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　コロナ過も少しは落ち着きを見せていましたが、オミクロン株と
いう新型コロナが国内初確認され、ワクチン接種済みの人も一
層の注意喚起をと言われ始めました。
穏やかな年明けを迎えられると思っていたのは、ほんの一瞬で
終わりました。皆様、ますますお体ご自愛下さい。
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●●● 11月第一例会 ●●●
ドネーショントピックス

●●● 11月第二例会 ●●●

12 月の誕生石「トルコ石」

We Serve

　　　　　9月第二例会 会長挨拶

トルコ石の語源・由来
　トルコ石の原産は、ペルシャ（現在のイラン）である。原産が異
なるにも関わらず、「トルコの石」と呼ばれるようになったのは、ペル
シャからトルコを経由していたことからか、トルコの商人によってヨ
ーロッパへ広められたことからといわれる。
「トルコ石」の名は、日本で考えられたものではなく、英名の
「turquoise」がフランス語で「トルコの石」を意味する「pierre-
turquoise」に由来するところにある。

トルコ石にこめられた意味
　ターコイズの宝石言葉は、「成功」「繁栄」「健やかな体」「旅
の安全」。
夢や目標を実現するための助けとなり、心身に癒しを与え、活力
がみなぎる石と人々から信じられてきました。また、ターコイズは、
旅のお守り石としての役目もありました。昔の人は旅先の安全を
祈願するために、ターコイズを身に着けていたと言います。

近藤　盛文　新居浜ライオンズクラブの皆様へ、平成 8 年 4 月に入会
　　　　　　させて頂き 25 年皆様優しく付き合って頂きありがとう
　　　　　　ございます。新居浜ライオンズクラブがますますウイサ
　　　　　　ーブで発展されます様お祈り申し上げます。
青少年委員会　残金ドネーションします。
新田　久司　8月以来 3ヶ月ぶりの例会ですが、皆さんお元気そうで何
　　　　　　よりです。そして垣村さん入会おめでとうございます。
後藤　達也　久々の例会を祝して。垣村さんご入会おめでとうござい
　　　　　　ます。
伊藤　嘉秀　皆様お久しぶりです。皆さんのお顔を拝見できてうれし
　　　　　　いです。垣村修司さんご入会を心より歓迎いたします。
青野　泰介　久しぶりの例会準備をしていてもせっかく覚えたことが
　　　　　　抜けてました。至らぬ点は笑って許してくださいね。今後
　　　　　　は正常運転が続きますように。
加藤　久博　垣村さんの入会を歓迎します。
伊藤　龍一　11 月 27 日開催する 1Z 親善ボーリング大会に多数出席
　　　　　　お願い致します。塩見キャプテン宜しくお願いします。
外山　貴一　お世話になっております。11 月 14 日第 2 回愛リバー・愛
　　　　　　ロード清掃奉仕の参加よろしくお願いします。
大上　幸雄　10 月のゴルフコンペで優勝することが出来ました。何歳
　　　　　　になってもうれしいです。
佐伯　澄男　垣村さんの入会を心より歓迎致します。
宇野　博文　久しぶりの例会に皆様にお目にかかれることを楽しみに
　　　　　　していました。ワクチン効果か？コロナが少し落ち着い
　　　　　　てうれしく思っているところです。
永易　明洋　久しぶりの例会の開催おめでとうございます。
古川　貴章　垣村さん入会おめでとうございます。
岡村真里哉　垣村さんのご入会を歓迎します。おめでとうございます。
　　　　　　寒くなりました体調管理には十分お気をつけ下さい。
大竹　崇夫　垣村さんの入会を歓迎致します。
垣村　修司　本日は入会式ありがとうございます。今後宜しくお願い
　　　　　　します。
真鍋　憲夫　新会員のご入会をお祝い致します。久しぶりの例会開催
　　　　　　たくさんの出席で良かったです。
続木　　剛　久々に出張に行きます。コロナに気をつけて行ってきます。
有富　正治　新会員、垣村さんのご入会を歓迎致します。今後のご活躍
　　　　　　をお祈り申し上げます。
松浦　一雄　久しぶりの例会、前回 8月の例会では外気温 30 度以上で
　　　　　　したが、今日リーガに到着したときは 9度でした。急に寒
　　　　　　くなりましたが皆様お体を大切にしてください。
山下　邦俊　ドネーションに協力して
徳村　　明　お見舞いありがとうございました。背骨の手術の内一つ
　　　　　　は成功しもう一つは様子見となり解決していません。
　　　　　　この時期コロナも落ち着いていますがインフルエンザ、
　　　　　　コロナの再発も心配でありマスク着用と手洗いは続けます。
金田　智行　新会員を歓迎致します。
白石　誠一　久しぶりです。
能瀬　伸一　皆さんと久しぶりにお目にかかれてうれしく思います。
　　　　　　年末に向けて忙しい日が続くと思いますが、お体には十
　　　　　　分お気をつけ下さい。
三木　悠司　垣村さんご入会おめでとうございます。
橋田信一郎　新会員の入会を祝して。
高木　泰斉　垣村修司さんの入会を心より歓迎致します。
奥嶋啓一郎　久しぶりの例会で少々緊張しております。垣村さん入会
　　　　　　おめでとうございます。
村上　博昭　久しぶりの例会開催で皆様のお顔を拝見できホットいた
　　　　　　しました。また新会員垣村さんの入会を歓迎致します。
塩見　秀晴　11/9 誕生日を無事迎えることが出来ました。
石川　　稔　立冬も過ぎて秋が深まりもう冬がすぐそこに来ている様
　　　　　　な今日のお天気です。
篠原　大蔵　先日の 2R 親善ゴルフ大会参加させて頂きありがとうご
　　　　　　ざいました。
神野　雄太　2R 親善ゴルフ大会 15 位で飛び賞頂きました。美味しい
　　　　　　肉でした。

・・・新会員の垣村修司の入会を歓迎致します・・・
近藤充徳／田村慎二／河端信人／伊藤久門／上野　剛／高橋在錫
石川　敏則　お久しぶりです！
福山　　宏　久しぶりの例会、皆さんとお会いできてうれしいです。
藤縄　洲二　お久しぶりです！お元気でしょうか。
 

新田　久司　本日は本年度初の夜間例会です。懇親会では是非親睦
　　　　　　を深めて下さい。また年末商戦のお申し込みも宜しく
　　　　　　お願い致します。
青野　泰介　先日小豆島の寒霞渓に紅葉を見ると友に登山に行って
　　　　　　参りました。一瞬の晴れ間に良い景色が見られました。
　　　　　　ちなみにその日は２万五千歩歩いていました。
加藤　久博　今季初めての夜間例会開催できました。コロナ収束に
　　　　　　感謝して。
伊藤　嘉秀　久しぶりの夜間例会で皆さんとの懇親会が楽しみです。
後藤　達也　今季初の夜間例会。懇親会を祝して！
能瀬　伸一　遅刻しました！！大変申し訳ありません。
田村　征夫　長期間留守しました。松山で生活していて何かと今後
　　　　　　とも不便をかけますが頑張ります。
永易　明洋　クラゲの会で壱岐、対馬の旅行に行ってきました。天気
　　　　　　に恵まれ楽しい旅行となりました。先日のゴルフの例
　　　　　　会で優勝しました。大石さん、松浦さん、宇野さんあり
　　　　　　がとうございました。
伊藤　龍一　クラゲの会の皆様２年ぶりの壱岐、対馬旅行お疲れ様
　　　　　　でした。たくさん飲めて楽しかったです . 橋田君今回
　　　　　　もサポートありがとう。
宇野　博文　久しぶりの夜間例会、懇親会を楽しみにしていました。
　　　　　　少しコロナが落ち着き親しくお話をさせて頂きたいと
　　　　　　思っています。
佐伯　澄男　久しぶりの夜間例会ですね。永易さん月例コンペ優勝
　　　　　　おめでとうございます。
有富　正治　今季初めての夜間例会、楽しみにしています。計画財務
　　　　　　委員会の皆様、宜敷！
古川　貴章　急に寒くなりました。
続木　　剛　寒くなりましたが風邪など引かぬよう健康に気を遣い
　　　　　　ましょう。
松浦　一雄　久しぶりの夜間例会を祝して。
小野　周平　久しぶりの夜間例会です。宜しくお願いします。また年
　　　　　　末商戦もございます。ご協力のほどよろしくお願いい
　　　　　　たします。
真鍋　憲夫　師走に近づき寒くなって参りました。コロナ感染も少
　　　　　　し落ち着いてきました。夜間例会も開催され楽しく過
　　　　　　ごしましょう。
外山　貴一　久しぶりの夜間例会開催おめでとうございます。11 月
　　　　　　14 日第 2 回愛リバー・愛ロード清掃奉仕への多くの
　　　　　　メンバーの参加ありがとうございました。
岡村真里哉　寒くなりました。11 月もあとわずか・・・と思えばこ
　　　　　　の寒さも普通かもしれません。寒暖差が大きく体調を
　　　　　　崩さないようご自愛下さい。清掃時には外山委員長が
　　　　　　朝早くからコーヒーを立てて頂きありがとうございま
　　　　　　した。美味しく頂きました。
奥嶋啓一郎　皆さんこんばんは、先週 10 数年ぶりに母親に会えまし
　　　　　　た。まだまだ元気そうでしたが、次はいつになるのかわ
　　　　　　からず心配です。
濱野　剛年　入会して初めての夜間例会。
垣村　修司　初めての夜間例会です。宜しくお願いします。
藤縄　洲二　久しぶりの夜間例会です。楽しみましょう！
神野　雄太　久しぶりの夜間例会を祝して。
石川　　稔　コロナも少し落ち着いてきました。このままであるこ
　　　　　　とを願うばかりです。
石川　敏則　寒くなりました。身体に気をつけて下さい。コロナにも！
今村　　忍　寒くなりましたが、元気いっぱいゴルフ頑張ります！
河端　信人　寒くなってきましたので、皆様お体に気をつけて下さい。
塩見　秀晴　これから寒くなりますが皆様風邪など引かぬよう頑張
　　　　　　りましょう。
徳村　　明　いきなり冬となりました。コロナとインフルエンザに
　　　　　　も注意して年末を迎えましょう。
・・・寒くなってきました。皆様には十分にお体ご自愛下さい・・
大上幸雄／金田智行／近藤充徳／塩見公一／篠原大蔵／高木泰斉／
高橋在錫／橋田信一郎／真木泰彦／村上博昭
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12月 誕生日おめでとうございます
　天野　淳、藤縄洲二、篠原大蔵

12 月結婚記念日おめでとうございます
　加藤久博、白石誠一、高橋在錫、続木　剛

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２回ガバナー諮問委員会、ゾーンレベル会員委員会
　１２月　４日（土）14:30 ～　リーガロイヤルホテル新居浜

Niihama Lions Club 会長スローガン「今、できることから始めよう！一歩ずつ」

11月 14日 ( 日 )　新居浜CC
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行  事  予  定
・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会 １２月　６日（月）18:30 ～ 商工会館 3F
１２月第 1例会 １２月　８日（水）12:15 ～ リーガロイヤルホ

テル新居浜　
１２月第２夜間例会 １２月２２日（水）12:15 ～ リーガロイヤルホ

テル新居浜

・委員会
計画財務委員会 １２月　１日（水）18:30 ～ 事務局
MC広報委員会 １２月　２日（木）18:30 ～ 事務局
青少年委員会 １２月　７日（火）18:30 ～ 事務局
保健福祉委員会 １２月　９日（木）18:30 ～ 事務局
環境保全委員会 １２月２０日（月）18:30 ～  事務局　　　
会員会則委員会 １２月２２日（水）例会終了後  リーガロイヤルホ

テル新居浜

出席大会委員会 １２月２３日（木）18:30 ～ 事務局
・クラブ・その他行事予定
年末商戦注文締め切り
　１２月　７日（火）
第２回献血･献眼登録推進事業
　１２月１２日（日）10:00 ～　イオンモール新居浜駐車場
令和 3年年末の交通安全県民運動
　１２月２１日（火）10:30 ～　平形橋歩道上
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　　１２月　５日（日） 9:57 ～　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　　　　奇数月の予定
スポーツ部会　　　11 月 10、24 日 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　

国際会長　ダグラスＸ. アレキサンダー　
　　　 〈スローガン〉  我々は奉仕する
　　　 〈メッセージ〉   心からの奉仕を  
３３６－Ａ地区ガバナー　蔵本 守雄
　　　〈スローガン〉  命燃やして恋せよライオンズに
　　　〈キーワード〉  Ove r c ome  
２Ｒ－１Ｚ新居浜ライオンズクラブ 会長　新田 久司
　　　〈スローガン〉  今、出来ることから始めよう！一歩ずつ
　                  

2021.7 ～ 2022.6

〈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］

理事・委員長会
11月 8日（月）18:30～ 商工会館3F

●会長挨拶　新田久司会長
●審議事項
１．１Ｚ親善ボウリング大会登録料について
　2000円／人　11月27日(土)
２．新会員オリエンテーション、２Rリーダーシップ研修会
　登録料について　16,000円（2,000円×8名）　11月28日(日)
３．第2回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　30,000円 (6,000円×5名)　12月4日(土)
４．第３２回中学生英語スピーチコンテスト決算報告について
５．１１月第二夜間例会予算案について
６．委員会開催の変更について
・出席大会委員会
　１１月２５日（木）→１１月５日（金）１８：３０～　丹羽
・保健福祉委員会
　１１月１１日（木）事務局→１８：３０～　亀寿し高木店
●報告事項
１．２Ｒ親善ゴルフ大会
　１１月３日（水･祝）　タカガワ新伊予ゴルフ倶楽部
　参加者：L松浦一雄、L神野雄太、L宇野博文、L村上博昭
　L新田久司、L古川貴章、L金田智行、L小野周平、L白石誠
　一、L後藤達也、L佐伯澄男、L篠原大蔵、L福山　宏、L青野
　泰介、L岡村真里哉　　　以上１５名
２．第２回キャビネット会議
　１１月７日（日）１４：００～　高松市(日照るマリンパレスさぬき)

　出席者：伊藤龍一１ＺＣ
３．東川水系河川流域懇談会
　１１月１０日（水）１８：３０～　市役所消防防災合同庁舎
　出席者：外山貴一環境保全委員長
４．第２回愛リバー・愛ロード清掃奉仕
　１１月１４日（日）７：００～　商工会館周辺
５．新居浜ひうちＬＣ例会訪問
　１１月１６日（火）１２：３０～　グラッツエふじ
　出席者：伊藤龍一１ＺＣ、大上幸雄１ＺＣＡ
６．くらげの会親睦旅行
　１１月１９日（金）～２１日（日）対馬、壱岐方面　参加者１１名
●委員会報告
会員会則委員会
　11月第一例会にて入会式を行います。
計画財務委員会
　11月第二夜間例会・年末商戦宜しくお願いします。
青少年委員会
　クラブタイムカプセルは準備中
環境保全委員会
　11/14愛リバー・愛ロード清掃奉仕宜しく
スポーツ部会
　1Z親善ボーリング大会参加宜しくお願いします。

　　　　　第2回愛リバー・愛ロード清掃奉仕
日時：令和 3年 11 月 14 日（日）7:00 ～　商工会館周辺　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　



ライオンズ情報ライオンズ情報ライオンズ情報
例  会  報  告例  会  報  告例  会  報  告例  会  報  告例  会  報  告例  会  報  告例  会  報  告例  会  報  告例  会  報  告例  会  報  告例  会  報  告例  会  報  告例  会  報  告例  会  報  告例  会  報  告例  会  報  告例  会  報  告例  会  報  告例  会  報  告例  会  報  告例  会  報  告例  会  報  告例  会  報  告例  会  報  告例  会  報  告例  会  報  告例  会  報  告例  会  報  告例  会  報  告例  会  報  告例  会  報  告例  会  報  告例  会  報  告例  会  報  告例  会  報  告例  会  報  告例  会  報  告例  会  報  告例  会  報  告例  会  報  告例  会  報  告例  会  報  告例  会  報  告例  会  報  告例  会  報  告例  会  報  告

会長スローガン「今、出来ることから始めよう！一歩ずつ」

6 .  3 .

第146７回  11 月第一例会
11月 10日（水）12:15～　リーガロイヤルホ

テル新居浜

第1468回  11 月夜間第二例会
11月 24日（水）リーガロイヤルホテル新居浜  

　　１Ｚ親善ボウリング大会に参加して
MC広報委員長　奥 嶋  啓 一 郎　　日時：令和 3年 11 月 27 日（土）　場所：ワンダーボウル西条　　　
　　　　　　　　　　　　　　　        　

■開会ゴング
■会長挨拶　新田久司会長
■入会式　愛媛銀行東支店支店長　垣村修司
■マイルストーン・シェブロン・アワード
　10年：檜垣孝志、佐伯澄男
　15年：白石誠一　20年：林　幸央　25年：山下邦俊
　35年：真木泰彦　45年：山口　泰
■審議事項
１．１Ｚ親善ボウリング大会登録料について
　2000円／人　11月27日(土)
２．新会員オリエンテーション、２Rリーダーシップ研修会登録料に
　ついて　16,000円（2,000円×8名）　11月28日(日)
３．第2回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 30,000円 (6,000円×5名)　12月4日(土)
４．第３２回中学生英語スピーチコンテスト決算報告について
５．１１月第二夜間例会予算案について
６．委員会開催の変更について
・出席大会委員会
　１１月２５日（木）→１１月５日（金）１８：３０～　丹羽
・保健福祉委員会
　１１月１１日（木）事務局→１８：３０～　亀寿し高木店
■報告事項
１．２Ｒ親善ゴルフ大会
　１１月３日（水･祝）　タカガワ新伊予ゴルフ倶楽部

　参加者：L松浦一雄、L神野雄太、L宇野博文、L村上博昭
　L新田久司、L古川貴章、L金田智行、L小野周平、L白石誠
　一、L後藤達也、L佐伯澄男、L篠原大蔵、L福山　宏、L青野
　泰介、L岡村真里哉　　　以上１５名
２．第２回キャビネット会議
　１１月７日（日）１４：００～　高松市（ホテルマリンパレスさぬき)
　出席者　伊藤龍一１ＺＣ
３．東川水系河川流域懇談会
　１１月１０日（水）１８：３０～　市役所消防防災合同庁舎
　出席者：外山貴一環境保全委員長
４．第２回愛リバー・愛ロード清掃奉仕
　１１月１４日（日）７：００～　商工会館周辺
５．新居浜ひうちＬＣ例会訪問
　１１月１６日（火）１２：３０～　グラッツエふじ
　出席者：伊藤龍一１ＺＣ、大上幸雄１ＺＣＡ
６．くらげの会親睦旅行
　１１月１９日（金）～２１日（日）対馬、壱岐方面　参加者：１１名
■委員会報告
　計画財務委員会
　　11月第2夜間例会予算案について
　青少年委員会
　　英語スピーチコンテスト決算報告・タイムカプセルについて
　環境保全委員会
　　第2回愛リバー・愛ロード清掃奉仕について11/14
■出席報告
　会員数６１名、出席４8名、欠席１3名、出席率７8．7％
■テールツイスター・タイム
　ドネーション　￥133,000　　ファイン　￥500
■閉会ゴング
　

■開会ゴング
■会長挨拶　新田久司会長
■審議事項　なし
■幹事報告
・報告事項
１．東川水系河川流域懇談会
　１１月１０日（水）１８：３０～　市役所消防防災合同庁舎
　出席者：外山貴一環境保全委員長
２．第２回愛リバー・愛ロード清掃奉仕
　１１月１４日（日）７：００～　商工会館周辺
　参加者：L新田久司、L後藤達也、L青野泰介、L宇野博文、
　L松浦一雄、L高橋在錫、L永易明洋、L伊藤久門、L大上
　幸雄、L篠原大蔵、L山下邦俊、L天野　淳、L垣村修司、L
　高木泰斉、L徳村　明、L佐伯澄男、L伊藤龍一、L河端信
　人、L福山　宏、L金田智行、L塩見秀晴、L田村慎二、L　
　橋田信一朗、L真鍋憲夫、L岡村真里哉、L藤縄洲二、L三
　木悠司、L外山貴一、L今村　忍、L大竹崇夫、L有富正治、
　L村上順一郎、事務局　　３３名
３．新居浜ひうちＬＣ例会訪問
　１１月１６日（火）１２：３０～　グラッツエふじ
　出席者：伊藤龍一１ＺＣ、大上幸雄１ＺＣＡ
４．１Ｚ親善ボウリング大会
　１１月２７日（土）１０：００～ ワンダーボウル西条
　参加者：L新田久司、L伊藤嘉秀、L能瀬伸一、L青野泰介、
　L高橋在錫、L伊藤久門、　L大上幸雄、L奥嶋啓一郎、L
　伊藤龍一、L福山　宏、L塩見秀晴、L藤縄洲二、１２名
５．１１月２８日（日）　ユーホール（土居）

・第２回リジョン会議　１３：３０～　
　出席者：伊藤龍一１ＺＣ、大上幸雄１ＺＣＡ
・第１回２Ｒ新会員オリエンテーション　１４：４５～
　出席者：L篠原大蔵、L塩見公一、L田村慎二、L三木悠司、
　L濱野剛年、L垣村修司
　引率者：佐伯澄男会員会則委員長
・２Ｒリーダーシップ研修会　１４：４５～
　出席者：金田智行副幹事
６．第２回地区ガバナー諮問委員会、ゾーンレベル会員委員会
　１２月４日（土）１４：３０～　リーガロイヤルホテル新居浜
　出席者：新田久司会長、後藤達也第一副会長、青野泰介
　幹事、加藤久博会計、佐伯澄男会員会則理事、伊藤龍一１Ｚ
　Ｃ、大上幸雄１ＺＣＡ
７．３３６-A地区YCE  ZOOMデ―キャンプについて
　２０２２年１月２２日（土）各地区で１名若しくは１グループ募集
　ZOOMで原則日本語で茶話会、国籍、年齢、性別は問いま
　せん。
　参加希望の方は事務局までご連絡をお願いいたします。
　１２月２０日（月）締切
■委員会報告
　（運営委員会）会員会則委員会、出席大会委員会、計画財
務委員会、ＭＣ広報委員会
（事業委員会）青少年委員会、保健福祉委員会、環境保全委
員会
■出席報告
　会員数６１名、出席４６名、欠席１５名、出席率 75.4％
■テールツイスター・タイム
　ドネーション　￥104,000
■閉会ゴング
■懇親会

11月27日10時から１ゾーンのボーリン
グ大会に参加してきました。
　初めに伊藤龍一ゾーンチェアパ
ーソンから、開会の宣言がありまし
た。
　近年のコロナ渦で昨年のボーリング

大会の中止や、ソフトバレーの中止となってしまいま
したが、ボーリング大会は時期をずらして開会できた
ことをお祝いされていました。
　新居浜にある多くのライオンズクラブメンバーが参
加されて2ゲームを楽しみました。
1レーンは伊藤ZC、塩見キャプテン、高橋さん、後藤
第一副会長。
　2レーンが新田会長、能勢第二副会長、大上
ZCA、私。3レーンは藤縄さん、福山さん、青野幹事
でした。
　私は新田会長と同じレーンでのゲームとなりました
が、新田会長と能瀬第二副会長は順調にスコアを
伸ばし、私と大上ZCAは・・・でしたが、私が最下位
だったので点数の公表は控えさせていただきます。
　藤縄さんや高橋さんがハイスコアを出す中、伊藤
ゾーンチェアパーソンも奮闘されていました。

印象的だったのが、福山さんと青野幹事がかなりハ
イテンションで楽しまれていたのですが、最初幹事の
汗の出方が尋常ではなくちょっと心配しました。
　ラストボールは参加者が全員見ている中で、後藤
第一副会長が最後の一投をされて皆さんの拍手で
終わりました。
　閉会後は新居浜ライオンズクラブのメンバーで塩
見キャプテンを中心に最記念写真をして、長崎屋で
の食事会の後解散しました。

11



Niihama Lions Club 会長スローガン「今、出来ることから始めよう！一歩ずつ」

 4 .  5 .

　　　　　
２Ｒ親善ゴルフ大会に参加して

計画財務委員会　 篠 原  大 蔵  日付：令和 3年 11 月 3 日（水・祝）　開催地：タカガワ新伊予ゴルフ倶楽部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

　ゴルフ部会の篠原大蔵です。11月3
日（水）に新居浜カントリー俱楽部に
て開催されました２R親善ゴルフ大
会に参加させていただきました。前
半のスコアのみ競うハーフコンペ形
式の大会で、私は前半４３後半５１とい

うハーフコンペの対象となる前半だけスコアがよく、
なんと新居浜ライオンズクラブの参加者で最上位と
なる6位入賞となりました。6位入賞の景品として和
壱様の高級和牛が当たり、我が家では一年に一度
あるかないかのすき焼きにありつけました。家族一同
大好評で一家の大黒柱の株が急騰です。

当日一緒にラウンドさせていただきました白石先輩、
佐伯先輩、後藤先輩、新参者の私でも回りやすい空
気を醸成いただきましたおかげでこのような成績を
残すことが出来ました。誠にありがとうございました。

式の

　新居浜ライオンズクラブでは年 4 回の夜間例会があります
が、昨年に続きコロナ渦中の影響で、長らく夜間例会が行われ
ませんでした。緊急事態宣言・蔓延防止期間においては例会
も無く、なかなかメンバーとの懇親が行えなかったのですが、よ
うやく11 月 24日に夜間例会と懇親会が開催されました。
　会長の挨拶では、先日行われた愛リバー・愛ロードについ
て商工会議所周りのごみが無くなり参加いただいた方への感
謝や、12 月 12 日に行われる献血・献眼へ参加いただきたい
とのお話がありました。
　例会では、シェブロンアワードの表彰があり真木さんが表彰
されておりました。長年にわたる貢献に敬意を表したいと思い
ます。
　委員会報告では環境保全委員会からは、外山委員長より愛
リバー・愛ロード参加のお礼が、保健福祉委員会からは、橋
田委員長より献血のご協力の依頼がありました。また、本日は
今年度初の夜間例会・懇親会でもあり、計画財務委員会から
は年末商戦のお願いがありました。
例会の後は、同じ会場にて懇親会が行われたのですが。パー
ティションで区切られ、机の位置もいつもより離れて配置された

コロナ渦の会場ではありましたが、乾杯のご
発声として後藤第一副会長より挨拶があり、
今年度初の夜間例会と懇親会をお祝いされ
ました。
お久しぶりに田村征夫さんにお会いできてご
挨拶が出来ました。会の後松山まで帰られる
と伺い驚きました。あとは、第二副会長の粗
相があり、ファインとドネーションありがとうござ
いました。

　　　　　
ようやく夜間例会開催

MC広報委員長　 奥 嶋  啓 一 郎  日付：令和 3年 11 月 24 日（水）　場所：リーガロイヤルホテル新居浜
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

   氏名  　OUT　IN　GROSS　HD　NET　
篠原大蔵 　43 　36　  79　  8.4    70.6 
松浦一雄 　41    36     77     6.0    71.0
神野雄太    47    36     83    10.8   72.2
村上博昭    41    36     77     3.6    73.4
福山　宏    65    36    101   27.6    73.3
金田智行    45    36     81     7.2    73.8
白石誠一    49    36     85    10.8    74.2
後藤達也　 50    36     86     9.6   76.4
小野周平　 50    36     86     9.6    76.4
宇野博文　 42    36     78     1.2    76.8
古川貴章　 57    36     93    15.6    77.4
青野泰介　 51    36     87     9.6    77.4
佐伯澄男　 54    36     90    12.0    78.0
岡村真里哉 53    36     89    10.8    78.2
新田久司　 63    36     99    16.8    82.2
 　　

順位
６位
８
15
32
33
39
45
67
68
72
76
77
85
87
100
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２Ｒ親善ゴルフ大会に参加して

計画財務委員会　 篠 原  大 蔵  日付：令和 3年 11 月 3 日（水・祝）　開催地：タカガワ新伊予ゴルフ倶楽部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

　ゴルフ部会の篠原大蔵です。11月3
日（水）に新居浜カントリー俱楽部に
て開催されました２R親善ゴルフ大
会に参加させていただきました。前
半のスコアのみ競うハーフコンペ形
式の大会で、私は前半４３後半５１とい

うハーフコンペの対象となる前半だけスコアがよく、
なんと新居浜ライオンズクラブの参加者で最上位と
なる6位入賞となりました。6位入賞の景品として和
壱様の高級和牛が当たり、我が家では一年に一度
あるかないかのすき焼きにありつけました。家族一同
大好評で一家の大黒柱の株が急騰です。

当日一緒にラウンドさせていただきました白石先輩、
佐伯先輩、後藤先輩、新参者の私でも回りやすい空
気を醸成いただきましたおかげでこのような成績を
残すことが出来ました。誠にありがとうございました。

式の

　新居浜ライオンズクラブでは年 4 回の夜間例会があります
が、昨年に続きコロナ渦中の影響で、長らく夜間例会が行われ
ませんでした。緊急事態宣言・蔓延防止期間においては例会
も無く、なかなかメンバーとの懇親が行えなかったのですが、よ
うやく11 月 24日に夜間例会と懇親会が開催されました。
　会長の挨拶では、先日行われた愛リバー・愛ロードについ
て商工会議所周りのごみが無くなり参加いただいた方への感
謝や、12 月 12 日に行われる献血・献眼へ参加いただきたい
とのお話がありました。
　例会では、シェブロンアワードの表彰があり真木さんが表彰
されておりました。長年にわたる貢献に敬意を表したいと思い
ます。
　委員会報告では環境保全委員会からは、外山委員長より愛
リバー・愛ロード参加のお礼が、保健福祉委員会からは、橋
田委員長より献血のご協力の依頼がありました。また、本日は
今年度初の夜間例会・懇親会でもあり、計画財務委員会から
は年末商戦のお願いがありました。
例会の後は、同じ会場にて懇親会が行われたのですが。パー
ティションで区切られ、机の位置もいつもより離れて配置された

コロナ渦の会場ではありましたが、乾杯のご
発声として後藤第一副会長より挨拶があり、
今年度初の夜間例会と懇親会をお祝いされ
ました。
お久しぶりに田村征夫さんにお会いできてご
挨拶が出来ました。会の後松山まで帰られる
と伺い驚きました。あとは、第二副会長の粗
相があり、ファインとドネーションありがとうござ
いました。

　　　　　
ようやく夜間例会開催

MC広報委員長　 奥 嶋  啓 一 郎  日付：令和 3年 11 月 24 日（水）　場所：リーガロイヤルホテル新居浜
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

   氏名  　OUT　IN　GROSS　HD　NET　
篠原大蔵 　43 　36　  79　  8.4    70.6 
松浦一雄 　41    36     77     6.0    71.0
神野雄太    47    36     83    10.8   72.2
村上博昭    41    36     77     3.6    73.4
福山　宏    65    36    101   27.6    73.3
金田智行    45    36     81     7.2    73.8
白石誠一    49    36     85    10.8    74.2
後藤達也　 50    36     86     9.6   76.4
小野周平　 50    36     86     9.6    76.4
宇野博文　 42    36     78     1.2    76.8
古川貴章　 57    36     93    15.6    77.4
青野泰介　 51    36     87     9.6    77.4
佐伯澄男　 54    36     90    12.0    78.0
岡村真里哉 53    36     89    10.8    78.2
新田久司　 63    36     99    16.8    82.2
 　　

順位
６位
８
15
32
33
39
45
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68
72
76
77
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87
100
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Niihama Lions Club 会長スローガン「今、出来ることから始めよう！一歩ずつ」
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第146７回  11 月第一例会
11月 10日（水）12:15～　リーガロイヤルホ

テル新居浜

第1468回  11 月夜間第二例会
11月 24日（水）リーガロイヤルホテル新居浜  

　　１Ｚ親善ボウリング大会に参加して
MC広報委員長　奥 嶋  啓 一 郎　　日時：令和 3年 11 月 27 日（土）　場所：ワンダーボウル西条　　　
　　　　　　　　　　　　　　　        　

■開会ゴング
■会長挨拶　新田久司会長
■入会式　愛媛銀行東支店支店長　垣村修司
■マイルストーン・シェブロン・アワード
　10年：檜垣孝志、佐伯澄男
　15年：白石誠一　20年：林　幸央　25年：山下邦俊
　35年：真木泰彦　45年：山口　泰
■審議事項
１．１Ｚ親善ボウリング大会登録料について
　2000円／人　11月27日(土)
２．新会員オリエンテーション、２Rリーダーシップ研修会登録料に
　ついて　16,000円（2,000円×8名）　11月28日(日)
３．第2回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 30,000円 (6,000円×5名)　12月4日(土)
４．第３２回中学生英語スピーチコンテスト決算報告について
５．１１月第二夜間例会予算案について
６．委員会開催の変更について
・出席大会委員会
　１１月２５日（木）→１１月５日（金）１８：３０～　丹羽
・保健福祉委員会
　１１月１１日（木）事務局→１８：３０～　亀寿し高木店
■報告事項
１．２Ｒ親善ゴルフ大会
　１１月３日（水･祝）　タカガワ新伊予ゴルフ倶楽部

　参加者：L松浦一雄、L神野雄太、L宇野博文、L村上博昭
　L新田久司、L古川貴章、L金田智行、L小野周平、L白石誠
　一、L後藤達也、L佐伯澄男、L篠原大蔵、L福山　宏、L青野
　泰介、L岡村真里哉　　　以上１５名
２．第２回キャビネット会議
　１１月７日（日）１４：００～　高松市（ホテルマリンパレスさぬき)
　出席者　伊藤龍一１ＺＣ
３．東川水系河川流域懇談会
　１１月１０日（水）１８：３０～　市役所消防防災合同庁舎
　出席者：外山貴一環境保全委員長
４．第２回愛リバー・愛ロード清掃奉仕
　１１月１４日（日）７：００～　商工会館周辺
５．新居浜ひうちＬＣ例会訪問
　１１月１６日（火）１２：３０～　グラッツエふじ
　出席者：伊藤龍一１ＺＣ、大上幸雄１ＺＣＡ
６．くらげの会親睦旅行
　１１月１９日（金）～２１日（日）対馬、壱岐方面　参加者：１１名
■委員会報告
　計画財務委員会
　　11月第2夜間例会予算案について
　青少年委員会
　　英語スピーチコンテスト決算報告・タイムカプセルについて
　環境保全委員会
　　第2回愛リバー・愛ロード清掃奉仕について11/14
■出席報告
　会員数６１名、出席４8名、欠席１3名、出席率７8．7％
■テールツイスター・タイム
　ドネーション　￥133,000　　ファイン　￥500
■閉会ゴング
　

■開会ゴング
■会長挨拶　新田久司会長
■審議事項　なし
■幹事報告
・報告事項
１．東川水系河川流域懇談会
　１１月１０日（水）１８：３０～　市役所消防防災合同庁舎
　出席者：外山貴一環境保全委員長
２．第２回愛リバー・愛ロード清掃奉仕
　１１月１４日（日）７：００～　商工会館周辺
　参加者：L新田久司、L後藤達也、L青野泰介、L宇野博文、
　L松浦一雄、L高橋在錫、L永易明洋、L伊藤久門、L大上
　幸雄、L篠原大蔵、L山下邦俊、L天野　淳、L垣村修司、L
　高木泰斉、L徳村　明、L佐伯澄男、L伊藤龍一、L河端信
　人、L福山　宏、L金田智行、L塩見秀晴、L田村慎二、L　
　橋田信一朗、L真鍋憲夫、L岡村真里哉、L藤縄洲二、L三
　木悠司、L外山貴一、L今村　忍、L大竹崇夫、L有富正治、
　L村上順一郎、事務局　　３３名
３．新居浜ひうちＬＣ例会訪問
　１１月１６日（火）１２：３０～　グラッツエふじ
　出席者：伊藤龍一１ＺＣ、大上幸雄１ＺＣＡ
４．１Ｚ親善ボウリング大会
　１１月２７日（土）１０：００～ ワンダーボウル西条
　参加者：L新田久司、L伊藤嘉秀、L能瀬伸一、L青野泰介、
　L高橋在錫、L伊藤久門、　L大上幸雄、L奥嶋啓一郎、L
　伊藤龍一、L福山　宏、L塩見秀晴、L藤縄洲二、１２名
５．１１月２８日（日）　ユーホール（土居）

・第２回リジョン会議　１３：３０～　
　出席者：伊藤龍一１ＺＣ、大上幸雄１ＺＣＡ
・第１回２Ｒ新会員オリエンテーション　１４：４５～
　出席者：L篠原大蔵、L塩見公一、L田村慎二、L三木悠司、
　L濱野剛年、L垣村修司
　引率者：佐伯澄男会員会則委員長
・２Ｒリーダーシップ研修会　１４：４５～
　出席者：金田智行副幹事
６．第２回地区ガバナー諮問委員会、ゾーンレベル会員委員会
　１２月４日（土）１４：３０～　リーガロイヤルホテル新居浜
　出席者：新田久司会長、後藤達也第一副会長、青野泰介
　幹事、加藤久博会計、佐伯澄男会員会則理事、伊藤龍一１Ｚ
　Ｃ、大上幸雄１ＺＣＡ
７．３３６-A地区YCE  ZOOMデ―キャンプについて
　２０２２年１月２２日（土）各地区で１名若しくは１グループ募集
　ZOOMで原則日本語で茶話会、国籍、年齢、性別は問いま
　せん。
　参加希望の方は事務局までご連絡をお願いいたします。
　１２月２０日（月）締切
■委員会報告
　（運営委員会）会員会則委員会、出席大会委員会、計画財
務委員会、ＭＣ広報委員会
（事業委員会）青少年委員会、保健福祉委員会、環境保全委
員会
■出席報告
　会員数６１名、出席４６名、欠席１５名、出席率 75.4％
■テールツイスター・タイム
　ドネーション　￥104,000
■閉会ゴング
■懇親会

11月27日10時から１ゾーンのボーリン
グ大会に参加してきました。
　初めに伊藤龍一ゾーンチェアパ
ーソンから、開会の宣言がありまし
た。
　近年のコロナ渦で昨年のボーリング

大会の中止や、ソフトバレーの中止となってしまいま
したが、ボーリング大会は時期をずらして開会できた
ことをお祝いされていました。
　新居浜にある多くのライオンズクラブメンバーが参
加されて2ゲームを楽しみました。
1レーンは伊藤ZC、塩見キャプテン、高橋さん、後藤
第一副会長。
　2レーンが新田会長、能勢第二副会長、大上
ZCA、私。3レーンは藤縄さん、福山さん、青野幹事
でした。
　私は新田会長と同じレーンでのゲームとなりました
が、新田会長と能瀬第二副会長は順調にスコアを
伸ばし、私と大上ZCAは・・・でしたが、私が最下位
だったので点数の公表は控えさせていただきます。
　藤縄さんや高橋さんがハイスコアを出す中、伊藤
ゾーンチェアパーソンも奮闘されていました。

印象的だったのが、福山さんと青野幹事がかなりハ
イテンションで楽しまれていたのですが、最初幹事の
汗の出方が尋常ではなくちょっと心配しました。
　ラストボールは参加者が全員見ている中で、後藤
第一副会長が最後の一投をされて皆さんの拍手で
終わりました。
　閉会後は新居浜ライオンズクラブのメンバーで塩
見キャプテンを中心に最記念写真をして、長崎屋で
の食事会の後解散しました。
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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 (11月分 )

６１
１１
３０
４８
１５０

2
0
50
59
111

16,525
0

71,775
0

88,300

77.1
58.3
53.4
72.4
65.3

85.3
66.7
78.6
88.3
79.7

名 ％ ％ Ｈ 円

BIRTHDAY &  MARRIAGE

12月 誕生日おめでとうございます
　天野　淳、藤縄洲二、篠原大蔵

12 月結婚記念日おめでとうございます
　加藤久博、白石誠一、高橋在錫、続木　剛

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２回ガバナー諮問委員会、ゾーンレベル会員委員会
　１２月　４日（土）14:30 ～　リーガロイヤルホテル新居浜

会長スローガン「今、できることから始めよう！一歩ずつ」

11月 14日 ( 日 )　新居浜CC

土 岐 計 一

大 石 隆 憲

永 易 明 洋

松 浦 一 雄

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

４５
５０
４１
６４

４３
４９
４１
５９

２０.５
３０.０
１２.４
３２.４

８８
９９
８２
１２３

６７.５
６９.０
６９.６
９０.６

行  事  予  定
・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会 １２月　６日（月）18:30 ～ 商工会館 3F
１２月第 1例会 １２月　８日（水）12:15 ～ リーガロイヤルホ

テル新居浜　
１２月第２夜間例会 １２月２２日（水）12:15 ～ リーガロイヤルホ

テル新居浜

・委員会
計画財務委員会 １２月　１日（水）18:30 ～ 事務局
MC広報委員会 １２月　２日（木）18:30 ～ 事務局
青少年委員会 １２月　７日（火）18:30 ～ 事務局
保健福祉委員会 １２月　９日（木）18:30 ～ 事務局
環境保全委員会 １２月２０日（月）18:30 ～  事務局　　　
会員会則委員会 １２月２２日（水）例会終了後  リーガロイヤルホ

テル新居浜

出席大会委員会 １２月２３日（木）18:30 ～ 事務局
・クラブ・その他行事予定
年末商戦注文締め切り
　１２月　７日（火）
第２回献血･献眼登録推進事業
　１２月１２日（日）10:00 ～　イオンモール新居浜駐車場
令和 3年年末の交通安全県民運動
　１２月２１日（火）10:30 ～　平形橋歩道上
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　　１２月　５日（日） 9:57 ～　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　　　　奇数月の予定
スポーツ部会　　　11 月 10、24 日 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　

国際会長　ダグラスＸ. アレキサンダー　
　　　 〈スローガン〉  我々は奉仕する
　　　 〈メッセージ〉   心からの奉仕を  
３３６－Ａ地区ガバナー　蔵本 守雄
　　　〈スローガン〉  命燃やして恋せよライオンズに
　　　〈キーワード〉  Ove r c ome  
２Ｒ－１Ｚ新居浜ライオンズクラブ 会長　新田 久司
　　　〈スローガン〉  今、出来ることから始めよう！一歩ずつ
　                  

2021.7 ～ 2022.6

〈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］

理事・委員長会
11月 8日（月）18:30～ 商工会館3F

●会長挨拶　新田久司会長
●審議事項
１．１Ｚ親善ボウリング大会登録料について
　2000円／人　11月27日(土)
２．新会員オリエンテーション、２Rリーダーシップ研修会
　登録料について　16,000円（2,000円×8名）　11月28日(日)
３．第2回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　30,000円 (6,000円×5名)　12月4日(土)
４．第３２回中学生英語スピーチコンテスト決算報告について
５．１１月第二夜間例会予算案について
６．委員会開催の変更について
・出席大会委員会
　１１月２５日（木）→１１月５日（金）１８：３０～　丹羽
・保健福祉委員会
　１１月１１日（木）事務局→１８：３０～　亀寿し高木店
●報告事項
１．２Ｒ親善ゴルフ大会
　１１月３日（水･祝）　タカガワ新伊予ゴルフ倶楽部
　参加者：L松浦一雄、L神野雄太、L宇野博文、L村上博昭
　L新田久司、L古川貴章、L金田智行、L小野周平、L白石誠
　一、L後藤達也、L佐伯澄男、L篠原大蔵、L福山　宏、L青野
　泰介、L岡村真里哉　　　以上１５名
２．第２回キャビネット会議
　１１月７日（日）１４：００～　高松市(日照るマリンパレスさぬき)

　出席者：伊藤龍一１ＺＣ
３．東川水系河川流域懇談会
　１１月１０日（水）１８：３０～　市役所消防防災合同庁舎
　出席者：外山貴一環境保全委員長
４．第２回愛リバー・愛ロード清掃奉仕
　１１月１４日（日）７：００～　商工会館周辺
５．新居浜ひうちＬＣ例会訪問
　１１月１６日（火）１２：３０～　グラッツエふじ
　出席者：伊藤龍一１ＺＣ、大上幸雄１ＺＣＡ
６．くらげの会親睦旅行
　１１月１９日（金）～２１日（日）対馬、壱岐方面　参加者１１名
●委員会報告
会員会則委員会
　11月第一例会にて入会式を行います。
計画財務委員会
　11月第二夜間例会・年末商戦宜しくお願いします。
青少年委員会
　クラブタイムカプセルは準備中
環境保全委員会
　11/14愛リバー・愛ロード清掃奉仕宜しく
スポーツ部会
　1Z親善ボーリング大会参加宜しくお願いします。

　　　　　第2回愛リバー・愛ロード清掃奉仕
日時：令和 3年 11 月 14 日（日）7:00 ～　商工会館周辺　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　



  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  新田 久司　幹事  青野 泰介　会計  加藤 久博
発行責任者  MC広報委員長  奥嶋 啓一郎

　コロナ過も少しは落ち着きを見せていましたが、オミクロン株と
いう新型コロナが国内初確認され、ワクチン接種済みの人も一
層の注意喚起をと言われ始めました。
穏やかな年明けを迎えられると思っていたのは、ほんの一瞬で
終わりました。皆様、ますますお体ご自愛下さい。

編集後記

■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　〒792-0007
　　　　　　新居浜市前田町6番9号
　　　　　　リーガロイヤルホテル新居浜　
　　　　　　TEL(0897)37-1121

12国 際 会 長
スローガン　 We Serve.
地区ガバナー
スローガン　命燃やして恋せよライオンズに
新居浜LC会長
スローガン    今、出来ることから始めよう！一歩ずつ

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
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●●● 11月第一例会 ●●●
ドネーショントピックス

●●● 11月第二例会 ●●●

12 月の誕生石「トルコ石」

We Serve

　　　　　9月第二例会 会長挨拶

トルコ石の語源・由来
　トルコ石の原産は、ペルシャ（現在のイラン）である。原産が異
なるにも関わらず、「トルコの石」と呼ばれるようになったのは、ペル
シャからトルコを経由していたことからか、トルコの商人によってヨ
ーロッパへ広められたことからといわれる。
「トルコ石」の名は、日本で考えられたものではなく、英名の
「turquoise」がフランス語で「トルコの石」を意味する「pierre-
turquoise」に由来するところにある。

トルコ石にこめられた意味
　ターコイズの宝石言葉は、「成功」「繁栄」「健やかな体」「旅
の安全」。
夢や目標を実現するための助けとなり、心身に癒しを与え、活力
がみなぎる石と人々から信じられてきました。また、ターコイズは、
旅のお守り石としての役目もありました。昔の人は旅先の安全を
祈願するために、ターコイズを身に着けていたと言います。

近藤　盛文　新居浜ライオンズクラブの皆様へ、平成 8 年 4 月に入会
　　　　　　させて頂き 25 年皆様優しく付き合って頂きありがとう
　　　　　　ございます。新居浜ライオンズクラブがますますウイサ
　　　　　　ーブで発展されます様お祈り申し上げます。
青少年委員会　残金ドネーションします。
新田　久司　8月以来 3ヶ月ぶりの例会ですが、皆さんお元気そうで何
　　　　　　よりです。そして垣村さん入会おめでとうございます。
後藤　達也　久々の例会を祝して。垣村さんご入会おめでとうござい
　　　　　　ます。
伊藤　嘉秀　皆様お久しぶりです。皆さんのお顔を拝見できてうれし
　　　　　　いです。垣村修司さんご入会を心より歓迎いたします。
青野　泰介　久しぶりの例会準備をしていてもせっかく覚えたことが
　　　　　　抜けてました。至らぬ点は笑って許してくださいね。今後
　　　　　　は正常運転が続きますように。
加藤　久博　垣村さんの入会を歓迎します。
伊藤　龍一　11 月 27 日開催する 1Z 親善ボーリング大会に多数出席
　　　　　　お願い致します。塩見キャプテン宜しくお願いします。
外山　貴一　お世話になっております。11 月 14 日第 2 回愛リバー・愛
　　　　　　ロード清掃奉仕の参加よろしくお願いします。
大上　幸雄　10 月のゴルフコンペで優勝することが出来ました。何歳
　　　　　　になってもうれしいです。
佐伯　澄男　垣村さんの入会を心より歓迎致します。
宇野　博文　久しぶりの例会に皆様にお目にかかれることを楽しみに
　　　　　　していました。ワクチン効果か？コロナが少し落ち着い
　　　　　　てうれしく思っているところです。
永易　明洋　久しぶりの例会の開催おめでとうございます。
古川　貴章　垣村さん入会おめでとうございます。
岡村真里哉　垣村さんのご入会を歓迎します。おめでとうございます。
　　　　　　寒くなりました体調管理には十分お気をつけ下さい。
大竹　崇夫　垣村さんの入会を歓迎致します。
垣村　修司　本日は入会式ありがとうございます。今後宜しくお願い
　　　　　　します。
真鍋　憲夫　新会員のご入会をお祝い致します。久しぶりの例会開催
　　　　　　たくさんの出席で良かったです。
続木　　剛　久々に出張に行きます。コロナに気をつけて行ってきます。
有富　正治　新会員、垣村さんのご入会を歓迎致します。今後のご活躍
　　　　　　をお祈り申し上げます。
松浦　一雄　久しぶりの例会、前回 8月の例会では外気温 30 度以上で
　　　　　　したが、今日リーガに到着したときは 9度でした。急に寒
　　　　　　くなりましたが皆様お体を大切にしてください。
山下　邦俊　ドネーションに協力して
徳村　　明　お見舞いありがとうございました。背骨の手術の内一つ
　　　　　　は成功しもう一つは様子見となり解決していません。
　　　　　　この時期コロナも落ち着いていますがインフルエンザ、

コロナの再発も心配でありマスク着用と手洗いは続けます。
金田　智行　新会員を歓迎致します。
白石　誠一　久しぶりです。
能瀬　伸一　皆さんと久しぶりにお目にかかれてうれしく思います。
　　　　　　年末に向けて忙しい日が続くと思いますが、お体には十
　　　　　　分お気をつけ下さい。
三木　悠司　垣村さんご入会おめでとうございます。
橋田信一郎　新会員の入会を祝して。
高木　泰斉　垣村修司さんの入会を心より歓迎致します。
奥嶋啓一郎　久しぶりの例会で少々緊張しております。垣村さん入会
　　　　　　おめでとうございます。
村上　博昭　久しぶりの例会開催で皆様のお顔を拝見できホットいた
　　　　　　しました。また新会員垣村さんの入会を歓迎致します。
塩見　秀晴　11/9 誕生日を無事迎えることが出来ました。
石川　　稔　立冬も過ぎて秋が深まりもう冬がすぐそこに来ている様
　　　　　　な今日のお天気です。
篠原　大蔵　先日の 2R 親善ゴルフ大会参加させて頂きありがとうご
　　　　　　ざいました。
神野　雄太　2R 親善ゴルフ大会 15 位で飛び賞頂きました。美味しい
　　　　　　肉でした。

・・・新会員の垣村修司の入会を歓迎致します・・・
近藤充徳／田村慎二／河端信人／伊藤久門／上野　剛／高橋在錫
石川　敏則　お久しぶりです！
福山　　宏　久しぶりの例会、皆さんとお会いできてうれしいです。
藤縄　洲二　お久しぶりです！お元気でしょうか。
 

新田　久司　本日は本年度初の夜間例会です。懇親会では是非親睦
　　　　　　を深めて下さい。また年末商戦のお申し込みも宜しく
　　　　　　お願い致します。
青野　泰介　先日小豆島の寒霞渓に紅葉を見ると友に登山に行って
　　　　　　参りました。一瞬の晴れ間に良い景色が見られました。
　　　　　　ちなみにその日は２万五千歩歩いていました。
加藤　久博　今季初めての夜間例会開催できました。コロナ収束に
　　　　　　感謝して。
伊藤　嘉秀　久しぶりの夜間例会で皆さんとの懇親会が楽しみです。
後藤　達也　今季初の夜間例会。懇親会を祝して！
能瀬　伸一　遅刻しました！！大変申し訳ありません。
田村　征夫　長期間留守しました。松山で生活していて何かと今後
　　　　　　とも不便をかけますが頑張ります。
永易　明洋　クラゲの会で壱岐、対馬の旅行に行ってきました。天気
　　　　　　に恵まれ楽しい旅行となりました。先日のゴルフの例
　　　　　　会で優勝しました。大石さん、松浦さん、宇野さんあり
　　　　　　がとうございました。
伊藤　龍一　クラゲの会の皆様２年ぶりの壱岐、対馬旅行お疲れ様
　　　　　　でした。たくさん飲めて楽しかったです . 橋田君今回
　　　　　　もサポートありがとう。
宇野　博文　久しぶりの夜間例会、懇親会を楽しみにしていました。
　　　　　　少しコロナが落ち着き親しくお話をさせて頂きたいと
　　　　　　思っています。
佐伯　澄男　久しぶりの夜間例会ですね。永易さん月例コンペ優勝
　　　　　　おめでとうございます。
有富　正治　今季初めての夜間例会、楽しみにしています。計画財務
　　　　　　委員会の皆様、宜敷！
古川　貴章　急に寒くなりました。
続木　　剛　寒くなりましたが風邪など引かぬよう健康に気を遣い
　　　　　　ましょう。
松浦　一雄　久しぶりの夜間例会を祝して。
小野　周平　久しぶりの夜間例会です。宜しくお願いします。また年
　　　　　　末商戦もございます。ご協力のほどよろしくお願いい
　　　　　　たします。
真鍋　憲夫　師走に近づき寒くなって参りました。コロナ感染も少
　　　　　　し落ち着いてきました。夜間例会も開催され楽しく過
　　　　　　ごしましょう。
外山　貴一　久しぶりの夜間例会開催おめでとうございます。11 月
　　　　　　14 日第 2 回愛リバー・愛ロード清掃奉仕への多くの
　　　　　　メンバーの参加ありがとうございました。
岡村真里哉　寒くなりました。11 月もあとわずか・・・と思えばこ
　　　　　　の寒さも普通かもしれません。寒暖差が大きく体調を
　　　　　　崩さないようご自愛下さい。清掃時には外山委員長が
　　　　　　朝早くからコーヒーを立てて頂きありがとうございま
　　　　　　した。美味しく頂きました。
奥嶋啓一郎　皆さんこんばんは、先週 10 数年ぶりに母親に会えまし
　　　　　　た。まだまだ元気そうでしたが、次はいつになるのかわ
　　　　　　からず心配です。
濱野　剛年　入会して初めての夜間例会。
垣村　修司　初めての夜間例会です。宜しくお願いします。
藤縄　洲二　久しぶりの夜間例会です。楽しみましょう！
神野　雄太　久しぶりの夜間例会を祝して。
石川　　稔　コロナも少し落ち着いてきました。このままであるこ
　　　　　　とを願うばかりです。
石川　敏則　寒くなりました。身体に気をつけて下さい。コロナにも！
今村　　忍　寒くなりましたが、元気いっぱいゴルフ頑張ります！
河端　信人　寒くなってきましたので、皆様お体に気をつけて下さい。
塩見　秀晴　これから寒くなりますが皆様風邪など引かぬよう頑張
　　　　　　りましょう。
徳村　　明　いきなり冬となりました。コロナとインフルエンザに
　　　　　　も注意して年末を迎えましょう。
・・・寒くなってきました。皆様には十分にお体ご自愛下さい・・
大上幸雄／金田智行／近藤充徳／塩見公一／篠原大蔵／高木泰斉／
高橋在錫／橋田信一郎／真木泰彦／村上博昭


