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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
第 66 回地区年次大会　指名選挙会、代議員総会
　４月１９日（日）8:30 ～　西条
石鎚ライオンズクラブ結成 30 周年記念例会
　４月２５日（土）18:30 ～　歓喜庵
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国際会長　ジュンヨル・チョイ
　　〈テーマ〉「We Serve」 
３３６－Ａ地区スローガン
　　Service Activity is the key to Lions clubs
 　（ライオンズクラブのキーは奉仕することである）

３３６－Ａ地区ガバナー　高岡 英治
　　〈スローガン〉We Serve　　　〈キーワード〉「真心」
２Ｒ－１Ｚ新居浜ライオンズクラブ 会長　古川 貴章
　　〈スローガン〉「絆」

〈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］

2019.7 ～ 2020.6

行  事  予  定
・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会　 　４月　６日（月）18:30 ～　商工会館 3F
４月第 1例会　　   ４月　８日（水）（書面例会）
４月第２例会　　   ４月２２日（水）理事・委員長会で検討
・委員会
青少年委員会　　　４月　１日（水）18:30 ～　事務局
MC広報委員会　　４月　２日（木）18:30 ～　事務局
環境保全委員会　　４月　６日（月）18:15 ～　事務局
計画財務委員会　４月　７日（火）18:30 ～　事務局
保健福祉委員会　　４月　９日（木）18:30 ～　事務局
出席大会委員会     ４月２３日（木）18:30 ～　事務局
会員会則委員会　　４月２７日（月）18:30 ～　事務局
60 周年準備委員会  ４月　６日（月）19:00 ～　商工会館 3F
・クラブ・その他行事予定
第 3回献血・献眼登録奉仕活動
　４月１９日（日）10:00 ～　イオンモール新居浜　

・部会・同好会
ゴルフ部会　　　　４月１１日（土）9:08 ～     新居浜ＣＣ
囲碁部会　　　　　未定
つれづれの会　　　４月８日（水）18:30 ～　 京城園　
くらげの会　　　　５月開催予定   
スポーツ部会　　　４月１０・２４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
　

4月 誕生日おめでとうございます
　後藤達也、佐伯澄男
4 月結婚記念日おめでとうございます
　宇野博文、土岐計一、檜垣孝志、山口　泰

3月 8日 ( 日 )　新居浜CC

後 藤 達 也

松 浦 一 雄

青 野 泰 介

宇 野 博 文
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   新コロナウイルス感染症が益々猛威をふるっています。
日本国内でも日々感染者数が増えておりますので、手洗い･うが
いなど感染予防をお願い致します
　　　　　　　　　　　MC 広報委員長　奥嶋啓一郎

3 月理事・委員長会
3月 9日（月）18:30～ 商工会館3F研修室

●会長挨拶　古川貴章会長
●審議事項
１．OSEALフォーラム不足金の協力金依頼について
　２９，０００円　500円×58 名
２．４月家族会遠征中止について ４月２６日（日）
　香川県宇多津町（四国水族館～四国健康村）
３．４月第２例会変更について
   ４月２６日（日）  →  ４月２２日（水）夜間例会
４．２月第２例会（１Ｚ合同夜間）決算報告について
５．４月第２夜間例会予算案について
６．えひめ学園との交流会決算報告について
７．結成６０周年記念事業講演講師について　
　盲目のヨットマン 岩本光弘氏
８．３月第一例会開催の中止に伴う検討事項について
●幹事報告
１．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
２．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
３．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　中止
４．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
　中止
５．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～　中止
６．岡部歩乃佳後援会臨時理事会
　３月１１日（水）１８:３０～　あぶら家
　出席者：後援会理事
７．ＬＣＩＦ研修会
　３月２６日（木）１４:００～  高松国際ホテル　中止
８．次期選挙会を３月第二例会で行うことを通知致します。
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例  会  報  告例  会  報  告
第1427回 3 月第一例会

3月 11日（水）

第1428回 3 月第二例会
3月 25日（水）

■会長挨拶　古川貴章会長
　皆様こんにちは、３月度第一例会にご参加ありがとう
ございます。
新型コロナウイルス感染の拡大防止について、２月２６
日に、政府より、この１、２週間が感染拡大防止に極め
て重要であるとのことです。現状でも終息の方向では
ないように思われます。
　当クラブと致しましても、新型コロナウイルス感染の
拡大防止、会員の皆様の安全最優先と現在の取り巻
く環境を考慮しまして、３月度第一例会の開催を中止
致しましたが、理事委員長会にて、第一例会を、書面
例会で行うことに致しました。お送りした内容等ご審議
の上、事務局まで回答よろしくお願い致します。また、回
答をもちまして例会出席とさせて頂きます。
　３月第二例会につきましても、引き続き書面例会とす
ることを決定致しました。ご理解の程、よろしくお願い致
します。
会員の皆様には、引き続き感染予防に努めていただき
ますようお願い致しまして会長あいさつにかえさせて
頂きます。
■審議事項
１．OSEALフォーラム不足金の協力金依頼について
　２９，０００円　500円×58 名
２．４月家族会遠征中止について
　４月２６日（日）香川県宇多津町（四国水族館～四国健
　康村）
３．４月第２例会変更について

   ４月２６日（日）→　４月２２日（水）
４．２月第２例会（１Ｚ合同夜間）決算報告について
５．えひめ学園との交流会決算報告について
６．結成６０周年記念事業講演講師について　
　盲目のヨットマン 岩本光弘氏
７．３月例会開催の中止に伴う検討事項について
　・書面例会に伴い食事代として食事券を配布する。
■幹事報告
１．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
２．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
３．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　中止
４．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） 中止
５．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～ 中止
６．岡部歩乃佳後援会臨時理事会
　３月１１日（水）１８:３０～　あぶら家
　出席者　後援会理事
７．ＬＣＩＦ研修会
　３月２６日（木）１４:００～高松国際ホテル　中止
８．３月第一例会、第二例会を書面例会とします。
９．第 66 回地区年次大会は大幅縮小し、指名選挙会と
　代議員総会（短縮）のみ開催となりました。ゴルフ大会、
　大会式典は中止
10．次期選挙会を３月第二書面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５３名、欠席５名、出席率 91.4％

■会長挨拶　古川貴章会長
　皆様こんにちは、３月度第二例会にご参加ありがとう
ございます。
第二例会につきましても、新型コロナウイルス感染の拡
大防止、会員の皆様の安全を考慮し引き続き書面例会
となっております。
愛媛県におきましても、三例目が確認され、感染が少な
くなっているとまでは言えない状態だと思います。
　また、第６６回地区年次大会中止、一部縮小開催と
なりました。
しかし、当クラブにとりましても来期を見据えた選挙会
等、大切な時期です。書面例会となりましたが、このよう
な時こそ皆様の返信を頂き例会参加の意識を高めて
行きたいと思います。
　お送りした内容等ご確認の上、事務局まで回答よろ
しくお願い致します。また、回答をもちまして例会参加出

席扱いとさせて頂きます。
　会員の皆様には、引き続き感染予防に努めていただ
きますようお願い致しまして会長あいさつにかえさせて
頂きます。
■審議事項　なし
■幹事報告
１．岡部歩乃佳後援会臨時理事会
　３月１１日（水）１８:３０～　あぶら家
　出席者　後援会理事
２．第３回１Ｚ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）　中止
３．令和２年春の全国交通安全運動「人の輪作戦」
 ４月６日（月）１０:３０～　平形橋北側歩道
　（状況により中止の場合があります。）
※地区年次大会ゴルフ･式典中止に伴い登録料につきま
　しては後日大会経費を清算後返金されます。
■出席報告
会員数５８名、出席５３名、欠席５名、出席率 91.4％

「会員投稿」
激走！高知龍馬マラソン

MC広報委員会　青 野  泰 介　　　　　        
　

　暗い朝、雨の中をカッパ姿の僕
はスタート地点『G』で号砲を待って
いました。
　夜半からの雨は、全く止む様子
もなく、冷たい身体を容赦なく打ち
付けます。

　『G』は一番後ろのスタートブロック。号砲など響き
渡ることもなく、大勢の人間の波にのまれながら動き
始めました。
　前回の龍馬マラソンは 31 ㌔地点で時間切れ。
翌年の愛媛マラソンは 17 ㌔地点で時間切れ。
バスにてゴールという屈辱。今回こそはという気持
ちで、前日のハイボールは 6 杯にとどめておきまし
た。さあ、スタートです。
　一万人の中の９５００人目くらいで、スタートライン
を越えました。そこから４２㌔の一人旅。制限時間は
７時間です。
　今回は、練習後に必ずタイムを後藤達也ライ

オンに送
付。厳しい後藤コーチの罵詈雑言を浴びながら練
習してきました。
　一応褒められようと努力するのですが、全くほめ
てもらえません。一度褒めてもらった時には、調子に
乗って、次のランニングで肉離れ (ミートグッバイ ) を
起こしました。一か月の離脱を体験し、気持ちは焦り
まくりでした。
　レースは進み、２１㌔地点。足の裏の痛みに耐え
きれず、スピードも落ちてきました。痛み止めを飲み

ます。２２㌔地点、心が折れそうになった時、『タイス
ケ～』という声が聞こえます。
　鬼コーチの姿を見たとき、何故か足の痛みが消
えました。背中に『頑張れよ～』という声援を受け、
落ちていたペースを上げることができました。
　雨はやむことなく降り続けますが、沿道には多くの
人が来てくれています。龍馬マラソンはゼッケンに出
身県が書かれています。
　『愛媛さん～がんばれー』という声が聞こえます。
本当にありがたい声援を受け、気がつけば３１㌔地
点。前回の自分を超えることができました。最低限の
目標はクリア。
　前回自分が座り込んだ場所を走りながら確認。
まだまだいける！
　いつの間にか現在〇㌔。だった表示が『あと〇
㌔』に変わりました。初めての体験です。
　そしてゴール前の坂でまた鬼コーチの姿が。
『最後は走ってゴールせえよ！』との声に押さ
れ、歩きがちだった坂を走り始めます。
　あとで映像を見てびっくり。必死で走ったの
に、歩きより遅いくらいでしたが。。。
　最後にゴールラインを超えた時には大きな声
で『よっしゃー！やったぞ～』と叫んでいました。
想像の何倍も気持ちよかった。
　鬼コーチ後藤ライ

オンにもついに褒めてもらいまし
た。本当に嬉しかったです。
　無理、無駄、無謀、迷惑とまで言われた挑戦
は、何とか最高の結果で終えることができまし
た。
年齢別でなく、体脂肪別の順位があれば、か
なり上位なような気が。。。
　タイムは書きません。６時間を切るまでは
（笑）　ありがとうございました。
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例  会  報  告例  会  報  告
第1427回 3 月第一例会

3月 11日（水）

第1428回 3 月第二例会
3月 25日（水）

■会長挨拶　古川貴章会長
　皆様こんにちは、３月度第一例会にご参加ありがとう
ございます。
新型コロナウイルス感染の拡大防止について、２月２６
日に、政府より、この１、２週間が感染拡大防止に極め
て重要であるとのことです。現状でも終息の方向では
ないように思われます。
　当クラブと致しましても、新型コロナウイルス感染の
拡大防止、会員の皆様の安全最優先と現在の取り巻
く環境を考慮しまして、３月度第一例会の開催を中止
致しましたが、理事委員長会にて、第一例会を、書面
例会で行うことに致しました。お送りした内容等ご審議
の上、事務局まで回答よろしくお願い致します。また、回
答をもちまして例会出席とさせて頂きます。
　３月第二例会につきましても、引き続き書面例会とす
ることを決定致しました。ご理解の程、よろしくお願い致
します。
会員の皆様には、引き続き感染予防に努めていただき
ますようお願い致しまして会長あいさつにかえさせて
頂きます。
■審議事項
１．OSEALフォーラム不足金の協力金依頼について
　２９，０００円　500円×58 名
２．４月家族会遠征中止について
　４月２６日（日）香川県宇多津町（四国水族館～四国健
　康村）
３．４月第２例会変更について

   ４月２６日（日）→　４月２２日（水）
４．２月第２例会（１Ｚ合同夜間）決算報告について
５．えひめ学園との交流会決算報告について
６．結成６０周年記念事業講演講師について　
　盲目のヨットマン 岩本光弘氏
７．３月例会開催の中止に伴う検討事項について
　・書面例会に伴い食事代として食事券を配布する。
■幹事報告
１．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
２．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
３．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　中止
４．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） 中止
５．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～ 中止
６．岡部歩乃佳後援会臨時理事会
　３月１１日（水）１８:３０～　あぶら家
　出席者　後援会理事
７．ＬＣＩＦ研修会
　３月２６日（木）１４:００～高松国際ホテル　中止
８．３月第一例会、第二例会を書面例会とします。
９．第 66 回地区年次大会は大幅縮小し、指名選挙会と
　代議員総会（短縮）のみ開催となりました。ゴルフ大会、
　大会式典は中止
10．次期選挙会を３月第二書面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５３名、欠席５名、出席率 91.4％

■会長挨拶　古川貴章会長
　皆様こんにちは、３月度第二例会にご参加ありがとう
ございます。
第二例会につきましても、新型コロナウイルス感染の拡
大防止、会員の皆様の安全を考慮し引き続き書面例会
となっております。
愛媛県におきましても、三例目が確認され、感染が少な
くなっているとまでは言えない状態だと思います。
　また、第６６回地区年次大会中止、一部縮小開催と
なりました。
しかし、当クラブにとりましても来期を見据えた選挙会
等、大切な時期です。書面例会となりましたが、このよう
な時こそ皆様の返信を頂き例会参加の意識を高めて
行きたいと思います。
　お送りした内容等ご確認の上、事務局まで回答よろ
しくお願い致します。また、回答をもちまして例会参加出

席扱いとさせて頂きます。
　会員の皆様には、引き続き感染予防に努めていただ
きますようお願い致しまして会長あいさつにかえさせて
頂きます。
■審議事項　なし
■幹事報告
１．岡部歩乃佳後援会臨時理事会
　３月１１日（水）１８:３０～　あぶら家
　出席者　後援会理事
２．第３回１Ｚ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）　中止
３．令和２年春の全国交通安全運動「人の輪作戦」
 ４月６日（月）１０:３０～　平形橋北側歩道
　（状況により中止の場合があります。）
※地区年次大会ゴルフ･式典中止に伴い登録料につきま
　しては後日大会経費を清算後返金されます。
■出席報告
会員数５８名、出席５３名、欠席５名、出席率 91.4％

「会員投稿」
激走！高知龍馬マラソン

MC広報委員会　青 野  泰 介　　　　　        
　

　暗い朝、雨の中をカッパ姿の僕
はスタート地点『G』で号砲を待って
いました。
　夜半からの雨は、全く止む様子
もなく、冷たい身体を容赦なく打ち
付けます。

　『G』は一番後ろのスタートブロック。号砲など響き
渡ることもなく、大勢の人間の波にのまれながら動き
始めました。
　前回の龍馬マラソンは 31 ㌔地点で時間切れ。
翌年の愛媛マラソンは 17 ㌔地点で時間切れ。
バスにてゴールという屈辱。今回こそはという気持
ちで、前日のハイボールは 6 杯にとどめておきまし
た。さあ、スタートです。
　一万人の中の９５００人目くらいで、スタートライン
を越えました。そこから４２㌔の一人旅。制限時間は
７時間です。
　今回は、練習後に必ずタイムを後藤達也ライ

オンに送
付。厳しい後藤コーチの罵詈雑言を浴びながら練
習してきました。
　一応褒められようと努力するのですが、全くほめ
てもらえません。一度褒めてもらった時には、調子に
乗って、次のランニングで肉離れ (ミートグッバイ ) を
起こしました。一か月の離脱を体験し、気持ちは焦り
まくりでした。
　レースは進み、２１㌔地点。足の裏の痛みに耐え
きれず、スピードも落ちてきました。痛み止めを飲み

ます。２２㌔地点、心が折れそうになった時、『タイス
ケ～』という声が聞こえます。
　鬼コーチの姿を見たとき、何故か足の痛みが消
えました。背中に『頑張れよ～』という声援を受け、
落ちていたペースを上げることができました。
　雨はやむことなく降り続けますが、沿道には多くの
人が来てくれています。龍馬マラソンはゼッケンに出
身県が書かれています。
　『愛媛さん～がんばれー』という声が聞こえます。
本当にありがたい声援を受け、気がつけば３１㌔地
点。前回の自分を超えることができました。最低限の
目標はクリア。
　前回自分が座り込んだ場所を走りながら確認。
まだまだいける！
　いつの間にか現在〇㌔。だった表示が『あと〇
㌔』に変わりました。初めての体験です。
　そしてゴール前の坂でまた鬼コーチの姿が。
『最後は走ってゴールせえよ！』との声に押さ
れ、歩きがちだった坂を走り始めます。
　あとで映像を見てびっくり。必死で走ったの
に、歩きより遅いくらいでしたが。。。
　最後にゴールラインを超えた時には大きな声
で『よっしゃー！やったぞ～』と叫んでいました。
想像の何倍も気持ちよかった。
　鬼コーチ後藤ライ

オンにもついに褒めてもらいまし
た。本当に嬉しかったです。
　無理、無駄、無謀、迷惑とまで言われた挑戦
は、何とか最高の結果で終えることができまし
た。
年齢別でなく、体脂肪別の順位があれば、か
なり上位なような気が。。。
　タイムは書きません。６時間を切るまでは
（笑）　ありがとうございました。
　



編集後記

E-mail.   niihama@204-lc.club URL.   http://www.204-lc.club

■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
■例 会 場 　〒792-0021　新居浜市泉宮町5番8号　　　   ユアーズ　　　　　　  TEL(0897)33-3535
■例会日時　 毎月　第2・4水曜日　 12:15 ～ 13:30

ライオンズクラブ国際協会 336-A地区 2R-1Z　 新居浜ライオンズクラブ  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  古川 貴章　幹事  天野　 淳　会計  福山　 宏
発行責任者  MC広報委員長  奥嶋 啓一郎

新 居 浜
新居浜中央
新居浜別子
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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
第 66 回地区年次大会　指名選挙会、代議員総会
　４月１９日（日）8:30 ～　西条
石鎚ライオンズクラブ結成 30 周年記念例会
　４月２５日（土）18:30 ～　歓喜庵
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国際会長　ジュンヨル・チョイ
　　〈テーマ〉「We Serve」 
３３６－Ａ地区スローガン
　　Service Activity is the key to Lions clubs
 　（ライオンズクラブのキーは奉仕することである）

３３６－Ａ地区ガバナー　高岡 英治
　　〈スローガン〉We Serve　　　〈キーワード〉「真心」
２Ｒ－１Ｚ新居浜ライオンズクラブ 会長　古川 貴章
　　〈スローガン〉「絆」

〈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］

2019.7 ～ 2020.6

行  事  予  定
・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会　 　４月　６日（月）18:30 ～　商工会館 3F
４月第 1例会　　   ４月　８日（水）（書面例会）
４月第２例会　　   ４月２２日（水）理事・委員長会で検討
・委員会
青少年委員会　　　４月　１日（水）18:30 ～　事務局
MC広報委員会　　４月　２日（木）18:30 ～　事務局
環境保全委員会　　４月　６日（月）18:15 ～　事務局
計画財務委員会　４月　７日（火）18:30 ～　事務局
保健福祉委員会　　４月　９日（木）18:30 ～　事務局
出席大会委員会     ４月２３日（木）18:30 ～　事務局
会員会則委員会　　４月２７日（月）18:30 ～　事務局
60 周年準備委員会  ４月　６日（月）19:00 ～　商工会館 3F
・クラブ・その他行事予定
第 3回献血・献眼登録奉仕活動
　４月１９日（日）10:00 ～　イオンモール新居浜　

・部会・同好会
ゴルフ部会　　　　４月１１日（土）9:08 ～     新居浜ＣＣ
囲碁部会　　　　　未定
つれづれの会　　　４月８日（水）18:30 ～　 京城園　
くらげの会　　　　５月開催予定   
スポーツ部会　　　４月１０・２４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

4月 誕生日おめでとうございます
　後藤達也、佐伯澄男
4 月結婚記念日おめでとうございます
　宇野博文、土岐計一、檜垣孝志、山口　泰

3月 8日 ( 日 )　新居浜CC

後 藤 達 也

松 浦 一 雄

青 野 泰 介

宇 野 博 文

準優勝

3　位

ＢＢ賞

アウト イン グロス ハンディ ネット氏　   名
優　勝

GOLF
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   新コロナウイルス感染症が益々猛威をふるっています。
日本国内でも日々感染者数が増えておりますので、手洗い･うが
いなど感染予防をお願い致します
　　　　　　　　　　　MC 広報委員長　奥嶋啓一郎

3 月理事・委員長会
3月 9日（月）18:30～ 商工会館3F研修室

●会長挨拶　古川貴章会長
●審議事項
１．OSEALフォーラム不足金の協力金依頼について
　２９，０００円　500円×58 名
２．４月家族会遠征中止について ４月２６日（日）
　香川県宇多津町（四国水族館～四国健康村）
３．４月第２例会変更について
   ４月２６日（日）  →  ４月２２日（水）夜間例会
４．２月第２例会（１Ｚ合同夜間）決算報告について
５．４月第２夜間例会予算案について
６．えひめ学園との交流会決算報告について
７．結成６０周年記念事業講演講師について　
　盲目のヨットマン 岩本光弘氏
８．３月第一例会開催の中止に伴う検討事項について
●幹事報告
１．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
２．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
３．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　中止
４．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
　中止
５．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～　中止
６．岡部歩乃佳後援会臨時理事会
　３月１１日（水）１８:３０～　あぶら家
　出席者：後援会理事
７．ＬＣＩＦ研修会
　３月２６日（木）１４:００～  高松国際ホテル　中止
８．次期選挙会を３月第二例会で行うことを通知致します。


