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　今号は、これまで大変お世話になりましたユアーズさんの事に関して鈴木さ
んから感慨深い文章をいただいております。
私も約２８年前、２５歳の時にユアーズさんで結婚式をさせていただきました。
それからもライオンズクラブに仕事に、ユアーズさんには本当に良くしていただ
きました。有難うございます。
　さて、例会が２か月間休みとなり、行事も軒並み中止。当委員会としても記事
が不足して来ております。皆さまの自由投稿にて紙面を作成していく予定です。
ご協力をお願いします。　　　　MC・広報委員長　福山　宏
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3月 誕生日おめでとうございます
　伊藤久門、大上幸雄、近藤眞而、妹尾光章
　高橋在錫、中田君江、新田久司、林　幸央

3 月結婚記念日おめでとうございます
　有富正治、河端信人、近藤眞而、近藤充徳
　妹尾光章

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 3回ガバナー諮問委員会、ゾーンレベル会員委員会
　３月　６日（土）17:00 ～　グラッツェふじ
新居浜ひうち LC25 周年記念ゴルフ大会
　３月２０日（土）滝の宮カントリークラブ
新居浜ひうち LC25 周年記念式典
　３月２１日（日）11:00 ～　グラッツェふじ
　

行  事  予  定

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

ホテル

３月第２例会 ３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 ３月　１日（月）18:30 ～ 事務局
青少年委員会 ３月　２日（火）18:30 ～ 事務局
計画財務委員会 ３月　３日（水）18:30 ～ 事務局
MC 広報委員会 ３月　４日（木）18:30 ～ 事務局
保健福祉委員会 ３月１１日（水）18:30 ～ 事務局
会員会則委員会 ３月２２日（月）18:30 ～ 事務局
出席大会委員会 ３月２５日（木）18:30 ～ 事務局
・クラブ・その他行事予定
川東中学校タイムカプセル埋設式　
　３月　１日（月）  14:10 ～　川東中学校
泉川小学校タイムカプセル埋設式　
　３月　８日（月）  13:55 ～　泉川小学校
多喜浜小学校タイムカプセル埋設式　
　３月　９日（火）  10:25 ～　多喜浜小学校
大生院小学校タイムカプセル埋設式　
　３月　９日（火）  14:05 ～　大生院小学校
角野小学校タイムカプセル埋設式
　３月　９日（火）14:20 ～　角野小学校
垣生小学校タイムカプセル埋設式
　３月１１日（木）14:00 ～　垣生小学校
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　　３月１４日（日）9:00 ～  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　　　３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　

 会長
アクト を巡る１０年の足跡

２０１8年度の伊藤龍一会長のアクト。
新居浜市で働き暮らす海外の人達と市民の交
流のために設立したばかりの国際交流センタ
ーへ事務机4台、椅子4脚、案内サイン1式を寄
贈。国際交流協会のHPを勉強のために拝見
してみますと、多文化共生の街作りのために、
多種多様なイベントやセミナーを開催されてい
ます。
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タイムカプセル埋設式

■審議事項
１．１月第二夜間例会決算報告について
２．２月第二（１Ｚ合同）夜間例会予算案、決算報告
　　について
３．年末商戦決算報告について
４．えひめ学園和太鼓演奏衣装製作予算案について
５．藤縄洲二さんご令室様ご逝去生花代支出について
　  ２２,０００円
６．近藤充徳さんご母堂様ご逝去生花代支出について
　  ２２,０００円
７．委員会開催日の変更について
　保健福祉委員会２月１１日（木･祝）
　　　　　　　　→１０日（水）１８:３０～　事務局
■幹事報告
・報告事項
１．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
２．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、L 有富正治、L
　石川 稔
３．第２回献血奉仕活動
　１月３１日（日）１０:００～　イオン新居浜駐車場
　（献血者） 受付者１３５名、採血者１２１名、不採血者１４名
　（臓器移植カード配布数）２５０枚
　（参加者）L 伊藤嘉秀、L 古川貴章、L 大上幸雄、L 能
　瀬伸一、L小野周平、L続木剛、L橋田信一郎、L有富正治、
　L 真鍋憲夫、L 福山　宏、L 天野　淳、L 山下邦俊、L
　鈴木雅志、L 塩見秀晴、L 外山貴一、L 徳村　明、L 近
　藤充徳、L近藤盛文、L篠原大蔵、L高木泰斉　２０名
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：伊藤嘉秀会長、大上幸雄幹事、L 石川敏則、L
　石川 稔、L真鍋憲夫

■審議事項
１．１月第二夜間例会決算報告について
２．２月第二（１Ｚ合同）夜間例会予算案、決算報告について
３．年末商戦決算報告について
４．えひめ学園和太鼓演奏衣装製作予算案について
５．藤縄洲二さんご令室様ご逝去生花代支出について

　２２，０００円
６．近藤充徳さんご母堂様ご逝去生花代支出について
　２２，０００円
７．委員会開催日の変更について
保健福祉委員会２月１１日（木･祝）→１０日（水）１８：３０～事務局
■幹事報告
・報告事項

５．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
　出席者：後藤達也第二副会長、大上幸雄幹事、金田青
　少年委員長、L有富正治
６．中萩小学校タイムカプセル埋設式
　２月１８日（木）１０:３０～ 中萩小学校
　出席者：伊藤嘉秀会長、大上幸雄幹事、L 有富正治、L
　石川 稔、L続木剛、L土岐計一、L土岐敏勝
７．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
　出席者：伊藤嘉秀会長、大上幸雄幹事、L石川稔
８．リーガロイヤルホテル新居浜例会場経費について
９．２月第一例会、第二例会の出席報告は全員出席とさせて
　いただきます。
■委員会報告
計画財務委員会
　年末商戦皆様のご協力、誠にありがとうございました。
　４月の家族会ですが、現在の状況を鑑みて、新居浜市内の

　屋外で開催予定です。また詳細が決まり次第、ご連絡させ
　ていただきます。
ＭＣ広報委員会
　１月・２月と例会が中止になり・例年開催されていた行事も中
　止が多く広報誌に掲載する記事が不足しております。つきま
　しては各委員会に、原稿をお願いしますので、委員長様よろ
　しくお願いいたします。
青少年委員会
　タイムカプセル埋設式の案内が続 と々届いております。
　ご都合のつく方は、ご参加の程よろしくお願いいたします。
保健福祉委員会
　１月３１日の第２回献血にご協力いただきまして、誠にありがと
　うございました。次回の献血もよろしくお願いいたします。

※ 審議事項につきまして異議のある方は事務局までご連絡お
願いいたします。
ご連絡がない場合はご承認頂いたものとさせていただきます。

１．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
２．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、L有富正治、L石川
　稔
３．第２回献血奉仕活動
　１月３１日（日）１０：００～　イオン新居浜駐車場
　（献血者） 受付者１３５名、採血者１２１名、不採血者１４名
　（臓器移植カード配布数）２５０枚
　（参加者）：L伊藤嘉秀、L古川貴章、L大上幸雄、L能瀬伸一、
　L小野周平、L続木 剛、L橋田信一郎、L有富正治、L真鍋憲
　夫、L福山　宏、L天野　淳、L山下邦俊、L鈴木雅志、L塩見
　秀晴、L外山貴一、L徳村　明、L近藤充徳、L近藤盛文、L篠
　原大蔵、L高木泰斉　２０名
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：伊藤嘉秀会長、大上幸雄幹事、L石川敏則、L石川稔
　、L真鍋憲夫
５．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
　出席者　確認中
６．中萩小学校タイムカプセル埋設式
　２月１８日（木）１０：３０～　中萩小学校
　出席者：伊藤嘉秀会長、大上幸雄幹事、L有富正治、L石川
　稔、L続木剛、L土岐計一、L土岐敏勝
７．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
　出席者：伊藤嘉秀会長、大上幸雄幹事、L石川 稔
８．リーガロイヤルホテル新居浜例会場経費について
■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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■審議事項
　なし
■幹事報告
・報告事項
１．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
　出席者：後藤達也第二副会長、大上幸雄幹事、金田青少
　年委員長、L有富正治
２．中萩小学校タイムカプセル埋設式
　２月１８日（木）１０:３０～ 中萩小学校
　出席者：伊藤嘉秀会長、大上幸雄幹事、L 有富正治、L
　石川 稔、L続木剛、L土岐敏勝
３．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
　出席者：伊藤嘉秀会長、大上幸雄幹事、金田智行青少年
　委員長、L有富正治、L石川 稔
４．北中学校タイムカプセル埋設式
　２月２５日（木）１１:４０～ 北中学校
　出席者：伊藤嘉秀会長、大上幸雄幹事、L 青野泰介、L
　能瀬伸一、L山下邦俊
５．ひびき分校タイムカプセル埋設式
　２月２５日（木）１３:１５～ ひびき分校
　出席者：伊藤嘉秀会長、大上幸雄幹事、L有富正治
６．川東中学校タイムカプセル埋設式
　３月１日（月）１４:１０～ 川東中学校

　出席者　確認中
７．泉川小学校タイムカプセル埋設式
　３月８日（月）１３:５５～ 泉川小学校
　出席者　確認中
８．多喜浜小学校タイムカプセル埋設式
　３月９日（火）１０:２５～ 多喜浜小学校
　出席者　確認中
９．大生院小学校タイムカプセル埋設式
　３月９日（火）１４:０５～ 大生院小学校
　出席者　確認中
10．角野小学校タイムカプセル埋設式
　３月９日（火）１４:２０～ 角野小学校
　出席者　確認中
11．次期役員指名会を３月第一例会で行うことを通知致します。
12．新居浜ひうち LC 結成 25 周年記念大会につきましてクラ
　ブ内開催のお知らせをいたしましたが、１Ｚは三役が出席す
　ることと変更になりました。
13.  2021 年ライオンズクラブ国際大会はバーチャル開催になりま
　した。（6月25日～ 29日開催予定）
14． 岡部歩乃佳後援会は 2021 年 1 月より休会することになりま
　した。
■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

第1450回  2 月第二例会
2月 24日（水） （書面例会）

2 月理事・委員長会
2月 8日（月）18:30～ 商工会館3F

　　　　　
タイムカプセル埋設式

第 2 回献血奉仕活動に参加して
保健福祉委員会　篠 原  大 蔵　　　日時：令和 3年 1月 31 日（日）10:00 ～　場所：イオンモール新居浜
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

　1 月 31 日、日曜日イオンモール
新居浜駐車場にて行われました献
血事業に参加してまいりました。
　新型コロナウィルスが蔓延する
影響で全国的に献血が不足して
いる中、こうした事業を開催する

ことは素晴らしいと思います。
　当日は献血者が集まるか不安に思っておりました
が多くの市民が献血に参加してくださいました。
普段よりは出席者が少ないとお聞きしましたがコロナ
禍の中と思うと、感謝してもしきれない思いです。
　血液は人工的に作り出せない為、定期的に献血
が集まらないと救える命が救えません。こうした事
業は実際の成果は目に見えにくいかもしれません
が、確実に世のためになっていると確信します。
　また、日本赤十字の方が事業途中に「新居浜ラ
イオンズさんはどのようなお礼をお渡ししているので
すか？」と質問され、中身をお見せしたところ抗菌
のウェットティッシュを渡していることに感銘を受けて
おられました。「いつもはティッシュですが、次回か

らこの抗菌のウェットティッシュも候補にあげてみま
す。」と仰っておられて、新居浜ライオンズの事業
が日本赤十字の活動にもいい議論を提供したのだ
と、自分たちの団体が他の奉仕団体に影響を与え
たことを嬉しく思います。
　今後も様々な奉仕の機会に参加し、新居浜のた
めに日本のために活動していきたいと思います。
素晴らしい事業に参加させていただき、ありがとう
ございました。

■審議事項
１．１月第二夜間例会決算報告について
２．２月第二（１Ｚ合同）夜間例会予算案、決算報告
　　について
３．年末商戦決算報告について
４．えひめ学園和太鼓演奏衣装製作予算案について
５．藤縄洲二さんご令室様ご逝去生花代支出について
　  ２２,０００円
６．近藤充徳さんご母堂様ご逝去生花代支出について
　  ２２,０００円
７．委員会開催日の変更について
　保健福祉委員会２月１１日（木･祝）
　　　　　　　　→１０日（水）１８:３０～　事務局
■幹事報告
・報告事項
１．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
２．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、L 有富正治、L
　石川 稔
３．第２回献血奉仕活動
　１月３１日（日）１０:００～　イオン新居浜駐車場
　（献血者） 受付者１３５名、採血者１２１名、不採血者１４名
　（臓器移植カード配布数）２５０枚
　（参加者）L 伊藤嘉秀、L 古川貴章、L 大上幸雄、L 能
　瀬伸一、L小野周平、L続木剛、L橋田信一郎、L有富正治、
　L 真鍋憲夫、L 福山　宏、L 天野　淳、L 山下邦俊、L
　鈴木雅志、L 塩見秀晴、L 外山貴一、L 徳村　明、L 近
　藤充徳、L近藤盛文、L篠原大蔵、L高木泰斉　２０名
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：伊藤嘉秀会長、大上幸雄幹事、L 石川敏則、L
　石川 稔、L真鍋憲夫

■審議事項
１．１月第二夜間例会決算報告について
２．２月第二（１Ｚ合同）夜間例会予算案、決算報告について
３．年末商戦決算報告について
４．えひめ学園和太鼓演奏衣装製作予算案について
５．藤縄洲二さんご令室様ご逝去生花代支出について

　２２，０００円
６．近藤充徳さんご母堂様ご逝去生花代支出について
　２２，０００円
７．委員会開催日の変更について
保健福祉委員会２月１１日（木･祝）→１０日（水）１８：３０～事務局
■幹事報告
・報告事項

５．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
　出席者：後藤達也第二副会長、大上幸雄幹事、金田青
　少年委員長、L有富正治
６．中萩小学校タイムカプセル埋設式
　２月１８日（木）１０:３０～ 中萩小学校
　出席者：伊藤嘉秀会長、大上幸雄幹事、L 有富正治、L
　石川 稔、L続木剛、L土岐計一、L土岐敏勝
７．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
　出席者：伊藤嘉秀会長、大上幸雄幹事、L石川稔
８．リーガロイヤルホテル新居浜例会場経費について
９．２月第一例会、第二例会の出席報告は全員出席とさせて
　いただきます。
■委員会報告
計画財務委員会
　年末商戦皆様のご協力、誠にありがとうございました。
　４月の家族会ですが、現在の状況を鑑みて、新居浜市内の

　屋外で開催予定です。また詳細が決まり次第、ご連絡させ
　ていただきます。
ＭＣ広報委員会
　１月・２月と例会が中止になり・例年開催されていた行事も中
　止が多く広報誌に掲載する記事が不足しております。つきま
　しては各委員会に、原稿をお願いしますので、委員長様よろ
　しくお願いいたします。
青少年委員会
　タイムカプセル埋設式の案内が続 と々届いております。
　ご都合のつく方は、ご参加の程よろしくお願いいたします。
保健福祉委員会
　１月３１日の第２回献血にご協力いただきまして、誠にありがと
　うございました。次回の献血もよろしくお願いいたします。

※ 審議事項につきまして異議のある方は事務局までご連絡お
願いいたします。
ご連絡がない場合はご承認頂いたものとさせていただきます。

１．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
２．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、L有富正治、L石川
　稔
３．第２回献血奉仕活動
　１月３１日（日）１０：００～　イオン新居浜駐車場
　（献血者） 受付者１３５名、採血者１２１名、不採血者１４名
　（臓器移植カード配布数）２５０枚
　（参加者）：L伊藤嘉秀、L古川貴章、L大上幸雄、L能瀬伸一、
　L小野周平、L続木 剛、L橋田信一郎、L有富正治、L真鍋憲
　夫、L福山　宏、L天野　淳、L山下邦俊、L鈴木雅志、L塩見
　秀晴、L外山貴一、L徳村　明、L近藤充徳、L近藤盛文、L篠
　原大蔵、L高木泰斉　２０名
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：伊藤嘉秀会長、大上幸雄幹事、L石川敏則、L石川稔
　、L真鍋憲夫
５．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
　出席者　確認中
６．中萩小学校タイムカプセル埋設式
　２月１８日（木）１０：３０～　中萩小学校
　出席者：伊藤嘉秀会長、大上幸雄幹事、L有富正治、L石川
　稔、L続木剛、L土岐計一、L土岐敏勝
７．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
　出席者：伊藤嘉秀会長、大上幸雄幹事、L石川 稔
８．リーガロイヤルホテル新居浜例会場経費について
■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



　今号は、これまで大変お世話になりましたユアーズさんの事に関して鈴木さ
んから感慨深い文章をいただいております。
私も約２８年前、２５歳の時にユアーズさんで結婚式をさせていただきました。
それからもライオンズクラブに仕事に、ユアーズさんには本当に良くしていただ
きました。有難うございます。
　さて、例会が２か月間休みとなり、行事も軒並み中止。当委員会としても記事
が不足して来ております。皆さまの自由投稿にて紙面を作成していく予定です。
ご協力をお願いします。　　　　MC・広報委員長　福山　宏
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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 .

結成 60 周年記念事業 
「タイムカプセルを市内小中学校 26 校へ寄贈」

西中学校　　令和 2年 12 月 23 日（水）　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

金栄小学校　　令和 3年 1月 29 日（金）　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

神郷小学校　　令和 3年 2月 24 日（水）　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

第1449回  2 月第一例会
2月 10日（水）（書面例会）

●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
　立春も過ぎ、やや気温も上がり、春の
気配を感じられる今日此頃です。
会員の皆様には、５名以上の会食を控え
られ、ご健勝に過ごされていることと存じ
ます。
愛媛県内のコロナ陽性者もの数も一桁前

半に落ち着き始めたところで、県の特別警戒期間が解除され
るかと期待しておりましたが、２月４日発表の通知文章で期間
を３月７日まで延長すると決定されました。
　その中に、３月、４月に卒業式や入学式など別れと出会いを
迎える子どもたちのためにも、ここまで我慢してきた多人数の
会食を自粛するようにとの言葉がありました。
　私共、新居浜ライオンズクラブも青少年委員会を中心に、
今年度卒業の小学６年生、中学３年生にタイムカプセルを寄
贈させていただき、この春に別れと出会いを迎える子どもたち
の思い出づくりを支援させていただいているところです。
こうした活動と県からの要請を鑑みまして、三役、副会長、理
事者の皆様とご相談した結果、２月の第１・第２例会ともに中
止の決断をさせていただきました。
　会員の皆様には、大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒
、ご賢察いただきましてご理解とご協力を賜りますようお願い
申し上げます。
　なお、例会は中止といたしますが、理事委員長会と委員会
は通常通り開催しますので、会員相互の交流を継続していた
だけますようお願い申し上げます。
３月に入り、皆様と一同に会することができますことを心より願
っております。大切なお身体をご慈愛下さい。

■審議事項
１．１月第二夜間例会決算報告について
２．２月第二（１Ｚ合同）夜間例会予算案、決算報告
　　について
３．年末商戦決算報告について
４．えひめ学園和太鼓演奏衣装製作予算案について
５．藤縄洲二さんご令室様ご逝去生花代支出について
　  ２２,０００円
６．近藤充徳さんご母堂様ご逝去生花代支出について
　  ２２,０００円
７．委員会開催日の変更について
　保健福祉委員会２月１１日（木･祝）
　　　　　　　　→１０日（水）１８:３０～　事務局
■幹事報告
・報告事項
１．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
２．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、L 有富正治、L
　石川 稔
３．第２回献血奉仕活動
　１月３１日（日）１０:００～　イオン新居浜駐車場
　（献血者） 受付者１３５名、採血者１２１名、不採血者１４名
　（臓器移植カード配布数）２５０枚
　（参加者）L 伊藤嘉秀、L 古川貴章、L 大上幸雄、L 能
　瀬伸一、L小野周平、L続木剛、L橋田信一郎、L有富正治、
　L 真鍋憲夫、L 福山　宏、L 天野　淳、L 山下邦俊、L
　鈴木雅志、L 塩見秀晴、L 外山貴一、L 徳村　明、L 近
　藤充徳、L近藤盛文、L篠原大蔵、L高木泰斉　２０名
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：伊藤嘉秀会長、大上幸雄幹事、L 石川敏則、L
　石川 稔、L真鍋憲夫

タイムカプセル埋設式

　来たる２月２８日に閉館を迎える
我ユアーズは、昭和、平成、令
和とご婚礼、企業の研修会、学
校、地域の忘新年会、同窓会等
様々なジャンルの催事の中心的会
場として市民の皆様に愛されて参

りました。
　本日迄、大過なく諸行事を運営してこられました
事を、我会館の礎を築いてこられた多くの先輩職
員の方々、一緒に苦楽を分ち合ってきた同僚になり
かわりまして心より御礼申し上げます。誠にありがと
うございました。
　私は、昭和５４年住友化学生活協同組合に入協
し、その後コープ会館に配属されました。
振り返りますと、ブライダル関係には一切見識の無
い私は、ひたすら目の前の仕事に専念しておりまし
たが、２年後、村上博昭さんが同館に配属されて
参りました。
　甲子園で準優勝された、エースの村上さんと同
僚として、これからコープ会館を発展させていく事
に、当時２０代前半であった私は大きな夢と希望を
抱いていたものでした。
昭和５５年９月２５日コープ会館からブライダルプラ
ザコープ会館に名称を変更し東予最大規模を有
し、メインホールが５か所、一日１５組の挙式が行
われ土日合せて３０組の挙式は年間組数愛媛県１
位の時代が長く続く人気の式場でした。

　又、挙式以外の有名歌手のディナーショーやス
ポーツ選手、著名人の講演会も各種行われ朝から
夜遅くまで、村上さん達同僚と運営の準備、挙式、
翌日の手配とスポーツで鍛えた体力を糧に我を忘れ
て、仕事に没頭した事を今も懐かしく思い出すこと
があります。
　無我夢中の４年間が過ぎた２８才の時、最年少
で新居浜ライオンズクラブに入会させていただきまし
た。昨年池田さんが２７才で入会され、更に新進
気鋭のメンバーが生まれた事を大変うれしく思って
います。
　例会場も１９８１年（昭和５６年）１月からヤクルト
会館より当時のブライダルプラザコープ会館に会場
が移転され、現在まで約４０年が経過いたしました。

従いまして、私と村上博昭さんのコープ会館
配属とほぼ同時期に新居浜ライオンズクラブ
の例会が我ビギニング　ユアーズ（旧コープ
会館）で実施される事になったのです。
　我人生を振り返る時、人との出会いや縁
がその後の人生に影響する事を深く感じる様
になりました。
例会場がコープ会館に移転された当時、会
長は故藤井義春さんでしたが会員数も７８名
と大世帯でした。そして、私は昭和６０年３月、

５．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
　出席者：後藤達也第二副会長、大上幸雄幹事、金田青
　少年委員長、L有富正治
６．中萩小学校タイムカプセル埋設式
　２月１８日（木）１０:３０～ 中萩小学校
　出席者：伊藤嘉秀会長、大上幸雄幹事、L 有富正治、L
　石川 稔、L続木剛、L土岐計一、L土岐敏勝
７．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
　出席者：伊藤嘉秀会長、大上幸雄幹事、L石川稔
８．リーガロイヤルホテル新居浜例会場経費について
９．２月第一例会、第二例会の出席報告は全員出席とさせて
　いただきます。
■委員会報告
計画財務委員会
　年末商戦皆様のご協力、誠にありがとうございました。
　４月の家族会ですが、現在の状況を鑑みて、新居浜市内の

　屋外で開催予定です。また詳細が決まり次第、ご連絡させ
　ていただきます。
ＭＣ広報委員会
　１月・２月と例会が中止になり・例年開催されていた行事も中
　止が多く広報誌に掲載する記事が不足しております。つきま
　しては各委員会に、原稿をお願いしますので、委員長様よろ
　しくお願いいたします。
青少年委員会
　タイムカプセル埋設式の案内が続 と々届いております。
　ご都合のつく方は、ご参加の程よろしくお願いいたします。
保健福祉委員会
　１月３１日の第２回献血にご協力いただきまして、誠にありがと
　うございました。次回の献血もよろしくお願いいたします。

※ 審議事項につきまして異議のある方は事務局までご連絡お
願いいたします。
ご連絡がない場合はご承認頂いたものとさせていただきます。

スポンサー藤井義春さんのもと入会させて頂きまし
た。
　藤井先生の後継者が永易明洋さんです。先生
方には、入会時より、よく飲みに連れていって頂き
ました。
　ライオンズクラブの活動の事、仕事へのアドバイ
ス、人材の発掘、育成方法又、社会人としてのマ
ナー、人脈の重要性など、今にして思えば貴重な
時間をご一緒させて頂きました。
私にとって最も尊敬する恩人の方々です。
その様な原点があればこそ、未熟な私ではありま
すが、ライオンズクラブの活動の中で少しずつ人間
として成長することができ、メンバー皆様のご支援

があって、平成２８年第５６代会長を無事務める事
ができました。当時、幹事の伊藤龍一さん、会計
の故岡田賢二さんには大変お世話になりました。
　又、令和２年、記念すべき結成６０周年記念式
典においては、伊藤会長より在籍３５年の感謝状を
頂きました。様々な記憶を残しながら、ここに我ユ
アーズも諸般の事情により、地域社会の皆様、メン
バーの皆様の御愛顧の思い出と温かい惜別の声に
て、徐々に幕を降ろしてまいります。
　伊藤嘉秀会長を中心に、又、新田第一副会長
そして後藤第二副会長と襷を繋いでいきますが新
居浜ライオンズクラブが更に発展し、積極的なウィ
サーブ活動が展開できることを確信しております。
本当にありがとうございました。
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北中学校　　   令和 3年 2月 25 日（木）　　　　　　　　　　　　　　　　        　

宮西小学校　　令和 3年 2月 16 日（火）　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

新居浜ライオンズクラブと
共に歩んだユアーズを振り返って

会員会則委員長　鈴 木  雅 志　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

元会長・幹事を称えることば
会　長　伊 藤  嘉 秀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

■審議事項
１．１月第二夜間例会決算報告について
２．２月第二（１Ｚ合同）夜間例会予算案、決算報告
　　について
３．年末商戦決算報告について
４．えひめ学園和太鼓演奏衣装製作予算案について
５．藤縄洲二さんご令室様ご逝去生花代支出について
　  ２２,０００円
６．近藤充徳さんご母堂様ご逝去生花代支出について
　  ２２,０００円
７．委員会開催日の変更について
　保健福祉委員会２月１１日（木･祝）
　　　　　　　　→１０日（水）１８:３０～　事務局
■幹事報告
・報告事項
１．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
２．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、L 有富正治、L
　石川 稔
３．第２回献血奉仕活動
　１月３１日（日）１０:００～　イオン新居浜駐車場
　（献血者） 受付者１３５名、採血者１２１名、不採血者１４名
　（臓器移植カード配布数）２５０枚
　（参加者）L 伊藤嘉秀、L 古川貴章、L 大上幸雄、L 能
　瀬伸一、L小野周平、L続木剛、L橋田信一郎、L有富正治、
　L 真鍋憲夫、L 福山　宏、L 天野　淳、L 山下邦俊、L
　鈴木雅志、L 塩見秀晴、L 外山貴一、L 徳村　明、L 近
　藤充徳、L近藤盛文、L篠原大蔵、L高木泰斉　２０名
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：伊藤嘉秀会長、大上幸雄幹事、L 石川敏則、L
　石川 稔、L真鍋憲夫

　来たる２月２８日に閉館を迎える
我ユアーズは、昭和、平成、令
和とご婚礼、企業の研修会、学
校、地域の忘新年会、同窓会等
様々なジャンルの催事の中心的会
場として市民の皆様に愛されて参

りました。
　本日迄、大過なく諸行事を運営してこられました
事を、我会館の礎を築いてこられた多くの先輩職
員の方々、一緒に苦楽を分ち合ってきた同僚になり
かわりまして心より御礼申し上げます。誠にありがと
うございました。
　私は、昭和５４年住友化学生活協同組合に入協
し、その後コープ会館に配属されました。
振り返りますと、ブライダル関係には一切見識の無
い私は、ひたすら目の前の仕事に専念しておりまし
たが、２年後、村上博昭さんが同館に配属されて
参りました。
　甲子園で準優勝された、エースの村上さんと同
僚として、これからコープ会館を発展させていく事
に、当時２０代前半であった私は大きな夢と希望を
抱いていたものでした。
昭和５５年９月２５日コープ会館からブライダルプラ
ザコープ会館に名称を変更し東予最大規模を有
し、メインホールが５か所、一日１５組の挙式が行
われ土日合せて３０組の挙式は年間組数愛媛県１
位の時代が長く続く人気の式場でした。

　又、挙式以外の有名歌手のディナーショーやス
ポーツ選手、著名人の講演会も各種行われ朝から
夜遅くまで、村上さん達同僚と運営の準備、挙式、
翌日の手配とスポーツで鍛えた体力を糧に我を忘れ
て、仕事に没頭した事を今も懐かしく思い出すこと
があります。
　無我夢中の４年間が過ぎた２８才の時、最年少
で新居浜ライオンズクラブに入会させていただきまし
た。昨年池田さんが２７才で入会され、更に新進
気鋭のメンバーが生まれた事を大変うれしく思って
います。
　例会場も１９８１年（昭和５６年）１月からヤクルト
会館より当時のブライダルプラザコープ会館に会場
が移転され、現在まで約４０年が経過いたしました。

従いまして、私と村上博昭さんのコープ会館
配属とほぼ同時期に新居浜ライオンズクラブ
の例会が我ビギニング　ユアーズ（旧コープ
会館）で実施される事になったのです。
　我人生を振り返る時、人との出会いや縁
がその後の人生に影響する事を深く感じる様
になりました。
例会場がコープ会館に移転された当時、会
長は故藤井義春さんでしたが会員数も７８名
と大世帯でした。そして、私は昭和６０年３月、

　又、挙式以外の有名歌手のディナーショーやス

５．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
　出席者：後藤達也第二副会長、大上幸雄幹事、金田青
　少年委員長、L有富正治
６．中萩小学校タイムカプセル埋設式
　２月１８日（木）１０:３０～ 中萩小学校
　出席者：伊藤嘉秀会長、大上幸雄幹事、L 有富正治、L
　石川 稔、L続木剛、L土岐計一、L土岐敏勝
７．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
　出席者：伊藤嘉秀会長、大上幸雄幹事、L石川稔
８．リーガロイヤルホテル新居浜例会場経費について
９．２月第一例会、第二例会の出席報告は全員出席とさせて
　いただきます。
■委員会報告
計画財務委員会
　年末商戦皆様のご協力、誠にありがとうございました。
　４月の家族会ですが、現在の状況を鑑みて、新居浜市内の

　屋外で開催予定です。また詳細が決まり次第、ご連絡させ
　ていただきます。
ＭＣ広報委員会
　１月・２月と例会が中止になり・例年開催されていた行事も中
　止が多く広報誌に掲載する記事が不足しております。つきま
　しては各委員会に、原稿をお願いしますので、委員長様よろ
　しくお願いいたします。
青少年委員会
　タイムカプセル埋設式の案内が続 と々届いております。
　ご都合のつく方は、ご参加の程よろしくお願いいたします。
保健福祉委員会
　１月３１日の第２回献血にご協力いただきまして、誠にありがと
　うございました。次回の献血もよろしくお願いいたします。

※ 審議事項につきまして異議のある方は事務局までご連絡お
願いいたします。
ご連絡がない場合はご承認頂いたものとさせていただきます。

　新たな年の新春を迎え、本来で
したら１月第２例会で「元会長・
幹事を称える会」を催し、これま
で１年１年新居浜ライオンズクラブ
が積み上げてきた歴史を振り返りな
がら、元会長の皆様、幹事経験

者の皆さまをご尽力を讃えさせていただくところで
ありますが、本年は憎き新型コロナウィルスの影響
で例会の開催を中止せざるを得ない状況になり、
未だ称える会を開催することができておりません。
　心よりお詫び申し上げますとともに、前例通りで
したらこの会報文章も直前会長様が書かれるとこ
ろですが、例会自体を行うことができていない責任
を感じ、不肖私が称える言葉をお贈りさせて頂きま
す。
　本年度は、結成６０周年の節目の年として、多く
の場面でこれまでの歴史を振り返る機会と難しい判
断を会長としてさせていただくことがありました。

その都度思うことは、これまでの会長さんであれば、
どんな判断をされたのか、結成当時のチャーター
の方であれば、どんな判断をされるのかでした。
　６０年前のチャーターメンバーの方々は、クラブ
結成によって男として家庭や企業に留まるだけでは
なく社会へ一歩飛び出し社会奉仕にご尽力される
ことを考えられたと思います。
　また、これまでの元会長・幹事の皆さんは、そ
の思いを絶やすことなく継承されてきたと思います。
ありがたいことに、私には、こうした思いに至らせ
ていただける元会長・幹事の方が〇〇人もいらっ
しゃいます。
　残り３ヶ月余りですが、６０年間繋がって来た思
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存です。
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と人とのかかわりの中で生活をしています。
ときには自分だけで困難を乗り越えられないこともあ
ります。そんな時お互いに良い人脈となり、助け合
えるライオンズとして切磋琢磨して欲しい」と、当時、
ただお一人ご健在でクラブ活動をされていたチャー
ターメンバーとして言葉を書かれています。

　まさしく先輩のお言葉通り、困難なときほど助け
合える新居浜ライオンズクラブを継承させていただ
きたいと心から願っています。これからも元会長・
幹事の皆様には、お元気でご指導ご鞭撻を賜りま
すようお願い申し上げます。　合掌

スポンサー藤井義春さんのもと入会させて頂きまし
た。
　藤井先生の後継者が永易明洋さんです。先生
方には、入会時より、よく飲みに連れていって頂き
ました。
　ライオンズクラブの活動の事、仕事へのアドバイ
ス、人材の発掘、育成方法又、社会人としてのマ
ナー、人脈の重要性など、今にして思えば貴重な
時間をご一緒させて頂きました。
私にとって最も尊敬する恩人の方々です。
その様な原点があればこそ、未熟な私ではありま
すが、ライオンズクラブの活動の中で少しずつ人間
として成長することができ、メンバー皆様のご支援

があって、平成２８年第５６代会長を無事務める事
ができました。当時、幹事の伊藤龍一さん、会計
の故岡田賢二さんには大変お世話になりました。
　又、令和２年、記念すべき結成６０周年記念式
典においては、伊藤会長より在籍３５年の感謝状を
頂きました。様々な記憶を残しながら、ここに我ユ
アーズも諸般の事情により、地域社会の皆様、メン
バーの皆様の御愛顧の思い出と温かい惜別の声に
て、徐々に幕を降ろしてまいります。
　伊藤嘉秀会長を中心に、又、新田第一副会長
そして後藤第二副会長と襷を繋いでいきますが新
居浜ライオンズクラブが更に発展し、積極的なウィ
サーブ活動が展開できることを確信しております。
本当にありがとうございました。
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　１月２９日（金）１８:３０～　あぶら家
    出席者　後援会理事者
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　出席者：伊藤嘉秀会長、大上幸雄幹事、L 有富正治、L
　石川 稔
３．第２回献血奉仕活動
　１月３１日（日）１０:００～　イオン新居浜駐車場
　（献血者） 受付者１３５名、採血者１２１名、不採血者１４名
　（臓器移植カード配布数）２５０枚
　（参加者）L 伊藤嘉秀、L 古川貴章、L 大上幸雄、L 能
　瀬伸一、L小野周平、L続木剛、L橋田信一郎、L有富正治、
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　出席者：伊藤嘉秀会長、大上幸雄幹事、L 石川敏則、L
　石川 稔、L真鍋憲夫

　来たる２月２８日に閉館を迎える
我ユアーズは、昭和、平成、令
和とご婚礼、企業の研修会、学
校、地域の忘新年会、同窓会等
様々なジャンルの催事の中心的会
場として市民の皆様に愛されて参

りました。
　本日迄、大過なく諸行事を運営してこられました
事を、我会館の礎を築いてこられた多くの先輩職
員の方々、一緒に苦楽を分ち合ってきた同僚になり
かわりまして心より御礼申し上げます。誠にありがと
うございました。
　私は、昭和５４年住友化学生活協同組合に入協
し、その後コープ会館に配属されました。
振り返りますと、ブライダル関係には一切見識の無
い私は、ひたすら目の前の仕事に専念しておりまし
たが、２年後、村上博昭さんが同館に配属されて
参りました。
　甲子園で準優勝された、エースの村上さんと同
僚として、これからコープ会館を発展させていく事
に、当時２０代前半であった私は大きな夢と希望を
抱いていたものでした。
昭和５５年９月２５日コープ会館からブライダルプラ
ザコープ会館に名称を変更し東予最大規模を有
し、メインホールが５か所、一日１５組の挙式が行
われ土日合せて３０組の挙式は年間組数愛媛県１
位の時代が長く続く人気の式場でした。

　又、挙式以外の有名歌手のディナーショーやス
ポーツ選手、著名人の講演会も各種行われ朝から
夜遅くまで、村上さん達同僚と運営の準備、挙式、
翌日の手配とスポーツで鍛えた体力を糧に我を忘れ
て、仕事に没頭した事を今も懐かしく思い出すこと
があります。
　無我夢中の４年間が過ぎた２８才の時、最年少
で新居浜ライオンズクラブに入会させていただきまし
た。昨年池田さんが２７才で入会され、更に新進
気鋭のメンバーが生まれた事を大変うれしく思って
います。
　例会場も１９８１年（昭和５６年）１月からヤクルト
会館より当時のブライダルプラザコープ会館に会場
が移転され、現在まで約４０年が経過いたしました。

従いまして、私と村上博昭さんのコープ会館
配属とほぼ同時期に新居浜ライオンズクラブ
の例会が我ビギニング　ユアーズ（旧コープ
会館）で実施される事になったのです。
　我人生を振り返る時、人との出会いや縁
がその後の人生に影響する事を深く感じる様
になりました。
例会場がコープ会館に移転された当時、会
長は故藤井義春さんでしたが会員数も７８名
と大世帯でした。そして、私は昭和６０年３月、

　又、挙式以外の有名歌手のディナーショーやス

５．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
　出席者：後藤達也第二副会長、大上幸雄幹事、金田青
　少年委員長、L有富正治
６．中萩小学校タイムカプセル埋設式
　２月１８日（木）１０:３０～ 中萩小学校
　出席者：伊藤嘉秀会長、大上幸雄幹事、L 有富正治、L
　石川 稔、L続木剛、L土岐計一、L土岐敏勝
７．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
　出席者：伊藤嘉秀会長、大上幸雄幹事、L石川稔
８．リーガロイヤルホテル新居浜例会場経費について
９．２月第一例会、第二例会の出席報告は全員出席とさせて
　いただきます。
■委員会報告
計画財務委員会
　年末商戦皆様のご協力、誠にありがとうございました。
　４月の家族会ですが、現在の状況を鑑みて、新居浜市内の

　屋外で開催予定です。また詳細が決まり次第、ご連絡させ
　ていただきます。
ＭＣ広報委員会
　１月・２月と例会が中止になり・例年開催されていた行事も中
　止が多く広報誌に掲載する記事が不足しております。つきま
　しては各委員会に、原稿をお願いしますので、委員長様よろ
　しくお願いいたします。
青少年委員会
　タイムカプセル埋設式の案内が続 と々届いております。
　ご都合のつく方は、ご参加の程よろしくお願いいたします。
保健福祉委員会
　１月３１日の第２回献血にご協力いただきまして、誠にありがと
　うございました。次回の献血もよろしくお願いいたします。

※ 審議事項につきまして異議のある方は事務局までご連絡お
願いいたします。
ご連絡がない場合はご承認頂いたものとさせていただきます。

　新たな年の新春を迎え、本来で
したら１月第２例会で「元会長・
幹事を称える会」を催し、これま
で１年１年新居浜ライオンズクラブ
が積み上げてきた歴史を振り返りな
がら、元会長の皆様、幹事経験

者の皆さまをご尽力を讃えさせていただくところで
ありますが、本年は憎き新型コロナウィルスの影響
で例会の開催を中止せざるを得ない状況になり、
未だ称える会を開催することができておりません。
　心よりお詫び申し上げますとともに、前例通りで
したらこの会報文章も直前会長様が書かれるとこ
ろですが、例会自体を行うことができていない責任
を感じ、不肖私が称える言葉をお贈りさせて頂きま
す。
　本年度は、結成６０周年の節目の年として、多く
の場面でこれまでの歴史を振り返る機会と難しい判
断を会長としてさせていただくことがありました。

その都度思うことは、これまでの会長さんであれば、
どんな判断をされたのか、結成当時のチャーター
の方であれば、どんな判断をされるのかでした。
　６０年前のチャーターメンバーの方々は、クラブ
結成によって男として家庭や企業に留まるだけでは
なく社会へ一歩飛び出し社会奉仕にご尽力される
ことを考えられたと思います。
　また、これまでの元会長・幹事の皆さんは、そ
の思いを絶やすことなく継承されてきたと思います。
ありがたいことに、私には、こうした思いに至らせ
ていただける元会長・幹事の方が〇〇人もいらっ
しゃいます。
　残り３ヶ月余りですが、６０年間繋がって来た思
いを大切に、任期終わりまで務めさせていただく所
存です。
　１０年前、結成５０周年の大会委員長をされまし
た故　北野孝夫さんが、「昨今は、地球規模での
不安の多い現代社会ですが、人間は文字通り人

と人とのかかわりの中で生活をしています。
ときには自分だけで困難を乗り越えられないこともあ
ります。そんな時お互いに良い人脈となり、助け合
えるライオンズとして切磋琢磨して欲しい」と、当時、
ただお一人ご健在でクラブ活動をされていたチャー
ターメンバーとして言葉を書かれています。

　まさしく先輩のお言葉通り、困難なときほど助け
合える新居浜ライオンズクラブを継承させていただ
きたいと心から願っています。これからも元会長・
幹事の皆様には、お元気でご指導ご鞭撻を賜りま
すようお願い申し上げます。　合掌

スポンサー藤井義春さんのもと入会させて頂きまし
た。
　藤井先生の後継者が永易明洋さんです。先生
方には、入会時より、よく飲みに連れていって頂き
ました。
　ライオンズクラブの活動の事、仕事へのアドバイ
ス、人材の発掘、育成方法又、社会人としてのマ
ナー、人脈の重要性など、今にして思えば貴重な
時間をご一緒させて頂きました。
私にとって最も尊敬する恩人の方々です。
その様な原点があればこそ、未熟な私ではありま
すが、ライオンズクラブの活動の中で少しずつ人間
として成長することができ、メンバー皆様のご支援

があって、平成２８年第５６代会長を無事務める事
ができました。当時、幹事の伊藤龍一さん、会計
の故岡田賢二さんには大変お世話になりました。
　又、令和２年、記念すべき結成６０周年記念式
典においては、伊藤会長より在籍３５年の感謝状を
頂きました。様々な記憶を残しながら、ここに我ユ
アーズも諸般の事情により、地域社会の皆様、メン
バーの皆様の御愛顧の思い出と温かい惜別の声に
て、徐々に幕を降ろしてまいります。
　伊藤嘉秀会長を中心に、又、新田第一副会長
そして後藤第二副会長と襷を繋いでいきますが新
居浜ライオンズクラブが更に発展し、積極的なウィ
サーブ活動が展開できることを確信しております。
本当にありがとうございました。



　今号は、これまで大変お世話になりましたユアーズさんの事に関して鈴木さ
んから感慨深い文章をいただいております。
私も約２８年前、２５歳の時にユアーズさんで結婚式をさせていただきました。
それからもライオンズクラブに仕事に、ユアーズさんには本当に良くしていただ
きました。有難うございます。
　さて、例会が２か月間休みとなり、行事も軒並み中止。当委員会としても記事
が不足して来ております。皆さまの自由投稿にて紙面を作成していく予定です。
ご協力をお願いします。　　　　MC・広報委員長　福山　宏
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Niihama Lions Club 会長スローガン「Our service survives.」
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結成 60 周年記念事業 
「タイムカプセルを市内小中学校 26 校へ寄贈」

西中学校　　令和 2年 12 月 23 日（水）　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

金栄小学校　　令和 3年 1月 29 日（金）　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

神郷小学校　　令和 3年 2月 24 日（水）　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

第1449回  2 月第一例会
2月 10日（水）（書面例会）

●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
　立春も過ぎ、やや気温も上がり、春の
気配を感じられる今日此頃です。
会員の皆様には、５名以上の会食を控え
られ、ご健勝に過ごされていることと存じ
ます。
愛媛県内のコロナ陽性者もの数も一桁前

半に落ち着き始めたところで、県の特別警戒期間が解除され
るかと期待しておりましたが、２月４日発表の通知文章で期間
を３月７日まで延長すると決定されました。
　その中に、３月、４月に卒業式や入学式など別れと出会いを
迎える子どもたちのためにも、ここまで我慢してきた多人数の
会食を自粛するようにとの言葉がありました。
　私共、新居浜ライオンズクラブも青少年委員会を中心に、
今年度卒業の小学６年生、中学３年生にタイムカプセルを寄
贈させていただき、この春に別れと出会いを迎える子どもたち
の思い出づくりを支援させていただいているところです。
こうした活動と県からの要請を鑑みまして、三役、副会長、理
事者の皆様とご相談した結果、２月の第１・第２例会ともに中
止の決断をさせていただきました。
　会員の皆様には、大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒
、ご賢察いただきましてご理解とご協力を賜りますようお願い
申し上げます。
　なお、例会は中止といたしますが、理事委員長会と委員会
は通常通り開催しますので、会員相互の交流を継続していた
だけますようお願い申し上げます。
３月に入り、皆様と一同に会することができますことを心より願
っております。大切なお身体をご慈愛下さい。

■審議事項
１．１月第二夜間例会決算報告について
２．２月第二（１Ｚ合同）夜間例会予算案、決算報告
　　について
３．年末商戦決算報告について
４．えひめ学園和太鼓演奏衣装製作予算案について
５．藤縄洲二さんご令室様ご逝去生花代支出について
　  ２２,０００円
６．近藤充徳さんご母堂様ご逝去生花代支出について
　  ２２,０００円
７．委員会開催日の変更について
　保健福祉委員会２月１１日（木･祝）
　　　　　　　　→１０日（水）１８:３０～　事務局
■幹事報告
・報告事項
１．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
２．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、L 有富正治、L
　石川 稔
３．第２回献血奉仕活動
　１月３１日（日）１０:００～　イオン新居浜駐車場
　（献血者） 受付者１３５名、採血者１２１名、不採血者１４名
　（臓器移植カード配布数）２５０枚
　（参加者）L 伊藤嘉秀、L 古川貴章、L 大上幸雄、L 能
　瀬伸一、L小野周平、L続木剛、L橋田信一郎、L有富正治、
　L 真鍋憲夫、L 福山　宏、L 天野　淳、L 山下邦俊、L
　鈴木雅志、L 塩見秀晴、L 外山貴一、L 徳村　明、L 近
　藤充徳、L近藤盛文、L篠原大蔵、L高木泰斉　２０名
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：伊藤嘉秀会長、大上幸雄幹事、L 石川敏則、L
　石川 稔、L真鍋憲夫

タイムカプセル埋設式

　来たる２月２８日に閉館を迎える
我ユアーズは、昭和、平成、令
和とご婚礼、企業の研修会、学
校、地域の忘新年会、同窓会等
様々なジャンルの催事の中心的会
場として市民の皆様に愛されて参

りました。
　本日迄、大過なく諸行事を運営してこられました
事を、我会館の礎を築いてこられた多くの先輩職
員の方々、一緒に苦楽を分ち合ってきた同僚になり
かわりまして心より御礼申し上げます。誠にありがと
うございました。
　私は、昭和５４年住友化学生活協同組合に入協
し、その後コープ会館に配属されました。
振り返りますと、ブライダル関係には一切見識の無
い私は、ひたすら目の前の仕事に専念しておりまし
たが、２年後、村上博昭さんが同館に配属されて
参りました。
　甲子園で準優勝された、エースの村上さんと同
僚として、これからコープ会館を発展させていく事
に、当時２０代前半であった私は大きな夢と希望を
抱いていたものでした。
昭和５５年９月２５日コープ会館からブライダルプラ
ザコープ会館に名称を変更し東予最大規模を有
し、メインホールが５か所、一日１５組の挙式が行
われ土日合せて３０組の挙式は年間組数愛媛県１
位の時代が長く続く人気の式場でした。

　又、挙式以外の有名歌手のディナーショーやス
ポーツ選手、著名人の講演会も各種行われ朝から
夜遅くまで、村上さん達同僚と運営の準備、挙式、
翌日の手配とスポーツで鍛えた体力を糧に我を忘れ
て、仕事に没頭した事を今も懐かしく思い出すこと
があります。
　無我夢中の４年間が過ぎた２８才の時、最年少
で新居浜ライオンズクラブに入会させていただきまし
た。昨年池田さんが２７才で入会され、更に新進
気鋭のメンバーが生まれた事を大変うれしく思って
います。
　例会場も１９８１年（昭和５６年）１月からヤクルト
会館より当時のブライダルプラザコープ会館に会場
が移転され、現在まで約４０年が経過いたしました。

従いまして、私と村上博昭さんのコープ会館
配属とほぼ同時期に新居浜ライオンズクラブ
の例会が我ビギニング　ユアーズ（旧コープ
会館）で実施される事になったのです。
　我人生を振り返る時、人との出会いや縁
がその後の人生に影響する事を深く感じる様
になりました。
例会場がコープ会館に移転された当時、会
長は故藤井義春さんでしたが会員数も７８名
と大世帯でした。そして、私は昭和６０年３月、

５．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
　出席者：後藤達也第二副会長、大上幸雄幹事、金田青
　少年委員長、L有富正治
６．中萩小学校タイムカプセル埋設式
　２月１８日（木）１０:３０～ 中萩小学校
　出席者：伊藤嘉秀会長、大上幸雄幹事、L 有富正治、L
　石川 稔、L続木剛、L土岐計一、L土岐敏勝
７．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
　出席者：伊藤嘉秀会長、大上幸雄幹事、L石川稔
８．リーガロイヤルホテル新居浜例会場経費について
９．２月第一例会、第二例会の出席報告は全員出席とさせて
　いただきます。
■委員会報告
計画財務委員会
　年末商戦皆様のご協力、誠にありがとうございました。
　４月の家族会ですが、現在の状況を鑑みて、新居浜市内の

　屋外で開催予定です。また詳細が決まり次第、ご連絡させ
　ていただきます。
ＭＣ広報委員会
　１月・２月と例会が中止になり・例年開催されていた行事も中
　止が多く広報誌に掲載する記事が不足しております。つきま
　しては各委員会に、原稿をお願いしますので、委員長様よろ
　しくお願いいたします。
青少年委員会
　タイムカプセル埋設式の案内が続 と々届いております。
　ご都合のつく方は、ご参加の程よろしくお願いいたします。
保健福祉委員会
　１月３１日の第２回献血にご協力いただきまして、誠にありがと
　うございました。次回の献血もよろしくお願いいたします。

※ 審議事項につきまして異議のある方は事務局までご連絡お
願いいたします。
ご連絡がない場合はご承認頂いたものとさせていただきます。

スポンサー藤井義春さんのもと入会させて頂きまし
た。
　藤井先生の後継者が永易明洋さんです。先生
方には、入会時より、よく飲みに連れていって頂き
ました。
　ライオンズクラブの活動の事、仕事へのアドバイ
ス、人材の発掘、育成方法又、社会人としてのマ
ナー、人脈の重要性など、今にして思えば貴重な
時間をご一緒させて頂きました。
私にとって最も尊敬する恩人の方々です。
その様な原点があればこそ、未熟な私ではありま
すが、ライオンズクラブの活動の中で少しずつ人間
として成長することができ、メンバー皆様のご支援

があって、平成２８年第５６代会長を無事務める事
ができました。当時、幹事の伊藤龍一さん、会計
の故岡田賢二さんには大変お世話になりました。
　又、令和２年、記念すべき結成６０周年記念式
典においては、伊藤会長より在籍３５年の感謝状を
頂きました。様々な記憶を残しながら、ここに我ユ
アーズも諸般の事情により、地域社会の皆様、メン
バーの皆様の御愛顧の思い出と温かい惜別の声に
て、徐々に幕を降ろしてまいります。
　伊藤嘉秀会長を中心に、又、新田第一副会長
そして後藤第二副会長と襷を繋いでいきますが新
居浜ライオンズクラブが更に発展し、積極的なウィ
サーブ活動が展開できることを確信しております。
本当にありがとうございました。
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会長スローガン「Our service survives.」

■審議事項
　なし
■幹事報告
・報告事項
１．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
　出席者：後藤達也第二副会長、大上幸雄幹事、金田青少
　年委員長、L有富正治
２．中萩小学校タイムカプセル埋設式
　２月１８日（木）１０:３０～ 中萩小学校
　出席者：伊藤嘉秀会長、大上幸雄幹事、L 有富正治、L
　石川 稔、L続木剛、L土岐敏勝
３．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
　出席者：伊藤嘉秀会長、大上幸雄幹事、金田智行青少年
　委員長、L有富正治、L石川 稔
４．北中学校タイムカプセル埋設式
　２月２５日（木）１１:４０～ 北中学校
　出席者：伊藤嘉秀会長、大上幸雄幹事、L 青野泰介、L
　能瀬伸一、L山下邦俊
５．ひびき分校タイムカプセル埋設式
　２月２５日（木）１３:１５～ ひびき分校
　出席者：伊藤嘉秀会長、大上幸雄幹事、L有富正治
６．川東中学校タイムカプセル埋設式
　３月１日（月）１４:１０～ 川東中学校

　出席者　確認中
７．泉川小学校タイムカプセル埋設式
　３月８日（月）１３:５５～ 泉川小学校
　出席者　確認中
８．多喜浜小学校タイムカプセル埋設式
　３月９日（火）１０:２５～ 多喜浜小学校
　出席者　確認中
９．大生院小学校タイムカプセル埋設式
　３月９日（火）１４:０５～ 大生院小学校
　出席者　確認中
10．角野小学校タイムカプセル埋設式
　３月９日（火）１４:２０～ 角野小学校
　出席者　確認中
11．次期役員指名会を３月第一例会で行うことを通知致します。
12．新居浜ひうち LC 結成 25 周年記念大会につきましてクラ
　ブ内開催のお知らせをいたしましたが、１Ｚは三役が出席す
　ることと変更になりました。
13.  2021 年ライオンズクラブ国際大会はバーチャル開催になりま
　した。（6月25日～ 29日開催予定）
14． 岡部歩乃佳後援会は 2021 年 1 月より休会することになりま
　した。
■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

第1450回  2 月第二例会
2月 24日（水） （書面例会）

2 月理事・委員長会
2月 8日（月）18:30～ 商工会館3F

　　　　　
タイムカプセル埋設式

第 2 回献血奉仕活動に参加して
保健福祉委員会　篠 原  大 蔵　　　日時：令和 3年 1月 31 日（日）10:00 ～　場所：イオンモール新居浜
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

　1 月 31 日、日曜日イオンモール
新居浜駐車場にて行われました献
血事業に参加してまいりました。
　新型コロナウィルスが蔓延する
影響で全国的に献血が不足して
いる中、こうした事業を開催する

ことは素晴らしいと思います。
　当日は献血者が集まるか不安に思っておりました
が多くの市民が献血に参加してくださいました。
普段よりは出席者が少ないとお聞きしましたがコロナ
禍の中と思うと、感謝してもしきれない思いです。
　血液は人工的に作り出せない為、定期的に献血
が集まらないと救える命が救えません。こうした事
業は実際の成果は目に見えにくいかもしれません
が、確実に世のためになっていると確信します。
　また、日本赤十字の方が事業途中に「新居浜ラ
イオンズさんはどのようなお礼をお渡ししているので
すか？」と質問され、中身をお見せしたところ抗菌
のウェットティッシュを渡していることに感銘を受けて
おられました。「いつもはティッシュですが、次回か

らこの抗菌のウェットティッシュも候補にあげてみま
す。」と仰っておられて、新居浜ライオンズの事業
が日本赤十字の活動にもいい議論を提供したのだ
と、自分たちの団体が他の奉仕団体に影響を与え
たことを嬉しく思います。
　今後も様々な奉仕の機会に参加し、新居浜のた
めに日本のために活動していきたいと思います。
素晴らしい事業に参加させていただき、ありがとう
ございました。

■審議事項
１．１月第二夜間例会決算報告について
２．２月第二（１Ｚ合同）夜間例会予算案、決算報告
　　について
３．年末商戦決算報告について
４．えひめ学園和太鼓演奏衣装製作予算案について
５．藤縄洲二さんご令室様ご逝去生花代支出について
　  ２２,０００円
６．近藤充徳さんご母堂様ご逝去生花代支出について
　  ２２,０００円
７．委員会開催日の変更について
　保健福祉委員会２月１１日（木･祝）
　　　　　　　　→１０日（水）１８:３０～　事務局
■幹事報告
・報告事項
１．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
２．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、L 有富正治、L
　石川 稔
３．第２回献血奉仕活動
　１月３１日（日）１０:００～　イオン新居浜駐車場
　（献血者） 受付者１３５名、採血者１２１名、不採血者１４名
　（臓器移植カード配布数）２５０枚
　（参加者）L 伊藤嘉秀、L 古川貴章、L 大上幸雄、L 能
　瀬伸一、L小野周平、L続木剛、L橋田信一郎、L有富正治、
　L 真鍋憲夫、L 福山　宏、L 天野　淳、L 山下邦俊、L
　鈴木雅志、L 塩見秀晴、L 外山貴一、L 徳村　明、L 近
　藤充徳、L近藤盛文、L篠原大蔵、L高木泰斉　２０名
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：伊藤嘉秀会長、大上幸雄幹事、L 石川敏則、L
　石川 稔、L真鍋憲夫

■審議事項
１．１月第二夜間例会決算報告について
２．２月第二（１Ｚ合同）夜間例会予算案、決算報告について
３．年末商戦決算報告について
４．えひめ学園和太鼓演奏衣装製作予算案について
５．藤縄洲二さんご令室様ご逝去生花代支出について

　２２，０００円
６．近藤充徳さんご母堂様ご逝去生花代支出について
　２２，０００円
７．委員会開催日の変更について
保健福祉委員会２月１１日（木･祝）→１０日（水）１８：３０～事務局
■幹事報告
・報告事項

５．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
　出席者：後藤達也第二副会長、大上幸雄幹事、金田青
　少年委員長、L有富正治
６．中萩小学校タイムカプセル埋設式
　２月１８日（木）１０:３０～ 中萩小学校
　出席者：伊藤嘉秀会長、大上幸雄幹事、L 有富正治、L
　石川 稔、L続木剛、L土岐計一、L土岐敏勝
７．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
　出席者：伊藤嘉秀会長、大上幸雄幹事、L石川稔
８．リーガロイヤルホテル新居浜例会場経費について
９．２月第一例会、第二例会の出席報告は全員出席とさせて
　いただきます。
■委員会報告
計画財務委員会
　年末商戦皆様のご協力、誠にありがとうございました。
　４月の家族会ですが、現在の状況を鑑みて、新居浜市内の

　屋外で開催予定です。また詳細が決まり次第、ご連絡させ
　ていただきます。
ＭＣ広報委員会
　１月・２月と例会が中止になり・例年開催されていた行事も中
　止が多く広報誌に掲載する記事が不足しております。つきま
　しては各委員会に、原稿をお願いしますので、委員長様よろ
　しくお願いいたします。
青少年委員会
　タイムカプセル埋設式の案内が続 と々届いております。
　ご都合のつく方は、ご参加の程よろしくお願いいたします。
保健福祉委員会
　１月３１日の第２回献血にご協力いただきまして、誠にありがと
　うございました。次回の献血もよろしくお願いいたします。

※ 審議事項につきまして異議のある方は事務局までご連絡お
願いいたします。
ご連絡がない場合はご承認頂いたものとさせていただきます。

１．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
２．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、L有富正治、L石川
　稔
３．第２回献血奉仕活動
　１月３１日（日）１０：００～　イオン新居浜駐車場
　（献血者） 受付者１３５名、採血者１２１名、不採血者１４名
　（臓器移植カード配布数）２５０枚
　（参加者）：L伊藤嘉秀、L古川貴章、L大上幸雄、L能瀬伸一、
　L小野周平、L続木 剛、L橋田信一郎、L有富正治、L真鍋憲
　夫、L福山　宏、L天野　淳、L山下邦俊、L鈴木雅志、L塩見
　秀晴、L外山貴一、L徳村　明、L近藤充徳、L近藤盛文、L篠
　原大蔵、L高木泰斉　２０名
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：伊藤嘉秀会長、大上幸雄幹事、L石川敏則、L石川稔
　、L真鍋憲夫
５．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
　出席者　確認中
６．中萩小学校タイムカプセル埋設式
　２月１８日（木）１０：３０～　中萩小学校
　出席者：伊藤嘉秀会長、大上幸雄幹事、L有富正治、L石川
　稔、L続木剛、L土岐計一、L土岐敏勝
７．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
　出席者：伊藤嘉秀会長、大上幸雄幹事、L石川 稔
８．リーガロイヤルホテル新居浜例会場経費について
■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

　今号は、これまで大変お世話になりましたユアーズさんの事に関して鈴木さ
んから感慨深い文章をいただいております。
私も約２８年前、２５歳の時にユアーズさんで結婚式をさせていただきました。
それからもライオンズクラブに仕事に、ユアーズさんには本当に良くしていただ
きました。有難うございます。
　さて、例会が２か月間休みとなり、行事も軒並み中止。当委員会としても記事
が不足して来ております。皆さまの自由投稿にて紙面を作成していく予定です。
ご協力をお願いします。　　　　MC・広報委員長　福山　宏

編集後記

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 (2月分 )

６１
１４
２８
４７
１５０

6
4
0
24
34

0
10,000

0
1,533
11,533

100.0
78.6
60.7
71.3
77.7

100.0
82.2
80.4
95.8
89.6

名 ％ ％ Ｈ 円

BIRTHDAY &  MARRIAGE

3月 誕生日おめでとうございます
　伊藤久門、大上幸雄、近藤眞而、妹尾光章
　高橋在錫、中田君江、新田久司、林　幸央

3 月結婚記念日おめでとうございます
　有富正治、河端信人、近藤眞而、近藤充徳
　妹尾光章

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 3回ガバナー諮問委員会、ゾーンレベル会員委員会
　３月　６日（土）17:00 ～　グラッツェふじ
新居浜ひうち LC25 周年記念ゴルフ大会
　３月２０日（土）滝の宮カントリークラブ
新居浜ひうち LC25 周年記念式典
　３月２１日（日）11:00 ～　グラッツェふじ
　

行  事  予  定

■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.

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

2月 14日 ( 日 )　新居浜CC

佐 伯 澄 男

真 鍋 憲 夫

今 村 　忍

村 上 博 昭

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

５０
４１
４４
５１

５１
４３
３５
５９

３６.０
１８.３
５.７
２４.３

１０１
８４
７９
１１０

６５.０
６５.７
７３.３
８５.７

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

ホテル

３月第２例会 ３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 ３月　１日（月）18:30 ～ 事務局
青少年委員会 ３月　２日（火）18:30 ～ 事務局
計画財務委員会 ３月　３日（水）18:30 ～ 事務局
MC 広報委員会 ３月　４日（木）18:30 ～ 事務局
保健福祉委員会 ３月１１日（水）18:30 ～ 事務局
会員会則委員会 ３月２２日（月）18:30 ～ 事務局
出席大会委員会 ３月２５日（木）18:30 ～ 事務局
・クラブ・その他行事予定
川東中学校タイムカプセル埋設式　
　３月　１日（月）  14:10 ～　川東中学校
泉川小学校タイムカプセル埋設式　
　３月　８日（月）  13:55 ～　泉川小学校
多喜浜小学校タイムカプセル埋設式　
　３月　９日（火）  10:25 ～　多喜浜小学校
大生院小学校タイムカプセル埋設式　
　３月　９日（火）  14:05 ～　大生院小学校
角野小学校タイムカプセル埋設式
　３月　９日（火）14:20 ～　角野小学校
垣生小学校タイムカプセル埋設式
　３月１１日（木）14:00 ～　垣生小学校
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　　３月１４日（日）9:00 ～  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　　　３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　

 会長
アクト を巡る１０年の足跡

２０１8年度の伊藤龍一会長のアクト。
新居浜市で働き暮らす海外の人達と市民の交
流のために設立したばかりの国際交流センタ
ーへ事務机4台、椅子4脚、案内サイン1式を寄
贈。国際交流協会のHPを勉強のために拝見
してみますと、多文化共生の街作りのために、
多種多様なイベントやセミナーを開催されてい
ます。
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タイムカプセル埋設式

■審議事項
１．１月第二夜間例会決算報告について
２．２月第二（１Ｚ合同）夜間例会予算案、決算報告
　　について
３．年末商戦決算報告について
４．えひめ学園和太鼓演奏衣装製作予算案について
５．藤縄洲二さんご令室様ご逝去生花代支出について
　  ２２,０００円
６．近藤充徳さんご母堂様ご逝去生花代支出について
　  ２２,０００円
７．委員会開催日の変更について
　保健福祉委員会２月１１日（木･祝）
　　　　　　　　→１０日（水）１８:３０～　事務局
■幹事報告
・報告事項
１．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
２．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、L 有富正治、L
　石川 稔
３．第２回献血奉仕活動
　１月３１日（日）１０:００～　イオン新居浜駐車場
　（献血者） 受付者１３５名、採血者１２１名、不採血者１４名
　（臓器移植カード配布数）２５０枚
　（参加者）L 伊藤嘉秀、L 古川貴章、L 大上幸雄、L 能
　瀬伸一、L小野周平、L続木剛、L橋田信一郎、L有富正治、
　L 真鍋憲夫、L 福山　宏、L 天野　淳、L 山下邦俊、L
　鈴木雅志、L 塩見秀晴、L 外山貴一、L 徳村　明、L 近
　藤充徳、L近藤盛文、L篠原大蔵、L高木泰斉　２０名
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：伊藤嘉秀会長、大上幸雄幹事、L 石川敏則、L
　石川 稔、L真鍋憲夫

■審議事項
１．１月第二夜間例会決算報告について
２．２月第二（１Ｚ合同）夜間例会予算案、決算報告について
３．年末商戦決算報告について
４．えひめ学園和太鼓演奏衣装製作予算案について
５．藤縄洲二さんご令室様ご逝去生花代支出について

　２２，０００円
６．近藤充徳さんご母堂様ご逝去生花代支出について
　２２，０００円
７．委員会開催日の変更について
保健福祉委員会２月１１日（木･祝）→１０日（水）１８：３０～事務局
■幹事報告
・報告事項

５．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
　出席者：後藤達也第二副会長、大上幸雄幹事、金田青
　少年委員長、L有富正治
６．中萩小学校タイムカプセル埋設式
　２月１８日（木）１０:３０～ 中萩小学校
　出席者：伊藤嘉秀会長、大上幸雄幹事、L 有富正治、L
　石川 稔、L続木剛、L土岐計一、L土岐敏勝
７．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
　出席者：伊藤嘉秀会長、大上幸雄幹事、L石川稔
８．リーガロイヤルホテル新居浜例会場経費について
９．２月第一例会、第二例会の出席報告は全員出席とさせて
　いただきます。
■委員会報告
計画財務委員会
　年末商戦皆様のご協力、誠にありがとうございました。
　４月の家族会ですが、現在の状況を鑑みて、新居浜市内の

　屋外で開催予定です。また詳細が決まり次第、ご連絡させ
　ていただきます。
ＭＣ広報委員会
　１月・２月と例会が中止になり・例年開催されていた行事も中
　止が多く広報誌に掲載する記事が不足しております。つきま
　しては各委員会に、原稿をお願いしますので、委員長様よろ
　しくお願いいたします。
青少年委員会
　タイムカプセル埋設式の案内が続 と々届いております。
　ご都合のつく方は、ご参加の程よろしくお願いいたします。
保健福祉委員会
　１月３１日の第２回献血にご協力いただきまして、誠にありがと
　うございました。次回の献血もよろしくお願いいたします。

※ 審議事項につきまして異議のある方は事務局までご連絡お
願いいたします。
ご連絡がない場合はご承認頂いたものとさせていただきます。

１．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
２．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、L有富正治、L石川
　稔
３．第２回献血奉仕活動
　１月３１日（日）１０：００～　イオン新居浜駐車場
　（献血者） 受付者１３５名、採血者１２１名、不採血者１４名
　（臓器移植カード配布数）２５０枚
　（参加者）：L伊藤嘉秀、L古川貴章、L大上幸雄、L能瀬伸一、
　L小野周平、L続木 剛、L橋田信一郎、L有富正治、L真鍋憲
　夫、L福山　宏、L天野　淳、L山下邦俊、L鈴木雅志、L塩見
　秀晴、L外山貴一、L徳村　明、L近藤充徳、L近藤盛文、L篠
　原大蔵、L高木泰斉　２０名
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：伊藤嘉秀会長、大上幸雄幹事、L石川敏則、L石川稔
　、L真鍋憲夫
５．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
　出席者　確認中
６．中萩小学校タイムカプセル埋設式
　２月１８日（木）１０：３０～　中萩小学校
　出席者：伊藤嘉秀会長、大上幸雄幹事、L有富正治、L石川
　稔、L続木剛、L土岐計一、L土岐敏勝
７．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
　出席者：伊藤嘉秀会長、大上幸雄幹事、L石川 稔
８．リーガロイヤルホテル新居浜例会場経費について
■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


