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  新居浜ライオンズクラブ 会報
毎月第1例会（第2水曜日）発行

会長  伊藤 嘉秀　幹事  大上 幸雄　会計  大竹 崇夫
発行責任者  MC広報委員長  福山　宏

　数日前までは屋外に出ると吐き気がするくらい暑かったのですが編集後記を書い
ている現在は少し気温も落ち着いて朝夕が涼しくなってまいりました。いよいよ夏も
終わりだなと感じる昨今です。これまでの人生において、特に何も無かった短い夏
を初めて経験しました。寂しいもんですね。
　さて私共、MC広報委員会はこれより新居浜ライオンズクラブ結成６０周年記念誌
の作成に向けて具体的に動いて行く時期になりました。記念誌の完成を１０月末をゴ
ールとしていますので９月は各方面への原稿依頼をはじめ、その他もろもろの段取りを
終わらす必要がございます。残暑厳しい中、早速ではありますが個人写真の撮影な
どご協力頂くことが多々あります。皆で無事に６０周年記念式典を迎える事が出来ま
すようにご協力をお願いいたします。　　　　　　MC広報委員長　福山　宏

編集後記

ドネーショントピックス

■事務局
〒792-0025
新居浜市一宮町２丁目4番８号新居浜商工会館2F
TEL(0897)34-9400　FAX(0897)34-9404
E-mail niihama@204-lc.club　URL http://204-lc.club

■例会日時　毎月第2･4水曜日　12:15～13:30

■例 会 場　〒792-0021
　　　　　　新居浜市泉宮町5番8号　ユアーズ　
　　　　　　TEL(0897)33-3535
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地区ガバナー
スローガン　誇り･挑戦･進化･輝く未来にウイサーブ
新居浜LC会長
スローガン    Our service survives.  会長

アクト を巡る１０年の足跡
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昨年度、古川貴章会長が皆さんが暑い中でも快適に活動
が出来て、しっかり「新居浜ライオンズクラブ」をアピ
ールできる衣服を！とオレンジ色が鮮やかなメッシュの
ビブスを全会員にプレゼントしていただきました。8 月 9
日の暑い朝の清掃ボランティアで早速活躍しました。
皆さんが笑顔の良い写真です。
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伊藤　嘉秀　本日は赤十字血液センターより谷崎様、上松様お越し頂
　　　　　　きまして有り難うございました。池田拳成さんのご入会を
　　　　　　心より歓迎致します。
大上　幸雄　池田様のご入会を心より歓迎致します。日本赤十字社様
　　　　　　の卓話に感謝致します。
鈴木　雅志　新会員池田さんの入会を祝して。お互いにウイサーブ活
　　　　　　動頑張りましょう。
大竹　崇夫　池田拳成さんの入会を心より歓迎致します。
白石　誠一　入会式おめでとうございます。
佐伯　澄男　新会員の入会を心より歓迎します。
後藤　達也　池田さんのご入会を祝して。
有富　正治　新会員、池田さんのご入会を歓迎致します。赤十字血
　　　　　　液センター、谷崎さん、上松様のご来訪及び卓話に感謝
　　　　　　致します。
加藤　久博　池田さんの入会を歓迎致します。赤十字さんの卓話に感
　　　　　　謝して。
村上順一郎　新会員さんを歓迎致します。
永易　明洋　残暑お見舞い申し上げます。くれぐれもお身体をご自愛下
　　　　　　さい。池田さん入会おめでとうございます。
能瀬　伸一　残暑が続いておりますが、皆さんお体は大丈夫でしょうか。
　　　　　　どうぞご自愛下さい。
岡村真里哉　池田さんご入会おめでとうございます。残暑厳しい毎日で
　　　　　　すが暑さに負けないようお過ごし下さい。
塩見　秀晴　日赤の谷崎さん、上松さん快く例会訪問、卓話戴き誠に
　　　　　　有難うございました。
古川　貴章　来訪者様に感謝致します。
松浦　一雄　谷崎さん、上松さん血液の卓話有り難うございました。
田村　征夫　卓話に感謝！！
伊藤　龍一　池田拳成さんの入会を歓迎致します。早くクラブに馴染む
　　　　　　ことを願っています。
村上　博昭　新会員、池田さんの入会を歓迎致します。
近藤　充徳　入会お祝い申し上げます。
福山　　宏　新会員池田さんの入会を歓迎致します。
近藤　盛文　新入会員さん歓迎します。
新田　久司　入会を祝して。
今村　　忍　会社のイベントで参加できず残念です！
藤縄　洲二　池田さんの入会を祝って。
高木　泰斉　池田さんの入会を歓迎致します。
外山　貴一　本日も宜しくお願い致します。明日より子供が自然の家に
　　　　　　行きます。今までは当たり前の行事でしたが、今年に限っ
　　　　　　ては特別な行事のように思えます。早くコロナが落ち着き
　　　　　　ますように！！
徳村　　明　熱い日が続きます。熱中症の対応と共にコロナにも3 密を
　　　　　　避けて対応しましょう。
真鍋　憲夫　残暑が厳しいですね！来訪者を歓迎申し上げます。適度
　　　　　　の運動をして健康に留意しましょう。
檜垣　孝志　猛暑ですが皆さん元気で頑張りましょう！
宇野　博文　暑い日が続きます。今は新型コロナウイルスよりも熱中症で
　　　　　　の死亡者が多くなっています。室内の温度管理が大切で
　　　　　　あると報道されています。
続木　　剛　出張に行きにくくて困っています。
・・・池田拳成さんの入会を歓迎致します。・・・
中田君江／大石隆憲／伊藤久門／橋田信一郎／金田智行
・・・赤十字血液センター様のご来訪ありがとうございます・・・
金田智行／真木泰彦／河端信人／青野泰介／小野周平

伊藤　嘉秀　8 月 9 日愛リバー・愛ロード事業に多くの方にご参加
　　　　　　頂きましてありがとうございました。暑くなってきました
　　　　　　が、皆様お身体をご自愛ください。
鴛田　宗司　今年も元気に誕生日を迎えることができた事に感謝し
　　　　　　ています。
大上　幸雄　先日の愛リバー・愛ロード、お疲れさまでした。非常
　　　　　　に暑い中でしたが、たくさんのメンバーにご参加いた
　　　　　　だき、ありがとうございました。
大竹　崇夫　熱い日が続きます。お身体ご自愛ください。
田村　征夫　新型コロナ、もういや～や !!
白石　誠一　遅刻申し訳ないです。
後藤　達也　例会欠席します。すみません。
山下　邦俊　ちょっとした勘違いから７月第一、第二と休んでしまい
　　　　　　ました。申し訳ないです。
青野　泰介　先日のゴルフ部会でラッキーな事がありました！ありがと
　　　　　　うございます。神野さんの優勝を信じた結果です。
能瀬　伸一　暑い日が続いています。あまり動けない今年のお盆
　　　　　　ですが、お体には十分お気をつけてください。
有富　正治　最近、県外ナンバーをよく見かけますが、何故か、　
　　　　　　避けようとする気がします。ダメですよね。高齢で病気、
　　　　　　治療中ですから怖いんですよ。
神野　雄太　ライオンズ月例ゴルフ、メンバーに恵まれ優勝しました。
　　　　　　藤縄さん、大石さん、永易さんありがとう。
真鍋　憲夫　残暑お見舞い申し上げます。戦後 75 年、平和な社
　　　　　　会がいつまでも続きますよう、今後とも祈りましょう。結
　　　　　　成 60 周年大会を成功させましょう。
古川　貴章　暑くなってます。熱中症に気をつけましょう。
鈴木　雅志　元気が一番！コロナ・熱中症予防対策しっかりとって、
　　　　　　この夏のりきりましょう。
石川　敏則　暑いです！体に気をつけて…。コロナにも
加藤　久博　暑い日から続きます。お身体ご自愛ください。
宇野　博文　今はコロナ対策も大事ですが、熱中症対応はもっと
　　　　　　気をつけねばなりません。飲み過ぎた次の日は特に気
　　　　　　を付けたいものです。
松浦　一雄　毎月コロナと熱中症とに負けぬよう頑張っています。
　　　　　　新居浜は 8 月は猛暑日が一日だけでしたが、それで
　　　　　　もアツいですね。
福山　　宏　日曜日のライオンズゴルフ、暑すぎて死にそうでした。
　　　　　　皆さんもお気をつけてください。
塩見　秀晴　暑さ厳しい8月も鰻でも食べて元気に過ごしましょう。
藤縄　洲二　8/9の愛リバー・愛カード参加ありがとうございました。
　　　　　　おかげ様ですっきりと綺麗になりました！
村上　博昭　毎日暑い日が続きますが熱中症にならない様充分な
　　　　　　水分補給をとって健康管理には気をつけましょう。
徳村　　明　熱中症とコロナ対策をとりましょう。
高木　泰斉　先日の愛リバー・愛カードの清掃、お疲れ様でした。
伊藤　龍一　暑くなりました！コロナにも熱中症にも気をつけてお体ご
　　　　　　自愛ください。
檜垣　孝志　暑いですネ！今日は朝早くお墓参りをして来ました。
石川　　稔　今年の夏は猛暑と新型コロナで大変な夏になりまし　
　　　　　　た。皆さんご自愛ください。
・・・新型コロナ・熱中症対策を万全にお身体ご自愛ください・・・
永易明洋／新田久司／小野周平／近藤盛文／真木泰彦／近藤
充徳／橋田信一朗／河端信人／外山貴一／高橋在錫／大石隆
憲／伊藤久門／上野 剛 
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9月 誕生日おめでとうございます
　青野泰介、石川　稔、伊藤嘉秀、上野　剛
　能瀬伸一、福山　宏、真鍋憲夫
9月 結婚記念日おめでとうございます
　新田久司、能瀬伸一、橋田信一郎

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１回地区ガバナー諮問委員会、ゾーンレベル会員委員会
　９月　５日（土）17:00 ～　レイグラッツェふじ
えひめ学園発足５０周年記念えひめ学園・ひびき分校・わか
　ば分教室関係機関連絡会

行  事  予  定
・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会＆ 　９月　７日（月）18:30 ～　商工会館 3F
60th 実行委員会
９月第 1例会　　　９月　９日（水）12:15 ～　ユアーズ
９月第２例会　　　　９月２３日（水）12:15 ～　ユアーズ
・委員会
青少年委員会　　　９月　１日（火）18:30 ～　事務局
計画財務委員会　　９月　２日（水）18:30 ～　事務局
MC広報委員会　　９月　３日（木）18:30 ～　事務局
環境保全委員会　 ９月　７日（月）18:30 ～　事務局
保健福祉委員会　　９月１０日（木）18:30 ～　事務局
出席大会委員会     ９月２４日（木）18:30 ～　事務局
会員会則委員会　　９月２８日（月）18:30 ～　事務局
６０
周年臨時実行委員会　９月２３日（水）18:30 ～　事務局
・クラブ・その他行事予定
９月第二例会１Ｚ内３クラブ相互例会訪問　
　９月２３日（水）  12:15 ～　ユアーズ
第２回献血奉仕
　９月２７日（日）10:00 ～　イオンモール新居浜
６０周年記念誌掲載個人写真撮影
　９月第一例会、第二例会において　ユアーズ
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　　９月１３日（日）9:43 ～    新居浜ＣＣ
囲碁部会　　　　　未定
つれづれの会　　　偶数月の予定
くらげの会　　　　９月１６日（水）   18 :30 ～みなと   
スポーツ部会　　　９月１１・２５日（金）19:30 ～川東中学校
ネットの会　　　　　　　　　　　　　　　   随時活動中
しまなみ海道をいつか走破する会　　　　　　随時活動中　

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

8月 9日 ( 日 )　新居浜CC
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　９月１１日（金）13:00 ～　えひめ学園
地区ガバナー公式訪問　
　９月１３日（日）14:30 ～　ユアーズ
新居浜別子ＬＣ相互例会訪問
　９月１７日（木）12:30 ～　グラッツェふじ
新居浜中央ＬＣ相互例会訪問
　９月１８日（金）12:00 ～　ユアーズ
岡部歩乃佳後援会第 2回理事会
　９月１８日（金）18:30 ～　あぶら家

■会長挨拶　伊藤嘉秀会長
■審議事項
１．新会員について　３名の推薦
２．第１回地区ガバナー諮問委員会・ゾーンレベル会員委員会
　登録料について　２５，０００円（5,000円×5名）９月５日（土）
３．７月第二夜間例会決算報告について
■報告事項
１．第１回愛リバー・愛ロード清掃奉仕
　８月９日（日）７：００～商工会館周辺
参加者： L伊藤嘉秀、L古川貴章、L後藤達也、L大上幸雄、L能
瀬伸一、L小野周平、L続木　剛、L土岐計一、L永易明洋、L有
富正治、L真鍋憲夫、L福山　宏、L天野　淳、L山下邦俊、L松
浦一雄、L鈴木雅志、L佐伯澄男、L金田智行、L青野泰介、L伊
藤久門、L宇野博文、L塩見秀晴、L近藤充徳、L石川　稔、L藤
縄洲二、L高木泰斉、L高橋在錫、L石川敏則、L 岡村真里哉、
L鴛田宗司
L田村征夫、L土岐敏勝、L村上順一郎　以上３３名参加
商工会議所職員６名
■委員会報告
　会員会則委員会　新会員推薦について
　出席大会委員会　出席、メーキャップについて

　計画財務委員会　７月第２夜間例会決算報告、家族会につ
　　　　　　　　　いて
　ＭＣ広報委員会　会報誌原稿のお願い
　青少年委員会　　新規事業について
　保健福祉委員会　第１回献血奉祀/27（日）について
　環境保全委員会　8/9清掃奉仕について
■結成６０周年実行委員会
１．大会委員長あいさつ
２．審議事項　なし
３．討議事項　
   各委員会の役割進捗状況
　〈出席大会委員会〉
　・９月１８日に案内送付１０月１５日締切
　 ・２Ｒ内は３役に案内
　・１Ｚ内は全員登録にせず、なるべく多くの方に登録をお願い
　　する
　 〈計画財務委員会〉
　・記念式典プログラム次第（案）　別紙
　・式典関係役割、準備等　別紙
　〈ＭＣ広報委員会〉
　・記念誌２００冊作成
４．その他
５．大会顧問講評

　８月９日日曜日の朝、集合時間の
１０分前に到着するとほぼ参加者
の９割の人が額に汗を流し除草作
業、歩道や植え込みのゴミ拾いを
黙々とされていました。
　私は、今回初めて愛リバー・愛

ロードに参加させて頂きましたが、自分の手で自分
たちの街をきれいにするという事に大きな意味があ
るという事に気づかせてもらいました。
　今まで、気にする事無く通っていた市内の道路
ですが、思いのほかポイ捨ても多いことにも初めて
気づきました。
今後は身近なところから少しずつでも街の美化に気
を配り、併せて汚さない事にも気をつけたいと思い

ます。
　私事では御座いますが今回の８月９日は、私の誕
生日でもあり、誕生日の朝にふさわしいスタートをす
がすがしい気持ちで迎えさせて貰った事にも感謝し
ます。ありがとうございました。

愛リバー・愛ロード清掃奉仕に参加して
環境保全委員会　鴛 田  宗 司　　　　日時：令和 2年 8月 9日（日）7:00 ～　場所：商工会館周辺　　
　　　　　　　　　　　　　　　　        　

8 月理事・委員長会並びに
60 周年実行委員会

8月 11日（火）18:30～ 商工会館3F
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新居浜 LC 例会訪問・そして今思うこと
336-A 地区 2R-1Z･ZC　塩 崎  安 規　　　　　　日時：令和 2年 7月 22 日 18:00 ～　場所：ユアーズ　
　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

リゾン・チェアパーソンご挨拶
336-A 地区 2R・RC　白 石  公 成　　　　　　日時：令和 2年 7月 22 日 18:00 ～　場所：ユアーズ　　
　　　　　　　　　　　　　　　　        　

第1437回  8 月第一例会
8月 12日（水）12:15～ ユアーズ

第1438回  8 月第二例会
8月 26日（水）12:15～ ユアーズ

　先日は、例会訪問させて頂き誠にありがとうござ
いました。3 役さんをはじめ会員の皆様に心より御
礼申し上げます。
　コロナ禍で例会場の座席は、ソーシャルディスタ
ンスを確保され、懇親会の乾杯時は、飛沫を防ぐ
ため小声で発声されたり、細やかな心遣いに感心
しました。例会は厳格に、懇親会は楽しくといった
ところでしょうか。
時と場合によって、使い分けされているのが素晴ら
しですね！今期は、結成 60 周年記念大会もあります
ので、さらに結束を強められ、大成功を収めること
を願っています。
　ゾーン・チェアパーソンはクラブに最も近いキャビ
ネット構成員なので、クラブに寄り添って、会員に寄
り添って、ガバナーキーワード「会員ファースト」の
立場に立って、活動して参りたいと思っています。
そのために年 3 回のガバナー諮問委員会を開催し、
それぞれのクラブの現状を把握して、気付いたこと
をキャビネットへ伝えたいと思います。
第２副地区ガバナーについてですが、早ければ
2024 年に１ゾーンから輩出することになります。
ローテーションで回せば、新居浜中央ＬＣになり、

辞退すればおそらく１ゾーンの中から選出しなけれ
ばならないでしょう。その時の資格所持者は約１５
名。国際協会は最終的に、ローテーションをなくし
たいと考えているので、ローテーションを意識しなが
ら、適任者の推薦や立候補者を募ることになります。
　あくまでも私感ですが、会員の層の厚い新居浜Ｌ
Ｃから選出されるのがベストではないかと。どうでし
ょうか？これからの重要検討事項と考えます。
　新型コロナウイルス感染拡大により、思うように活
動できるのか心配ですが、ウイズコロナで、臨機応
変に対応していきたいと思います。
１年間ご支援・ご協力を賜りますよう、よろしくお願
い申し上げます。

　昨年度の後半は、新型コロナウイルスの感染拡
大の影響を受けて、ライオンズ活動が全くできない
状況なりましたが、次期ＲＣ研修会などが、ZOOM
を使っての Web 会議として開催されました。
　今年度も、このようなＩＴを活用した会議や研修
が、必要になってくると思われます。ライオンズ活動
も新型コロナウイルスの感染の状況を考慮しながら
行うという困難な状況を克服しつつ発展していかな
ければなりません。その為にも、国際会長のメッセ
ージ「思いやりと多様性で結束する」を大切にし、
地区ガバナーのキーワード「会員ファースト」を念
頭に置いて、ライオンズクラブ活動を続けることが重
要だと思います。
　私は、リジョンチェアパ－ソンとして、リジョン会議
や、各クラブへの例会訪問などで、地区ガバナ－の
地区運営方針を伝えるとともに、情報交換や意見
交換を行い、２リジョン内のクラブがよりよく発展でき
るように一年間努めてまいりますので、ご支援ご協
力よろしくお願いいたします。
　私は、７月の中頃より１ゾーン内にある新居浜の４
クラブへの例会訪問をしました。各クラブの例会は

それぞれの特徴があり、興味深いものでした。
新年度当初の第２例会ですので、新居浜ライオンズ
クラブと新居浜ひうちライオンズクラブは夜間例会及
び懇親会を行い交流を深めていました。
　新居浜ライオンズクラブは２リジョン内で最も歴史
のあるクラブですので、ライオンズクラブのリ－ダ－と
して、今日までの伝統を大切にし、新しい伝統を築
いて発展していくものと思います。
　今年度１１月に開催されます新居浜ライオンズクラ
ブ６０周年記念行事の盛会と、クラブ会員の皆様の
今後益々の活躍を祈念いたします。

■開会ゴング
■ライオンズの誓い唱和
　高木泰斉ライ

オン

■会長挨拶　伊藤嘉秀会長
■審議事項
１．第１回地区ガバナー諮問委員会・ゾーン
　レベル会員委員会
　登録料について　２５，０００円（5,000円×5名）９月５日（土）
２．７月第二夜間例会決算報告について
3.8月第1例会終了後、60周年実行委員会を開催します。
■幹事報告
・報告事項
１．新会員について　3名の推薦
２．第１回愛リバー・愛ロード清掃奉仕
　８月９日（日）７：００～商工会館周辺
参加者： L伊藤嘉秀、L古川貴章、L後藤達也、L大上幸雄、L能
瀬伸一、L小野周平、L続木　剛、L土岐計一、L永易明洋、L有
富正治、L真鍋憲夫、L福山　宏、L天野　淳、L山下邦俊、L松
浦一雄、L鈴木雅志、L佐伯澄男、L金田智行、L青野泰介、L伊
藤久門、L宇野博文、L塩見秀晴、L近藤充徳、L石川　稔、L藤
縄洲二、L高木泰斉、L高橋在錫、L石川敏則、L 岡村真里哉、
L鴛田宗司、L田村征夫、L土岐敏勝、L村上順一郎  ３３名
商工会議所職員６名
■委員会報告
　会員会則委員会　新会員3名の推薦
　出席大会委員会　60周年記念式典の案内等について
　計画財務委員会　7月第2夜間例会決算報告、60周年記念
　　　　　　　　　式典について
　ＭＣ広報委員会　8月会報誌及び60周年記念誌について

　青少年委員会　　60周年ゴルフ担当について
　保健福祉委員会　第1回献血・献眼登録奉仕について、60
　　　　　　　　　周年記念講演について
　環境保全委員会　8/9清掃奉仕の御礼、60周年祝宴につい
　　　　　　　　　て
■結成６０周年実行委員会報告
　＜Next Stage 未来に向かってウィサーブ＞
１．確認事項
　各委員会の役割進捗状況
　＜出席大会委員会＞
　・９月１８日に案内送付１０月１５日締切
　・２Ｒ内は３役に案内
　・１Ｚ内は全員登録にせず、なるべく多くの方に登録をお願い
　　する
　＜計画財務委員会＞
　・記念式典プログラム次第（案）　別紙
　・式典関係役割、準備等　別紙
　＜ ＭＣ広報委員会＞
　・記念誌２００冊作成
　・記念誌個人写真の撮影について
　　９月第一例会、第二例会の際に例会場で撮影いたします
　　のでネクタイ、上着をご持参下さい。
　　どちらも都合の悪い方は田尾フォトサービスで撮影をお願
　　いいたします。
２．その他
■出席報告
　会員数57名、出席45名、欠席12名
　出席率78.9％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥96,000
　ファイン　￥2，000
■ライオンズ･ローア　伊藤龍一ライ

オン

■閉会ゴング

■開会ゴング
■ライオンズの誓い唱和　佐伯澄男ライ

オン

■来訪者紹介　古川貴章直前会長
　愛媛県赤十字血液センター事業部
　　血液推進課　課長　谷﨑光広様　　　　　　
　　　　　　　　主事　上松則敬様
■会長挨拶　伊藤嘉秀会長
■入会式
　（株）アイセイ　
　　　代表取締役　池田拳成さん　
■卓話
　「新型コロナウイルスにおける
　　　献血への影響及び前年度実績」
　赤十字血液センター　上松則敬様　　
■審議事項
　なし
■幹事報告
・報告事項
１．第 1回新居浜市国際化基本方針策定委員会
　７月３１日（金）16:00 ～　新居浜市役所

２．第１回地区ガバナー諮問委員会、ゾーンレベル会員委員会
　９月５日（土）17:00 ～　レイグラッツェふじ
　出席者：伊藤嘉秀会長、後藤達也第 2 副会長、大上幸
　　　　　雄幹事、大竹崇夫会計
■委員会報告
　MC広報委員会　60th 記念誌用写真撮影について
■結成60周年実行委員会報告
　〈Next Stage 未来に向かってウイサーブ〉
1．確認事項
　臨時実行委員会　８月２６日（水）18:30 ～　事務局
　出席者：各委員会担当理事、委員長（どちらかお一人は
　必ずご出席下さい）
2.その他
■出席報告
　会員数５８名、出席５０名、欠席８名、出席率 86.2％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥88,000
■ライオンズ・ローア
　　有富正治ライ

オン

■閉会ゴング
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新居浜市国際化基本指針策定委員会に参加して
ライオン･テーマー　能 瀬  伸 一　　　　日時：令和 2年 7月 31 日（金）16:00 ～　場所：市役所　　
　　　　　　　　　　　　　　　　        　

取切戦 優勝！
青少年委員会　村 上  博 昭　　　　日付：令和 2年 7月 12 日（日）　場所：新居浜カントリークラブ　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

　去る７月３１日（金）１６時より、
市役所の会議室にて「第１回新居
浜市国際化基本指針策定委員
会」が開かれました。
　今期、伊藤嘉秀会長よりご指名
頂き、クラブを代表し参加すること

になりましたが、行くと名だたるメンバーが集まって
いるにも関わらず、副委員長に指名され、少し戸
惑ってしまいました。
　私が幹事を務めている時に、伊藤龍一会長が
設立に寄与した新居浜市国際交流会の方も参加さ
れていましたので、指名されたからには、クラブの
名に恥じぬよう、精一杯務めてまいる所存です。
　話を戻しますと、この委員会は、市が平成２１年
に策定した「新居浜市国際化基本指針」というも
のがあり、策定から１０年以上経ち、国、県はもと
より、本市においても国際化を取り巻く環境が大きく
変化してきていることから計画を見直す時期にきて
おり、幅広い分野から意見を吸い上げ、新たな基
本指針を策定するために立ち上げられたものです。

　第１回の今回は、顔合わせと過去の基本指針の
説明等がありました。説明を聞いて、メンバーから
はいくつもの問題点が挙げられました。
　私が特に問題だと感じたのは、良い計画を策定
しても、我々を含め、市民の多くの方が、このよう
な計画が行われていることを知らず、在住または来
訪する外国人の方ですら、知らない人が少なくな
いことです。
　外国人に対し、より良いサービスを実行するには、
市民の協力なくしては出来ないところ、計画を知ら
ないのでは行動も起こせませんし、そもそも、外国
人の方もそのようなサービスがあることを知らないの
では意味がありません。
　告知はしているようですが、広く認知されたかど
うかの確認や検証等が足りていないと感じました。
基本指針の中身も大事ですが、そういったところも
この委員会の中で解決していかねばならない課題
だと感じています。
　何度かの参加予定ですが、またの機会に結果を
報告したいと思います。

　７月１２日に行われたゴルフ部会取切
戦に久しぶりに優勝いたしました。その
夜の打ち上げの時に福山さんから会報
誌の原稿お願いしま～す！と言われてい
たのをすっかり忘れてしまい１カ月遅れ
で原稿を書いています。歳をとると１か
月前の事をなかなか思い出せず…天気
はどうだったかなぁ。
ゴルフをしない方もいらっしゃいますの
で、取切戦とは何ぞや！ゴルフ部会では毎月ゴルフ
例会をしていますが、7月～６月を１年とし、毎月の
優勝者だけが参加出来る取切戦を７月に行っていま
す。そのため参加者は毎月優勝目指してしのぎを
削っているわけです。今回の資格者は１０名でした。
　ライバルと言えば…？全員
です。当日の同伴競技者は
青野さん、高木さん、河端
さんの３名で皆さんハンデは
３０。ゴルフは個人競技で自
分との闘いと思いスタートし
ましたが、思うようにパーが
取れず前半は４１。
食事のためにレストランに行

くと、どこからともなく松浦さんが３６で
回ったという情報が…。やっぱり今回も
ダメか！！半ば諦め気味に食事をしていた
のですが、「待てよ！松浦さんは取切資
格なしじゃなかったっけ？」そうなんです、
松浦さんには資格がなかったんです。
　急に元気！勇気！やる気！が出て来まし
た。自分はプレッシャーに強いはず、と
言い聞かせ各ホールを回っていると16

番、17番と連続バーディー。後半は３７。
　同伴の青野さんもまずまずのスコアでしたが、高
木さんと河端さんは自己最高のスコアで回られまし
た。プレー後良い緊張感で回れました、と言う様に
自分も皆さんの良いリズムに知らず知らずのうちに

乗ることが出来良いスコア
が出たと思うと同伴競技者
の皆さんに感謝！感謝！で
す。
　7月は早速松浦さんが優
勝を果たしましたが、また
来年の取切戦に参加出来
るよう、優勝目指して頑張
りたいと思います。
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ダメか！！半ば諦め気味に食事をしていた
のですが、「待てよ！松浦さんは取切資
格なしじゃなかったっけ？」そうなんです、
松浦さんには資格がなかったんです。
　急に元気！勇気！やる気！が出て来まし
た。自分はプレッシャーに強いはず、と
言い聞かせ各ホールを回っていると16

番、17番と連続バーディー。後半は３７。
　同伴の青野さんもまずまずのスコアでしたが、高
木さんと河端さんは自己最高のスコアで回られまし
た。プレー後良い緊張感で回れました、と言う様に
自分も皆さんの良いリズムに知らず知らずのうちに

乗ることが出来良いスコア
が出たと思うと同伴競技者
の皆さんに感謝！感謝！で
す。
　7月は早速松浦さんが優
勝を果たしましたが、また
来年の取切戦に参加出来
るよう、優勝目指して頑張
りたいと思います。
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Niihama Lions Club 会長スローガン「Our service survives.」

6 .  3 .

新居浜 LC 例会訪問・そして今思うこと
336-A 地区 2R-1Z･ZC　塩 崎  安 規　　　　　　日時：令和 2年 7月 22 日 18:00 ～　場所：ユアーズ　
　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

リゾン・チェアパーソンご挨拶
336-A 地区 2R・RC　白 石  公 成　　　　　　日時：令和 2年 7月 22 日 18:00 ～　場所：ユアーズ　　
　　　　　　　　　　　　　　　　        　

第1437回  8 月第一例会
8月 12日（水）12:15～ ユアーズ

第1438回  8 月第二例会
8月 26日（水）12:15～ ユアーズ

　先日は、例会訪問させて頂き誠にありがとうござ
いました。3 役さんをはじめ会員の皆様に心より御
礼申し上げます。
　コロナ禍で例会場の座席は、ソーシャルディスタ
ンスを確保され、懇親会の乾杯時は、飛沫を防ぐ
ため小声で発声されたり、細やかな心遣いに感心
しました。例会は厳格に、懇親会は楽しくといった
ところでしょうか。
時と場合によって、使い分けされているのが素晴ら
しですね！今期は、結成 60 周年記念大会もあります
ので、さらに結束を強められ、大成功を収めること
を願っています。
　ゾーン・チェアパーソンはクラブに最も近いキャビ
ネット構成員なので、クラブに寄り添って、会員に寄
り添って、ガバナーキーワード「会員ファースト」の
立場に立って、活動して参りたいと思っています。
そのために年 3 回のガバナー諮問委員会を開催し、
それぞれのクラブの現状を把握して、気付いたこと
をキャビネットへ伝えたいと思います。
第２副地区ガバナーについてですが、早ければ
2024 年に１ゾーンから輩出することになります。
ローテーションで回せば、新居浜中央ＬＣになり、

辞退すればおそらく１ゾーンの中から選出しなけれ
ばならないでしょう。その時の資格所持者は約１５
名。国際協会は最終的に、ローテーションをなくし
たいと考えているので、ローテーションを意識しなが
ら、適任者の推薦や立候補者を募ることになります。
　あくまでも私感ですが、会員の層の厚い新居浜Ｌ
Ｃから選出されるのがベストではないかと。どうでし
ょうか？これからの重要検討事項と考えます。
　新型コロナウイルス感染拡大により、思うように活
動できるのか心配ですが、ウイズコロナで、臨機応
変に対応していきたいと思います。
１年間ご支援・ご協力を賜りますよう、よろしくお願
い申し上げます。

　昨年度の後半は、新型コロナウイルスの感染拡
大の影響を受けて、ライオンズ活動が全くできない
状況なりましたが、次期ＲＣ研修会などが、ZOOM
を使っての Web 会議として開催されました。
　今年度も、このようなＩＴを活用した会議や研修
が、必要になってくると思われます。ライオンズ活動
も新型コロナウイルスの感染の状況を考慮しながら
行うという困難な状況を克服しつつ発展していかな
ければなりません。その為にも、国際会長のメッセ
ージ「思いやりと多様性で結束する」を大切にし、
地区ガバナーのキーワード「会員ファースト」を念
頭に置いて、ライオンズクラブ活動を続けることが重
要だと思います。
　私は、リジョンチェアパ－ソンとして、リジョン会議
や、各クラブへの例会訪問などで、地区ガバナ－の
地区運営方針を伝えるとともに、情報交換や意見
交換を行い、２リジョン内のクラブがよりよく発展でき
るように一年間努めてまいりますので、ご支援ご協
力よろしくお願いいたします。
　私は、７月の中頃より１ゾーン内にある新居浜の４
クラブへの例会訪問をしました。各クラブの例会は

それぞれの特徴があり、興味深いものでした。
新年度当初の第２例会ですので、新居浜ライオンズ
クラブと新居浜ひうちライオンズクラブは夜間例会及
び懇親会を行い交流を深めていました。
　新居浜ライオンズクラブは２リジョン内で最も歴史
のあるクラブですので、ライオンズクラブのリ－ダ－と
して、今日までの伝統を大切にし、新しい伝統を築
いて発展していくものと思います。
　今年度１１月に開催されます新居浜ライオンズクラ
ブ６０周年記念行事の盛会と、クラブ会員の皆様の
今後益々の活躍を祈念いたします。

■開会ゴング
■ライオンズの誓い唱和
　高木泰斉ライ

オン

■会長挨拶　伊藤嘉秀会長
■審議事項
１．第１回地区ガバナー諮問委員会・ゾーン
　レベル会員委員会
　登録料について　２５，０００円（5,000円×5名）９月５日（土）
２．７月第二夜間例会決算報告について
3.8月第1例会終了後、60周年実行委員会を開催します。
■幹事報告
・報告事項
１．新会員について　3名の推薦
２．第１回愛リバー・愛ロード清掃奉仕
　８月９日（日）７：００～商工会館周辺
参加者： L伊藤嘉秀、L古川貴章、L後藤達也、L大上幸雄、L能
瀬伸一、L小野周平、L続木　剛、L土岐計一、L永易明洋、L有
富正治、L真鍋憲夫、L福山　宏、L天野　淳、L山下邦俊、L松
浦一雄、L鈴木雅志、L佐伯澄男、L金田智行、L青野泰介、L伊
藤久門、L宇野博文、L塩見秀晴、L近藤充徳、L石川　稔、L藤
縄洲二、L高木泰斉、L高橋在錫、L石川敏則、L 岡村真里哉、
L鴛田宗司、L田村征夫、L土岐敏勝、L村上順一郎  ３３名
商工会議所職員６名
■委員会報告
　会員会則委員会　新会員3名の推薦
　出席大会委員会　60周年記念式典の案内等について
　計画財務委員会　7月第2夜間例会決算報告、60周年記念
　　　　　　　　　式典について
　ＭＣ広報委員会　8月会報誌及び60周年記念誌について

　青少年委員会　　60周年ゴルフ担当について
　保健福祉委員会　第1回献血・献眼登録奉仕について、60
　　　　　　　　　周年記念講演について
　環境保全委員会　8/9清掃奉仕の御礼、60周年祝宴につい
　　　　　　　　　て
■結成６０周年実行委員会報告
　＜Next Stage 未来に向かってウィサーブ＞
１．確認事項
　各委員会の役割進捗状況
　＜出席大会委員会＞
　・９月１８日に案内送付１０月１５日締切
　・２Ｒ内は３役に案内
　・１Ｚ内は全員登録にせず、なるべく多くの方に登録をお願い
　　する
　＜計画財務委員会＞
　・記念式典プログラム次第（案）　別紙
　・式典関係役割、準備等　別紙
　＜ ＭＣ広報委員会＞
　・記念誌２００冊作成
　・記念誌個人写真の撮影について
　　９月第一例会、第二例会の際に例会場で撮影いたします
　　のでネクタイ、上着をご持参下さい。
　　どちらも都合の悪い方は田尾フォトサービスで撮影をお願
　　いいたします。
２．その他
■出席報告
　会員数57名、出席45名、欠席12名
　出席率78.9％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥96,000
　ファイン　￥2，000
■ライオンズ･ローア　伊藤龍一ライ

オン

■閉会ゴング

■開会ゴング
■ライオンズの誓い唱和　佐伯澄男ライ

オン

■来訪者紹介　古川貴章直前会長
　愛媛県赤十字血液センター事業部
　　血液推進課　課長　谷﨑光広様　　　　　　
　　　　　　　　主事　上松則敬様
■会長挨拶　伊藤嘉秀会長
■入会式
　（株）アイセイ　
　　　代表取締役　池田拳成さん　
■卓話
　「新型コロナウイルスにおける
　　　献血への影響及び前年度実績」
　赤十字血液センター　上松則敬様　　
■審議事項
　なし
■幹事報告
・報告事項
１．第 1回新居浜市国際化基本方針策定委員会
　７月３１日（金）16:00 ～　新居浜市役所

２．第１回地区ガバナー諮問委員会、ゾーンレベル会員委員会
　９月５日（土）17:00 ～　レイグラッツェふじ
　出席者：伊藤嘉秀会長、後藤達也第 2 副会長、大上幸
　　　　　雄幹事、大竹崇夫会計
■委員会報告
　MC広報委員会　60th 記念誌用写真撮影について
■結成60周年実行委員会報告
　〈Next Stage 未来に向かってウイサーブ〉
1．確認事項
　臨時実行委員会　８月２６日（水）18:30 ～　事務局
　出席者：各委員会担当理事、委員長（どちらかお一人は
　必ずご出席下さい）
2.その他
■出席報告
　会員数５８名、出席５０名、欠席８名、出席率 86.2％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥88,000
■ライオンズ・ローア
　　有富正治ライ

オン

■閉会ゴング
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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 (8月分 )

５８
１３
２７
４４
１４２

3
0
0
6
9

14,765
0
0

230,000
244,765

82.6
76.9
74.1
84.1
79.4

87.0
76.9
83.9
90.9
84.7

名 ％ ％ Ｈ 円

BIRTHDAY &  MARRIAGE

9月 誕生日おめでとうございます
　青野泰介、石川　稔、伊藤嘉秀、上野　剛
　能瀬伸一、福山　宏、真鍋憲夫
9月 結婚記念日おめでとうございます
　新田久司、能瀬伸一、橋田信一郎

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１回地区ガバナー諮問委員会、ゾーンレベル会員委員会
　９月　５日（土）17:00 ～　レイグラッツェふじ
えひめ学園発足５０周年記念えひめ学園・ひびき分校・わか
　ば分教室関係機関連絡会

行  事  予  定
・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会＆ 　９月　７日（月）18:30 ～　商工会館 3F
60th 実行委員会
９月第 1例会　　　９月　９日（水）12:15 ～　ユアーズ
９月第２例会　　　　９月２３日（水）12:15 ～　ユアーズ
・委員会
青少年委員会　　　９月　１日（火）18:30 ～　事務局
計画財務委員会　　９月　２日（水）18:30 ～　事務局
MC広報委員会　　９月　３日（木）18:30 ～　事務局
環境保全委員会　 ９月　７日（月）18:30 ～　事務局
保健福祉委員会　　９月１０日（木）18:30 ～　事務局
出席大会委員会     ９月２４日（木）18:30 ～　事務局
会員会則委員会　　９月２８日（月）18:30 ～　事務局
６０
周年臨時実行委員会　９月２３日（水）18:30 ～　事務局
・クラブ・その他行事予定
９月第二例会１Ｚ内３クラブ相互例会訪問　
　９月２３日（水）  12:15 ～　ユアーズ
第２回献血奉仕
　９月２７日（日）10:00 ～　イオンモール新居浜
６０周年記念誌掲載個人写真撮影
　９月第一例会、第二例会において　ユアーズ
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　　９月１３日（日）9:43 ～    新居浜ＣＣ
囲碁部会　　　　　未定
つれづれの会　　　偶数月の予定
くらげの会　　　　９月１６日（水）   18 :30 ～みなと   
スポーツ部会　　　９月１１・２５日（金）19:30 ～川東中学校
ネットの会　　　　　　　　　　　　　　　   随時活動中
しまなみ海道をいつか走破する会　　　　　　随時活動中　

会長スローガン「Our service survives.」

8月 9日 ( 日 )　新居浜CC

白 石 誠 一

宇 野 博 文

神 野 雄 太

佐 伯 澄 男

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

４２
４５
４９
５６

４５
３９
５０
５３

２３.９
１７.０
３０.０
２３.９

８７
８４
９９
１０９

６３.１
６７.０
６９.０
８５.１

　９月１１日（金）13:00 ～　えひめ学園
地区ガバナー公式訪問　
　９月１３日（日）14:30 ～　ユアーズ
新居浜別子ＬＣ相互例会訪問
　９月１７日（木）12:30 ～　グラッツェふじ
新居浜中央ＬＣ相互例会訪問
　９月１８日（金）12:00 ～　ユアーズ
岡部歩乃佳後援会第 2回理事会
　９月１８日（金）18:30 ～　あぶら家

■会長挨拶　伊藤嘉秀会長
■審議事項
１．新会員について　３名の推薦
２．第１回地区ガバナー諮問委員会・ゾーンレベル会員委員会
　登録料について　２５，０００円（5,000円×5名）９月５日（土）
３．７月第二夜間例会決算報告について
■報告事項
１．第１回愛リバー・愛ロード清掃奉仕
　８月９日（日）７：００～商工会館周辺
参加者： L伊藤嘉秀、L古川貴章、L後藤達也、L大上幸雄、L能
瀬伸一、L小野周平、L続木　剛、L土岐計一、L永易明洋、L有
富正治、L真鍋憲夫、L福山　宏、L天野　淳、L山下邦俊、L松
浦一雄、L鈴木雅志、L佐伯澄男、L金田智行、L青野泰介、L伊
藤久門、L宇野博文、L塩見秀晴、L近藤充徳、L石川　稔、L藤
縄洲二、L高木泰斉、L高橋在錫、L石川敏則、L 岡村真里哉、
L鴛田宗司
L田村征夫、L土岐敏勝、L村上順一郎　以上３３名参加
商工会議所職員６名
■委員会報告
　会員会則委員会　新会員推薦について
　出席大会委員会　出席、メーキャップについて

　計画財務委員会　７月第２夜間例会決算報告、家族会につ
　　　　　　　　　いて
　ＭＣ広報委員会　会報誌原稿のお願い
　青少年委員会　　新規事業について
　保健福祉委員会　第１回献血奉祀/27（日）について
　環境保全委員会　8/9清掃奉仕について
■結成６０周年実行委員会
１．大会委員長あいさつ
２．審議事項　なし
３．討議事項　
   各委員会の役割進捗状況
　〈出席大会委員会〉
　・９月１８日に案内送付１０月１５日締切
　 ・２Ｒ内は３役に案内
　・１Ｚ内は全員登録にせず、なるべく多くの方に登録をお願い
　　する
　 〈計画財務委員会〉
　・記念式典プログラム次第（案）　別紙
　・式典関係役割、準備等　別紙
　〈ＭＣ広報委員会〉
　・記念誌２００冊作成
４．その他
５．大会顧問講評

　８月９日日曜日の朝、集合時間の
１０分前に到着するとほぼ参加者
の９割の人が額に汗を流し除草作
業、歩道や植え込みのゴミ拾いを
黙々とされていました。
　私は、今回初めて愛リバー・愛

ロードに参加させて頂きましたが、自分の手で自分
たちの街をきれいにするという事に大きな意味があ
るという事に気づかせてもらいました。
　今まで、気にする事無く通っていた市内の道路
ですが、思いのほかポイ捨ても多いことにも初めて
気づきました。
今後は身近なところから少しずつでも街の美化に気
を配り、併せて汚さない事にも気をつけたいと思い

ます。
　私事では御座いますが今回の８月９日は、私の誕
生日でもあり、誕生日の朝にふさわしいスタートをす
がすがしい気持ちで迎えさせて貰った事にも感謝し
ます。ありがとうございました。

愛リバー・愛ロード清掃奉仕に参加して
環境保全委員会　鴛 田  宗 司　　　　日時：令和 2年 8月 9日（日）7:00 ～　場所：商工会館周辺　　
　　　　　　　　　　　　　　　　        　

8 月理事・委員長会並びに
60 周年実行委員会

8月 11日（火）18:30～ 商工会館3F



●●● 8月第一例会 ●●● ●●● 8月第二例会 ●●●

  新居浜ライオンズクラブ 会報
毎月第1例会（第2水曜日）発行

会長  伊藤 嘉秀　幹事  大上 幸雄　会計  大竹 崇夫
発行責任者  MC広報委員長  福山　宏

　数日前までは屋外に出ると吐き気がするくらい暑かったのですが編集後記を書い
ている現在は少し気温も落ち着いて朝夕が涼しくなってまいりました。いよいよ夏も
終わりだなと感じる昨今です。これまでの人生において、特に何も無かった短い夏
を初めて経験しました。寂しいもんですね。
　さて私共、MC広報委員会はこれより新居浜ライオンズクラブ結成６０周年記念誌
の作成に向けて具体的に動いて行く時期になりました。記念誌の完成を１０月末をゴ
ールとしていますので９月は各方面への原稿依頼をはじめ、その他もろもろの段取りを
終わらす必要がございます。残暑厳しい中、早速ではありますが個人写真の撮影な
どご協力頂くことが多々あります。皆で無事に６０周年記念式典を迎える事が出来ま
すようにご協力をお願いいたします。　　　　　　MC広報委員長　福山　宏

編集後記

ドネーショントピックス

■事務局
〒792-0025
新居浜市一宮町２丁目4番８号新居浜商工会館2F
TEL(0897)34-9400　FAX(0897)34-9404
E-mail niihama@204-lc.club　URL http://204-lc.club

■例会日時　毎月第2･4水曜日　12:15～13:30

■例 会 場　〒792-0021
　　　　　　新居浜市泉宮町5番8号　ユアーズ　
　　　　　　TEL(0897)33-3535

国 際 会 長
スローガン　 We Serve.
地区ガバナー
スローガン　誇り･挑戦･進化･輝く未来にウイサーブ
新居浜LC会長
スローガン    Our service survives.  会長

アクト を巡る１０年の足跡

NO.204  国際協会336-A地区2R-1Z　新居浜ライオンズクラブ  since1960.10.04

昨年度、古川貴章会長が皆さんが暑い中でも快適に活動
が出来て、しっかり「新居浜ライオンズクラブ」をアピ
ールできる衣服を！とオレンジ色が鮮やかなメッシュの
ビブスを全会員にプレゼントしていただきました。8 月 9
日の暑い朝の清掃ボランティアで早速活躍しました。
皆さんが笑顔の良い写真です。
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NIIHAMA LIONS CLUB

伊藤　嘉秀　本日は赤十字血液センターより谷崎様、上松様お越し頂
　　　　　　きまして有り難うございました。池田拳成さんのご入会を
　　　　　　心より歓迎致します。
大上　幸雄　池田様のご入会を心より歓迎致します。日本赤十字社様
　　　　　　の卓話に感謝致します。
鈴木　雅志　新会員池田さんの入会を祝して。お互いにウイサーブ活
　　　　　　動頑張りましょう。
大竹　崇夫　池田拳成さんの入会を心より歓迎致します。
白石　誠一　入会式おめでとうございます。
佐伯　澄男　新会員の入会を心より歓迎します。
後藤　達也　池田さんのご入会を祝して。
有富　正治　新会員、池田さんのご入会を歓迎致します。赤十字血
　　　　　　液センター、谷崎さん、上松様のご来訪及び卓話に感謝
　　　　　　致します。
加藤　久博　池田さんの入会を歓迎致します。赤十字さんの卓話に感
　　　　　　謝して。
村上順一郎　新会員さんを歓迎致します。
永易　明洋　残暑お見舞い申し上げます。くれぐれもお身体をご自愛下
　　　　　　さい。池田さん入会おめでとうございます。
能瀬　伸一　残暑が続いておりますが、皆さんお体は大丈夫でしょうか。
　　　　　　どうぞご自愛下さい。
岡村真里哉　池田さんご入会おめでとうございます。残暑厳しい毎日で
　　　　　　すが暑さに負けないようお過ごし下さい。
塩見　秀晴　日赤の谷崎さん、上松さん快く例会訪問、卓話戴き誠に
　　　　　　有難うございました。
古川　貴章　来訪者様に感謝致します。
松浦　一雄　谷崎さん、上松さん血液の卓話有り難うございました。
田村　征夫　卓話に感謝！！
伊藤　龍一　池田拳成さんの入会を歓迎致します。早くクラブに馴染む
　　　　　　ことを願っています。
村上　博昭　新会員、池田さんの入会を歓迎致します。
近藤　充徳　入会お祝い申し上げます。
福山　　宏　新会員池田さんの入会を歓迎致します。
近藤　盛文　新入会員さん歓迎します。
新田　久司　入会を祝して。
今村　　忍　会社のイベントで参加できず残念です！
藤縄　洲二　池田さんの入会を祝って。
高木　泰斉　池田さんの入会を歓迎致します。
外山　貴一　本日も宜しくお願い致します。明日より子供が自然の家に
　　　　　　行きます。今までは当たり前の行事でしたが、今年に限っ
　　　　　　ては特別な行事のように思えます。早くコロナが落ち着き
　　　　　　ますように！！
徳村　　明　熱い日が続きます。熱中症の対応と共にコロナにも3 密を
　　　　　　避けて対応しましょう。
真鍋　憲夫　残暑が厳しいですね！来訪者を歓迎申し上げます。適度
　　　　　　の運動をして健康に留意しましょう。
檜垣　孝志　猛暑ですが皆さん元気で頑張りましょう！
宇野　博文　暑い日が続きます。今は新型コロナウイルスよりも熱中症で
　　　　　　の死亡者が多くなっています。室内の温度管理が大切で
　　　　　　あると報道されています。
続木　　剛　出張に行きにくくて困っています。
・・・池田拳成さんの入会を歓迎致します。・・・
中田君江／大石隆憲／伊藤久門／橋田信一郎／金田智行
・・・赤十字血液センター様のご来訪ありがとうございます・・・
金田智行／真木泰彦／河端信人／青野泰介／小野周平

伊藤　嘉秀　8 月 9 日愛リバー・愛ロード事業に多くの方にご参加
　　　　　　頂きましてありがとうございました。暑くなってきました
　　　　　　が、皆様お身体をご自愛ください。
鴛田　宗司　今年も元気に誕生日を迎えることができた事に感謝し
　　　　　　ています。
大上　幸雄　先日の愛リバー・愛ロード、お疲れさまでした。非常
　　　　　　に暑い中でしたが、たくさんのメンバーにご参加いた
　　　　　　だき、ありがとうございました。
大竹　崇夫　熱い日が続きます。お身体ご自愛ください。
田村　征夫　新型コロナ、もういや～や !!
白石　誠一　遅刻申し訳ないです。
後藤　達也　例会欠席します。すみません。
山下　邦俊　ちょっとした勘違いから７月第一、第二と休んでしまい
　　　　　　ました。申し訳ないです。
青野　泰介　先日のゴルフ部会でラッキーな事がありました！ありがと
　　　　　　うございます。神野さんの優勝を信じた結果です。
能瀬　伸一　暑い日が続いています。あまり動けない今年のお盆
　　　　　　ですが、お体には十分お気をつけてください。
有富　正治　最近、県外ナンバーをよく見かけますが、何故か、　
　　　　　　避けようとする気がします。ダメですよね。高齢で病気、
　　　　　　治療中ですから怖いんですよ。
神野　雄太　ライオンズ月例ゴルフ、メンバーに恵まれ優勝しました。
　　　　　　藤縄さん、大石さん、永易さんありがとう。
真鍋　憲夫　残暑お見舞い申し上げます。戦後 75 年、平和な社
　　　　　　会がいつまでも続きますよう、今後とも祈りましょう。結
　　　　　　成 60 周年大会を成功させましょう。
古川　貴章　暑くなってます。熱中症に気をつけましょう。
鈴木　雅志　元気が一番！コロナ・熱中症予防対策しっかりとって、
　　　　　　この夏のりきりましょう。
石川　敏則　暑いです！体に気をつけて…。コロナにも
加藤　久博　暑い日から続きます。お身体ご自愛ください。
宇野　博文　今はコロナ対策も大事ですが、熱中症対応はもっと
　　　　　　気をつけねばなりません。飲み過ぎた次の日は特に気
　　　　　　を付けたいものです。
松浦　一雄　毎月コロナと熱中症とに負けぬよう頑張っています。
　　　　　　新居浜は 8 月は猛暑日が一日だけでしたが、それで
　　　　　　もアツいですね。
福山　　宏　日曜日のライオンズゴルフ、暑すぎて死にそうでした。
　　　　　　皆さんもお気をつけてください。
塩見　秀晴　暑さ厳しい8月も鰻でも食べて元気に過ごしましょう。
藤縄　洲二　8/9の愛リバー・愛カード参加ありがとうございました。
　　　　　　おかげ様ですっきりと綺麗になりました！
村上　博昭　毎日暑い日が続きますが熱中症にならない様充分な
　　　　　　水分補給をとって健康管理には気をつけましょう。
徳村　　明　熱中症とコロナ対策をとりましょう。
高木　泰斉　先日の愛リバー・愛カードの清掃、お疲れ様でした。
伊藤　龍一　暑くなりました！コロナにも熱中症にも気をつけてお体ご
　　　　　　自愛ください。
檜垣　孝志　暑いですネ！今日は朝早くお墓参りをして来ました。
石川　　稔　今年の夏は猛暑と新型コロナで大変な夏になりまし　
　　　　　　た。皆さんご自愛ください。
・・・新型コロナ・熱中症対策を万全にお身体ご自愛ください・・・
永易明洋／新田久司／小野周平／近藤盛文／真木泰彦／近藤
充徳／橋田信一朗／河端信人／外山貴一／高橋在錫／大石隆
憲／伊藤久門／上野 剛 


