
●●● 2月第一例会 ●●●

●●● 2月第二例会 ●●●

編集後記

古川　貴章　1Z合同例会です。宜しくお願いします。
福山　　宏　4クラブ合同例会です。
岡田　賢治　4クラブ合同例会の盛会に。
佐伯　澄男　1Z合同例会の開催を祝して。
有富　正治　1Z 合同例会を祝して！岡部歩乃佳さんガンバレ。
　　　　　　今回はコロナで行けませんが応援しています。
岡村真里哉　1Z合同例会の開催を祝して。
加藤　久博　1Z合同例会に感謝して。
伊藤　龍一　花粉がじわじわやって来てます。3 月が怖いです。
　　　　　　青野泰介さん高知龍馬マラソン完走おめでとう
　　　　　　ございます。
真鍋　憲夫　4 クラブ合同例会を祝して！風邪をひいてしまい
　　　　　　ました。コロナウイルスに感染しないよう皆様注
　　　　　　意しましょう。
・・・1Z4クラブ合同例会の開催を祝して！・・・
大竹崇夫／永易明洋／金田智行／徳村　明
高木　泰斉　谷先生の卓話に感謝致します。
石川　　稔　とにかく新型肺炎が収束して欲しいですね。
檜垣　孝志　メディアは毎日コロナウイルスです。いよいよ市
　　　　　　中感染の模様ですネ。充分に留意しましょう！
塩見　秀晴　福山さんとこの飼犬小雪さん頑張れ 16 才。
宇野　博文　花粉が多く飛散して苦しい日々が続いています。頑
　　　　　　張ります！
鈴木　雅志　4クラブ合同例会に感謝して。
今村　　忍　暖かくなりました。早くお花見したい♡　　
能瀬　伸一　合同例会を祝して！。
・・・新型肺炎には皆様お気を付けて
　　　　　　　　　　　お身体ご自愛下さい。・・・
小野周平／藤縄洲二／上野　剛／村上順一郎／橋田信一郎／
高橋在錫／中田君江／大石隆憲／新田久司／大上幸雄／土岐
敏勝／神野雄太／松浦一雄／後藤達也／近藤充徳

古川　貴章　愛媛県赤十字血液センター谷崎様、有馬様ご来訪
　　　　　　ありがとうございます。
福山　　宏　卓話に感謝致します。
岡田　賢治　インフルエンザが流行っています気をつけまし
　　　　　　ょう。
後藤　達也　えひめ学園交流会沢山参加して戴き有難うござ
　　　　　　いました。
大竹　崇夫　寒日が続きますから体調に気をつけて下さい
白石　誠一　歩乃佳ちゃん応援お願いします。
真鍋　憲夫　愛媛マラソンのランナーの活躍に感動しました。
　　　　　　日赤の献血活動の卓話有難うございました。連休
　　　　　　のせいかぼお～として例会遅刻しましたのでフ
　　　　　　ァインします。
能瀬　伸一　花粉の季節がやってきました。もうのどが痛くな
　　　　　　り始めました。今年は花粉が少ないと良いなあ…。
有富　正治　松山に於いて民政児童委員の研修会があります
　　　　　　ので欠席させて頂きます。
村上順一郎　仕事で先に失礼します。
加藤　久博　誕生日のお祝い有難うございます。57 才になりま
　　　　　　した。
佐伯　澄男　卓話に感謝します。
宇野　博文　スギの花粉が飛んでいます。ヒノキが終わる 5 月
　　　　　　連休明けまでガマンの日々が続きます。
徳村　　明　コロナウイルスで世の中ニュースが出ています
　　　　　　が武漢の人との接触がなければ問題ありません。
　　　　　　手洗いをしっかりしましょう。
伊藤　龍一　赤十字血液センター谷崎様、有馬様の卓話に感謝
　　　　　　致します。大学に出てた娘が今週、息子が来週卒
　　　　　　業で新居浜に帰って来ます。急に騒がしくなりま
　　　　　　した。嬉しいやら複雑な気分です
檜垣　孝志　ちらほらと梅の便りが届いています。
続木　　剛　2 月は日数が少ないのに祝日が多くなって働き方
　　　　　　改革の昨今困った事です。
大上　幸雄　仕事で早退しますすみません。
山下　邦俊　誕生祝い有難うございます。明日で満 70 才です。
今村　　忍　えひめ学園との交流会とても楽しかったです。お肉
　　　　　　めちゃ旨、ソフトボール楽しい。
河端　信人　えひめ学園との交流会お疲れ様でした。
小野　周平　本日、献血の講演をしました。いかがだったでしょ
　　　　　　うか。この後、委員会にも同席して頂きます。献血
　　　　　　事業の今後について話し合いが出来たらと考え
　　　　　　ております。
神野　雄太　卓話に感謝！
田村　征夫　たくわに感謝！
松浦　一雄　献血の卓話有難うございました。
外山　貴一　寒い日が続いております。風邪やインフルエンザ
　　　　　　にお気を付けいただき元気で過ごせれたらと思
　　　　　　います。
石川　　稔　新型コロナウイルスの感染が拡大しない事を祈
　　　　　　るばかりです。経済に大きな影響が。
鈴木　雅志　感染広がるコロナウイルス今後どうなるのか？ 1
　　　　　　日も早い収束を。
藤縄　洲二　なかなか春がこないですネ。お身体気をつけて。
塩見　秀晴　平成２年２月に入会してまる３０年になりまし
　　　　　　た。例会 30 年間休まず出席できたのが喜びです。
村上　博昭　今月のクラブゴルフ月例会久しぶりに優勝させ

ていただきました。神野さんごめんなさい！
・・・日赤血液センター谷崎光弘様、有馬三貴様の
　　　　　　　　　　　　卓話に感謝致します。・・・
伊藤久門／奥嶋啓一郎／高木泰斉／真木泰彦／土岐敏勝／中
田君江／大石隆憲／近藤充徳／新田久司／三井邦弘／高橋在
錫
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   Covid19 が流行しています。
色々なデマも多く広がっていますが、情報管理と自己防衛・予
防・エチケットに注意しながら生活したいと思います。
　　　　　　　　　　　MC 広報委員長　奥嶋啓一郎
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新 居 浜
新居浜中央
新居浜別子
新居浜ひうち

計
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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
薬物乱用防止教育認定養成講座
　３月２１日（土）13:00 ～　ウエルピア伊予
ＬＣＩＦ研修会
　３月２６日（木）14:00 ～　高松国際ホテル

行  事  予  定
・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会　 　３月　９日（月）18:30 ～　商工会館 3F
３月第 1例会　　   ３月１１日（水）12:15 ～　ユアーズ
３月第２例会　　   ３月２５日（水）12:15 ～　ユアーズ
・委員会
環境保全委員会　　３月　２日（月）18:30 ～　事務局
計画財務委員会　　３月　３日（火）18:30 ～　事務局
青少年委員会　　　３月　４日（水）18:30 ～　事務局
MC広報委員会　　３月　５日（木）18:30 ～　事務局
保健福祉委員会　　３月１２日（木）18:30 ～　事務局
会員会則委員会     ３月２３日（月）18:30 ～　事務局
出席大会委員会　　３月２６日（木）18:30 ～　事務局
60 周年準備委員会  ３月　９日（月）19:00 ～　商工会館 3F
・クラブ・その他行事予定
２０２０パラリンピック日本代表選考大会　岡部歩乃佳さん応援
　３月６･７日（土）静岡県冨士水泳場　
令和２年度岡部歩乃佳後援会通常総会、懇親会
　３月１１日（水）18:30 ～  ユアーズ
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　　３月　８日（日）9:01 ～     新居浜ＣＣ
囲碁部会　　　　　未定
つれづれの会　　　４月開催予定
くらげの会　　　　３月開催予定   
スポーツ部会　　　３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　

3月 誕生日おめでとうございます
  伊藤久門、大上幸雄、近藤眞而、妹尾光章
　高橋在錫、中田君江、新田久司、林　幸央
3 月結婚記念日おめでとうございます
　有富正治、近藤眞而、近藤充徳、妹尾光章

2月 9日 ( 日 )　新居浜CC
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第３回地区ガバナー諮問委員会、ゾーンレベル会員委員会
　３月２８日（土）　グラッツェふじ

えひめ学園との交流会
青少年委員長　後 藤  達 也　　　　　　日時：令和 2年 2月 8日（土）10:00 ～　場所：えひめ学園　　　
　　　　　　　　　　　　　        　

2 月理事・委員長会
2月 10日（月）18:30～ 商工会館3F

●会長挨拶　古川貴章会長
●審議事項
１．糖尿病啓発講座開催 (１Ｚ合同夜間例会時開催 ) 賛助金の
　支出について　15,000 円
２．１Ｚ親善ボウリング大会登録料について
　24,000 円　　2,000 円×12 名
３．第２回新会員オリエンテーション登録料について
　4,000 円　1,000 円×4名　
４．薬物乱用防止教育認定講師養成講座受講料について　　
　5,000 円／人　3月21日( 土 ) 
５．事務局会報誌作成パソコン修繕費の支出について
　予算 50,000 円
６．近藤盛文さんご子息ご逝去に伴うお香典の支出について　
　20,000 円
７．年末商戦資金獲得事業決算報告について
８．２月第２例会（１Ｚ合同夜間例会）予算案について
９．４月家族会遠征について
　４月２６日（日）香川県宇多津町（四国水族館～四国健康村）
10．委員会開催の変更について
　会員会則委員会
　２月２４日（月･祝）18:30  事務局 →　２５日（火）
●幹事報告
１．２Ｒ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 ～ ワンバーボウル西条　
　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　結果：１１位
２．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）
３．えひめ学園との交流会　２月８日（土）9:15～ えひめ学園
　出席者：L青野泰介、L天野淳、L石川稔、L伊藤嘉秀、L
　伊藤龍一、L今村忍、L大上幸雄、L岡村真里哉、L奥嶋啓
　一郎、L小野周平、L加藤久博、L河端信人、L後藤達也、
　L佐伯澄男、L塩見秀晴、L高橋在錫、L中田君江、L永易
　明洋、L新田久司、L能瀬伸一、L古川貴章、L真木泰彦　
　　参加２２名
４．１Ｚ親善ボーリング大会
　２月１５日（土）10:00スタート　ナムコワンダーボール西条
　参加者：L天野淳、L伊藤嘉秀、L伊藤龍一、L奥嶋啓一郎、
　L佐伯澄男、L塩見秀晴、L高木泰斉、L高橋在錫、L能瀬
　伸一、L福山宏、L古川貴章、L村上博昭　参加１２名
５．２Ｒガバナーズ・アワード予備選考会
　２月１６日（日）14:00 ～ 西条商工会館
　出席者：大竹崇夫青少年･ＧＳＴ･ＬＣＩＦ･ライオンズクエスト
　委員
６．２月第２夜間例会（１Z合同例会）
　２月２０日（木）レイグラッツェふじ
　　・合同例会例会 18:00 ～
　　・糖尿病啓発講座 18:30 ～　・懇親会 19:15 ～
　１００％出席例会を目指します！！
　例会出席ご協力よろしくお願いいたします。
●委員会報告
　出席大会委員会　２月第２例会１００％について
　計画財務委員会　家族会について
　MC広報委員会　パソコン修繕について
　青少年委員会　　えひめ学園との交流会について
　保健福祉委員会　2月第 1例会献血センター講演について

　２月８日（土）えひめ学園との交流
会が開催されました。２月という事
で天候、寒さなど心配でしたが晴
天に恵まれ予定通り屋外でソフトボ
ール、バーベキューを楽しむ事が出
来ました。

　９時１５分より対面式から始まり、この時に大上さ
んに用意して頂いた軟式野球ボールと女子テニス
のボールを寄贈しました。
　対面式、準備運動も終わりいよいよソフトボールの
試合となりましたがライオンズクラブメンバー総員２２
名、えひめ学園生徒さん１６名、職員さん８名と大人
数の開催となり、チーム構成を混合チームにする事
になりました。
　ライオンズクラブにえひめ学園の女生徒さん６名
を加えたチームと、えひめ学園にライオンズクラブか
ら５名加えたチームの対戦となりプレーボールです。
ライオンズの守備の時は９人プラス女子生徒６人の
１５人が守るという変則的な試合となりました。人数
が多い為、打順も中々回って来ない感じでした。
私は塁審を務めましたが常時グローブを着用し２塁
ベース付近で守備と塁審をしていました。
　試合の方は、えひめ学園に大量リードを許し、追
い上げ及ばず負けてしまいましたが珍プレー続出の
楽しい試合でした。
　試合の後は、えひめ学園生徒さんによる和太鼓
の演奏を鑑賞させて頂きました。現在は在学生徒１
７名とここ数年では一番多く、当日は受験の生徒１
名と入学して間もない生徒１名を除く１５名での演
奏でしたが、人数が変わっても乱れのないまとまった

演奏を見て普段の練習量が想像出来ました。
　和太鼓演奏も終わりいよいよお待ちかねのバーべ
ーキューです。今年は真冬の開催という事もあり、サ
イドメニューの焼きそばを止めて豚汁にしました。
豚汁は岡村委員に作って頂き大好評でした。肉も大
量に購入しましたが完食となりました。予算をオーバ
ーしそうで決算が怖いです…食後には能瀬さんに
用意して頂いたイチゴがあっという間に無くなる程、
喜んでくれました。
　バーベキューも終わり、閉会式で生徒さんにお菓
子の袋詰めを手渡して解散となりました。
朝の対面式で古川会長がおっしゃったふたつの約
束、ひとつは常に笑顔で楽しむ事、ふたつめはケガ
をしない事、どちらも果たす事が出来た素晴らしい
交流会だったと思います。
　お忙しい中、たくさんの会員の皆様に参加して頂
きました。本当にありがとうございました。
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１Ｚ４クラブ合同夜間例会に参加して
幹　事　 天  野 　淳　　　　　日時：令和 2年 2月 20 日（木）18:00 ～　レイグラッツェふじ　　　　　
　　　　　　　        　

第1425回 2 月第一例会
2月 12日（水）12:15～ ユアーズ

第1426回 2 月第二例会
2月 20日（木）18:00～ グラッツェふじ

■開会ゴング　古川貴章会長
■来訪者紹介　伊藤龍一直前会長
■会長挨拶　古川貴章会長
愛媛県赤十字センター事業部血液推進課
　　谷崎光弘課長、有馬三貴主事　
■卓話　「愛媛県の献血事業と献血促進への取り組み」
　愛媛県赤十字センター事業部血液推進課　有馬三貴主事
■審議事項
１．糖尿病啓発講座開催 (１Ｚ合同夜間例会時開催 ) 賛助金の
　支出について　15,000 円
２．１Ｚ親善ボウリング大会登録料について
　24,000 円　　2,000 円×12 名
３．第２回新会員オリエンテーション登録料について
　4,000 円　1,000 円×4名　
４．薬物乱用防止教育認定講師養成講座受講料について
　5,000 円／人　3月21日（土） 
５．事務局会報誌作成パソコン修繕費の支出について
　予算 50,000 円
６．近藤盛文さんご子息ご逝去に伴うお香典の支出について　
　20,000 円
７．年末商戦資金獲得事業決算報告について
８．２月第２例会（１Ｚ合同夜間例会）予算案について
９．４月家族会遠征について
　４月２６日（日）香川県宇多津町（四国水族館～四国健康村）
10．委員会開催の変更について
　会員会則委員会
　２月２４日（月･祝）18:30  事務局 →　２５日（火）
■幹事報告
１．２Ｒ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　結果：１１位

２．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）
３．えひめ学園との交流会　２月８日（土）9:15～ えひめ学園
　出席者：L青野泰介、L天野淳、L石川稔、L伊藤嘉秀、L
　伊藤龍一、L今村忍、L大上幸雄、L岡村真里哉、L奥嶋啓
　一郎、L小野周平、L加藤久博、L河端信人、L後藤達也、
　L佐伯澄男、L塩見秀晴、L高橋在錫、L中田君江、L永易
　明洋、L新田久司、L能瀬伸一、L古川貴章、L真木泰彦　
　　参加２２名
４．１Ｚ親善ボーリング大会
　２月１５日（土）10:00スタート　ナムコワンダーボール西条
　参加者：L天野淳、L伊藤嘉秀、L伊藤龍一、L奥嶋啓一郎、
　L佐伯澄男、L塩見秀晴、L高木泰斉、L高橋在錫、L能瀬
　伸一、L福山宏、L古川貴章、L村上博昭　参加１２名
５．２Ｒガバナーズ・アワード予備選考会
　２月１６日（日）14:00 ～ 西条商工会館
　出席者：大竹崇夫青少年･ＧＳＴ･ＬＣＩＦ･ライオンズクエスト
　委員
６．２月第２夜間例会（１Z合同例会）
　２月２０日（木）レイグラッツェふじ
　　・合同例会例会 18:00 ～
　　・糖尿病啓発講座 18:30 ～　・懇親会 19:15 ～
　１００％出席例会を目指します！ 
　例会出席ご協力よろしくお願いいたします。
７．第６６回地区年次大会に参加予定で未だお返事を頂いてい
　ない方は至急事務局までお願い致します。
■委員会報告
　計画財務委員会　4月家族会について
　MC広報委員会　パソコン購入について
　青少年委員会　えひめ学園との交流会・岡部歩乃佳さん
　　　　　　　　選考会応援案内
■出席報告
　会員数 58 名、出席 49 名、欠席９名、出席率 84.5％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥83,000
■閉会ゴング　

■開会ゴング　新居浜別子 LC　明比保親会長
■物故会員に黙祷
■ライオンズの誓い唱和　新居浜 LC　古川貴章会長
■来賓紹介　新居浜別子 LC　吉岡直輝第二副会長
■ホストクラブ会長挨拶　新居浜別子 LC　明比保親
■来賓挨拶　1ZC  白石公成ライ

オン

　青少年・GST・LCIF・ライオンズクエスト委員　大竹崇夫ライ
オン

　環境保全・保健福祉・アラート委員　千葉英明ライ
オン

■新居浜 LC６０周年記念大会のお知らせ、岡部歩乃佳さん応
　援のお知らせ
■審議事項　なし
■幹事報告
１．１Ｚ親善ボーリング大会
　２月１５日（土）10:00スタート　ナムコワンダーボール西条
　L天野淳、L伊藤嘉秀、L伊藤龍一、L奥嶋啓一郎、L佐伯
　澄男、L塩見秀晴、L高木泰斉、L高橋在錫、L能瀬伸一、L
　福山宏、L古川貴章、L村上博昭　12 名
２．２Ｒガバナーズ・アワード予備選考会
　２月１６日（日）14: ;00 ～ 西条商工会館

　出席者：大竹崇夫青少年･ＧＳＴ･ＬＣＩＦ･ライオンズクエスト
　委員
３．第３回リジョン会議　２月２３日（日）13:00 ～ 西条図書館
　出席者：大竹崇夫青少年･ＧＳＴ･ＬＣＩＦ･ライオンズクエスト
　委員
４．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
　出席者　L続木　剛　　引率者　白石誠一会員理事
５．令和２年新居浜市消防観閲式
　３月１日（日）9:00～ 山根市民グランド
　出席者：古川貴章会長
６．岡部歩乃佳選手 2020 パラリンピック日本代表選手選考大会
　３月６日（金）～７日（土） 静岡県富士水泳場
７．令和元年度岡部歩乃佳後援会通常総会並びに懇親会
　３月１１日（水）18:30 ～ ユアーズ
８．次期役員指名会を３月第一例会で行うことを通知致します。
■出席報告
　会員数５８名、出席５５名、欠席３名、出席率94.8％
■テールツイスター・タイム
　ドネーション
■ライオンズ・ローア
　新居浜ひうちLC　眞鍋啓太会長

　２月第二例会 1Z 合同夜間例会
に参加してきました。
もりだくさんの例会でした。いつもの
ユアーズではなく、別子ライオンズク
ラブさんのホームでありますレイグラ
ッツェふじでおこなわれました。

　夜間例会にしては早い時間の 18:00 スタートで例
会がはじまりました。
　短縮例会での開催となり、終了後糖尿病啓発セミ
ナーが開催されました。
“たにものわすれクリニックの”谷先生にご講演をい
ただきました。現在、48 歳だそうですが 365日 24 時
間対応で病院をされているそうです。
いつでも電話くださいとの事。これにはちょっとびっく
り。すごいことです。糖尿病、認知症等についてわか
りやすくご説明していただきました。

　懇親会では、アトラクションにステッキパター大会
がおこなわれ、新居浜ライオンズは惜しくも優勝は逃
しました。
また、先日行われました 1Z ボーリング大会の表彰も
おこなわれ、新居浜ライオンズクラブのメンバーが多
数入賞していました。奥嶋委員長も賞をもらっていま
した。
　この合同例会の準備段階から 100％例会を目指
していましたが結果はかないませんでした。
当日、大阪出張のメンバー、会議等予定が入ってい
るメンバーさんも遅れながら参加してくださいました
が、都合のつかない方もおられて残念な結果となりま
した。ラストまであと少しですが、出席大会委員会さ
んと協議しながら 100％例会開催できるように頑張り
ます。
参加されたメンバーさん、お疲れ様でした。

　初の夜の合同例会に少々緊張
しつつ参加させて頂きました。
緊張していると言いながらも巨大
エビフライを平らげ、いざ‼パットゴ
ルフへ～⤴⤴ないと。
　新居浜ライオンズクラブスタート

で緊張 MAX（笑）ゴルフ堪能な方の中、パッドがダ
メダメの私（涙）加減、方向、全て感
覚の中、“キセキ”が起こりました！コー
スでは手でねじ込んでやろうかと思う
くらい苦手なパットですが、ステッキは
下手くそな方が良い様です !(^^) !
　これからも色々勉強させて頂き、
色々な事に挑戦し、出来ることを一つ
ずつ頑張っていきたいです！もちろん
ゴルフも♡

合同例会パットゴルフに参加して
MC広報委員会　今 村　忍



Niihama Lions Club 会長スローガン「絆」

4 . 5 .

「私のこだわり」１Ｚ親善ボーリング大会に参加しました。
MC広報委員長　奥 嶋   啓 一 郎　　　令和 2年 2月 15 日（土）　場所：ナムコワンダーランド西条　　
　　　　　　　　　　　        　

私のこだわり？
保健福祉委員会　外 山  貴 一　　　　　        
　

　私が、学生・独身の頃は、こだわ
りにこだわった生活をさせて頂いて
おりました。
　私服の T シャツ・トレーナーはポ
ールスミスブランドのレッドイヤー、ジ
ーンズはリーバイス 501 か児島ブラ

ンド　エターナル、靴はレッドウイング 8875 かニュー
バランス 996 のように好きなブランドだけしか身に着
けませんでした。
　他にこだわっていた事が自動車の運転です。
家業で運送業をやっておりますので、運転する時間
は大変多く、20 代の時は家で睡眠をとるのは週末だ
けみたいな生活を送っていたこともあり、一日の半分
以上はトラックの中での生活をしておりましたので、
運転生活にはルーティーンをもっておりました。
　着時間と場所によってですが、逆計算をして出発
時間を決めます。その後はルーティーンを行うだけ、
家に帰りお風呂に入り、時間に余裕があったらまず
睡眠をとります。出発時間 1 時間前に起床、会社に
行き出発の業務後、右運転席側からタイヤのチェッ
クを一周まわりオイルと水の確認後、運転席には左
足から乗るところまで、後は目的地到着までごはんは
食べない、走行ペースを乱したくないので休憩は最
小限度で後は走行のみといったこだわりをもっての
生活を行っておりました。
　ただ、独身生活が終わり、新婚生活、長男の誕
生、長女の誕生と一緒に生活をする人数が増えてく
るのと同時にこだわっていた事が少なくなってきてい
ます。
　好きだったブーツも子供を抱っこのままでは履くこ

とすらできないので、スニーカーやサンダルに代わり、
最近クロックスといった優れものが誕生した事もあり
愛用しています。
　ルーティーンもあった運転は、長距離走行中に子
供がトイレと言ったら必ず止まらないといけないの
で、自分のペースでの走行ができないようになってお
ります。
　このような生活をするようになって１０数年自分の
こだわりといったものが無い、ということに今回気付
かせていただきました。
　ただ、最近ゴルフに関しては少しルーティーンみた
いなものを作り出せ始めている気がしています。
まだまだのスコアでこのような事を言うことはおこがま
しいですが、止まったボールを打つためには自分の
ペース？タイミングが必要な気がしています。
　自分のこだわった時間と共にスコアもよくなるよう
に努力していきたいと思っています。

愛媛県の献血事業と献血促進への取り組みについて
保健福祉委員長　小 野  周 平　　令和 2年 2月 12 日　第 1例会において　　　　　　　　　　　　　　　        
　

　2 月 15 日に１Z ボーリング大会
に参加してきました。
　ゾーンチェアパーソンの新居浜
別子ライオンズクラブ 白石公成さ
んの挨拶で大会がはじまり、新居
浜ライオンズクラブは参加された諸

先輩方の奮闘もあって２年連続で、総合優勝となり
ました。ちなみに、私は皆さんの足をひっぱり、無事
ブービー賞で表彰されてしまいました。
　その中で、光明として能瀬伸一さんが、個人優勝
をされています。背の高い能瀬さんは、膝を９０度に
曲げて投げられていたので次の日の筋肉痛を心配
してしまいました。
　また、記載すると怒られてしまうと思いますが、伊
藤嘉秀さんは気合が入りすぎたのかレーンで転ばれ

ていました。印象的だったのが転倒後の写真で、左
の注意書きに「レーンの中はキケンです」と写ってお
り、スポーツ部会長の塩見秀晴さんが満面の笑みを
うかべてます。　　
　大会後は参加者で食事会を行いプレーの話など
で盛り上がりとても楽しいボーリング大会に参加させ
ていただきました。

　令和２年２月度第一例会にて、愛
媛県赤十字血液センターの谷﨑光
弘課長、有馬三貴主事をお招きし、
「愛媛県の献血事業と献血促進へ
の取り組み」と題した講演を頂きま
した。

　２０分という非常にタイトなスケジュールでしたが、
愛媛県内の取り組み、広報、他ライオンズの特色、今
後の課題といった中身の濃い講演を頂いたと思いま
す。特に他ライオンズの特色等は、同じ献血事業を
実施していながら知らない事も多く、合同例会等の
場で情報交換をし、互いに良い事業が出来るよう努
力しなければと感じました。
　また例会後の保健福祉委員会にもご参加いただ
きました。委員会内ではさらに突っ込んだ質問にも丁
寧にお答えいただきつつ、東中南予の献血事業に
ついて具体的な中身を紹介いただきました。
　ＦＣ今治とコラボした献血事業の話等は、事業の

広がりをイメージできるお話で参考になりました。
　例えば、新居浜市内で行われる集客イベントに、
新居浜ライオンズ献血献眼ブースを設置しイベントと
コラボする。さらにステージ等があれば登壇し、献血
献眼の必要性をアピールし参加を呼びかける。とい
った事業イメージでしょうか。
　新居浜はイオンという大きな集客施設を利用でき
るのが強みで、多くの献血献眼者に来て頂いてお
り、今後も継続していけたら良いと考えております。
　また赤十字血液センターの方もお話されていた、
新たな協力事業所の紹介等も今後考える必要があ
るのかもしれません。
　保健福祉委員会として、常に新たな発想を持って
事業へのアプローチを考える事が必要だと感じた機
会となりました。
　あと一回、４月に献血献眼事業を計画しておりま
す。ご協力をよろしくお願いします。



会長スローガン「絆」
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「私のこだわり」１Ｚ親善ボーリング大会に参加しました。
MC広報委員長　奥 嶋   啓 一 郎　　　令和 2年 2月 15 日（土）　場所：ナムコワンダーランド西条　　
　　　　　　　　　　　        　

私のこだわり？
保健福祉委員会　外 山  貴 一　　　　　        
　

　私が、学生・独身の頃は、こだわ
りにこだわった生活をさせて頂いて
おりました。
　私服の T シャツ・トレーナーはポ
ールスミスブランドのレッドイヤー、ジ
ーンズはリーバイス 501 か児島ブラ

ンド　エターナル、靴はレッドウイング 8875 かニュー
バランス 996 のように好きなブランドだけしか身に着
けませんでした。
　他にこだわっていた事が自動車の運転です。
家業で運送業をやっておりますので、運転する時間
は大変多く、20 代の時は家で睡眠をとるのは週末だ
けみたいな生活を送っていたこともあり、一日の半分
以上はトラックの中での生活をしておりましたので、
運転生活にはルーティーンをもっておりました。
　着時間と場所によってですが、逆計算をして出発
時間を決めます。その後はルーティーンを行うだけ、
家に帰りお風呂に入り、時間に余裕があったらまず
睡眠をとります。出発時間 1 時間前に起床、会社に
行き出発の業務後、右運転席側からタイヤのチェッ
クを一周まわりオイルと水の確認後、運転席には左
足から乗るところまで、後は目的地到着までごはんは
食べない、走行ペースを乱したくないので休憩は最
小限度で後は走行のみといったこだわりをもっての
生活を行っておりました。
　ただ、独身生活が終わり、新婚生活、長男の誕
生、長女の誕生と一緒に生活をする人数が増えてく
るのと同時にこだわっていた事が少なくなってきてい
ます。
　好きだったブーツも子供を抱っこのままでは履くこ

とすらできないので、スニーカーやサンダルに代わり、
最近クロックスといった優れものが誕生した事もあり
愛用しています。
　ルーティーンもあった運転は、長距離走行中に子
供がトイレと言ったら必ず止まらないといけないの
で、自分のペースでの走行ができないようになってお
ります。
　このような生活をするようになって１０数年自分の
こだわりといったものが無い、ということに今回気付
かせていただきました。
　ただ、最近ゴルフに関しては少しルーティーンみた
いなものを作り出せ始めている気がしています。
まだまだのスコアでこのような事を言うことはおこがま
しいですが、止まったボールを打つためには自分の
ペース？タイミングが必要な気がしています。
　自分のこだわった時間と共にスコアもよくなるよう
に努力していきたいと思っています。

愛媛県の献血事業と献血促進への取り組みについて
保健福祉委員長　小 野  周 平　　令和 2年 2月 12 日　第 1例会において　　　　　　　　　　　　　　　        
　

　2 月 15 日に１Z ボーリング大会
に参加してきました。
　ゾーンチェアパーソンの新居浜
別子ライオンズクラブ 白石公成さ
んの挨拶で大会がはじまり、新居
浜ライオンズクラブは参加された諸

先輩方の奮闘もあって２年連続で、総合優勝となり
ました。ちなみに、私は皆さんの足をひっぱり、無事
ブービー賞で表彰されてしまいました。
　その中で、光明として能瀬伸一さんが、個人優勝
をされています。背の高い能瀬さんは、膝を９０度に
曲げて投げられていたので次の日の筋肉痛を心配
してしまいました。
　また、記載すると怒られてしまうと思いますが、伊
藤嘉秀さんは気合が入りすぎたのかレーンで転ばれ

ていました。印象的だったのが転倒後の写真で、左
の注意書きに「レーンの中はキケンです」と写ってお
り、スポーツ部会長の塩見秀晴さんが満面の笑みを
うかべてます。　　
　大会後は参加者で食事会を行いプレーの話など
で盛り上がりとても楽しいボーリング大会に参加させ
ていただきました。

　令和２年２月度第一例会にて、愛
媛県赤十字血液センターの谷﨑光
弘課長、有馬三貴主事をお招きし、
「愛媛県の献血事業と献血促進へ
の取り組み」と題した講演を頂きま
した。

　２０分という非常にタイトなスケジュールでしたが、
愛媛県内の取り組み、広報、他ライオンズの特色、今
後の課題といった中身の濃い講演を頂いたと思いま
す。特に他ライオンズの特色等は、同じ献血事業を
実施していながら知らない事も多く、合同例会等の
場で情報交換をし、互いに良い事業が出来るよう努
力しなければと感じました。
　また例会後の保健福祉委員会にもご参加いただ
きました。委員会内ではさらに突っ込んだ質問にも丁
寧にお答えいただきつつ、東中南予の献血事業に
ついて具体的な中身を紹介いただきました。
　ＦＣ今治とコラボした献血事業の話等は、事業の

広がりをイメージできるお話で参考になりました。
　例えば、新居浜市内で行われる集客イベントに、
新居浜ライオンズ献血献眼ブースを設置しイベントと
コラボする。さらにステージ等があれば登壇し、献血
献眼の必要性をアピールし参加を呼びかける。とい
った事業イメージでしょうか。
　新居浜はイオンという大きな集客施設を利用でき
るのが強みで、多くの献血献眼者に来て頂いてお
り、今後も継続していけたら良いと考えております。
　また赤十字血液センターの方もお話されていた、
新たな協力事業所の紹介等も今後考える必要があ
るのかもしれません。
　保健福祉委員会として、常に新たな発想を持って
事業へのアプローチを考える事が必要だと感じた機
会となりました。
　あと一回、４月に献血献眼事業を計画しておりま
す。ご協力をよろしくお願いします。
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１Ｚ４クラブ合同夜間例会に参加して
幹　事　 天  野 　淳　　　　　日時：令和 2年 2月 20 日（木）18:00 ～　レイグラッツェふじ　　　　　
　　　　　　　        　

第1425回 2 月第一例会
2月 12日（水）12:15～ ユアーズ

第1426回 2 月第二例会
2月 20日（木）18:00～ グラッツェふじ

■開会ゴング　古川貴章会長
■来訪者紹介　伊藤龍一直前会長
■会長挨拶　古川貴章会長
愛媛県赤十字センター事業部血液推進課
　　谷崎光弘課長、有馬三貴主事　
■卓話　「愛媛県の献血事業と献血促進への取り組み」
　愛媛県赤十字センター事業部血液推進課　有馬三貴主事
■審議事項
１．糖尿病啓発講座開催 (１Ｚ合同夜間例会時開催 ) 賛助金の
　支出について　15,000 円
２．１Ｚ親善ボウリング大会登録料について
　24,000 円　　2,000 円×12 名
３．第２回新会員オリエンテーション登録料について
　4,000 円　1,000 円×4名　
４．薬物乱用防止教育認定講師養成講座受講料について
　5,000 円／人　3月21日（土） 
５．事務局会報誌作成パソコン修繕費の支出について
　予算 50,000 円
６．近藤盛文さんご子息ご逝去に伴うお香典の支出について　
　20,000 円
７．年末商戦資金獲得事業決算報告について
８．２月第２例会（１Ｚ合同夜間例会）予算案について
９．４月家族会遠征について
　４月２６日（日）香川県宇多津町（四国水族館～四国健康村）
10．委員会開催の変更について
　会員会則委員会
　２月２４日（月･祝）18:30  事務局 →　２５日（火）
■幹事報告
１．２Ｒ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　結果：１１位

２．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）
３．えひめ学園との交流会　２月８日（土）9:15～ えひめ学園
　出席者：L青野泰介、L天野淳、L石川稔、L伊藤嘉秀、L
　伊藤龍一、L今村忍、L大上幸雄、L岡村真里哉、L奥嶋啓
　一郎、L小野周平、L加藤久博、L河端信人、L後藤達也、
　L佐伯澄男、L塩見秀晴、L高橋在錫、L中田君江、L永易
　明洋、L新田久司、L能瀬伸一、L古川貴章、L真木泰彦　
　　参加２２名
４．１Ｚ親善ボーリング大会
　２月１５日（土）10:00スタート　ナムコワンダーボール西条
　参加者：L天野淳、L伊藤嘉秀、L伊藤龍一、L奥嶋啓一郎、
　L佐伯澄男、L塩見秀晴、L高木泰斉、L高橋在錫、L能瀬
　伸一、L福山宏、L古川貴章、L村上博昭　参加１２名
５．２Ｒガバナーズ・アワード予備選考会
　２月１６日（日）14:00 ～ 西条商工会館
　出席者：大竹崇夫青少年･ＧＳＴ･ＬＣＩＦ･ライオンズクエスト
　委員
６．２月第２夜間例会（１Z合同例会）
　２月２０日（木）レイグラッツェふじ
　　・合同例会例会 18:00 ～
　　・糖尿病啓発講座 18:30 ～　・懇親会 19:15 ～
　１００％出席例会を目指します！ 
　例会出席ご協力よろしくお願いいたします。
７．第６６回地区年次大会に参加予定で未だお返事を頂いてい
　ない方は至急事務局までお願い致します。
■委員会報告
　計画財務委員会　4月家族会について
　MC広報委員会　パソコン購入について
　青少年委員会　えひめ学園との交流会・岡部歩乃佳さん
　　　　　　　　選考会応援案内
■出席報告
　会員数 58 名、出席 49 名、欠席９名、出席率 84.5％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥83,000
■閉会ゴング　

■開会ゴング　新居浜別子 LC　明比保親会長
■物故会員に黙祷
■ライオンズの誓い唱和　新居浜 LC　古川貴章会長
■来賓紹介　新居浜別子 LC　吉岡直輝第二副会長
■ホストクラブ会長挨拶　新居浜別子 LC　明比保親
■来賓挨拶　1ZC  白石公成ライ

オン

　青少年・GST・LCIF・ライオンズクエスト委員　大竹崇夫ライ
オン

　環境保全・保健福祉・アラート委員　千葉英明ライ
オン

■新居浜 LC６０周年記念大会のお知らせ、岡部歩乃佳さん応
　援のお知らせ
■審議事項　なし
■幹事報告
１．１Ｚ親善ボーリング大会
　２月１５日（土）10:00スタート　ナムコワンダーボール西条
　L天野淳、L伊藤嘉秀、L伊藤龍一、L奥嶋啓一郎、L佐伯
　澄男、L塩見秀晴、L高木泰斉、L高橋在錫、L能瀬伸一、L
　福山宏、L古川貴章、L村上博昭　12 名
２．２Ｒガバナーズ・アワード予備選考会
　２月１６日（日）14: ;00 ～ 西条商工会館

　出席者：大竹崇夫青少年･ＧＳＴ･ＬＣＩＦ･ライオンズクエスト
　委員
３．第３回リジョン会議　２月２３日（日）13:00 ～ 西条図書館
　出席者：大竹崇夫青少年･ＧＳＴ･ＬＣＩＦ･ライオンズクエスト
　委員
４．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
　出席者　L続木　剛　　引率者　白石誠一会員理事
５．令和２年新居浜市消防観閲式
　３月１日（日）9:00～ 山根市民グランド
　出席者：古川貴章会長
６．岡部歩乃佳選手 2020 パラリンピック日本代表選手選考大会
　３月６日（金）～７日（土） 静岡県富士水泳場
７．令和元年度岡部歩乃佳後援会通常総会並びに懇親会
　３月１１日（水）18:30 ～ ユアーズ
８．次期役員指名会を３月第一例会で行うことを通知致します。
■出席報告
　会員数５８名、出席５５名、欠席３名、出席率94.8％
■テールツイスター・タイム
　ドネーション
■ライオンズ・ローア
　新居浜ひうちLC　眞鍋啓太会長

　２月第二例会 1Z 合同夜間例会
に参加してきました。
もりだくさんの例会でした。いつもの
ユアーズではなく、別子ライオンズク
ラブさんのホームでありますレイグラ
ッツェふじでおこなわれました。

　夜間例会にしては早い時間の 18:00 スタートで例
会がはじまりました。
　短縮例会での開催となり、終了後糖尿病啓発セミ
ナーが開催されました。
“たにものわすれクリニックの”谷先生にご講演をい
ただきました。現在、48 歳だそうですが 365日 24 時
間対応で病院をされているそうです。
いつでも電話くださいとの事。これにはちょっとびっく
り。すごいことです。糖尿病、認知症等についてわか
りやすくご説明していただきました。

　懇親会では、アトラクションにステッキパター大会
がおこなわれ、新居浜ライオンズは惜しくも優勝は逃
しました。
また、先日行われました 1Z ボーリング大会の表彰も
おこなわれ、新居浜ライオンズクラブのメンバーが多
数入賞していました。奥嶋委員長も賞をもらっていま
した。
　この合同例会の準備段階から 100％例会を目指
していましたが結果はかないませんでした。
当日、大阪出張のメンバー、会議等予定が入ってい
るメンバーさんも遅れながら参加してくださいました
が、都合のつかない方もおられて残念な結果となりま
した。ラストまであと少しですが、出席大会委員会さ
んと協議しながら 100％例会開催できるように頑張り
ます。
参加されたメンバーさん、お疲れ様でした。

　初の夜の合同例会に少々緊張
しつつ参加させて頂きました。
緊張していると言いながらも巨大
エビフライを平らげ、いざ‼パットゴ
ルフへ～⤴⤴ないと。
　新居浜ライオンズクラブスタート

で緊張 MAX（笑）ゴルフ堪能な方の中、パッドがダ
メダメの私（涙）加減、方向、全て感
覚の中、“キセキ”が起こりました！コー
スでは手でねじ込んでやろうかと思う
くらい苦手なパットですが、ステッキは
下手くそな方が良い様です !(^^) !
　これからも色々勉強させて頂き、
色々な事に挑戦し、出来ることを一つ
ずつ頑張っていきたいです！もちろん
ゴルフも♡

合同例会パットゴルフに参加して
MC広報委員会　今 村　忍
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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
薬物乱用防止教育認定養成講座
　３月２１日（土）13:00 ～　ウエルピア伊予
ＬＣＩＦ研修会
　３月２６日（木）14:00 ～　高松国際ホテル

行  事  予  定
・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会　 　３月　９日（月）18:30 ～　商工会館 3F
３月第 1例会　　   ３月１１日（水）12:15 ～　ユアーズ
３月第２例会　　   ３月２５日（水）12:15 ～　ユアーズ
・委員会
環境保全委員会　　３月　２日（月）18:30 ～　事務局
計画財務委員会　　３月　３日（火）18:30 ～　事務局
青少年委員会　　　３月　４日（水）18:30 ～　事務局
MC広報委員会　　３月　５日（木）18:30 ～　事務局
保健福祉委員会　　３月１２日（木）18:30 ～　事務局
会員会則委員会     ３月２３日（月）18:30 ～　事務局
出席大会委員会　　３月２６日（木）18:30 ～　事務局
60 周年準備委員会  ３月　９日（月）19:00 ～　商工会館 3F
・クラブ・その他行事予定
２０２０パラリンピック日本代表選考大会　岡部歩乃佳さん応援
　３月６･７日（土）静岡県冨士水泳場　
令和２年度岡部歩乃佳後援会通常総会、懇親会
　３月１１日（水）18:30 ～  ユアーズ
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　　３月　８日（日）9:01 ～     新居浜ＣＣ
囲碁部会　　　　　未定
つれづれの会　　　４月開催予定
くらげの会　　　　３月開催予定   
スポーツ部会　　　３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　

BIRTHDAY &  MARRIAGE

3月 誕生日おめでとうございます
  伊藤久門、大上幸雄、近藤眞而、妹尾光章
　高橋在錫、中田君江、新田久司、林　幸央
3 月結婚記念日おめでとうございます
　有富正治、近藤眞而、近藤充徳、妹尾光章

2月 9日 ( 日 )　新居浜CC

後 藤 達 也

神 野 雄 太

村 上 博 昭

真 木 泰 彦

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

３９
４４
４５
６４

３８
４８
５１
５８

４.１
１８.４
２１.６
３０.０

７７
９２
９６
１２２

７２.９
７３.６
７４.４
９２.０

第３回地区ガバナー諮問委員会、ゾーンレベル会員委員会
　３月２８日（土）　グラッツェふじ

えひめ学園との交流会
青少年委員長　後 藤  達 也　　　　　　日時：令和 2年 2月 8日（土）10:00 ～　場所：えひめ学園　　　
　　　　　　　　　　　　　        　

2 月理事・委員長会
2月 10日（月）18:30～ 商工会館3F

●会長挨拶　古川貴章会長
●審議事項
１．糖尿病啓発講座開催 (１Ｚ合同夜間例会時開催 ) 賛助金の
　支出について　15,000 円
２．１Ｚ親善ボウリング大会登録料について
　24,000 円　　2,000 円×12 名
３．第２回新会員オリエンテーション登録料について
　4,000 円　1,000 円×4名　
４．薬物乱用防止教育認定講師養成講座受講料について　　
　5,000 円／人　3月21日( 土 ) 
５．事務局会報誌作成パソコン修繕費の支出について
　予算 50,000 円
６．近藤盛文さんご子息ご逝去に伴うお香典の支出について　
　20,000 円
７．年末商戦資金獲得事業決算報告について
８．２月第２例会（１Ｚ合同夜間例会）予算案について
９．４月家族会遠征について
　４月２６日（日）香川県宇多津町（四国水族館～四国健康村）
10．委員会開催の変更について
　会員会則委員会
　２月２４日（月･祝）18:30  事務局 →　２５日（火）
●幹事報告
１．２Ｒ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 ～ ワンバーボウル西条　
　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　結果：１１位
２．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）
３．えひめ学園との交流会　２月８日（土）9:15～ えひめ学園
　出席者：L青野泰介、L天野淳、L石川稔、L伊藤嘉秀、L
　伊藤龍一、L今村忍、L大上幸雄、L岡村真里哉、L奥嶋啓
　一郎、L小野周平、L加藤久博、L河端信人、L後藤達也、
　L佐伯澄男、L塩見秀晴、L高橋在錫、L中田君江、L永易
　明洋、L新田久司、L能瀬伸一、L古川貴章、L真木泰彦　
　　参加２２名
４．１Ｚ親善ボーリング大会
　２月１５日（土）10:00スタート　ナムコワンダーボール西条
　参加者：L天野淳、L伊藤嘉秀、L伊藤龍一、L奥嶋啓一郎、
　L佐伯澄男、L塩見秀晴、L高木泰斉、L高橋在錫、L能瀬
　伸一、L福山宏、L古川貴章、L村上博昭　参加１２名
５．２Ｒガバナーズ・アワード予備選考会
　２月１６日（日）14:00 ～ 西条商工会館
　出席者：大竹崇夫青少年･ＧＳＴ･ＬＣＩＦ･ライオンズクエスト
　委員
６．２月第２夜間例会（１Z合同例会）
　２月２０日（木）レイグラッツェふじ
　　・合同例会例会 18:00 ～
　　・糖尿病啓発講座 18:30 ～　・懇親会 19:15 ～
　１００％出席例会を目指します！！
　例会出席ご協力よろしくお願いいたします。
●委員会報告
　出席大会委員会　２月第２例会１００％について
　計画財務委員会　家族会について
　MC広報委員会　パソコン修繕について
　青少年委員会　　えひめ学園との交流会について
　保健福祉委員会　2月第 1例会献血センター講演について

　２月８日（土）えひめ学園との交流
会が開催されました。２月という事
で天候、寒さなど心配でしたが晴
天に恵まれ予定通り屋外でソフトボ
ール、バーベキューを楽しむ事が出
来ました。

　９時１５分より対面式から始まり、この時に大上さ
んに用意して頂いた軟式野球ボールと女子テニス
のボールを寄贈しました。
　対面式、準備運動も終わりいよいよソフトボールの
試合となりましたがライオンズクラブメンバー総員２２
名、えひめ学園生徒さん１６名、職員さん８名と大人
数の開催となり、チーム構成を混合チームにする事
になりました。
　ライオンズクラブにえひめ学園の女生徒さん６名
を加えたチームと、えひめ学園にライオンズクラブか
ら５名加えたチームの対戦となりプレーボールです。
ライオンズの守備の時は９人プラス女子生徒６人の
１５人が守るという変則的な試合となりました。人数
が多い為、打順も中々回って来ない感じでした。
私は塁審を務めましたが常時グローブを着用し２塁
ベース付近で守備と塁審をしていました。
　試合の方は、えひめ学園に大量リードを許し、追
い上げ及ばず負けてしまいましたが珍プレー続出の
楽しい試合でした。
　試合の後は、えひめ学園生徒さんによる和太鼓
の演奏を鑑賞させて頂きました。現在は在学生徒１
７名とここ数年では一番多く、当日は受験の生徒１
名と入学して間もない生徒１名を除く１５名での演
奏でしたが、人数が変わっても乱れのないまとまった

演奏を見て普段の練習量が想像出来ました。
　和太鼓演奏も終わりいよいよお待ちかねのバーべ
ーキューです。今年は真冬の開催という事もあり、サ
イドメニューの焼きそばを止めて豚汁にしました。
豚汁は岡村委員に作って頂き大好評でした。肉も大
量に購入しましたが完食となりました。予算をオーバ
ーしそうで決算が怖いです…食後には能瀬さんに
用意して頂いたイチゴがあっという間に無くなる程、
喜んでくれました。
　バーベキューも終わり、閉会式で生徒さんにお菓
子の袋詰めを手渡して解散となりました。
朝の対面式で古川会長がおっしゃったふたつの約
束、ひとつは常に笑顔で楽しむ事、ふたつめはケガ
をしない事、どちらも果たす事が出来た素晴らしい
交流会だったと思います。
　お忙しい中、たくさんの会員の皆様に参加して頂
きました。本当にありがとうございました。



●●● 2月第一例会 ●●●

●●● 2月第二例会 ●●●

編集後記

古川　貴章　1Z合同例会です。宜しくお願いします。
福山　　宏　4クラブ合同例会です。
岡田　賢治　4クラブ合同例会の盛会に。
佐伯　澄男　1Z合同例会の開催を祝して。
有富　正治　1Z 合同例会を祝して！岡部歩乃佳さんガンバレ。
　　　　　　今回はコロナで行けませんが応援しています。
岡村真里哉　1Z合同例会の開催を祝して。
加藤　久博　1Z合同例会に感謝して。
伊藤　龍一　花粉がじわじわやって来てます。3 月が怖いです。
　　　　　　青野泰介さん高知龍馬マラソン完走おめでとう
　　　　　　ございます。
真鍋　憲夫　4 クラブ合同例会を祝して！風邪をひいてしまい
　　　　　　ました。コロナウイルスに感染しないよう皆様注
　　　　　　意しましょう。
・・・1Z4クラブ合同例会の開催を祝して！・・・
大竹崇夫／永易明洋／金田智行／徳村　明
高木　泰斉　谷先生の卓話に感謝致します。
石川　　稔　とにかく新型肺炎が収束して欲しいですね。
檜垣　孝志　メディアは毎日コロナウイルスです。いよいよ市
　　　　　　中感染の模様ですネ。充分に留意しましょう！
塩見　秀晴　福山さんとこの飼犬小雪さん頑張れ 16 才。
宇野　博文　花粉が多く飛散して苦しい日々が続いています。頑
　　　　　　張ります！
鈴木　雅志　4クラブ合同例会に感謝して。
今村　　忍　暖かくなりました。早くお花見したい♡　　
能瀬　伸一　合同例会を祝して！。
・・・新型肺炎には皆様お気を付けて
　　　　　　　　　　　お身体ご自愛下さい。・・・
小野周平／藤縄洲二／上野　剛／村上順一郎／橋田信一郎／
高橋在錫／中田君江／大石隆憲／新田久司／大上幸雄／土岐
敏勝／神野雄太／松浦一雄／後藤達也／近藤充徳

古川　貴章　愛媛県赤十字血液センター谷崎様、有馬様ご来訪
　　　　　　ありがとうございます。
福山　　宏　卓話に感謝致します。
岡田　賢治　インフルエンザが流行っています気をつけまし
　　　　　　ょう。
後藤　達也　えひめ学園交流会沢山参加して戴き有難うござ
　　　　　　いました。
大竹　崇夫　寒日が続きますから体調に気をつけて下さい
白石　誠一　歩乃佳ちゃん応援お願いします。
真鍋　憲夫　愛媛マラソンのランナーの活躍に感動しました。
　　　　　　日赤の献血活動の卓話有難うございました。連休
　　　　　　のせいかぼお～として例会遅刻しましたのでフ
　　　　　　ァインします。
能瀬　伸一　花粉の季節がやってきました。もうのどが痛くな
　　　　　　り始めました。今年は花粉が少ないと良いなあ…。
有富　正治　松山に於いて民政児童委員の研修会があります
　　　　　　ので欠席させて頂きます。
村上順一郎　仕事で先に失礼します。
加藤　久博　誕生日のお祝い有難うございます。57 才になりま
　　　　　　した。
佐伯　澄男　卓話に感謝します。
宇野　博文　スギの花粉が飛んでいます。ヒノキが終わる 5 月
　　　　　　連休明けまでガマンの日々が続きます。
徳村　　明　コロナウイルスで世の中ニュースが出ています
　　　　　　が武漢の人との接触がなければ問題ありません。
　　　　　　手洗いをしっかりしましょう。
伊藤　龍一　赤十字血液センター谷崎様、有馬様の卓話に感謝
　　　　　　致します。大学に出てた娘が今週、息子が来週卒
　　　　　　業で新居浜に帰って来ます。急に騒がしくなりま
　　　　　　した。嬉しいやら複雑な気分です
檜垣　孝志　ちらほらと梅の便りが届いています。
続木　　剛　2 月は日数が少ないのに祝日が多くなって働き方
　　　　　　改革の昨今困った事です。
大上　幸雄　仕事で早退しますすみません。
山下　邦俊　誕生祝い有難うございます。明日で満 70 才です。
今村　　忍　えひめ学園との交流会とても楽しかったです。お肉
　　　　　　めちゃ旨、ソフトボール楽しい。
河端　信人　えひめ学園との交流会お疲れ様でした。
小野　周平　本日、献血の講演をしました。いかがだったでしょ
　　　　　　うか。この後、委員会にも同席して頂きます。献血
　　　　　　事業の今後について話し合いが出来たらと考え
　　　　　　ております。
神野　雄太　卓話に感謝！
田村　征夫　たくわに感謝！
松浦　一雄　献血の卓話有難うございました。
外山　貴一　寒い日が続いております。風邪やインフルエンザ
　　　　　　にお気を付けいただき元気で過ごせれたらと思
　　　　　　います。
石川　　稔　新型コロナウイルスの感染が拡大しない事を祈
　　　　　　るばかりです。経済に大きな影響が。
鈴木　雅志　感染広がるコロナウイルス今後どうなるのか？ 1
　　　　　　日も早い収束を。
藤縄　洲二　なかなか春がこないですネ。お身体気をつけて。
塩見　秀晴　平成２年２月に入会してまる３０年になりまし
　　　　　　た。例会 30 年間休まず出席できたのが喜びです。
村上　博昭　今月のクラブゴルフ月例会久しぶりに優勝させ

ていただきました。神野さんごめんなさい！
・・・日赤血液センター谷崎光弘様、有馬三貴様の
　　　　　　　　　　　　卓話に感謝致します。・・・
伊藤久門／奥嶋啓一郎／高木泰斉／真木泰彦／土岐敏勝／中
田君江／大石隆憲／近藤充徳／新田久司／三井邦弘／高橋在
錫
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   Covid19 が流行しています。
色々なデマも多く広がっていますが、情報管理と自己防衛・予
防・エチケットに注意しながら生活したいと思います。
　　　　　　　　　　　MC 広報委員長　奥嶋啓一郎
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