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●会長挨拶　古川貴章会長
●審議事項
１．会員の退会について 
２．事務局Ｗｉ̶ Ｆｉ環境等の整備について　　予算２０，０００円
３．５月第二例会開催について　書面例会とする
４．愛リバー・愛ロード予算案について　5月24日(日)
●幹事報告
１．次年度会員手帳作成打合せ会
　５月８日（金）１３：００～　新居浜ひうちLC事務局
　出席者：次期鈴木会員会則委員長
２．第３回愛リバー・愛ロード清掃奉仕
　５月２４日（日）７：００～　商工会館周辺
３．役員予定者の欠員補充の報告について

　次期会計：大竹崇夫
　＜今後の会議等の予定＞
１．次期クラブ三役オリエンテーション
　６月７日（日）以降YouTubｅ公開予定
２．２Ｒ準備リジョン会議、年次会合
　６月２０日（土）開催方法、出席要請者は未定
３．１Ｚ準備ゾーン会議、年次会合
　６月２１日（日）開催方法、出席要請者は未定
●委員会報告
出席大会委員会　100％出席例会について
計画財務委員会　6月第2例会開催について
保健福祉委員会　第3回献血実施について
環境保全委員会　第3回愛リバー・愛ロード清掃奉仕5月24日実
施

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
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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
次期クラブ委員長スクール
　６月１３日（土）　新居浜市市民文化センター別館
　　分散分科会　13:00 ～　前半分科会
　　　　　　　　14:30 ～　後半分科会　
２Ｒ年次会合　　時間場所未定
　６月２０日（土）
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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　 　６月　８日（月）18:30 ～　商工会館 3F
６月第 1例会　　   ６月１０日（水）12:15 ～　ユアーズ
６月第２例会（夜間引継会）
　　　　　　　　　６月２４日（水）18:00 ～　ユアーズ
準備理事・委員長会（次期）
　　　　　　　　　６月２３日（火）18:30 ～　商工会館 3F
・現・次期合同委員会
環境保全委員会　　６月　１日（月）18:30 ～　事務局
計画財務委員会　　６月　２日（火）18:30 ～　事務局
青少年委員会　　　６月　３日（水）18:30 ～　事務局
MC広報委員会　　６月　４日（木）18:30 ～　事務局
保健福祉委員会　　６月１１日（木）18:30 ～　事務局
会員会則委員会     ６月２２日（月）18:30 ～　事務局
出席大会委員会　　６月２５日（木）18:30 ～　事務局
60 周年準備委員会  ６月　８日（月）19:00 ～　商工会館 3F
・クラブ・その他行事予定
クラブ新会員オリエンテーション
　６月１０日（水）18:30 ～　ユアーズ　
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　　６月１４日（日）9:43 ～     新居浜ＣＣ
囲碁部会　　　　　未定
つれづれの会　　　偶数月開催予定
くらげの会　　　　奇数月開催予定   
スポーツ部会　　　６月１２・　２６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　

6月 誕生日おめでとうございます
　近藤盛文、土岐計一、古川貴章
6 月結婚記念日おめでとうございます
　伊藤久門、林　幸央

5月 10日 ( 日 )　新居浜CC

佐 伯 澄 男

土 岐 計 一

金 田 智 行

宇 野 博 文
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１Ｚ準備ゾーン会議
　６月２１日（日）14:30 ～　レイグラッツェふじ
１Ｚ諮問委員会・年次会合並びに引継会
　６月２１日（日）15:00 ～　レイグラッツェふじ
令和２年度中学生英語スピーチコンテスト実行委員会
　６月２４日（水）15:00 ～　新居浜市役所
　

204-lc.club

今年度最終の６月号となりました。
会報誌作成に携わっていただきました委員会の奥嶋啓一郎委
員長、青野泰介副委員長、伊藤久門、今村　忍、宇野博文、
大石隆憲、林　幸央、各委員さんには厚く御礼申し上げます。
とともに原稿をお寄せいただきました多くの皆様方有り難うござ
いました。おかげをもちまして今年度も１２号発行出来ました。
有り難うございました。　　　　　　　　　MC 広報委員会

5 月理事・委員長会
5月 11日（月）18:30～ 商工会館3F研修室

　いつも皆様こんにちはと言う、会
長挨拶から始まりまして、退任のご
挨拶を書く時期にきました。
　令和元年７月に、会長を就任致
しまして１年が過ぎようとしていま
す。多くの経験をさせて頂いた１年
だったと思います。

　振返りますと、昨年の６月次期会長として、準備委
員会、準備理事会に向けて、会長方針を、どのよう
な１年にするか、考慮していたことが思い出されま
す。そして会長スローガンを「絆」とさせて頂きましま
した。理事委員長会、例会で皆様にご挨拶すること
が、とても緊張するために、いつも挨拶文を作り読ま
せて頂いていました。最後まで挨拶文をつくることに
なると思います。

　このような、不安と緊張の中でスタート致しました
が、事業が始まると、各委員会さんが責任をもって事
業に取組んで頂いたことを心強く思いました。

　会員会則委員会さん、会員６０名を目標に活動し
て頂きました。新会員三井さん、続木さん、２名入会
致しました。他にも招請して頂いていましたが、後半
コロナウイルスが影響しまして、入会を見合わせる事
態となりました。

　出席大会委員会さん、１００％例会を２度チャレン
ジして頂きました。１１月第２夜間例会と２月４クラブ
合同例会、どちらも後一歩のところでしたが例会に
勢いがついたと思います。３回目は、コロナウイルス
のため残念ながら１００％例会は中止となりました
が、通常例会も出席率が良かったです。

　計画財務委員会さん１０月の家族会、新しい趣向
をこらしてメンバー内で楽しく懇親が出来ました。
また、年末商戦大きく達成して頂きました。２回目の
遠征家族会もコロナウイルスのため中止となりました
が、最後の最後まで計画をして頂きました。

　ＭＣ広報委員会さん、広報紙の表紙に見出しを
つけて頂き、大変解り易くなりました。当クラブの１年
の活動バイブルです。毎月思考をこらし作成して頂
きました。

　青少年委員会さん、平和ポスター応募の増強、第
３０回新居浜市中学校英語スピーチコンテストでは、
英語スピーチコンテストの成り立ちや、立ち上げた、
３０周年会長土岐計一さん、当時青少年委員長の
真木泰彦さんを紹介出来ました。また、えひめ学園と
の交流も、笑顔で、怪我もなく楽しくソフトボール試
合出来ました。和太鼓演奏鑑賞や、豚汁のついた、
美味しいバーベキューができました。

　保健福祉委員会さん、年３回の献血・献眼運動、
１回目、８月の暑い中、スポットクーラー用の発電機が
オーバーヒートする暑さでした。２回目、１２月は、寒
い雨の中でした。３回目の４月は、コロナウイルスで開
催が危ぶまれましたが、血液が足らないと言う、委員
長の強い思いで開催出来ました。３回共、成果のあ
る献血活動ができました。４月の献眼活動について
は、コロナウイルスの影響が有り、対面のため中止し
ました。２月には、愛媛県赤十字血液センターの谷崎
様、有馬様をお招きし、愛媛県の献血事業、促進、
取り組みについて講演をお聞きしました。その後の
委員会で赤十字さんとの意見交換もできました。

　環境保全委員会さん、７月に第１回愛リバー・愛
ロード清掃活動を行いました。商工会議所前の街路
樹の根元の草や新芽でモコモコになっていたのが、
綺麗になり、大変すがすがしい気持ちになったこと
思い出します。第２回目、１１月の清掃活動では、イオ
ン手前の信号までと、商工会議所からユアーズまで
のゴミひらいをおもに行いました。タバコの吸殻が多
かったです。また、いつもと違う、新鮮な清掃活動で
した。第３回目、５月の清掃活動もコロナウイルスの
影響もありますが開催お願いします。退任挨拶を清
掃活動前に書いています。

　委員会ごとに、理事さん、委員長さんの下に、まと
まり充実した事業を行って頂きました。大変お世話に
なりました。ありがとうございます。

　行事では、１１月８日に、第５８回オセアルフォーラ
ム広島がありました。９名で参加致しました。アジア
のライオンズクラブの大きさを感じました。そして、１９
時から姉妹クラブであるＳＡＮＴＡ ＡＮＡライオンズ
クラブ直前会長さん含む５名の皆様と楽しく交流す
ることが出来ました。
　同１１月に２Ｒレグバレー親善大会ありました。楽し
く出来ました。塩見スポーツ部長お疲れ様です。

　３月より、コロナウイルス感染防止の影響があり、
縮小、中止になった事業がありました。
　会員の皆様の安全を最優先致しまして、３月から
例会も、書面例会になるなど影響がでましたが、大
半の事業が終わっていたのが救いです。これから
も、コロナウイルスの問題は続きます。世界的な疾病
問題なっています。
　そして、今年度は、２名のメンバーの方がご逝去
されました。１１月に、故高橋尚毅様、３月には、故岡
田賢治様、突然の出来事に言葉もありません。この
悲しみを乗越え、ご遺志に副って一歩一歩前に進
んで行きたいと思います。謹んでお悔やみとご冥福
をお祈り致します。

　会長を務めさせて頂いて、沢山の出来事があっ
た１年だったように思います。
　至らない点、判断に迷った点もありました。支えて
頂いた、天野幹事さん、前に引っ張って頂きました。
福山会計さんの経験踏まえた指導頂きました。
この三役で出来たこと感謝とお礼申し上げます。
　また、ライオン・テーマーの加藤さん、テール・ツ
イスターの宇野さん、事務局の白石さん、お世話に
なりました。

　どうにか、伊藤龍一直前さんから、受継いだバトン
を、伊藤嘉秀第一副会長さんに、お渡しすることが
出来ます。
　これからも絆を大切にして行きたいと思います。
１年を振返った長文になりましたが、メンバーの皆
様、温かいご指導、ご協力ありがとうございました。
心より感謝申し上げます。
　次期は、６０周年記念大会です。メンバー全員で
盛り上げて行きましょう。
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例  会  報  告例  会  報  告

会長退任挨拶
会　長　古 川  貴 章　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

第1431回 5 月第一例会
5月 13日（水）

第1432回 5 月第二例会
5月 27日（水）

　いつも皆様こんにちはと言う、会
長挨拶から始まりまして、退任のご
挨拶を書く時期にきました。
　令和元年７月に、会長を就任致
しまして１年が過ぎようとしていま
す。多くの経験をさせて頂いた１年
だったと思います。

　振返りますと、昨年の６月次期会長として、準備委
員会、準備理事会に向けて、会長方針を、どのよう
な１年にするか、考慮していたことが思い出されま
す。そして会長スローガンを「絆」とさせて頂きましま
した。理事委員長会、例会で皆様にご挨拶すること
が、とても緊張するために、いつも挨拶文を作り読ま
せて頂いていました。最後まで挨拶文をつくることに
なると思います。

　このような、不安と緊張の中でスタート致しました
が、事業が始まると、各委員会さんが責任をもって事
業に取組んで頂いたことを心強く思いました。

　会員会則委員会さん、会員６０名を目標に活動し
て頂きました。新会員三井さん、続木さん、２名入会
致しました。他にも招請して頂いていましたが、後半
コロナウイルスが影響しまして、入会を見合わせる事
態となりました。

　出席大会委員会さん、１００％例会を２度チャレン
ジして頂きました。１１月第２夜間例会と２月４クラブ
合同例会、どちらも後一歩のところでしたが例会に
勢いがついたと思います。３回目は、コロナウイルス
のため残念ながら１００％例会は中止となりました
が、通常例会も出席率が良かったです。

　計画財務委員会さん１０月の家族会、新しい趣向
をこらしてメンバー内で楽しく懇親が出来ました。
また、年末商戦大きく達成して頂きました。２回目の
遠征家族会もコロナウイルスのため中止となりました
が、最後の最後まで計画をして頂きました。

　ＭＣ広報委員会さん、広報紙の表紙に見出しを
つけて頂き、大変解り易くなりました。当クラブの１年
の活動バイブルです。毎月思考をこらし作成して頂
きました。

　青少年委員会さん、平和ポスター応募の増強、第
３０回新居浜市中学校英語スピーチコンテストでは、
英語スピーチコンテストの成り立ちや、立ち上げた、
３０周年会長土岐計一さん、当時青少年委員長の
真木泰彦さんを紹介出来ました。また、えひめ学園と
の交流も、笑顔で、怪我もなく楽しくソフトボール試
合出来ました。和太鼓演奏鑑賞や、豚汁のついた、
美味しいバーベキューができました。

　保健福祉委員会さん、年３回の献血・献眼運動、
１回目、８月の暑い中、スポットクーラー用の発電機が
オーバーヒートする暑さでした。２回目、１２月は、寒
い雨の中でした。３回目の４月は、コロナウイルスで開
催が危ぶまれましたが、血液が足らないと言う、委員
長の強い思いで開催出来ました。３回共、成果のあ
る献血活動ができました。４月の献眼活動について
は、コロナウイルスの影響が有り、対面のため中止し
ました。２月には、愛媛県赤十字血液センターの谷崎
様、有馬様をお招きし、愛媛県の献血事業、促進、
取り組みについて講演をお聞きしました。その後の
委員会で赤十字さんとの意見交換もできました。

　環境保全委員会さん、７月に第１回愛リバー・愛
ロード清掃活動を行いました。商工会議所前の街路
樹の根元の草や新芽でモコモコになっていたのが、
綺麗になり、大変すがすがしい気持ちになったこと
思い出します。第２回目、１１月の清掃活動では、イオ
ン手前の信号までと、商工会議所からユアーズまで
のゴミひらいをおもに行いました。タバコの吸殻が多
かったです。また、いつもと違う、新鮮な清掃活動で
した。第３回目、５月の清掃活動もコロナウイルスの
影響もありますが開催お願いします。退任挨拶を清
掃活動前に書いています。

　委員会ごとに、理事さん、委員長さんの下に、まと
まり充実した事業を行って頂きました。大変お世話に
なりました。ありがとうございます。

　行事では、１１月８日に、第５８回オセアルフォーラ
ム広島がありました。９名で参加致しました。アジア
のライオンズクラブの大きさを感じました。そして、１９
時から姉妹クラブであるＳＡＮＴＡ ＡＮＡライオンズ
クラブ直前会長さん含む５名の皆様と楽しく交流す
ることが出来ました。
　同１１月に２Ｒレグバレー親善大会ありました。楽し
く出来ました。塩見スポーツ部長お疲れ様です。

　３月より、コロナウイルス感染防止の影響があり、
縮小、中止になった事業がありました。
　会員の皆様の安全を最優先致しまして、３月から
例会も、書面例会になるなど影響がでましたが、大
半の事業が終わっていたのが救いです。これから
も、コロナウイルスの問題は続きます。世界的な疾病
問題なっています。
　そして、今年度は、２名のメンバーの方がご逝去
されました。１１月に、故高橋尚毅様、３月には、故岡
田賢治様、突然の出来事に言葉もありません。この
悲しみを乗越え、ご遺志に副って一歩一歩前に進
んで行きたいと思います。謹んでお悔やみとご冥福
をお祈り致します。

■会長挨拶　古川貴章会長
　皆様こんにちは、５月第一例会にご参加ありがとうございます。
今回も、コロナウイルスの話しになりますが、新居浜ライオンズクラ
ブでは、新型コロナウイルス感染拡大防止と会員の皆様の安全
最優先を考慮しまして、３月、４月、及び５月の第一例会を書面例
会としております。
　また、理事委員長会におきまして、５月第二例会も書面例会を
行うことを決議致しました。
５月の事業と致まして、５月２４日に愛リバー･愛ロードを行います。
今期最後のアクティビティーとなります。ご参加できます方は、よろ
しくお願い致します。
　４月１６日には、全国に緊急事態宣言が発出され、現在も延長
されています。国内感染者につきましては、４月１１日、一日の感染
者７２０名前後をピークに減少傾向にあり終息の方向には、ある
とは思いますが、まだまだ、長期に続くのではと思います。
今までは、コロナウイルスを、なくす、抑えると言う考えだったと思
いますが、ウイルスと、どのように付き合い行動して行くかと言う考
え方も、出てきている様に思います。
　また、政府として、継続して新規感染が出ていない都道府県
では５月１４日以降、緊急事態宣言の解除と言う期待感があるそ
うです。当クラブとしては、会員の皆様の安全を最優先に考えた
上で、刻 と々状況が変わる中ではございますが、現状を踏まえた
活動が出来る様に、検討してまいりたいと思います。

　会長を務めさせて頂いて、沢山の出来事があっ
た１年だったように思います。
　至らない点、判断に迷った点もありました。支えて
頂いた、天野幹事さん、前に引っ張って頂きました。
福山会計さんの経験踏まえた指導頂きました。
この三役で出来たこと感謝とお礼申し上げます。
　また、ライオン・テーマーの加藤さん、テール・ツ
イスターの宇野さん、事務局の白石さん、お世話に
なりました。

　どうにか、伊藤龍一直前さんから、受継いだバトン
を、伊藤嘉秀第一副会長さんに、お渡しすることが
出来ます。
　これからも絆を大切にして行きたいと思います。
１年を振返った長文になりましたが、メンバーの皆
様、温かいご指導、ご協力ありがとうございました。
心より感謝申し上げます。
　次期は、６０周年記念大会です。メンバー全員で
盛り上げて行きましょう。

　会員の皆様には、引き続き感染予防に努めて頂きますようお
願いいたしまして、会長あいさつにかえさせて頂きます。
■審議事項
１．事務局Ｗｉ̶ Ｆｉ環境等の整備について　　予算２０，０００円
２．５月第二例会開催について　　　　　　※書面例会
３．愛リバー・愛ロード予算案について　　※別紙参照
■幹事報告
１．会員の退会について 　※岡田浩二さん６月末退会
２．次年度会員手帳作成打合せ会
　５月８日（金）１３:００～　新居浜ひうちLC事務局
　出席者：次期鈴木会員会則委員長
３．第３回愛リバー・愛ロード清掃奉仕
　５月２４日（日）７:００～　商工会館周辺
４．役員予定者（次年度会計予定者故岡田賢治さん）の欠員補
　充の報告について　
　※大竹崇夫さんを５月１１日開催特別指名委員会にて承認
＜今後の会議等の予定＞
１．次期クラブ三役オリエンテーション
　６月７日（日）以降YouTube 公開予定
２．２Ｒ準備リジョン会議、年次会合
　６月２０日（土）開催方法、出席要請者は未定
３．１Ｚ準備ゾーン会議、年次会合
　６月２１日（日）開催方法、出席要請者は未定
■委員会報告
■出席報告
　会員数５７名、出席 49 名、欠席８名、出席率 86.0％

■会長挨拶　古川貴章会長
　皆様こんにちは、５月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拡大防止、会
員の皆様の安全を考慮し引き続き、理事会決議にて書面例会と
なっております。
　また、5月25日に緊急事態宣言全面的に解除されました。
新型コロナウイルスがなくなってしまったわけではありませんが、
少し安堵感は致しますが、まだまだ感染予防を怠らずに行動し
ていきたいと思います。
　5月の事業として、5月24日、日曜日７時より、第 3回愛リバー・
愛ロード清掃奉仕を行いました。メンバー２４名で、商工会館周
辺の清掃活動が出来ました。ご参加をいただき、有難う御座いま
した。
　また、久しぶりにお元気なお顔が拝見でき嬉しく感じました。
６月の第一例会につきまして、新居浜市のコロナウイルス感染が
現状でしたら、ユアーズにて例会の開催を予定しております。
感染予防対策を講じ、一歩ずつ活動を再開していきたいと思っ
ています。緊急事態宣言が解除され、これからどのようにコロナ
ウイルスと向かい合いクラブ活動をしていくか模索する時期が続
くと思います。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、会長挨拶にかえさせて頂きます。
■審議事項　　なし

■幹事報告
１．第 3回愛リバー・愛ロード清掃奉仕
　5月２４日（日）7:00～　商工会館周辺
参加者：L古川貴章、L伊藤龍一、L伊藤嘉秀、L天野　淳、
L福山　宏、L徳村　明、L大上幸雄、L永易明洋、L真鍋憲
夫、L青野泰介、L伊藤久門、L白石誠一、L鈴木雅志、L佐伯
澄男、L後藤達也、L岡村真里哉、L金田智行、L田村征夫、L
塩見秀晴、L藤縄洲二、L土岐敏勝、L石川敏則、L高木泰斉、
L村上順一郎　　以上２４名
〈今後の会議等の予定〉
１．クラブ新会員オリエンテーション
　６月１0日（水）18:30 ～　ユアーズ
2．次期クラブ委員長スクール
　6月13日（土）新居浜市民文化センター別館
　　前半分科会　13:00 ～ 14:00
　　後半分科会　14:30 ～ 15:30
3．2R 準備リジョン会議、年次会合
　6月20日（土）開催方法、出席予定者は未定
4．1Z 準備ゾーン会議・諮問委員会・年次会合
　6月20日（土）　グラッツェふじ
　　1Z準備ゾーン会議　14:30 ～
　　諮問委員会・年次会合　15:00 ～
■委員会報告
■出席報告
　会員数 57 名、出席 43 名、欠席 14 名、出席率 75.4％　
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第58回オセアルフォーラム

　いつも皆様こんにちはと言う、会
長挨拶から始まりまして、退任のご
挨拶を書く時期にきました。
　令和元年７月に、会長を就任致
しまして１年が過ぎようとしていま
す。多くの経験をさせて頂いた１年
だったと思います。

　振返りますと、昨年の６月次期会長として、準備委
員会、準備理事会に向けて、会長方針を、どのよう
な１年にするか、考慮していたことが思い出されま
す。そして会長スローガンを「絆」とさせて頂きましま
した。理事委員長会、例会で皆様にご挨拶すること
が、とても緊張するために、いつも挨拶文を作り読ま
せて頂いていました。最後まで挨拶文をつくることに
なると思います。

　このような、不安と緊張の中でスタート致しました
が、事業が始まると、各委員会さんが責任をもって事
業に取組んで頂いたことを心強く思いました。

　会員会則委員会さん、会員６０名を目標に活動し
て頂きました。新会員三井さん、続木さん、２名入会
致しました。他にも招請して頂いていましたが、後半
コロナウイルスが影響しまして、入会を見合わせる事
態となりました。

　出席大会委員会さん、１００％例会を２度チャレン
ジして頂きました。１１月第２夜間例会と２月４クラブ
合同例会、どちらも後一歩のところでしたが例会に
勢いがついたと思います。３回目は、コロナウイルス
のため残念ながら１００％例会は中止となりました
が、通常例会も出席率が良かったです。

　計画財務委員会さん１０月の家族会、新しい趣向
をこらしてメンバー内で楽しく懇親が出来ました。
また、年末商戦大きく達成して頂きました。２回目の
遠征家族会もコロナウイルスのため中止となりました
が、最後の最後まで計画をして頂きました。

　ＭＣ広報委員会さん、広報紙の表紙に見出しを
つけて頂き、大変解り易くなりました。当クラブの１年
の活動バイブルです。毎月思考をこらし作成して頂
きました。

　青少年委員会さん、平和ポスター応募の増強、第
３０回新居浜市中学校英語スピーチコンテストでは、
英語スピーチコンテストの成り立ちや、立ち上げた、
３０周年会長土岐計一さん、当時青少年委員長の
真木泰彦さんを紹介出来ました。また、えひめ学園と
の交流も、笑顔で、怪我もなく楽しくソフトボール試
合出来ました。和太鼓演奏鑑賞や、豚汁のついた、
美味しいバーベキューができました。

　保健福祉委員会さん、年３回の献血・献眼運動、
１回目、８月の暑い中、スポットクーラー用の発電機が
オーバーヒートする暑さでした。２回目、１２月は、寒
い雨の中でした。３回目の４月は、コロナウイルスで開
催が危ぶまれましたが、血液が足らないと言う、委員
長の強い思いで開催出来ました。３回共、成果のあ
る献血活動ができました。４月の献眼活動について
は、コロナウイルスの影響が有り、対面のため中止し
ました。２月には、愛媛県赤十字血液センターの谷崎
様、有馬様をお招きし、愛媛県の献血事業、促進、
取り組みについて講演をお聞きしました。その後の
委員会で赤十字さんとの意見交換もできました。

　環境保全委員会さん、７月に第１回愛リバー・愛
ロード清掃活動を行いました。商工会議所前の街路
樹の根元の草や新芽でモコモコになっていたのが、
綺麗になり、大変すがすがしい気持ちになったこと
思い出します。第２回目、１１月の清掃活動では、イオ
ン手前の信号までと、商工会議所からユアーズまで
のゴミひらいをおもに行いました。タバコの吸殻が多
かったです。また、いつもと違う、新鮮な清掃活動で
した。第３回目、５月の清掃活動もコロナウイルスの
影響もありますが開催お願いします。退任挨拶を清
掃活動前に書いています。

　委員会ごとに、理事さん、委員長さんの下に、まと
まり充実した事業を行って頂きました。大変お世話に
なりました。ありがとうございます。

　行事では、１１月８日に、第５８回オセアルフォーラ
ム広島がありました。９名で参加致しました。アジア
のライオンズクラブの大きさを感じました。そして、１９
時から姉妹クラブであるＳＡＮＴＡ ＡＮＡライオンズ
クラブ直前会長さん含む５名の皆様と楽しく交流す
ることが出来ました。
　同１１月に２Ｒレグバレー親善大会ありました。楽し
く出来ました。塩見スポーツ部長お疲れ様です。

　３月より、コロナウイルス感染防止の影響があり、
縮小、中止になった事業がありました。
　会員の皆様の安全を最優先致しまして、３月から
例会も、書面例会になるなど影響がでましたが、大
半の事業が終わっていたのが救いです。これから
も、コロナウイルスの問題は続きます。世界的な疾病
問題なっています。
　そして、今年度は、２名のメンバーの方がご逝去
されました。１１月に、故高橋尚毅様、３月には、故岡
田賢治様、突然の出来事に言葉もありません。この
悲しみを乗越え、ご遺志に副って一歩一歩前に進
んで行きたいと思います。謹んでお悔やみとご冥福
をお祈り致します。

　思い起こせば一昨年の委員会
の後、当時第二副会長だった古川
会長に鍋焼きラーメンを御馳走に
なったのが私の幹事としての出発
点でした。
　カウンターで鍋焼きラーメンを食
べかけるとすぐに幹事の役務を言い

渡されました。
　訳も分からず返事をしてから現在まで何とかやっ
てくることができました。今思えば、もっと高級な食べ
物を食べておけばよかったと思います。
　そんなこともありましたが、本年度は 1 年のうち 4
分の 1 がコロナウイルスの影響を受け例会を書面例
会にしたり、アクティビティの中止になったりと波乱の
多い 1 年でした。

幹事の私が波乱を感じていたのですから、古川会
長はもっと大変だったと思います。
　ライオンズメンバーの諸先輩方をはじめ、理事の
みなさん、委員長のみなさんのご理解とご協力があ
って何とか役務を果たせたように思えます。
　今考えれば、例会やアクティビティ実施時にもっと
こうやっておけばもっとよかった。とかもう少し考えて
おけばもっと良いものになってたんじゃないかと思う
ことがたくさん出てきます。
　ですが、良かったことも悪かったところもこの 1 年
で私とって貴重な経験になりました。
これからもできることを一つづつでもやっていきます
ので、ご指導をお願いいたします。
1 年間ありがとうございました。

　古川会長と天野幹事の元で会
計を務めさせて頂き、早くも一年が
経ちました。
　私は二度目の会計という役職を
経験させていただきました。
会計だけの仕事だけでなくいろん

な方面から忙しい会長と幹事を支えれるようにと構
えておりましたが会長がリーダーシップをきっちりと発
揮し幹事は詳細な段取りをしていたので私の出番
はそうそう無かったように思います。
　実際、例会も多くのアクトも抜かることなく、良く出
来ていたと思います。しかし、皆さんご存知の通り、
これまでに無い大変な年でした。

　会長は過去に前例の無い決断をしなければなら
ず、クラブの運営にかなり神経を使ったと思います。
この様な状況の中、それぞれの委員会の皆さんが
責任を持って事業を考え、行動していただき、この一
年を無事に終える事が出来ました。
　この素晴らしい団結力は流石、新居浜ライオンズ
クラブと再認識いたしました。皆さま、有難うございま
した。
　三役でもっと飲んで親交を深めたかったのですが
自粛、自粛で４月以後長らく飲んでいません。
世の中が落ち着いたら改めて、のんびりと三役で飲
みたいと思います。

幹事退任あいさつ
幹　事　天  野  　淳　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

会計退任のごあいさつ
会　計　福  山  　宏　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

　会長を務めさせて頂いて、沢山の出来事があっ
た１年だったように思います。
　至らない点、判断に迷った点もありました。支えて
頂いた、天野幹事さん、前に引っ張って頂きました。
福山会計さんの経験踏まえた指導頂きました。
この三役で出来たこと感謝とお礼申し上げます。
　また、ライオン・テーマーの加藤さん、テール・ツ
イスターの宇野さん、事務局の白石さん、お世話に
なりました。

　どうにか、伊藤龍一直前さんから、受継いだバトン
を、伊藤嘉秀第一副会長さんに、お渡しすることが
出来ます。
　これからも絆を大切にして行きたいと思います。
１年を振返った長文になりましたが、メンバーの皆
様、温かいご指導、ご協力ありがとうございました。
心より感謝申し上げます。
　次期は、６０周年記念大会です。メンバー全員で
盛り上げて行きましょう。
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●審議事項
１．岡田賢治さん逝去に伴う支出について　香典50,000円、枕花44,000円 
２．４月第２例会開催について
３．第３回献血予算案について

●幹事報告
１．令和２年春の全国交通安全運動「人の輪」 ４月６日（月）中止
２．第３回献血　４月１９日（日）１０：００～　イオン新居浜駐車場
３．第６６回地区年次大会指名選挙、議案回答　４月１９日（日）１３：００～ 西条商工会館
出席者　古川貴章会長、天野淳幹事、福山宏会計、伊藤嘉秀第一副会長、大上幸雄副幹事
４．第１０３回ライオンズクラブ国際大会（シンガポール）６月２６日（金）～　中止
国際大会が行われず後任が選任されないため、国際会長以下執行役員は継続
５．第４期会費引落日　４月１５日（水）４３，０００円

　この度、指名委員会より指名を頂
き拝命する事になりました。
　現在の状況と年度も変わってな
いので、まだ実感はありません。
伊藤龍一直前会長から「後藤さん、
お願いします！」と次期第二副会長
の話がありました。

伊藤さんとは仕事でもお付き合いしており、仕事でも
ライオンズ活動でも私には無いものをたくさん持って
いて尊敬できる人物です。
　そんな彼から信頼を持ってご指名をいただくとい

うことは光栄なことであり断る理由もありませんので、
快く引き受けることにしました。
　とは言ってもまだ分からない事ばかりですので、先
ずは年度が変われば担当の委員会に積極的に出
席することと、６０周年に向けての準備を進めていく
ことから始めていきたいと思っています。
　以前に幹事を経験させていただいていること、委
員長経験などを活かして少しずつ向き合って歴史と
伝統のある新居浜ライオンズクラブの名に恥じない
よう一生懸命務めさせていただきます。
　よろしくお願い致します。

第二副会長就任にあたって
次期第二副会長　後 藤  達 也　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

　今回「私のこだわり」という題材を
寄稿させていただくことになり、思い
出したのが、税理士試験を受けて
いた時に使っていたボールペンで
す。
　税理士試験は、毎年 8 月に 3日

間、各科目 2 時間で行われます。その試験で合格を
勝ち取るためには、その 2 時間で一年間勉強してき
た情報を答案用紙に展開し、手を動かし続けて書く
作業が必要になります。
　そのために必要なボールペンには、並々ならぬこ
だわりがありました。
まず、油性インク、水性インク、ゲルインクによって字
を書く際の書き心地が変わります。また、長時間書い
ても手の疲れが少ないもの、急いで書いても字が潰
れないものなど、様々な角度から自分に最適なペン

を探しました。
　自分に合うものを探す作業は、Ｂ４用紙１枚に法
律条文を約１５分で書くというものです。この作業で
手が疲れるもの、１５分以上かかるもの、字がかすれ
たり、潰れてしまうものは、候補からどんどん外してい
きました。
　そうして最終的に自分に合っていたボールペン
は、「ユニボールシグノのゲルインクボールペン 0.38
ミリ」でした。合格までに試したボールペンは、ゆうに
100 本は超えていたと思います。
　こういう「こだわり」が合格を引き寄せてくれたの
かもしれないので、普段はあまり持たない「こだわり」
も必要なのかなと思い出しました。
ですので、身の丈に合った「こだわり」のゴルフクラブ
を新しく買い替えて、また一からゴルフを頑張ろうと
思いました。

こだわりから見つけたもの
環境保全委員会　高 木  泰 斉　　　　　        
　

「私のこだわり」

愛リバー・愛ロード清掃奉仕
5 月 24 日（日）7:00 ～　商工会館周辺
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会長退任挨拶
会　長　古 川  貴 章　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

第1431回 5 月第一例会
5月 13日（水）

第1432回 5 月第二例会
5月 27日（水）

　いつも皆様こんにちはと言う、会
長挨拶から始まりまして、退任のご
挨拶を書く時期にきました。
　令和元年７月に、会長を就任致
しまして１年が過ぎようとしていま
す。多くの経験をさせて頂いた１年
だったと思います。

　振返りますと、昨年の６月次期会長として、準備委
員会、準備理事会に向けて、会長方針を、どのよう
な１年にするか、考慮していたことが思い出されま
す。そして会長スローガンを「絆」とさせて頂きましま
した。理事委員長会、例会で皆様にご挨拶すること
が、とても緊張するために、いつも挨拶文を作り読ま
せて頂いていました。最後まで挨拶文をつくることに
なると思います。

　このような、不安と緊張の中でスタート致しました
が、事業が始まると、各委員会さんが責任をもって事
業に取組んで頂いたことを心強く思いました。

　会員会則委員会さん、会員６０名を目標に活動し
て頂きました。新会員三井さん、続木さん、２名入会
致しました。他にも招請して頂いていましたが、後半
コロナウイルスが影響しまして、入会を見合わせる事
態となりました。

　出席大会委員会さん、１００％例会を２度チャレン
ジして頂きました。１１月第２夜間例会と２月４クラブ
合同例会、どちらも後一歩のところでしたが例会に
勢いがついたと思います。３回目は、コロナウイルス
のため残念ながら１００％例会は中止となりました
が、通常例会も出席率が良かったです。

　計画財務委員会さん１０月の家族会、新しい趣向
をこらしてメンバー内で楽しく懇親が出来ました。
また、年末商戦大きく達成して頂きました。２回目の
遠征家族会もコロナウイルスのため中止となりました
が、最後の最後まで計画をして頂きました。

　ＭＣ広報委員会さん、広報紙の表紙に見出しを
つけて頂き、大変解り易くなりました。当クラブの１年
の活動バイブルです。毎月思考をこらし作成して頂
きました。

　青少年委員会さん、平和ポスター応募の増強、第
３０回新居浜市中学校英語スピーチコンテストでは、
英語スピーチコンテストの成り立ちや、立ち上げた、
３０周年会長土岐計一さん、当時青少年委員長の
真木泰彦さんを紹介出来ました。また、えひめ学園と
の交流も、笑顔で、怪我もなく楽しくソフトボール試
合出来ました。和太鼓演奏鑑賞や、豚汁のついた、
美味しいバーベキューができました。

　保健福祉委員会さん、年３回の献血・献眼運動、
１回目、８月の暑い中、スポットクーラー用の発電機が
オーバーヒートする暑さでした。２回目、１２月は、寒
い雨の中でした。３回目の４月は、コロナウイルスで開
催が危ぶまれましたが、血液が足らないと言う、委員
長の強い思いで開催出来ました。３回共、成果のあ
る献血活動ができました。４月の献眼活動について
は、コロナウイルスの影響が有り、対面のため中止し
ました。２月には、愛媛県赤十字血液センターの谷崎
様、有馬様をお招きし、愛媛県の献血事業、促進、
取り組みについて講演をお聞きしました。その後の
委員会で赤十字さんとの意見交換もできました。

　環境保全委員会さん、７月に第１回愛リバー・愛
ロード清掃活動を行いました。商工会議所前の街路
樹の根元の草や新芽でモコモコになっていたのが、
綺麗になり、大変すがすがしい気持ちになったこと
思い出します。第２回目、１１月の清掃活動では、イオ
ン手前の信号までと、商工会議所からユアーズまで
のゴミひらいをおもに行いました。タバコの吸殻が多
かったです。また、いつもと違う、新鮮な清掃活動で
した。第３回目、５月の清掃活動もコロナウイルスの
影響もありますが開催お願いします。退任挨拶を清
掃活動前に書いています。

　委員会ごとに、理事さん、委員長さんの下に、まと
まり充実した事業を行って頂きました。大変お世話に
なりました。ありがとうございます。

　行事では、１１月８日に、第５８回オセアルフォーラ
ム広島がありました。９名で参加致しました。アジア
のライオンズクラブの大きさを感じました。そして、１９
時から姉妹クラブであるＳＡＮＴＡ ＡＮＡライオンズ
クラブ直前会長さん含む５名の皆様と楽しく交流す
ることが出来ました。
　同１１月に２Ｒレグバレー親善大会ありました。楽し
く出来ました。塩見スポーツ部長お疲れ様です。

　３月より、コロナウイルス感染防止の影響があり、
縮小、中止になった事業がありました。
　会員の皆様の安全を最優先致しまして、３月から
例会も、書面例会になるなど影響がでましたが、大
半の事業が終わっていたのが救いです。これから
も、コロナウイルスの問題は続きます。世界的な疾病
問題なっています。
　そして、今年度は、２名のメンバーの方がご逝去
されました。１１月に、故高橋尚毅様、３月には、故岡
田賢治様、突然の出来事に言葉もありません。この
悲しみを乗越え、ご遺志に副って一歩一歩前に進
んで行きたいと思います。謹んでお悔やみとご冥福
をお祈り致します。

■会長挨拶　古川貴章会長
　皆様こんにちは、５月第一例会にご参加ありがとうございます。
今回も、コロナウイルスの話しになりますが、新居浜ライオンズクラ
ブでは、新型コロナウイルス感染拡大防止と会員の皆様の安全
最優先を考慮しまして、３月、４月、及び５月の第一例会を書面例
会としております。
　また、理事委員長会におきまして、５月第二例会も書面例会を
行うことを決議致しました。
５月の事業と致まして、５月２４日に愛リバー･愛ロードを行います。
今期最後のアクティビティーとなります。ご参加できます方は、よろ
しくお願い致します。
　４月１６日には、全国に緊急事態宣言が発出され、現在も延長
されています。国内感染者につきましては、４月１１日、一日の感染
者７２０名前後をピークに減少傾向にあり終息の方向には、ある
とは思いますが、まだまだ、長期に続くのではと思います。
今までは、コロナウイルスを、なくす、抑えると言う考えだったと思
いますが、ウイルスと、どのように付き合い行動して行くかと言う考
え方も、出てきている様に思います。
　また、政府として、継続して新規感染が出ていない都道府県
では５月１４日以降、緊急事態宣言の解除と言う期待感があるそ
うです。当クラブとしては、会員の皆様の安全を最優先に考えた
上で、刻 と々状況が変わる中ではございますが、現状を踏まえた
活動が出来る様に、検討してまいりたいと思います。

　会長を務めさせて頂いて、沢山の出来事があっ
た１年だったように思います。
　至らない点、判断に迷った点もありました。支えて
頂いた、天野幹事さん、前に引っ張って頂きました。
福山会計さんの経験踏まえた指導頂きました。
この三役で出来たこと感謝とお礼申し上げます。
　また、ライオン・テーマーの加藤さん、テール・ツ
イスターの宇野さん、事務局の白石さん、お世話に
なりました。

　どうにか、伊藤龍一直前さんから、受継いだバトン
を、伊藤嘉秀第一副会長さんに、お渡しすることが
出来ます。
　これからも絆を大切にして行きたいと思います。
１年を振返った長文になりましたが、メンバーの皆
様、温かいご指導、ご協力ありがとうございました。
心より感謝申し上げます。
　次期は、６０周年記念大会です。メンバー全員で
盛り上げて行きましょう。

　会員の皆様には、引き続き感染予防に努めて頂きますようお
願いいたしまして、会長あいさつにかえさせて頂きます。
■審議事項
１．事務局Ｗｉ̶ Ｆｉ環境等の整備について　　予算２０，０００円
２．５月第二例会開催について　　　　　　※書面例会
３．愛リバー・愛ロード予算案について　　※別紙参照
■幹事報告
１．会員の退会について 　※岡田浩二さん６月末退会
２．次年度会員手帳作成打合せ会
　５月８日（金）１３:００～　新居浜ひうちLC事務局
　出席者：次期鈴木会員会則委員長
３．第３回愛リバー・愛ロード清掃奉仕
　５月２４日（日）７:００～　商工会館周辺
４．役員予定者（次年度会計予定者故岡田賢治さん）の欠員補
　充の報告について　
　※大竹崇夫さんを５月１１日開催特別指名委員会にて承認
＜今後の会議等の予定＞
１．次期クラブ三役オリエンテーション
　６月７日（日）以降YouTube 公開予定
２．２Ｒ準備リジョン会議、年次会合
　６月２０日（土）開催方法、出席要請者は未定
３．１Ｚ準備ゾーン会議、年次会合
　６月２１日（日）開催方法、出席要請者は未定
■委員会報告
■出席報告
　会員数５７名、出席 49 名、欠席８名、出席率 86.0％

■会長挨拶　古川貴章会長
　皆様こんにちは、５月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拡大防止、会
員の皆様の安全を考慮し引き続き、理事会決議にて書面例会と
なっております。
　また、5月25日に緊急事態宣言全面的に解除されました。
新型コロナウイルスがなくなってしまったわけではありませんが、
少し安堵感は致しますが、まだまだ感染予防を怠らずに行動し
ていきたいと思います。
　5月の事業として、5月24日、日曜日７時より、第 3回愛リバー・
愛ロード清掃奉仕を行いました。メンバー２４名で、商工会館周
辺の清掃活動が出来ました。ご参加をいただき、有難う御座いま
した。
　また、久しぶりにお元気なお顔が拝見でき嬉しく感じました。
６月の第一例会につきまして、新居浜市のコロナウイルス感染が
現状でしたら、ユアーズにて例会の開催を予定しております。
感染予防対策を講じ、一歩ずつ活動を再開していきたいと思っ
ています。緊急事態宣言が解除され、これからどのようにコロナ
ウイルスと向かい合いクラブ活動をしていくか模索する時期が続
くと思います。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、会長挨拶にかえさせて頂きます。
■審議事項　　なし

■幹事報告
１．第 3回愛リバー・愛ロード清掃奉仕
　5月２４日（日）7:00～　商工会館周辺
参加者：L古川貴章、L伊藤龍一、L伊藤嘉秀、L天野　淳、
L福山　宏、L徳村　明、L大上幸雄、L永易明洋、L真鍋憲
夫、L青野泰介、L伊藤久門、L白石誠一、L鈴木雅志、L佐伯
澄男、L後藤達也、L岡村真里哉、L金田智行、L田村征夫、L
塩見秀晴、L藤縄洲二、L土岐敏勝、L石川敏則、L高木泰斉、
L村上順一郎　　以上２４名
〈今後の会議等の予定〉
１．クラブ新会員オリエンテーション
　６月１0日（水）18:30 ～　ユアーズ
2．次期クラブ委員長スクール
　6月13日（土）新居浜市民文化センター別館
　　前半分科会　13:00 ～ 14:00
　　後半分科会　14:30 ～ 15:30
3．2R 準備リジョン会議、年次会合
　6月20日（土）開催方法、出席予定者は未定
4．1Z 準備ゾーン会議・諮問委員会・年次会合
　6月20日（土）　グラッツェふじ
　　1Z準備ゾーン会議　14:30 ～
　　諮問委員会・年次会合　15:00 ～
■委員会報告
■出席報告
　会員数 57 名、出席 43 名、欠席 14 名、出席率 75.4％　



編集後記

●会長挨拶　古川貴章会長
●審議事項
１．会員の退会について 
２．事務局Ｗｉ̶ Ｆｉ環境等の整備について　　予算２０，０００円
３．５月第二例会開催について　書面例会とする
４．愛リバー・愛ロード予算案について　5月24日(日)
●幹事報告
１．次年度会員手帳作成打合せ会
　５月８日（金）１３：００～　新居浜ひうちLC事務局
　出席者：次期鈴木会員会則委員長
２．第３回愛リバー・愛ロード清掃奉仕
　５月２４日（日）７：００～　商工会館周辺
３．役員予定者の欠員補充の報告について

　次期会計：大竹崇夫
　＜今後の会議等の予定＞
１．次期クラブ三役オリエンテーション
　６月７日（日）以降YouTubｅ公開予定
２．２Ｒ準備リジョン会議、年次会合
　６月２０日（土）開催方法、出席要請者は未定
３．１Ｚ準備ゾーン会議、年次会合
　６月２１日（日）開催方法、出席要請者は未定
●委員会報告
出席大会委員会　100％出席例会について
計画財務委員会　6月第2例会開催について
保健福祉委員会　第3回献血実施について
環境保全委員会　第3回愛リバー・愛ロード清掃奉仕5月24日実
施

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
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
次期クラブ委員長スクール
　６月１３日（土）　新居浜市市民文化センター別館
　　分散分科会　13:00 ～　前半分科会
　　　　　　　　14:30 ～　後半分科会　
２Ｒ年次会合　　時間場所未定
　６月２０日（土）
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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　 　６月　８日（月）18:30 ～　商工会館 3F
６月第 1例会　　   ６月１０日（水）12:15 ～　ユアーズ
６月第２例会（夜間引継会）
　　　　　　　　　６月２４日（水）18:00 ～　ユアーズ
準備理事・委員長会（次期）
　　　　　　　　　６月２３日（火）18:30 ～　商工会館 3F
・現・次期合同委員会
環境保全委員会　　６月　１日（月）18:30 ～　事務局
計画財務委員会　　６月　２日（火）18:30 ～　事務局
青少年委員会　　　６月　３日（水）18:30 ～　事務局
MC広報委員会　　６月　４日（木）18:30 ～　事務局
保健福祉委員会　　６月１１日（木）18:30 ～　事務局
会員会則委員会     ６月２２日（月）18:30 ～　事務局
出席大会委員会　　６月２５日（木）18:30 ～　事務局
60 周年準備委員会  ６月　８日（月）19:00 ～　商工会館 3F
・クラブ・その他行事予定
クラブ新会員オリエンテーション
　６月１０日（水）18:30 ～　ユアーズ　
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　　６月１４日（日）9:43 ～     新居浜ＣＣ
囲碁部会　　　　　未定
つれづれの会　　　偶数月開催予定
くらげの会　　　　奇数月開催予定   
スポーツ部会　　　６月１２・　２６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

6月 誕生日おめでとうございます
　近藤盛文、土岐計一、古川貴章
6 月結婚記念日おめでとうございます
　伊藤久門、林　幸央

5月 10日 ( 日 )　新居浜CC
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１Ｚ準備ゾーン会議
　６月２１日（日）14:30 ～　レイグラッツェふじ
１Ｚ諮問委員会・年次会合並びに引継会
　６月２１日（日）15:00 ～　レイグラッツェふじ
令和２年度中学生英語スピーチコンテスト実行委員会
　６月２４日（水）15:00 ～　新居浜市役所
　

204-lc.club

今年度最終の６月号となりました。
会報誌作成に携わっていただきました委員会の奥嶋啓一郎委
員長、青野泰介副委員長、伊藤久門、今村　忍、宇野博文、
大石隆憲、林　幸央、各委員さんには厚く御礼申し上げます。
とともに原稿をお寄せいただきました多くの皆様方有り難うござ
いました。おかげをもちまして今年度も１２号発行出来ました。
有り難うございました。　　　　　　　　　MC 広報委員会

5 月理事・委員長会
5月 11日（月）18:30～ 商工会館3F研修室

　いつも皆様こんにちはと言う、会
長挨拶から始まりまして、退任のご
挨拶を書く時期にきました。
　令和元年７月に、会長を就任致
しまして１年が過ぎようとしていま
す。多くの経験をさせて頂いた１年
だったと思います。

　振返りますと、昨年の６月次期会長として、準備委
員会、準備理事会に向けて、会長方針を、どのよう
な１年にするか、考慮していたことが思い出されま
す。そして会長スローガンを「絆」とさせて頂きましま
した。理事委員長会、例会で皆様にご挨拶すること
が、とても緊張するために、いつも挨拶文を作り読ま
せて頂いていました。最後まで挨拶文をつくることに
なると思います。

　このような、不安と緊張の中でスタート致しました
が、事業が始まると、各委員会さんが責任をもって事
業に取組んで頂いたことを心強く思いました。

　会員会則委員会さん、会員６０名を目標に活動し
て頂きました。新会員三井さん、続木さん、２名入会
致しました。他にも招請して頂いていましたが、後半
コロナウイルスが影響しまして、入会を見合わせる事
態となりました。

　出席大会委員会さん、１００％例会を２度チャレン
ジして頂きました。１１月第２夜間例会と２月４クラブ
合同例会、どちらも後一歩のところでしたが例会に
勢いがついたと思います。３回目は、コロナウイルス
のため残念ながら１００％例会は中止となりました
が、通常例会も出席率が良かったです。

　計画財務委員会さん１０月の家族会、新しい趣向
をこらしてメンバー内で楽しく懇親が出来ました。
また、年末商戦大きく達成して頂きました。２回目の
遠征家族会もコロナウイルスのため中止となりました
が、最後の最後まで計画をして頂きました。

　ＭＣ広報委員会さん、広報紙の表紙に見出しを
つけて頂き、大変解り易くなりました。当クラブの１年
の活動バイブルです。毎月思考をこらし作成して頂
きました。

　青少年委員会さん、平和ポスター応募の増強、第
３０回新居浜市中学校英語スピーチコンテストでは、
英語スピーチコンテストの成り立ちや、立ち上げた、
３０周年会長土岐計一さん、当時青少年委員長の
真木泰彦さんを紹介出来ました。また、えひめ学園と
の交流も、笑顔で、怪我もなく楽しくソフトボール試
合出来ました。和太鼓演奏鑑賞や、豚汁のついた、
美味しいバーベキューができました。

　保健福祉委員会さん、年３回の献血・献眼運動、
１回目、８月の暑い中、スポットクーラー用の発電機が
オーバーヒートする暑さでした。２回目、１２月は、寒
い雨の中でした。３回目の４月は、コロナウイルスで開
催が危ぶまれましたが、血液が足らないと言う、委員
長の強い思いで開催出来ました。３回共、成果のあ
る献血活動ができました。４月の献眼活動について
は、コロナウイルスの影響が有り、対面のため中止し
ました。２月には、愛媛県赤十字血液センターの谷崎
様、有馬様をお招きし、愛媛県の献血事業、促進、
取り組みについて講演をお聞きしました。その後の
委員会で赤十字さんとの意見交換もできました。

　環境保全委員会さん、７月に第１回愛リバー・愛
ロード清掃活動を行いました。商工会議所前の街路
樹の根元の草や新芽でモコモコになっていたのが、
綺麗になり、大変すがすがしい気持ちになったこと
思い出します。第２回目、１１月の清掃活動では、イオ
ン手前の信号までと、商工会議所からユアーズまで
のゴミひらいをおもに行いました。タバコの吸殻が多
かったです。また、いつもと違う、新鮮な清掃活動で
した。第３回目、５月の清掃活動もコロナウイルスの
影響もありますが開催お願いします。退任挨拶を清
掃活動前に書いています。

　委員会ごとに、理事さん、委員長さんの下に、まと
まり充実した事業を行って頂きました。大変お世話に
なりました。ありがとうございます。

　行事では、１１月８日に、第５８回オセアルフォーラ
ム広島がありました。９名で参加致しました。アジア
のライオンズクラブの大きさを感じました。そして、１９
時から姉妹クラブであるＳＡＮＴＡ ＡＮＡライオンズ
クラブ直前会長さん含む５名の皆様と楽しく交流す
ることが出来ました。
　同１１月に２Ｒレグバレー親善大会ありました。楽し
く出来ました。塩見スポーツ部長お疲れ様です。

　３月より、コロナウイルス感染防止の影響があり、
縮小、中止になった事業がありました。
　会員の皆様の安全を最優先致しまして、３月から
例会も、書面例会になるなど影響がでましたが、大
半の事業が終わっていたのが救いです。これから
も、コロナウイルスの問題は続きます。世界的な疾病
問題なっています。
　そして、今年度は、２名のメンバーの方がご逝去
されました。１１月に、故高橋尚毅様、３月には、故岡
田賢治様、突然の出来事に言葉もありません。この
悲しみを乗越え、ご遺志に副って一歩一歩前に進
んで行きたいと思います。謹んでお悔やみとご冥福
をお祈り致します。

　会長を務めさせて頂いて、沢山の出来事があっ
た１年だったように思います。
　至らない点、判断に迷った点もありました。支えて
頂いた、天野幹事さん、前に引っ張って頂きました。
福山会計さんの経験踏まえた指導頂きました。
この三役で出来たこと感謝とお礼申し上げます。
　また、ライオン・テーマーの加藤さん、テール・ツ
イスターの宇野さん、事務局の白石さん、お世話に
なりました。

　どうにか、伊藤龍一直前さんから、受継いだバトン
を、伊藤嘉秀第一副会長さんに、お渡しすることが
出来ます。
　これからも絆を大切にして行きたいと思います。
１年を振返った長文になりましたが、メンバーの皆
様、温かいご指導、ご協力ありがとうございました。
心より感謝申し上げます。
　次期は、６０周年記念大会です。メンバー全員で
盛り上げて行きましょう。


