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　また新型コロナウイルスの蔓延の影響で１月は皆が集まる例会が出来なかっ
たですね。本日、仕事の合間に遅めのランチに興慶に行きますと、大変混雑して
おりました。先客にメンバーのご夫婦が二組も食事をされていて驚きました。
他にも知人が居て談笑。無くなると思うと、ユアーズは良かったなー、としみじみ
と思います。
　さて、今号は長寿の祝いでメンバーのお気持ちと素晴らしい写真を提供いた
だいております。先輩方がどのような人生を歩んで来られたのか、興味深い文
章をいただきました。　　　　　　　　MC・広報委員長　福山　宏
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 会長
アクト を巡る１０年の足跡

２０１７年度の佐伯会長のアクトでフィリピンより
サンタアナライオンズクラブのメンバーが例会に
訪問していただき正式に姉妹提携をした時の
写真です。
私は２月にフィリピンのサマル島にて現地の子
供達とカカオの苗を植樹したのが非常に楽し
かった思い出です。
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わたしのこだわり
保健福祉委員会　徳 村 　明　　　　        　

　わたしは、特に何事にもこだわり
はなく、多趣味と言えば格好がい
いですが中途半端な趣味で園芸も
します。その中で奈良の寺町で育
ちましたので寺を紹介します。
　寺といっても奈良と、全国、世

界の仏教、キリスト教、イスラム教の寺院を訪れま
したが残念ながら携帯を水没させてしまいかなりの
写真がなくなりました。残っている写真と奈良は元々
写真を撮らないので歴史も含めてこだわる部分を説
明させて頂きます。
　さて、私が生まれた場所は、奈良時代の元興寺
の境内でして、その規模は南北 440 メートル東西
220 メートルの大伽藍をもっており、一時期は、興
福寺、東大寺と並ぶ隆盛を誇っていました。
実家の位置は薬師堂というお堂の近くで今でも町名
は薬師堂町と名前が残っています。元興寺は 710
年に蘇我の馬子（今も飛鳥の石舞台が有名です）
により建立された法興寺の一部を移築した建物で日
本の仏教の広まりは蘇我氏が大きな役割を果たしま
した。
　興福寺や東大寺が藤原氏や天皇家により勢力を
増す中衰退して 1035 年にはほぼ現在の極楽坊の
みとなり現存しています。ちなみに宗派は真言律宗
です。
　この元興寺と接して勢力を増してきたのが興福寺

です。710 年に藤原の不比等が京都山科にあった
厩坂寺（うまやさかでら）を移築して建立しました。
興福寺の下には猿沢池がありそこから五重塔を眺
めながら石段を上っていきます。その正面には中金
堂（2018 年に再建）南円堂。北円堂、東金堂と
大伽藍となっており博物館もあるので見ものです。
　ちなみに、藤原不比等の娘は光明皇后で藤原氏
が平安時代も権勢の中心として繁栄を続ける礎とな
りました。
　興福寺を不比等が建立した時の逸話があります。
当時、金堂は平城京を見渡せる小高い丘に位置し
ていたため「ようやく天下を取った」と呟いたそうで
す。興福寺は法相宗の大本山です。この二つの寺
は毎日通学時歩いていましたのでいまでも鮮明に覚
えています。
　その他奈良には南都七大寺がありまして、東大
寺、西大寺、薬師寺、元興寺、興福寺、大安寺、
法隆寺ですが法隆寺の代わりに唐招提寺も加える
事もあります。（移築の年代と伽藍が完成する年代
は異なるので注意してください）

　さて、世界と申し上げたので、台湾の
台北にある龍山寺を紹介します。この寺は
1738 年に建てられたもので、伝統的な中
国の四合院宮殿式を採用し前殿、本殿、
後殿、左右の鐘樓、鼓樓の回廊式です。
本尊は観音菩薩を祀る仏教寺院ですが道
教や儒教との宗教と混合してあらゆる宗派
の人がお参りに来ます。建物の特徴は 8
頭の龍が柱に螺旋状に捲きついており非常
に珍しく国の二級古跡に指定されていま
す。お線香をつけてのお参りの仕方、お
みくじの引き方に特徴があります。是非現
地で体験して見てください。場所は、中正
祈念堂からも近く、観光スポットとしては良
いところです。今回はこれまでとします。

■会長挨拶　伊藤嘉秀会長
　会員の皆様には、不要不急の外出
を避けられコロナ対策を万全に施され、
ご健勝に過ごされていることと存じま
す。
　現在、愛媛県の特別警戒期間も延
長されました事から、先にご案内させ
て頂きました通り、１月第１例会に引き

続き、第２例会を中止せざるを得ない状況になりました。
　年明けから会員一同が会する機会が失われ、誠に残
念でありますが、最も大切なことは会員皆様の健康であり
ますので、致し方のない結果となっております。
　第２例会では、元会長・幹事を称える会が例年行われ、
また、今回の１月第２例会では１９８１年から４０年間お世
話になりましたユアーズでの最後の例会を予定致しておりま
したが、実施に至らず誠に申し訳なく皆様にお断りを申し
上げる次第です。
　元会長・幹事の皆様には、次回の例会が開催されまし
た時に称える会をさせて頂きますのでご容赦を頂けますよう
お願い申し上げますと共に、計画財務委員会の皆様には、
特別な夜間例会として、ユアーズお別れの会をご計画して
いただいていたにも関わらず実施を断念することになりまし
た事心よりお詫び申し上げます。
　また、例会のみならず、えひめ学園との交流事業も中
止となり、６月に予定されていた世界大会もネット上でのオ
ンライン開催となるなど、様々な影響がこれからも出てくる
可能性があります。
　しかしながら、奉仕団体としてどのような困難の中でも

実施しなければならない献血事業、新居浜の子供たちに
寄贈したタイムカプセル埋設事業は、予定通り実施をさせ
て頂きたいと存じます。３蜜を避けながら出来る新居浜ライ
オンズクラブとしての事業は、粛 と々実施をさせて頂き、コ
ロナ禍を乗り越えて参りたいと考えております。
　まだまだコロナの影響は続きますし、厳しい寒さも訪れて
参ります。会員の皆様には、くれぐれも大切なお身体をご
慈愛頂きまして、例会開催の折には元気なお姿でご参集
いただきますよう心よりお願い申し上げます。
　追伸、２月からの例会は、新例会場リーガロイヤルホテ
ル新居浜での開催となります。お間違いのないようにお願
い申し上げます。
■審議事項
　なし
■報告事項
１．金栄小学校タイムカプセル埋設式
　１月２９日（金）１４：３０～　金栄小学校
　出席者：伊藤嘉秀会長、大上幸雄幹事、有富正治計画財務
　理事ほか都合の付く方
２．岡部歩乃佳後援会第１回理事会
　１月２９日（金）１８：３０～　あぶら家
　出席者：後援会理事者
３．第２回献血　１月３１日（日）１０：００～　イオン新居浜駐車場
　※ご参加、ご協力よろしくお願いいたします。
４．泉川中学校タイムカプセル埋設式
　２月４日（木）１３：１５～　泉川中学校
　出席者：確認中
５．２Ｒ新会員オリエンテーション（２月２０日開催）が新型コロナウ
　イルス感染拡大予防対策のため中止となりました。

６．元会長、幹事を称える会は例会再開時に行います。
７．２月第一例会より例会会場がリーガロイヤルホテル新居浜へ
　変更になります。
８．１月第一例会、第二例会は全員出席とさせていただきます。
■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
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２月 誕生日おめでとうございます
　大竹崇夫、加藤久博、白石誠一、外山貴一
　山口  泰、山下邦俊

2 月結婚記念日おめでとうございます
　伊藤嘉秀、大石隆憲、金田智行、高木泰斉

ゾーン・地区・国際協会の動きゾーン・地区・国際協会の動き
　

行  事  予  定

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

国際会長　ジュンヨル・チョイ　
　　　 〈スローガン〉  我々は奉仕する
　　　 〈キャッチフレーズ〉  思いやりと多様性で結束 
３３６－Ａ地区ガバナー　酒井 公一
　　　〈スローガン〉  誇り・挑戦・進化・輝く未来にウイサーブ
　　　〈キーワード〉  会員ファースト
２Ｒ－１Ｚ新居浜ライオンズクラブ 会長　伊藤 嘉秀
　　　〈スローガン〉  Our servis servives.
　                  （私たちの奉仕は生き抜く） 

〈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］

2020.7 ～ 2021.6

1月 10日 ( 日 )　新居浜CC
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・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会 ２月　８日（月）18:30 ～ 商工会館 3F
２月第 1例会 ２月１０日（水）12:15 ～ 　リーガロイヤル

ホテル

２月第２例会 ２月２４日（水）12:15 ～ リーガロイヤル
ホテル

・委員会
環境保全委員会 ２月　１日（月）18:30 ～ 事務局
青少年委員会 ２月　２日（火）18:30 ～ 事務局
計画財務委員会 ２月　３日（水）18:30 ～ 事務局
MC 広報委員会 ２月　４日（木）18:30 ～ 事務局
保健福祉委員会 ２月１０日（水）例会終了後 リーガロイヤル

ホテル

会員会則委員会 ２月２２日（月）18:30 ～ 事務局
出席大会委員会 ２月２５日（木）18:30 ～ 事務局
・クラブ・その他行事予定
泉川中学校タイムカプセル埋設式　
　２月　４日（木）  13:15 ～　泉川中学校
宮西小学校タイムカプセル埋設式　
　２月１６日（火）  15:00 ～　宮西小学校
中萩小学校タイムカプセル埋設式　
　２月１８日（木）  10:00 ～　中萩小学校
神郷小学校タイムカプセル埋設式　
　２月２４日（水）  14:30 ～　神郷小学校
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　　２月１４日（日）10:04 ～  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　　　２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　

1 月理事・委員長会
1月 12日（月）18:30～ 商工会館3F

保健福祉委員会　高 木  泰 斉　　　日時：令和 2年 11 月 8 日（日）7:00 ～　場所：商工会館周辺　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

　青年会議所卒業後、スポンサー
推薦により 1974 年 10 月 43 歳に
て入会し出席大会委員会に入り住
友化学所長さんと一緒に弁当とお
湯を沸かして各テーブルに配り、
その時、窓を覗くと所長さんの車

が待機していました。
　その後何回か委員会も替わり会場移転が伊予銀
行新居浜支店２階に、ユアーズ、商工会議所、事
務所の移転は勝栄堂ビル２階、スーパーフジの入
口、サンビル２階に、商工会議所２階にとなにかと
大変でした。
　いろ～んな役を受けて先輩より注意されて終了後
にお茶を一緒に、また夕食にと誘われ戸惑い、考
えてみると厳しさと、優しさが先輩の気遣いだと思

いました。いつの間にか在籍４５年と米寿を迎え、
会員の中に息子と友人もいますので、私の情報も
あるようです。
　私も旅行が好きで春夏秋冬関わらず米寿の楽し
みにしたいです。ある言葉に、一度旅をすると一
度分だけ私の精神が若返る泉だと、十度すれば十
度分若返るそうです。

長寿の祝い

米寿を迎え
 在籍 45 年の想い
土 岐  計 一　　昭和９年６月２５日生

妹 尾  光 章　　大正１２年３月３０日生
白寿を迎えて

■会長挨拶　伊藤嘉秀会長
■審議事項
１．長寿のお祝い予算について
　２０，０００円（還暦2名,喜寿1名,米寿1名,白寿1名）
２．第２回献血予算案について　　1月31日(日)
３．計画財務委員会夜間例会決算、家族会決算の修正について
４．上半期中間決算報告について
５．結成６０周年記念大会決算報告について
６．１Ｚ合同夜間例会中止に伴う２月第２例会日程変更について
　２月１６日（火）→２月２４日（水）
■報告事項
１．公益財団法人青年会議所新年式典
　１月８日（金）１８：４５～　ユアーズ　中止
２．リーガロイヤルホテル新居浜と例会場の打合せ会
 １月６日（水）１５：００～　リーガ
　出席者：伊藤嘉秀会長、大上幸雄幹事、新田久司第一副会
　長、青野泰介副幹事、加藤久博副会計、L伊藤龍一、事務局

３．第３期会費引落日　１月１５日（金）５３，０００円
　・第３期会費　４３，０００円　　
　・新居浜ひうちLC２５周年登録料（全員登録）１０，０００円
４．１Ｚボウリング大会（２月６日(土)）、１Ｚ４クラブ合同夜間例会
　（２月１６日(火)）は新型コロナウイルス感染拡大を考慮して中
　止となりました。
５．結成６０周年記念大ゴルフ大会チャリティー募金で集まりまし
　た１１８，０００円は、令和２年１２月１７日に新居浜交通安全協会
　へ寄付しましたことをご報告いたします。
　新型コロナウイルスが落ち着きましたら新居浜交通安全協会
　よりお礼と卓話に来訪予定です。
■委員会報告
計画財務委員会
　年末商戦ご協力お礼、1月夜間例会・家族会決算報告
ＭＣ広報委員会
　会報誌郵送の件
青少年委員会
　えひめ学園交流会の中止、はっぴ寄贈の件
保健福祉委員会
　第2回献血奉仕活動　1月31日（日）10:00～　イオンモール

■会長挨拶　伊藤嘉秀会長
　会員の皆様には、不要不急の外出
を避けられコロナ対策を万全に施され、
ご健勝に過ごされていることと存じま
す。
　現在、愛媛県の特別警戒期間も延
長されました事から、先にご案内させ
て頂きました通り、１月第１例会に引き

続き、第２例会を中止せざるを得ない状況になりました。
　年明けから会員一同が会する機会が失われ、誠に残
念でありますが、最も大切なことは会員皆様の健康であり
ますので、致し方のない結果となっております。
　第２例会では、元会長・幹事を称える会が例年行われ、
また、今回の１月第２例会では１９８１年から４０年間お世
話になりましたユアーズでの最後の例会を予定致しておりま
したが、実施に至らず誠に申し訳なく皆様にお断りを申し
上げる次第です。
　元会長・幹事の皆様には、次回の例会が開催されまし
た時に称える会をさせて頂きますのでご容赦を頂けますよう
お願い申し上げますと共に、計画財務委員会の皆様には、
特別な夜間例会として、ユアーズお別れの会をご計画して
いただいていたにも関わらず実施を断念することになりまし
た事心よりお詫び申し上げます。
　また、例会のみならず、えひめ学園との交流事業も中
止となり、６月に予定されていた世界大会もネット上でのオ
ンライン開催となるなど、様々な影響がこれからも出てくる
可能性があります。
　しかしながら、奉仕団体としてどのような困難の中でも

実施しなければならない献血事業、新居浜の子供たちに
寄贈したタイムカプセル埋設事業は、予定通り実施をさせ
て頂きたいと存じます。３蜜を避けながら出来る新居浜ライ
オンズクラブとしての事業は、粛 と々実施をさせて頂き、コ
ロナ禍を乗り越えて参りたいと考えております。
　まだまだコロナの影響は続きますし、厳しい寒さも訪れて
参ります。会員の皆様には、くれぐれも大切なお身体をご
慈愛頂きまして、例会開催の折には元気なお姿でご参集
いただきますよう心よりお願い申し上げます。
　追伸、２月からの例会は、新例会場リーガロイヤルホテ
ル新居浜での開催となります。お間違いのないようにお願
い申し上げます。
■審議事項
　なし
■報告事項
１．金栄小学校タイムカプセル埋設式
　１月２９日（金）１４：３０～　金栄小学校
　出席者：伊藤嘉秀会長、大上幸雄幹事、有富正治計画財務
　理事ほか都合の付く方
２．岡部歩乃佳後援会第１回理事会
　１月２９日（金）１８：３０～　あぶら家
　出席者：後援会理事者
３．第２回献血　１月３１日（日）１０：００～　イオン新居浜駐車場
　※ご参加、ご協力よろしくお願いいたします。
４．泉川中学校タイムカプセル埋設式
　２月４日（木）１３：１５～　泉川中学校
　出席者：確認中
５．２Ｒ新会員オリエンテーション（２月２０日開催）が新型コロナウ
　イルス感染拡大予防対策のため中止となりました。

６．元会長、幹事を称える会は例会再開時に行います。
７．２月第一例会より例会会場がリーガロイヤルホテル新居浜へ
　変更になります。
８．１月第一例会、第二例会は全員出席とさせていただきます。
■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



　また新型コロナウイルスの蔓延の影響で１月は皆が集まる例会が出来なかっ
たですね。本日、仕事の合間に遅めのランチに興慶に行きますと、大変混雑して
おりました。先客にメンバーのご夫婦が二組も食事をされていて驚きました。
他にも知人が居て談笑。無くなると思うと、ユアーズは良かったなー、としみじみ
と思います。
　さて、今号は長寿の祝いでメンバーのお気持ちと素晴らしい写真を提供いた
だいております。先輩方がどのような人生を歩んで来られたのか、興味深い文
章をいただきました。　　　　　　　　MC・広報委員長　福山　宏

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

会長スローガン「Our service survives.」

6 .  3 .

第1447回  1 月第一例会
1月 13日（水）（書面例会）

第1448回  1 月第二例会
1月 27日（水） （書面例会）

■審議事項
１．長寿のお祝い予算について
　２０,０００円（還暦 2名 , 喜寿 1名 , 米寿 1名 ,白寿 1名）
２．第２回献血予算案について
　1月31日（日）10:00 ～　イオンモール新居浜
３．計画財務委員会夜間例会決算、家族会決算の修正につ
　いて
４．上半期中間決算報告について
５．結成６０周年記念大会決算報告について
６．１Ｚ合同夜間例会中止に伴う２月第２例会日程変更につい
　て　　２月１６日（火）→２月２４日（水）
■報告事項
１．公益財団法人青年会議所新年式典
　１月８日（金）１８:４５～　ユアーズ　中止
２．リーガロイヤルホテル新居浜と例会場の打合せ会
　１月６日（水）１５:００～　リーガロイヤルホテル

 　出席者：伊藤嘉秀会長、大上幸雄幹事、新田久司第一
　副会長、青野泰介副幹事、加藤久博副会計、L伊藤龍一、
　事務局
３．第３期会費引落日　１月１５日（金）５３,０００円
　・第３期会費　４３,０００円　　
　・新居浜ひうちLC２５周年登録料（全員登録）１０,０００円
４．１Ｚボウリング大会（２月６日（土））
　  １Ｚ４クラブ合同夜間例会（２月１６日（火））は新型コロナ
　　ウイルス感染拡大を考慮して中止となりました。
５．結成６０周年記念大ゴルフ大会チャリティー募金で集まりま
　した１１８ ,０００円は令和２年１２月１７日に新居浜交通安全協
　会へ寄付しましたことをご報告いたします。
　新型コロナウイルスが落ち着きましたら新居浜交通安全協会
　よりお礼と卓話に来訪予定です。
■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

　「喜」の字の草書体「㐂」は、
七十七とよばれるからといわれてい
ます。
　この「喜」という字には、昔か
ら何か深い縁を感じていました。
それは、私が生まれ育った土地の

名が「喜光地」（きこうじ）といい、何かしら明るく
て喜びあふれる地名だったからです。

　祖父から聞いた話
では、もともとは下泉
町に住んでいたが火
事で全てを焼 失し、
移転したとのことです。
ここは、周囲にお墓が
あったそうです。
　そういえば、私が小
学校の頃近くにあった
お寺が「歓 喜 寺」と
いう名でお坊さんもお
住まいになっていまし
た。
　そして、我が家の
土地は、上地と下地

の権利が違っていて地主はお寺のもので年毎に地
代を支払っていました。
　大体が商店街の土地で皆さん地代を支払って暮
らしていました。今もお寺の土地がたくさん残ってお
ります。中には、お寺に土地を返納している方もお
られ、世の中の変化とともに変わってきています。
　そういった土地の名前でこれまで何かと元気で長
生き出来たのかと感謝しています。
　現在は、新居浜駅の近くの坂井町に住んで 45
年になろうとしています。すっかりこの土地にも慣れ
ましたが、やはり心の中では「喜光地」が我が心
のふるさとだと感じています。
　以上、土地の名前に関連して思い出を話させて
いただきました。ありがとうございました。

喜寿によせて
真 鍋  憲 夫　　昭和２０年９月２３日生

　小職は、1961 年 3 月 31 日　
新居浜市西町にて、伊藤隆司（た
かし）、世代子（せよこ）の愛の
結晶として、3600g のぽっちゃりし
た BODY を身にまとい、この世に
生をうけた。

　長男ということもあり、恒久的に家（門）を守れ！
的な意味合いで、久門（ひさかど）と命名された
ようだ。
　祖父が角野町長だったってこともあり、恐らく当
時のことだから、祖父のコネで入庁したであろう公
務員の父が世帯主の我が家は、外向きは、THE
中流階級的な平々凡々とした家庭であったはずだ。
　しかし、父は、若かりし頃（小職が生まれる前）
から既に、由井正雪や天草四郎時貞のごとく、ロ
ン毛（流石に入庁時は短髪でした）で、趣味は、
生け花（小原流師範をして、若い娘さんも弟子とし
て結構いたようだ。
　しかし、副職は認められてたんかなぁ⁉（笑））。

また、母は、料理教室なるものを、自宅で開講して、
ここにも若い娘さんたちが、連日集ってた。
　つまり、今でいうカルチャースクールのはしりを実
践してたようである。小職が、民間教育産業に従
事することは、つまり必然だったってことである。
　我が家は、外向きとは裏腹に内向きは実にファン
キーな、当時としては珍しい変異な家庭だったのか
もしれない。
　これまで、何不自由なく、自分の感情、感覚に
正直に、わがまま放題生きてきて、挙句の果てに、
多くの人たちに迷惑をかけてきたにも関わらず、世

還暦という節目にたち
伊 藤  久 門　　昭和３６年３月３１日生

間は、小職を寛容に受け入れてくれ、なおかつ、
そればかりか、応援までしてくれるではないか！？
　こんな素敵な地球生活に、すこしは役にたち、
お返しのひとつもしておかないと、来世にはきっとバ
チがあたるというもんだろう。
　還暦という節目にたち、改めて今までを追憶し、
また、これからを見据えると、まだまだ、幼稚で稚
拙で、青二才で、若輩もん。
　ですから、より一層、ご指導、ご鞭撻、お願いし、

また、おいしい焼肉
でもおごってね！！と、
最後まで締まりなくコ
メントを終える！！といっ
た中 途 半 端な感じ
が、還暦なんかなぁ。
と、結論付けてしまう。
　こんな、わたしで
すが、引き続きよろし
くお願いします。

●審議事項
なし

●報告事項
１．金栄小学校タイムカプセル埋設式　１月２９日（金）１４：３０～　
金栄小学校
出席者　伊藤嘉秀会長、大上幸雄幹事、有富正治計画財務理
事ほか都合の付く方
２．岡部歩乃佳後援会第１回理事会　１月２９日（金）１８：３０～　
あぶら家
出席者　後援会理事者
３．第２回献血　１月３１日（日）１０：００～　イオン新居浜駐車場
※ご参加、ご協力よろしくお願いいたします。
４．泉川中学校タイムカプセル埋設式　２月４日（木）１３：１５～　
泉川中学校
出席者　確認中
５．２Ｒ新会員オリエンテーション（２月２０日開催）が新型コロナウイ
ルス感染拡大予防対策のため中止となりました。
６．元会長、幹事を称える会は例会再開時に行います。
７．２月第一例会より例会会場がリーガロイヤルホテル新居浜へ
変更になります。
８．１月第一例会、第二例会は全員出席とさせていただきます。

●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

■会長挨拶　伊藤嘉秀会長
　会員の皆様には、不要不急の外出
を避けられコロナ対策を万全に施され、
ご健勝に過ごされていることと存じま
す。
　現在、愛媛県の特別警戒期間も延
長されました事から、先にご案内させ
て頂きました通り、１月第１例会に引き

続き、第２例会を中止せざるを得ない状況になりました。
　年明けから会員一同が会する機会が失われ、誠に残
念でありますが、最も大切なことは会員皆様の健康であり
ますので、致し方のない結果となっております。
　第２例会では、元会長・幹事を称える会が例年行われ、
また、今回の１月第２例会では１９８１年から４０年間お世
話になりましたユアーズでの最後の例会を予定致しておりま
したが、実施に至らず誠に申し訳なく皆様にお断りを申し
上げる次第です。
　元会長・幹事の皆様には、次回の例会が開催されまし
た時に称える会をさせて頂きますのでご容赦を頂けますよう
お願い申し上げますと共に、計画財務委員会の皆様には、
特別な夜間例会として、ユアーズお別れの会をご計画して
いただいていたにも関わらず実施を断念することになりまし
た事心よりお詫び申し上げます。
　また、例会のみならず、えひめ学園との交流事業も中
止となり、６月に予定されていた世界大会もネット上でのオ
ンライン開催となるなど、様々な影響がこれからも出てくる
可能性があります。
　しかしながら、奉仕団体としてどのような困難の中でも

実施しなければならない献血事業、新居浜の子供たちに
寄贈したタイムカプセル埋設事業は、予定通り実施をさせ
て頂きたいと存じます。３蜜を避けながら出来る新居浜ライ
オンズクラブとしての事業は、粛 と々実施をさせて頂き、コ
ロナ禍を乗り越えて参りたいと考えております。
　まだまだコロナの影響は続きますし、厳しい寒さも訪れて
参ります。会員の皆様には、くれぐれも大切なお身体をご
慈愛頂きまして、例会開催の折には元気なお姿でご参集
いただきますよう心よりお願い申し上げます。
　追伸、２月からの例会は、新例会場リーガロイヤルホテ
ル新居浜での開催となります。お間違いのないようにお願
い申し上げます。
■審議事項
　なし
■報告事項
１．金栄小学校タイムカプセル埋設式
　１月２９日（金）１４：３０～　金栄小学校
　出席者：伊藤嘉秀会長、大上幸雄幹事、有富正治計画財務
　理事ほか都合の付く方
２．岡部歩乃佳後援会第１回理事会
　１月２９日（金）１８：３０～　あぶら家
　出席者：後援会理事者
３．第２回献血　１月３１日（日）１０：００～　イオン新居浜駐車場
　※ご参加、ご協力よろしくお願いいたします。
４．泉川中学校タイムカプセル埋設式
　２月４日（木）１３：１５～　泉川中学校
　出席者：確認中
５．２Ｒ新会員オリエンテーション（２月２０日開催）が新型コロナウ
　イルス感染拡大予防対策のため中止となりました。

６．元会長、幹事を称える会は例会再開時に行います。
７．２月第一例会より例会会場がリーガロイヤルホテル新居浜へ
　変更になります。
８．１月第一例会、第二例会は全員出席とさせていただきます。
■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
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賀寿の皆様、謹んでお祝い申し上げます
直前会長　古 川  貴 章　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

新会員オリエンテーションに参加して
環境保全委員会　鴛 田  宗 司　　　　日付：令和 2年 11 月 28 日（土）　場所：新居浜商工会館　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

２０２０年１１月２８日（土）新居浜
商工会館にて A 地区２Ｒの新会員
対象の研修会に参加しました。
　講師には、元地区ガバナー・地
区名誉顧問の西原 透様をお迎え
してＬＣの歴史や功績、他の奉仕

団体との違いを丁寧に説明して頂きました。
　ＬＣ会員の心構えにつきましても、ご自分の経験
を踏まえて分かりやすく話して頂きました。
特に新会員からのアンケートの回答を例に挙げての
説明は、私自身が新会員になって６ヶ月ずっと疑問
に思っていた内容が、ほとんどでした。
　他の新会員の方々も同様の驚きや不安が、有る
のだとほっとしました。
入会して半年が、過ぎたところですが、良き先輩方、

楽しい仲間に出会え色々な事を教えて頂き楽しく過
ごさせて頂いています。
　これからも人との出会いやつながりを大切にして
新居浜ＬＣの一員として少しでも貢献出来るように頑
張っていきたいと思いますので、宜しくお願いしま
す。

新会員紹介
計画財務委員会　塩 見  公 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

　この度、恐縮ですが諸先輩にお誘い頂
き、また佐伯澄男ライ

オンにスポンサーをお受け
頂き、伝統と格式ある新居浜ライオンズクラ
ブに入会させていただきました塩見公一で
す。
　仕事は今年で創業128年の歴史重圧に
押しつぶされないよう、民族衣装である着
物を後世に残せるよう頑張っております。
　呉服小売り業の他、宝石,bag、セミオーダースー
ツ、の販売をしております。スーツは男女問わず様々
なご要望にも対応出来ますので、何かございました
らお声がけいただければ幸いです。
　趣味の釣りは一年を通して瀬戸内海～宇和海、

磯～船と色んな形で魚と魚種格闘技戦を
行っております。
　腕前は能瀬ライ

オン以上・能瀬ライ
オン以下と釣り友

達によく言われます（何故なら釣果で勝ち、
トークで負けるから。）お好きな先輩いらっし
ゃいましたら是非とも誘ってやつて下さい。
　まだまだ公私ともに世間知らずの若輩者

ですが、早く新居浜ライオンズクラブに慣れて社会
人としての成長、会員として交流、奉仕による社会
貢献、明るいまちづくりができるよう目配り・気配り・心
配りを大切に頑張って参りますので、今後ともご指導
のほどよろしくお願いいたします。

　小職は、1961 年 3 月 31 日　
新居浜市西町にて、伊藤隆司（た
かし）、世代子（せよこ）の愛の
結晶として、3600g のぽっちゃりし
た BODY を身にまとい、この世に
生をうけた。

　長男ということもあり、恒久的に家（門）を守れ！
的な意味合いで、久門（ひさかど）と命名された
ようだ。
　祖父が角野町長だったってこともあり、恐らく当
時のことだから、祖父のコネで入庁したであろう公
務員の父が世帯主の我が家は、外向きは、THE
中流階級的な平々凡々とした家庭であったはずだ。
　しかし、父は、若かりし頃（小職が生まれる前）
から既に、由井正雪や天草四郎時貞のごとく、ロ
ン毛（流石に入庁時は短髪でした）で、趣味は、
生け花（小原流師範をして、若い娘さんも弟子とし
て結構いたようだ。
　しかし、副職は認められてたんかなぁ⁉（笑））。

また、母は、料理教室なるものを、自宅で開講して、
ここにも若い娘さんたちが、連日集ってた。
　つまり、今でいうカルチャースクールのはしりを実
践してたようである。小職が、民間教育産業に従
事することは、つまり必然だったってことである。
　我が家は、外向きとは裏腹に内向きは実にファン
キーな、当時としては珍しい変異な家庭だったのか
もしれない。
　これまで、何不自由なく、自分の感情、感覚に
正直に、わがまま放題生きてきて、挙句の果てに、
多くの人たちに迷惑をかけてきたにも関わらず、世

還暦を迎えて
鴛 田  宗 司　　昭和３６年８月９日生

間は、小職を寛容に受け入れてくれ、なおかつ、
そればかりか、応援までしてくれるではないか！？
　こんな素敵な地球生活に、すこしは役にたち、
お返しのひとつもしておかないと、来世にはきっとバ
チがあたるというもんだろう。
　還暦という節目にたち、改めて今までを追憶し、
また、これからを見据えると、まだまだ、幼稚で稚
拙で、青二才で、若輩もん。
　ですから、より一層、ご指導、ご鞭撻、お願いし、

また、おいしい焼肉
でもおごってね！！と、
最後まで締まりなくコ
メントを終える！！といっ
た中 途 半 端な感じ
が、還暦なんかなぁ。
と、結論付けてしまう。
　こんな、わたしで
すが、引き続きよろし
くお願いします。

　令和３年１月新春の門出に、新
居浜ライオンズクラブメンバー５名
の皆様に、長寿のお祝いを申しあ
げます。ご存知とは思いますが、
賀寿について調べてみました。
　伊藤久門さん、鷲田宗司さん、

満６０歳、還暦のお祝い申し上げます。
還暦とは、十干十二支の組合せで暦を数えると、

干支は６０年で一巡し、生まれた年と同じ干支に還
るため還暦だそうです。
　お祝いの色は赤です。生まれた暦に還るというこ
とで、赤ちゃんに着せた、赤色のちゃんちゃんこを
着ます。
赤い色のちゃんちゃんこには、病気や悪いものから
守る、魔除けの力があると考えられたそうです。　
そして、これまでの労をねぎらい、これからも長生き

　家業の鉄工所を手伝い始めて３
６年、ひたすらモノづくりに没頭し
た日々を過ごして来ましたが、私も
いつの間にか還暦を迎えることにな
りました。
　３６年前父親の還暦祝いの宴の

後、父親から「還暦まで頑張ったので今日で引退
させて貰うから、明日から頑張ってね」と突然引退
を宣言されました。当時２３歳だった私は突然でし
たので驚きはありましたが、当時６０歳という年齢は
定年退職で不思議でない年齢でしたので納得した
記憶があります。
　その当時、知り合いの還暦のお祝いの席に時々
呼ばれましたが、どなたも思慮深く、大人の中の大
人でどんな相談にも数多い経験の中から最良のアド
バイスやヒントを与えてくれるようなたいへん尊敬でき
る人生の先輩方でした。
　今の自分を見つめ直してみると、そのイメージと
は、ほど遠く周りに教えてもらう事ばかりで人として
の深みもあまり増していないように思います。
　還暦を契機として自分を見つめ直し人に優しく接

して周りの人を幸せに出来るような心穏やかな人間
になりたいと思います。
　健康面では、この年まで大した病気もせず健康
な体を授けてくれた親に感謝すると同時にダイエット
も還暦を機に再挑戦したいと思います。
　昨年６月に縁あって新居浜ライオンズクラブに入
会させてもらって半年が過ぎたばかりの新入会員で
すが、優しい先輩方のご指導もあり少しずつでは、
有りますが、慣れてきたと思います。
　これからもウィサーブの精神のもと感謝の気持ちを
忘れずに少しでも周りの人たちを幸せにお出来るよ
うに自分を磨き続けて生きていきたいと思っていま
す。これからも宜しくお願いします。

して下さいという願いがこめられているそうです。
　真鍋憲夫さん、７７歳、喜寿のお祝い申し上げま
す。喜寿とは、喜という字の草書体が七を３つ重ね
た形になり「㐂」と書き、七十七と読めることに由
来しているそうです。
　紫がお祝いの色だそうです。
　土岐計一さん、８８歳米寿のお祝い申し上げます。
漢字の米の字を分解すると八十八になり米寿の由
来だそうです。
　日本では八は縁起がいいとされているため八が２
つ重なる８８歳をお祝いとする風習が生まれたそうで

す。
　黄色や金色がお祝いの色だそうです。
　妹尾光章さん、９９歳白寿のお祝い申し上げます。
百という漢字から一を取ると白になります。
そして九十九となるため９９歳のお祝いは白寿となっ
たそうです。お祝いの色はその通り白色です。
　賀寿の皆様これからも、ご健勝で長寿を重ねて
頂きます様、祈念致します。
　私も皆様にあやかり、賀寿を迎えて行きたいと思
います。
感謝の気持ちを添えて、お祝いの言葉と致します。

■会長挨拶　伊藤嘉秀会長
　会員の皆様には、不要不急の外出
を避けられコロナ対策を万全に施され、
ご健勝に過ごされていることと存じま
す。
　現在、愛媛県の特別警戒期間も延
長されました事から、先にご案内させ
て頂きました通り、１月第１例会に引き

続き、第２例会を中止せざるを得ない状況になりました。
　年明けから会員一同が会する機会が失われ、誠に残
念でありますが、最も大切なことは会員皆様の健康であり
ますので、致し方のない結果となっております。
　第２例会では、元会長・幹事を称える会が例年行われ、
また、今回の１月第２例会では１９８１年から４０年間お世
話になりましたユアーズでの最後の例会を予定致しておりま
したが、実施に至らず誠に申し訳なく皆様にお断りを申し
上げる次第です。
　元会長・幹事の皆様には、次回の例会が開催されまし
た時に称える会をさせて頂きますのでご容赦を頂けますよう
お願い申し上げますと共に、計画財務委員会の皆様には、
特別な夜間例会として、ユアーズお別れの会をご計画して
いただいていたにも関わらず実施を断念することになりまし
た事心よりお詫び申し上げます。
　また、例会のみならず、えひめ学園との交流事業も中
止となり、６月に予定されていた世界大会もネット上でのオ
ンライン開催となるなど、様々な影響がこれからも出てくる
可能性があります。
　しかしながら、奉仕団体としてどのような困難の中でも

実施しなければならない献血事業、新居浜の子供たちに
寄贈したタイムカプセル埋設事業は、予定通り実施をさせ
て頂きたいと存じます。３蜜を避けながら出来る新居浜ライ
オンズクラブとしての事業は、粛 と々実施をさせて頂き、コ
ロナ禍を乗り越えて参りたいと考えております。
　まだまだコロナの影響は続きますし、厳しい寒さも訪れて
参ります。会員の皆様には、くれぐれも大切なお身体をご
慈愛頂きまして、例会開催の折には元気なお姿でご参集
いただきますよう心よりお願い申し上げます。
　追伸、２月からの例会は、新例会場リーガロイヤルホテ
ル新居浜での開催となります。お間違いのないようにお願
い申し上げます。
■審議事項
　なし
■報告事項
１．金栄小学校タイムカプセル埋設式
　１月２９日（金）１４：３０～　金栄小学校
　出席者：伊藤嘉秀会長、大上幸雄幹事、有富正治計画財務
　理事ほか都合の付く方
２．岡部歩乃佳後援会第１回理事会
　１月２９日（金）１８：３０～　あぶら家
　出席者：後援会理事者
３．第２回献血　１月３１日（日）１０：００～　イオン新居浜駐車場
　※ご参加、ご協力よろしくお願いいたします。
４．泉川中学校タイムカプセル埋設式
　２月４日（木）１３：１５～　泉川中学校
　出席者：確認中
５．２Ｒ新会員オリエンテーション（２月２０日開催）が新型コロナウ
　イルス感染拡大予防対策のため中止となりました。

６．元会長、幹事を称える会は例会再開時に行います。
７．２月第一例会より例会会場がリーガロイヤルホテル新居浜へ
　変更になります。
８．１月第一例会、第二例会は全員出席とさせていただきます。
■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
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計画財務委員会　塩 見  公 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

　この度、恐縮ですが諸先輩にお誘い頂
き、また佐伯澄男ライ

オンにスポンサーをお受け
頂き、伝統と格式ある新居浜ライオンズクラ
ブに入会させていただきました塩見公一で
す。
　仕事は今年で創業128年の歴史重圧に
押しつぶされないよう、民族衣装である着
物を後世に残せるよう頑張っております。
　呉服小売り業の他、宝石,bag、セミオーダースー
ツ、の販売をしております。スーツは男女問わず様々
なご要望にも対応出来ますので、何かございました
らお声がけいただければ幸いです。
　趣味の釣りは一年を通して瀬戸内海～宇和海、

磯～船と色んな形で魚と魚種格闘技戦を
行っております。
　腕前は能瀬ライ

オン以上・能瀬ライ
オン以下と釣り友

達によく言われます（何故なら釣果で勝ち、
トークで負けるから。）お好きな先輩いらっし
ゃいましたら是非とも誘ってやつて下さい。
　まだまだ公私ともに世間知らずの若輩者

ですが、早く新居浜ライオンズクラブに慣れて社会
人としての成長、会員として交流、奉仕による社会
貢献、明るいまちづくりができるよう目配り・気配り・心
配りを大切に頑張って参りますので、今後ともご指導
のほどよろしくお願いいたします。

　小職は、1961 年 3 月 31 日　
新居浜市西町にて、伊藤隆司（た
かし）、世代子（せよこ）の愛の
結晶として、3600g のぽっちゃりし
た BODY を身にまとい、この世に
生をうけた。

　長男ということもあり、恒久的に家（門）を守れ！
的な意味合いで、久門（ひさかど）と命名された
ようだ。
　祖父が角野町長だったってこともあり、恐らく当
時のことだから、祖父のコネで入庁したであろう公
務員の父が世帯主の我が家は、外向きは、THE
中流階級的な平々凡々とした家庭であったはずだ。
　しかし、父は、若かりし頃（小職が生まれる前）
から既に、由井正雪や天草四郎時貞のごとく、ロ
ン毛（流石に入庁時は短髪でした）で、趣味は、
生け花（小原流師範をして、若い娘さんも弟子とし
て結構いたようだ。
　しかし、副職は認められてたんかなぁ⁉（笑））。

また、母は、料理教室なるものを、自宅で開講して、
ここにも若い娘さんたちが、連日集ってた。
　つまり、今でいうカルチャースクールのはしりを実
践してたようである。小職が、民間教育産業に従
事することは、つまり必然だったってことである。
　我が家は、外向きとは裏腹に内向きは実にファン
キーな、当時としては珍しい変異な家庭だったのか
もしれない。
　これまで、何不自由なく、自分の感情、感覚に
正直に、わがまま放題生きてきて、挙句の果てに、
多くの人たちに迷惑をかけてきたにも関わらず、世

還暦を迎えて
鴛 田  宗 司　　昭和３６年８月９日生

間は、小職を寛容に受け入れてくれ、なおかつ、
そればかりか、応援までしてくれるではないか！？
　こんな素敵な地球生活に、すこしは役にたち、
お返しのひとつもしておかないと、来世にはきっとバ
チがあたるというもんだろう。
　還暦という節目にたち、改めて今までを追憶し、
また、これからを見据えると、まだまだ、幼稚で稚
拙で、青二才で、若輩もん。
　ですから、より一層、ご指導、ご鞭撻、お願いし、

また、おいしい焼肉
でもおごってね！！と、
最後まで締まりなくコ
メントを終える！！といっ
た中 途 半 端な感じ
が、還暦なんかなぁ。
と、結論付けてしまう。
　こんな、わたしで
すが、引き続きよろし
くお願いします。

　令和３年１月新春の門出に、新
居浜ライオンズクラブメンバー５名
の皆様に、長寿のお祝いを申しあ
げます。ご存知とは思いますが、
賀寿について調べてみました。
　伊藤久門さん、鷲田宗司さん、

満６０歳、還暦のお祝い申し上げます。
還暦とは、十干十二支の組合せで暦を数えると、

干支は６０年で一巡し、生まれた年と同じ干支に還
るため還暦だそうです。
　お祝いの色は赤です。生まれた暦に還るというこ
とで、赤ちゃんに着せた、赤色のちゃんちゃんこを
着ます。
赤い色のちゃんちゃんこには、病気や悪いものから
守る、魔除けの力があると考えられたそうです。　
そして、これまでの労をねぎらい、これからも長生き

　家業の鉄工所を手伝い始めて３
６年、ひたすらモノづくりに没頭し
た日々を過ごして来ましたが、私も
いつの間にか還暦を迎えることにな
りました。
　３６年前父親の還暦祝いの宴の

後、父親から「還暦まで頑張ったので今日で引退
させて貰うから、明日から頑張ってね」と突然引退
を宣言されました。当時２３歳だった私は突然でし
たので驚きはありましたが、当時６０歳という年齢は
定年退職で不思議でない年齢でしたので納得した
記憶があります。
　その当時、知り合いの還暦のお祝いの席に時々
呼ばれましたが、どなたも思慮深く、大人の中の大
人でどんな相談にも数多い経験の中から最良のアド
バイスやヒントを与えてくれるようなたいへん尊敬でき
る人生の先輩方でした。
　今の自分を見つめ直してみると、そのイメージと
は、ほど遠く周りに教えてもらう事ばかりで人として
の深みもあまり増していないように思います。
　還暦を契機として自分を見つめ直し人に優しく接

して周りの人を幸せに出来るような心穏やかな人間
になりたいと思います。
　健康面では、この年まで大した病気もせず健康
な体を授けてくれた親に感謝すると同時にダイエット
も還暦を機に再挑戦したいと思います。
　昨年６月に縁あって新居浜ライオンズクラブに入
会させてもらって半年が過ぎたばかりの新入会員で
すが、優しい先輩方のご指導もあり少しずつでは、
有りますが、慣れてきたと思います。
　これからもウィサーブの精神のもと感謝の気持ちを
忘れずに少しでも周りの人たちを幸せにお出来るよ
うに自分を磨き続けて生きていきたいと思っていま
す。これからも宜しくお願いします。

して下さいという願いがこめられているそうです。
　真鍋憲夫さん、７７歳、喜寿のお祝い申し上げま
す。喜寿とは、喜という字の草書体が七を３つ重ね
た形になり「㐂」と書き、七十七と読めることに由
来しているそうです。
　紫がお祝いの色だそうです。
　土岐計一さん、８８歳米寿のお祝い申し上げます。
漢字の米の字を分解すると八十八になり米寿の由
来だそうです。
　日本では八は縁起がいいとされているため八が２
つ重なる８８歳をお祝いとする風習が生まれたそうで

す。
　黄色や金色がお祝いの色だそうです。
　妹尾光章さん、９９歳白寿のお祝い申し上げます。
百という漢字から一を取ると白になります。
そして九十九となるため９９歳のお祝いは白寿となっ
たそうです。お祝いの色はその通り白色です。
　賀寿の皆様これからも、ご健勝で長寿を重ねて
頂きます様、祈念致します。
　私も皆様にあやかり、賀寿を迎えて行きたいと思
います。
感謝の気持ちを添えて、お祝いの言葉と致します。

■会長挨拶　伊藤嘉秀会長
　会員の皆様には、不要不急の外出
を避けられコロナ対策を万全に施され、
ご健勝に過ごされていることと存じま
す。
　現在、愛媛県の特別警戒期間も延
長されました事から、先にご案内させ
て頂きました通り、１月第１例会に引き

続き、第２例会を中止せざるを得ない状況になりました。
　年明けから会員一同が会する機会が失われ、誠に残
念でありますが、最も大切なことは会員皆様の健康であり
ますので、致し方のない結果となっております。
　第２例会では、元会長・幹事を称える会が例年行われ、
また、今回の１月第２例会では１９８１年から４０年間お世
話になりましたユアーズでの最後の例会を予定致しておりま
したが、実施に至らず誠に申し訳なく皆様にお断りを申し
上げる次第です。
　元会長・幹事の皆様には、次回の例会が開催されまし
た時に称える会をさせて頂きますのでご容赦を頂けますよう
お願い申し上げますと共に、計画財務委員会の皆様には、
特別な夜間例会として、ユアーズお別れの会をご計画して
いただいていたにも関わらず実施を断念することになりまし
た事心よりお詫び申し上げます。
　また、例会のみならず、えひめ学園との交流事業も中
止となり、６月に予定されていた世界大会もネット上でのオ
ンライン開催となるなど、様々な影響がこれからも出てくる
可能性があります。
　しかしながら、奉仕団体としてどのような困難の中でも

実施しなければならない献血事業、新居浜の子供たちに
寄贈したタイムカプセル埋設事業は、予定通り実施をさせ
て頂きたいと存じます。３蜜を避けながら出来る新居浜ライ
オンズクラブとしての事業は、粛 と々実施をさせて頂き、コ
ロナ禍を乗り越えて参りたいと考えております。
　まだまだコロナの影響は続きますし、厳しい寒さも訪れて
参ります。会員の皆様には、くれぐれも大切なお身体をご
慈愛頂きまして、例会開催の折には元気なお姿でご参集
いただきますよう心よりお願い申し上げます。
　追伸、２月からの例会は、新例会場リーガロイヤルホテ
ル新居浜での開催となります。お間違いのないようにお願
い申し上げます。
■審議事項
　なし
■報告事項
１．金栄小学校タイムカプセル埋設式
　１月２９日（金）１４：３０～　金栄小学校
　出席者：伊藤嘉秀会長、大上幸雄幹事、有富正治計画財務
　理事ほか都合の付く方
２．岡部歩乃佳後援会第１回理事会
　１月２９日（金）１８：３０～　あぶら家
　出席者：後援会理事者
３．第２回献血　１月３１日（日）１０：００～　イオン新居浜駐車場
　※ご参加、ご協力よろしくお願いいたします。
４．泉川中学校タイムカプセル埋設式
　２月４日（木）１３：１５～　泉川中学校
　出席者：確認中
５．２Ｒ新会員オリエンテーション（２月２０日開催）が新型コロナウ
　イルス感染拡大予防対策のため中止となりました。

６．元会長、幹事を称える会は例会再開時に行います。
７．２月第一例会より例会会場がリーガロイヤルホテル新居浜へ
　変更になります。
８．１月第一例会、第二例会は全員出席とさせていただきます。
■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



　また新型コロナウイルスの蔓延の影響で１月は皆が集まる例会が出来なかっ
たですね。本日、仕事の合間に遅めのランチに興慶に行きますと、大変混雑して
おりました。先客にメンバーのご夫婦が二組も食事をされていて驚きました。
他にも知人が居て談笑。無くなると思うと、ユアーズは良かったなー、としみじみ
と思います。
　さて、今号は長寿の祝いでメンバーのお気持ちと素晴らしい写真を提供いた
だいております。先輩方がどのような人生を歩んで来られたのか、興味深い文
章をいただきました。　　　　　　　　MC・広報委員長　福山　宏
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第1447回  1 月第一例会
1月 13日（水）（書面例会）

第1448回  1 月第二例会
1月 27日（水） （書面例会）

■審議事項
１．長寿のお祝い予算について
　２０,０００円（還暦 2名 , 喜寿 1名 , 米寿 1名 ,白寿 1名）
２．第２回献血予算案について
　1月31日（日）10:00 ～　イオンモール新居浜
３．計画財務委員会夜間例会決算、家族会決算の修正につ
　いて
４．上半期中間決算報告について
５．結成６０周年記念大会決算報告について
６．１Ｚ合同夜間例会中止に伴う２月第２例会日程変更につい
　て　　２月１６日（火）→２月２４日（水）
■報告事項
１．公益財団法人青年会議所新年式典
　１月８日（金）１８:４５～　ユアーズ　中止
２．リーガロイヤルホテル新居浜と例会場の打合せ会
　１月６日（水）１５:００～　リーガロイヤルホテル

 　出席者：伊藤嘉秀会長、大上幸雄幹事、新田久司第一
　副会長、青野泰介副幹事、加藤久博副会計、L伊藤龍一、
　事務局
３．第３期会費引落日　１月１５日（金）５３,０００円
　・第３期会費　４３,０００円　　
　・新居浜ひうちLC２５周年登録料（全員登録）１０,０００円
４．１Ｚボウリング大会（２月６日（土））
　  １Ｚ４クラブ合同夜間例会（２月１６日（火））は新型コロナ
　　ウイルス感染拡大を考慮して中止となりました。
５．結成６０周年記念大ゴルフ大会チャリティー募金で集まりま
　した１１８ ,０００円は令和２年１２月１７日に新居浜交通安全協
　会へ寄付しましたことをご報告いたします。
　新型コロナウイルスが落ち着きましたら新居浜交通安全協会
　よりお礼と卓話に来訪予定です。
■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

　「喜」の字の草書体「㐂」は、
七十七とよばれるからといわれてい
ます。
　この「喜」という字には、昔か
ら何か深い縁を感じていました。
それは、私が生まれ育った土地の

名が「喜光地」（きこうじ）といい、何かしら明るく
て喜びあふれる地名だったからです。

　祖父から聞いた話
では、もともとは下泉
町に住んでいたが火
事で全てを焼 失し、
移転したとのことです。
ここは、周囲にお墓が
あったそうです。
　そういえば、私が小
学校の頃近くにあった
お寺が「歓 喜 寺」と
いう名でお坊さんもお
住まいになっていまし
た。
　そして、我が家の
土地は、上地と下地

の権利が違っていて地主はお寺のもので年毎に地
代を支払っていました。
　大体が商店街の土地で皆さん地代を支払って暮
らしていました。今もお寺の土地がたくさん残ってお
ります。中には、お寺に土地を返納している方もお
られ、世の中の変化とともに変わってきています。
　そういった土地の名前でこれまで何かと元気で長
生き出来たのかと感謝しています。
　現在は、新居浜駅の近くの坂井町に住んで 45
年になろうとしています。すっかりこの土地にも慣れ
ましたが、やはり心の中では「喜光地」が我が心
のふるさとだと感じています。
　以上、土地の名前に関連して思い出を話させて
いただきました。ありがとうございました。

喜寿によせて
真 鍋  憲 夫　　昭和２０年９月２３日生

　小職は、1961 年 3 月 31 日　
新居浜市西町にて、伊藤隆司（た
かし）、世代子（せよこ）の愛の
結晶として、3600g のぽっちゃりし
た BODY を身にまとい、この世に
生をうけた。

　長男ということもあり、恒久的に家（門）を守れ！
的な意味合いで、久門（ひさかど）と命名された
ようだ。
　祖父が角野町長だったってこともあり、恐らく当
時のことだから、祖父のコネで入庁したであろう公
務員の父が世帯主の我が家は、外向きは、THE
中流階級的な平々凡々とした家庭であったはずだ。
　しかし、父は、若かりし頃（小職が生まれる前）
から既に、由井正雪や天草四郎時貞のごとく、ロ
ン毛（流石に入庁時は短髪でした）で、趣味は、
生け花（小原流師範をして、若い娘さんも弟子とし
て結構いたようだ。
　しかし、副職は認められてたんかなぁ⁉（笑））。

また、母は、料理教室なるものを、自宅で開講して、
ここにも若い娘さんたちが、連日集ってた。
　つまり、今でいうカルチャースクールのはしりを実
践してたようである。小職が、民間教育産業に従
事することは、つまり必然だったってことである。
　我が家は、外向きとは裏腹に内向きは実にファン
キーな、当時としては珍しい変異な家庭だったのか
もしれない。
　これまで、何不自由なく、自分の感情、感覚に
正直に、わがまま放題生きてきて、挙句の果てに、
多くの人たちに迷惑をかけてきたにも関わらず、世

還暦という節目にたち
伊 藤  久 門　　昭和３６年３月３１日生

間は、小職を寛容に受け入れてくれ、なおかつ、
そればかりか、応援までしてくれるではないか！？
　こんな素敵な地球生活に、すこしは役にたち、
お返しのひとつもしておかないと、来世にはきっとバ
チがあたるというもんだろう。
　還暦という節目にたち、改めて今までを追憶し、
また、これからを見据えると、まだまだ、幼稚で稚
拙で、青二才で、若輩もん。
　ですから、より一層、ご指導、ご鞭撻、お願いし、

また、おいしい焼肉
でもおごってね！！と、
最後まで締まりなくコ
メントを終える！！といっ
た中 途 半 端な感じ
が、還暦なんかなぁ。
と、結論付けてしまう。
　こんな、わたしで
すが、引き続きよろし
くお願いします。

●審議事項
なし

●報告事項
１．金栄小学校タイムカプセル埋設式　１月２９日（金）１４：３０～　
金栄小学校
出席者　伊藤嘉秀会長、大上幸雄幹事、有富正治計画財務理
事ほか都合の付く方
２．岡部歩乃佳後援会第１回理事会　１月２９日（金）１８：３０～　
あぶら家
出席者　後援会理事者
３．第２回献血　１月３１日（日）１０：００～　イオン新居浜駐車場
※ご参加、ご協力よろしくお願いいたします。
４．泉川中学校タイムカプセル埋設式　２月４日（木）１３：１５～　
泉川中学校
出席者　確認中
５．２Ｒ新会員オリエンテーション（２月２０日開催）が新型コロナウイ
ルス感染拡大予防対策のため中止となりました。
６．元会長、幹事を称える会は例会再開時に行います。
７．２月第一例会より例会会場がリーガロイヤルホテル新居浜へ
変更になります。
８．１月第一例会、第二例会は全員出席とさせていただきます。

●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

■会長挨拶　伊藤嘉秀会長
　会員の皆様には、不要不急の外出
を避けられコロナ対策を万全に施され、
ご健勝に過ごされていることと存じま
す。
　現在、愛媛県の特別警戒期間も延
長されました事から、先にご案内させ
て頂きました通り、１月第１例会に引き

続き、第２例会を中止せざるを得ない状況になりました。
　年明けから会員一同が会する機会が失われ、誠に残
念でありますが、最も大切なことは会員皆様の健康であり
ますので、致し方のない結果となっております。
　第２例会では、元会長・幹事を称える会が例年行われ、
また、今回の１月第２例会では１９８１年から４０年間お世
話になりましたユアーズでの最後の例会を予定致しておりま
したが、実施に至らず誠に申し訳なく皆様にお断りを申し
上げる次第です。
　元会長・幹事の皆様には、次回の例会が開催されまし
た時に称える会をさせて頂きますのでご容赦を頂けますよう
お願い申し上げますと共に、計画財務委員会の皆様には、
特別な夜間例会として、ユアーズお別れの会をご計画して
いただいていたにも関わらず実施を断念することになりまし
た事心よりお詫び申し上げます。
　また、例会のみならず、えひめ学園との交流事業も中
止となり、６月に予定されていた世界大会もネット上でのオ
ンライン開催となるなど、様々な影響がこれからも出てくる
可能性があります。
　しかしながら、奉仕団体としてどのような困難の中でも

実施しなければならない献血事業、新居浜の子供たちに
寄贈したタイムカプセル埋設事業は、予定通り実施をさせ
て頂きたいと存じます。３蜜を避けながら出来る新居浜ライ
オンズクラブとしての事業は、粛 と々実施をさせて頂き、コ
ロナ禍を乗り越えて参りたいと考えております。
　まだまだコロナの影響は続きますし、厳しい寒さも訪れて
参ります。会員の皆様には、くれぐれも大切なお身体をご
慈愛頂きまして、例会開催の折には元気なお姿でご参集
いただきますよう心よりお願い申し上げます。
　追伸、２月からの例会は、新例会場リーガロイヤルホテ
ル新居浜での開催となります。お間違いのないようにお願
い申し上げます。
■審議事項
　なし
■報告事項
１．金栄小学校タイムカプセル埋設式
　１月２９日（金）１４：３０～　金栄小学校
　出席者：伊藤嘉秀会長、大上幸雄幹事、有富正治計画財務
　理事ほか都合の付く方
２．岡部歩乃佳後援会第１回理事会
　１月２９日（金）１８：３０～　あぶら家
　出席者：後援会理事者
３．第２回献血　１月３１日（日）１０：００～　イオン新居浜駐車場
　※ご参加、ご協力よろしくお願いいたします。
４．泉川中学校タイムカプセル埋設式
　２月４日（木）１３：１５～　泉川中学校
　出席者：確認中
５．２Ｒ新会員オリエンテーション（２月２０日開催）が新型コロナウ
　イルス感染拡大予防対策のため中止となりました。

６．元会長、幹事を称える会は例会再開時に行います。
７．２月第一例会より例会会場がリーガロイヤルホテル新居浜へ
　変更になります。
８．１月第一例会、第二例会は全員出席とさせていただきます。
■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
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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 )

６１
１４
２９
４６
１５０

26
0
28
174
228

252,896
0

139,367
494,324
886,587

100.0
78.6
65.4
82.6
81.7

100.0
78.6
78.8
92.4
87.5

名 ％ ％ Ｈ 円

BIRTHDAY &  MARRIAGE

２月 誕生日おめでとうございます
　大竹崇夫、加藤久博、白石誠一、外山貴一
　山口  泰、山下邦俊

2 月結婚記念日おめでとうございます
　伊藤嘉秀、大石隆憲、金田智行、高木泰斉

ゾーン・地区・国際協会の動きゾーン・地区・国際協会の動き
　

行  事  予  定

会長スローガン「Our service survives.」

国際会長　ジュンヨル・チョイ　
　　　 〈スローガン〉  我々は奉仕する
　　　 〈キャッチフレーズ〉  思いやりと多様性で結束 
３３６－Ａ地区ガバナー　酒井 公一
　　　〈スローガン〉  誇り・挑戦・進化・輝く未来にウイサーブ
　　　〈キーワード〉  会員ファースト
２Ｒ－１Ｚ新居浜ライオンズクラブ 会長　伊藤 嘉秀
　　　〈スローガン〉  Our servis servives.
　                  （私たちの奉仕は生き抜く） 

〈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］

2020.7 ～ 2021.6

1月 10日 ( 日 )　新居浜CC
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・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会 ２月　８日（月）18:30 ～ 商工会館 3F
２月第 1例会 ２月１０日（水）12:15 ～ 　リーガロイヤル

ホテル

２月第２例会 ２月２４日（水）12:15 ～ リーガロイヤル
ホテル

・委員会
環境保全委員会 ２月　１日（月）18:30 ～ 事務局
青少年委員会 ２月　２日（火）18:30 ～ 事務局
計画財務委員会 ２月　３日（水）18:30 ～ 事務局
MC 広報委員会 ２月　４日（木）18:30 ～ 事務局
保健福祉委員会 ２月１０日（水）例会終了後 リーガロイヤル

ホテル

会員会則委員会 ２月２２日（月）18:30 ～ 事務局
出席大会委員会 ２月２５日（木）18:30 ～ 事務局
・クラブ・その他行事予定
泉川中学校タイムカプセル埋設式　
　２月　４日（木）  13:15 ～　泉川中学校
宮西小学校タイムカプセル埋設式　
　２月１６日（火）  15:00 ～　宮西小学校
中萩小学校タイムカプセル埋設式　
　２月１８日（木）  10:00 ～　中萩小学校
神郷小学校タイムカプセル埋設式　
　２月２４日（水）  14:30 ～　神郷小学校
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　　２月１４日（日）10:04 ～  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　　　２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　

1 月理事・委員長会
1月 12日（月）18:30～ 商工会館3F

保健福祉委員会　高 木  泰 斉　　　日時：令和 2年 11 月 8 日（日）7:00 ～　場所：商工会館周辺　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

　青年会議所卒業後、スポンサー
推薦により 1974 年 10 月 43 歳に
て入会し出席大会委員会に入り住
友化学所長さんと一緒に弁当とお
湯を沸かして各テーブルに配り、
その時、窓を覗くと所長さんの車

が待機していました。
　その後何回か委員会も替わり会場移転が伊予銀
行新居浜支店２階に、ユアーズ、商工会議所、事
務所の移転は勝栄堂ビル２階、スーパーフジの入
口、サンビル２階に、商工会議所２階にとなにかと
大変でした。
　いろ～んな役を受けて先輩より注意されて終了後
にお茶を一緒に、また夕食にと誘われ戸惑い、考
えてみると厳しさと、優しさが先輩の気遣いだと思

いました。いつの間にか在籍４５年と米寿を迎え、
会員の中に息子と友人もいますので、私の情報も
あるようです。
　私も旅行が好きで春夏秋冬関わらず米寿の楽し
みにしたいです。ある言葉に、一度旅をすると一
度分だけ私の精神が若返る泉だと、十度すれば十
度分若返るそうです。

長寿の祝い

米寿を迎え
 在籍 45 年の想い
土 岐  計 一　　昭和９年６月２５日生

妹 尾  光 章　　大正１２年３月３０日生
白寿を迎えて

■会長挨拶　伊藤嘉秀会長
■審議事項
１．長寿のお祝い予算について
　２０，０００円（還暦2名,喜寿1名,米寿1名,白寿1名）
２．第２回献血予算案について　　1月31日(日)
３．計画財務委員会夜間例会決算、家族会決算の修正について
４．上半期中間決算報告について
５．結成６０周年記念大会決算報告について
６．１Ｚ合同夜間例会中止に伴う２月第２例会日程変更について
　２月１６日（火）→２月２４日（水）
■報告事項
１．公益財団法人青年会議所新年式典
　１月８日（金）１８：４５～　ユアーズ　中止
２．リーガロイヤルホテル新居浜と例会場の打合せ会
 １月６日（水）１５：００～　リーガ
　出席者：伊藤嘉秀会長、大上幸雄幹事、新田久司第一副会
　長、青野泰介副幹事、加藤久博副会計、L伊藤龍一、事務局

３．第３期会費引落日　１月１５日（金）５３，０００円
　・第３期会費　４３，０００円　　
　・新居浜ひうちLC２５周年登録料（全員登録）１０，０００円
４．１Ｚボウリング大会（２月６日(土)）、１Ｚ４クラブ合同夜間例会
　（２月１６日(火)）は新型コロナウイルス感染拡大を考慮して中
　止となりました。
５．結成６０周年記念大ゴルフ大会チャリティー募金で集まりまし
　た１１８，０００円は、令和２年１２月１７日に新居浜交通安全協会
　へ寄付しましたことをご報告いたします。
　新型コロナウイルスが落ち着きましたら新居浜交通安全協会
　よりお礼と卓話に来訪予定です。
■委員会報告
計画財務委員会
　年末商戦ご協力お礼、1月夜間例会・家族会決算報告
ＭＣ広報委員会
　会報誌郵送の件
青少年委員会
　えひめ学園交流会の中止、はっぴ寄贈の件
保健福祉委員会
　第2回献血奉仕活動　1月31日（日）10:00～　イオンモール

■会長挨拶　伊藤嘉秀会長
　会員の皆様には、不要不急の外出
を避けられコロナ対策を万全に施され、
ご健勝に過ごされていることと存じま
す。
　現在、愛媛県の特別警戒期間も延
長されました事から、先にご案内させ
て頂きました通り、１月第１例会に引き

続き、第２例会を中止せざるを得ない状況になりました。
　年明けから会員一同が会する機会が失われ、誠に残
念でありますが、最も大切なことは会員皆様の健康であり
ますので、致し方のない結果となっております。
　第２例会では、元会長・幹事を称える会が例年行われ、
また、今回の１月第２例会では１９８１年から４０年間お世
話になりましたユアーズでの最後の例会を予定致しておりま
したが、実施に至らず誠に申し訳なく皆様にお断りを申し
上げる次第です。
　元会長・幹事の皆様には、次回の例会が開催されまし
た時に称える会をさせて頂きますのでご容赦を頂けますよう
お願い申し上げますと共に、計画財務委員会の皆様には、
特別な夜間例会として、ユアーズお別れの会をご計画して
いただいていたにも関わらず実施を断念することになりまし
た事心よりお詫び申し上げます。
　また、例会のみならず、えひめ学園との交流事業も中
止となり、６月に予定されていた世界大会もネット上でのオ
ンライン開催となるなど、様々な影響がこれからも出てくる
可能性があります。
　しかしながら、奉仕団体としてどのような困難の中でも

実施しなければならない献血事業、新居浜の子供たちに
寄贈したタイムカプセル埋設事業は、予定通り実施をさせ
て頂きたいと存じます。３蜜を避けながら出来る新居浜ライ
オンズクラブとしての事業は、粛 と々実施をさせて頂き、コ
ロナ禍を乗り越えて参りたいと考えております。
　まだまだコロナの影響は続きますし、厳しい寒さも訪れて
参ります。会員の皆様には、くれぐれも大切なお身体をご
慈愛頂きまして、例会開催の折には元気なお姿でご参集
いただきますよう心よりお願い申し上げます。
　追伸、２月からの例会は、新例会場リーガロイヤルホテ
ル新居浜での開催となります。お間違いのないようにお願
い申し上げます。
■審議事項
　なし
■報告事項
１．金栄小学校タイムカプセル埋設式
　１月２９日（金）１４：３０～　金栄小学校
　出席者：伊藤嘉秀会長、大上幸雄幹事、有富正治計画財務
　理事ほか都合の付く方
２．岡部歩乃佳後援会第１回理事会
　１月２９日（金）１８：３０～　あぶら家
　出席者：後援会理事者
３．第２回献血　１月３１日（日）１０：００～　イオン新居浜駐車場
　※ご参加、ご協力よろしくお願いいたします。
４．泉川中学校タイムカプセル埋設式
　２月４日（木）１３：１５～　泉川中学校
　出席者：確認中
５．２Ｒ新会員オリエンテーション（２月２０日開催）が新型コロナウ
　イルス感染拡大予防対策のため中止となりました。

６．元会長、幹事を称える会は例会再開時に行います。
７．２月第一例会より例会会場がリーガロイヤルホテル新居浜へ
　変更になります。
８．１月第一例会、第二例会は全員出席とさせていただきます。
■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



  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

　また新型コロナウイルスの蔓延の影響で１月は皆が集まる例会が出来なかっ
たですね。本日、仕事の合間に遅めのランチに興慶に行きますと、大変混雑して
おりました。先客にメンバーのご夫婦が二組も食事をされていて驚きました。
他にも知人が居て談笑。無くなると思うと、ユアーズは良かったなー、としみじみ
と思います。
　さて、今号は長寿の祝いでメンバーのお気持ちと素晴らしい写真を提供いた
だいております。先輩方がどのような人生を歩んで来られたのか、興味深い文
章をいただきました。　　　　　　　　MC・広報委員長　福山　宏

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

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.
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 会長
アクト を巡る１０年の足跡

２０１７年度の佐伯会長のアクトでフィリピンより
サンタアナライオンズクラブのメンバーが例会に
訪問していただき正式に姉妹提携をした時の
写真です。
私は２月にフィリピンのサマル島にて現地の子
供達とカカオの苗を植樹したのが非常に楽し
かった思い出です。
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8.私のこだわり　
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NIIHAMA LIONS CLUB

わたしのこだわり
保健福祉委員会　徳 村 　明　　　　        　

　わたしは、特に何事にもこだわり
はなく、多趣味と言えば格好がい
いですが中途半端な趣味で園芸も
します。その中で奈良の寺町で育
ちましたので寺を紹介します。
　寺といっても奈良と、全国、世

界の仏教、キリスト教、イスラム教の寺院を訪れま
したが残念ながら携帯を水没させてしまいかなりの
写真がなくなりました。残っている写真と奈良は元々
写真を撮らないので歴史も含めてこだわる部分を説
明させて頂きます。
　さて、私が生まれた場所は、奈良時代の元興寺
の境内でして、その規模は南北 440 メートル東西
220 メートルの大伽藍をもっており、一時期は、興
福寺、東大寺と並ぶ隆盛を誇っていました。
実家の位置は薬師堂というお堂の近くで今でも町名
は薬師堂町と名前が残っています。元興寺は 710
年に蘇我の馬子（今も飛鳥の石舞台が有名です）
により建立された法興寺の一部を移築した建物で日
本の仏教の広まりは蘇我氏が大きな役割を果たしま
した。
　興福寺や東大寺が藤原氏や天皇家により勢力を
増す中衰退して 1035 年にはほぼ現在の極楽坊の
みとなり現存しています。ちなみに宗派は真言律宗
です。
　この元興寺と接して勢力を増してきたのが興福寺

です。710 年に藤原の不比等が京都山科にあった
厩坂寺（うまやさかでら）を移築して建立しました。
興福寺の下には猿沢池がありそこから五重塔を眺
めながら石段を上っていきます。その正面には中金
堂（2018 年に再建）南円堂。北円堂、東金堂と
大伽藍となっており博物館もあるので見ものです。
　ちなみに、藤原不比等の娘は光明皇后で藤原氏
が平安時代も権勢の中心として繁栄を続ける礎とな
りました。
　興福寺を不比等が建立した時の逸話があります。
当時、金堂は平城京を見渡せる小高い丘に位置し
ていたため「ようやく天下を取った」と呟いたそうで
す。興福寺は法相宗の大本山です。この二つの寺
は毎日通学時歩いていましたのでいまでも鮮明に覚
えています。
　その他奈良には南都七大寺がありまして、東大
寺、西大寺、薬師寺、元興寺、興福寺、大安寺、
法隆寺ですが法隆寺の代わりに唐招提寺も加える
事もあります。（移築の年代と伽藍が完成する年代
は異なるので注意してください）

　さて、世界と申し上げたので、台湾の
台北にある龍山寺を紹介します。この寺は
1738 年に建てられたもので、伝統的な中
国の四合院宮殿式を採用し前殿、本殿、
後殿、左右の鐘樓、鼓樓の回廊式です。
本尊は観音菩薩を祀る仏教寺院ですが道
教や儒教との宗教と混合してあらゆる宗派
の人がお参りに来ます。建物の特徴は 8
頭の龍が柱に螺旋状に捲きついており非常
に珍しく国の二級古跡に指定されていま
す。お線香をつけてのお参りの仕方、お
みくじの引き方に特徴があります。是非現
地で体験して見てください。場所は、中正
祈念堂からも近く、観光スポットとしては良
いところです。今回はこれまでとします。

■会長挨拶　伊藤嘉秀会長
　会員の皆様には、不要不急の外出
を避けられコロナ対策を万全に施され、
ご健勝に過ごされていることと存じま
す。
　現在、愛媛県の特別警戒期間も延
長されました事から、先にご案内させ
て頂きました通り、１月第１例会に引き

続き、第２例会を中止せざるを得ない状況になりました。
　年明けから会員一同が会する機会が失われ、誠に残
念でありますが、最も大切なことは会員皆様の健康であり
ますので、致し方のない結果となっております。
　第２例会では、元会長・幹事を称える会が例年行われ、
また、今回の１月第２例会では１９８１年から４０年間お世
話になりましたユアーズでの最後の例会を予定致しておりま
したが、実施に至らず誠に申し訳なく皆様にお断りを申し
上げる次第です。
　元会長・幹事の皆様には、次回の例会が開催されまし
た時に称える会をさせて頂きますのでご容赦を頂けますよう
お願い申し上げますと共に、計画財務委員会の皆様には、
特別な夜間例会として、ユアーズお別れの会をご計画して
いただいていたにも関わらず実施を断念することになりまし
た事心よりお詫び申し上げます。
　また、例会のみならず、えひめ学園との交流事業も中
止となり、６月に予定されていた世界大会もネット上でのオ
ンライン開催となるなど、様々な影響がこれからも出てくる
可能性があります。
　しかしながら、奉仕団体としてどのような困難の中でも

実施しなければならない献血事業、新居浜の子供たちに
寄贈したタイムカプセル埋設事業は、予定通り実施をさせ
て頂きたいと存じます。３蜜を避けながら出来る新居浜ライ
オンズクラブとしての事業は、粛 と々実施をさせて頂き、コ
ロナ禍を乗り越えて参りたいと考えております。
　まだまだコロナの影響は続きますし、厳しい寒さも訪れて
参ります。会員の皆様には、くれぐれも大切なお身体をご
慈愛頂きまして、例会開催の折には元気なお姿でご参集
いただきますよう心よりお願い申し上げます。
　追伸、２月からの例会は、新例会場リーガロイヤルホテ
ル新居浜での開催となります。お間違いのないようにお願
い申し上げます。
■審議事項
　なし
■報告事項
１．金栄小学校タイムカプセル埋設式
　１月２９日（金）１４：３０～　金栄小学校
　出席者：伊藤嘉秀会長、大上幸雄幹事、有富正治計画財務
　理事ほか都合の付く方
２．岡部歩乃佳後援会第１回理事会
　１月２９日（金）１８：３０～　あぶら家
　出席者：後援会理事者
３．第２回献血　１月３１日（日）１０：００～　イオン新居浜駐車場
　※ご参加、ご協力よろしくお願いいたします。
４．泉川中学校タイムカプセル埋設式
　２月４日（木）１３：１５～　泉川中学校
　出席者：確認中
５．２Ｒ新会員オリエンテーション（２月２０日開催）が新型コロナウ
　イルス感染拡大予防対策のため中止となりました。

６．元会長、幹事を称える会は例会再開時に行います。
７．２月第一例会より例会会場がリーガロイヤルホテル新居浜へ
　変更になります。
８．１月第一例会、第二例会は全員出席とさせていただきます。
■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


