　　　　　　てお過ごし下さい。
白石　誠一　新会員紹介お願いします。
有富　正治　会長･幹事を称える会を催していただき有難う御座いま
　　　　　　した。
伊藤　龍一　歴代会長･幹事の皆様のご功績を称えて！本日は称える
　　　　　　会の開催ありがとうございました。
佐伯　澄男　元会長･幹事の皆様の功績に感謝します。
永易　明洋　歴代役員の皆様ご苦労様でした。ご健康に留意され益々
　　　　　　のご活躍をご祈念申し上げます。
後藤　達也　元会長･幹事を称えて。
加藤　久博　元会長･幹事を称えて頂きありがとうございました。
松浦　一雄　宇野さん、今年最初のゴルフコンペの優勝おめでとうござ
　　　　　　いました。
塩見　秀晴　2/15 の 1Z ボーリング大会、出場のお願いです。宜しく
　　　　　　お願いします。
檜垣　孝志　今年は暖冬でしょうか？ですが新型コロナウイルスが流行
　　　　　　そうですね！嫌ですネ！気をつけましょう。　　
真鍋　憲夫　新型のウイルスが流行しているようで気をつけましょう。
　　　　　　寒中お見舞い申し上げます。
外山　貴一　やっと寒い冬の季節になりました。お身体にはお気を付
　　　　　　け下さい。
奥嶋啓一郎　遅くなりましたが、明けましておめでとうございます。
　　　　　　正月にインフルエンザになってしまいご迷惑をおかけし
　　　　　　ました。今年一年皆様のご健勝をお祈り致します。
石川　　稔　これから一週間ほど雨模様だそうです。体調管理には十
　　　　　　分ご留意ください。
小野　周平　次回の例会では献血に関する話をする場を計画しており
　　　　　　ます。例会の出席を宜しくお願いします。
河端　信人　私の息子が今年の夏休みオーストラリア派遣ホームステ
　　　　　　イに参加させて頂くことになりました。宜しくお願いし
　　　　　　ます。皆様のご協力に感謝しております。ありがとうご
　　　　　　ざいました。
青野　泰介　しばらく雨が続くようですね。太ってしまいそうです。
　　　　　　ジムで運動しないといけませんね。
伊藤　嘉秀　皆様新年明けましておめでとうございます。年明け早々、
　　　　　　太鼓台と妻と一緒に東京ドームへ行っており理事会、第
　　　　　　一例会、欠席で失礼しました。本年もよろしくお願い申
　　　　　　し上げます。
今村　　忍　先月髪をかりました。シャンプーも少しで良くなりまし
　　　　　　た（笑）
村上順一郎　元会長･幹事さんお疲れ様でした。
山下　邦俊　元会長･幹事を称えて！
鈴木　雅志　元会長･幹事を称える会を開催していただきありがとう
　　　　　　ございました。
神野　雄太　元会長･幹事を称えてもらいありがとう！
土岐　計一　元会長･幹事を称える会ありがとうございます。
大上　幸雄　歴代会長･幹事を称えて。
石川　敏則　元会長･幹事称える会ありがとう！
宇野　博文　今年は暖冬で花粉の飛散が 12 月より始まっています。5
　　　　　　月の連休明けまで長い期間頑張らなくてはいけません。
・・・歴代会長・幹事を称え、これまでのご功績に感謝します。・・・
大竹崇夫／上野　剛／新田久司／村上博昭／三井邦弘／土岐敏勝／高
木泰斉／岡田浩二／中田君江／近藤充徳／藤縄洲二／真木泰彦／高橋
在錫／伊藤久門

古川　貴章　明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願
　　　　　　いいたします。
福山　　宏　明けましておめでとうございます。正月に行った霧島一
　　　　　　人旅、大変リフレッシュしました。
岡田　賢治　明けましたおめでとうございます。今年もよろしくお願
　　　　　　いいたします。
佐伯　澄男　新年あけましておめでとうございます。本年もよろしく
　　　　　　お願いいたします。年末年始の一週間ボラカイ島で過ご
　　　　　　しました。世界各国からいろいろな人々が来ていました。
　　　　　　あおい海に青い空最高でした。また行くぞ～～。
伊藤　龍一　明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願
　　　　　　いいたします。本日長寿のお祝いを受けられた 3 名の方
　　　　　　おめでとうございます。いつまでも健康でお過ごし下さい。
徳村　　明　皆様明けましておめでとうございます。今年の干支はネ
　　　　　　ズミ年で数年来の相性が良いそうで増産・革新・計画が
　　　　　　出来るそうです。是非皆様も今年の運に乗りご活躍され
　　　　　　ることを祈念します。
金田　智行　明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願
　　　　　　いいたします。
白石　誠一　おめでとうございます。
能瀬　伸一　明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願
　　　　　　いいたします。
加藤　久博　新年あけましておめでとうございます。本年もよろしく
　　　　　　お願いいたします。
有富　正治　明けましておめでとう御座います。本年も宜しくお願い
　　　　　　致します。
大竹　崇夫　新年あけましておめでとうございます。今年もよろしく
　　　　　　お願いいたします。
近藤　充徳　新年あけましておめでとうございます。本年もよろしく
　　　　　　お願いいたします。
後藤　達也　暖冬でありがたいです。
真鍋　憲夫　明けましておめでとうございます。本年もウイサーブで
　　　　　　頑張りましょう。
岡村真里哉　本年もどうぞ宜しくお願い致します。
小野　周平　年末年始は兄弟家族も帰省し、賑やかに過ごしました。
　　　　　　まだまだ幼いのでなついてくれます。この瞬間をかみし
　　　　　　めたいと思います。
田村　征夫　本年も宜しく。
石川　　稔　どなた様も明けましておめでとうございます。今年が皆
　　　　　　様にとりまして幸多い一年でありますことを心から祈念
　　　　　　いたします。
鈴木　雅志　明けましておめでとうございます。令和二年の幕開けで
　　　　　　す。今年はどんな年になるのかドキドキ楽しみです。頑
　　　　　　張りましょう。
松浦　一雄　今年は年男です。繁栄の子年、皆様と共に幸多き一年とな
　　　　　　ることを祈念します。
続木　　剛　風が強くて自社の工場の屋根が飛んでしまいそうです。
塩見　秀晴　年明けは静かなお正月を迎える事が出来たので感謝して。
青野　泰介　明けましておめでとうございます。今年も皆様にとって
　　　　　　良い年となりますように。
河端　信人　明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願
　　　　　　いいたします。
村上　博昭　新年あけましておめでとうございます。本年もよろしく
　　　　　　お願いいたします。
高木　泰斉　明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願
　　　　　　いいたします。
石川　敏則　明けましておめでとうございます。本年も宜しく。
神野　雄太　明けましておめでとうございます。
宇野　博文　新年あけましておめでとうございます。今年は大阪地区
　　　　　　の新年の挨拶回りが木・金になり例会への出席が可能と
　　　　　　なりました。
橋田信一郎　明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願
　　　　　　いいたします。
藤縄　洲二　明けましておめでとうございます！
山下　邦俊　新年明けましておめでとうございます。本年もよろしく
　　　　　　お願いいたします。

永易　明洋　明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願
　　　　　　いいたします。
檜垣　孝志　令和二年、明けましておめでとうございます。皆さん今
年もよろしくお願い申し上げます。
・・・新年あけましておめでとうございます。
　　　　　　　　　　　　本年も宜しくお願いします。・・・
伊藤久門／真木泰彦／大石隆憲／今村　忍／三井邦弘／高橋在錫
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   1100 万人の都市がゴーストタウンに！ カジノで有名な都市も
と益々広がっているという。
映画のような話だが新聞・TV で連日報道されているから現
実だ。これを国内に置き換えてみようと思ったが想像が出来な
い。東京がゴーストタウンに？突飛な妄想だ。
今は早く収束するよう願うしか出来ないのだろうか。
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