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新居浜ライオンズクラブ結成60周年記念事業「明るい未来へ繋ぐタイムカプセル寄贈」
タイムカプセル埋設式参加御礼状

　今年度は高知での年次大会も無事に開催されました。私は仕事の為、参加するこ
とが出来なかったのですが参加された皆さんはコロナ禍の事を考慮して宿泊も取り止
めて、日帰りで記念ゴルフ、執行部の方々は再び翌日に日帰りで年次大会に向かった
という事で大変ご苦労されたと聞いております。年次大会といえば宿泊して皆で食事
をし、親交を更に深める楽しいイベントで有ったのですが今や主催側も参加側も厳し
い状況になっている様子です。
　例会も開催出来ていない状況ですが会長より「この様な状況の中、唯一、会員間
のコミュニケーションとなっているのが会報誌です。」と有難いお言葉をいただき、また
アワードで金賞もいただき、当委員会としては大変誇らしい気持ちになりました。
今年度も残り少ないですが皆さん、元気良く行きましょう。
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
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 会長
アクト を巡る１０年の足跡２０１6年度の鈴木雅志会長のアクトです。

四肢の不自由な人たちがトレーニングに使用するリハビリ器具は
非常に高価なようです。青少年委員会さんと知恵を絞り、新居浜
高等専門学校の生徒さんに協力を仰ぎ制作いただいたリハビリ
器具各種8セットを新居浜特別支援学校川西分校に寄贈したと
きの写真です。

http://204-lc.club
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新 居 浜
新居浜中央
新居浜別子
新居浜ひうち

計
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5月 誕生日おめでとうございます
　有富正治、池田拳成、宇野博文、鈴木雅志
　村上博昭、続木　剛

5 月結婚記念日おめでとうございます
　石川　稔、大上幸雄、大竹崇夫、鴛田宗司
　神野雄太、徳村　明、福山　宏、古川貴章
　真木泰彦、秋山周三

ゾーン・地区・国際協会の動きゾーン・地区・国際協会の動き
次期会員手帳作成打合会
　5月１1日（火）13:30 ～　新居浜商工会館 3F
第 67 回ライオンズ国際協会 336 複合地区年次大会　中止
　5月２３日（日）
２Ｒ年次会合　中止
次期準備理事・委員長会ジョン会議　未定
　５月３０日（日）

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

4月 10日 ( 日 )　黒潮CC

青 野 泰 介

佐 伯 澄 男

宇 野 博 文

古 川 貴 章
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・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会 ５月１０日（月）18:30 ～ 商工会館 3F
５月第 1例会 ５月１２日（水）（書面例会）
５月第２例会 ５月２６日（水）12:15 ～ リーガロイヤルホ

テル新居浜

・委員会
MC広報委員会 ５月　６日（木）18:30 ～ 事務局
計画財務委員会 ５月　７日（金）18:30 ～ 事務局
環境保全委員会 ５月１０日（月）18:00 ～ 事務局
青少年委員会 ５月１１日（火）18:30 ～ 事務局
保健福祉委員会 ５月１３日（木）18:30 ～ 事務局
会員会則委員会 ５月２４日（月）18:30 ～ 事務局
出席大会委員会 ５月２７日（木）18:30 ～ 事務局
・クラブ・その他行事予定
第３回愛リバー・愛ロード清掃奉仕
　５月　９日（日）7:00 ～　中止
第３回献血奉仕　
　５月１６日（日）10:00 ～　イオンモール新居浜
　※赤十字センターが実施し、当クラブは記念品の提供のみ
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　　５月 9日（日） 10:18 ～　　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　　　5月 28 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　

４月理事・委員長会
4月 12日（月）18:30～ 商工会館3F

　　　　　
第６７回336-A地区年次大会に参加して

第一副会長　 新 田  久 司　　　　日時：令和 3年 4月 11 日（日）　場所：高知三翆園　　　　　　　　
　　　　　　　　　　        　

　４月１１日（日）地区年次大会（高知
大会）に伊藤会長、大上幹事、大竹
会計、青野副幹事、加藤会計と私
の６人で参加して代議員投票をし
て参りました。
今回はコロナの感染が拡大の中で本

当に年次大会をするのかとちょっと驚きと不安で、出
来れば今回参加した全員が中止にしてもらえればと
思いながら投票するためだけに高知まで約２時間掛
けて式典会場まで行きました。
　会場は一応感染対策はしていましたが、もの凄く
密で危険を感じて約５分で会場の外に出ました。
その後、入口で記念撮影をしてまた約２時間掛けて
新居浜に帰って来ました。
　今回感じたことは電子投票にするとか、こんな時
期はもっと色々やり方もあるのではないでしょうか？
　新居浜ＬＣは６人行きましたが、その他のクラブは
参加していないクラブも多数あったようで、もし大会
に参加して感染でもするとライオンズクラブどころで
はないとつくづく感じました。
　という事で、福山ＭＣ広報委員長に原稿と写真を
頼まれていましたがこのようなことでかくことがあまり

ありません。
　また写真も２枚位しか撮る事が出来ませんでした。
来年はコロナが収束して前日のゴルフ大会から宿泊
し、参加メンバーと懇親会もして楽しい地区年次大
会になることを願っています。
追伸：地区ガバナーズアワードは新居浜ライオンズ
クラブはガバナー特別賞を始め多数獲得していたこ
とをご報告いたします。

今回

●会長挨拶　伊藤嘉秀会長
●審議事項
１．４月第二例会開催の変更について
（変更前）４月２５日（日）第二例会、家族会
　１１：００～マリンパーク新居浜
（変更後）４月２８日（水）第二例会
　１２：１５～リーガロイヤルホテル新居浜
２．えひめ学園和太鼓演奏衣装製作決算報告について
３．新居浜市国際交流協会理事の推薦について
　（令和２年度末任期満了のため）
４．委員会開催日の変更について
・環境保全委員会
　５月３日（月･祝）→１０日（月）１８：００～　事務局
・青少年委員会
　５月４日（火･祝）→１１日（火）１８：３０～　事務局
・計画財務委員会
　５月５日（水･祝）→　７日（金）１８：３０～　事務局
５．第３回愛リバー・愛ロード予算案について　５月９日（日）
●報告事項
１．春の全国交通安全運動「人の輪」
　４月６日（火）１０：３０～平形橋東詰北側歩道上
　出席者：L伊藤嘉秀、L大上幸雄、L石川稔、L後藤達也、
　　　L近藤盛文、L塩見秀晴、L白石誠一、L古川貴章

２．ライオンズクラブ国際協会 336-A 地区年次大会
　・記念ゴルフ大会　
　　　４月１０日（土）１２名　黒潮カントリークラブ
　・年次大会式典　高知三翆園
　　　４月１１日（日）代議員６名（現･次期三役）のみ出席
３．新居浜 LCメンバーによるタイムカプセルについて
　５月第２６日（水）第二例会までにカプセルに入れる原稿の提
　出をお願いいたします。
４．市役所向かい歩道上クラブ植樹イチョウの木の伐採につい
　て
５．第４期会費引落について　４月１５日（木）
　第４期会費４３，０００円より下記の返金、徴収を調整させて頂
　きます。
　① 新居浜ひうち LC25 周年記念大会登録料返金　　　　
　　１０，０００円（全員）
② 新居浜ひうち LC25 周年記念ゴルフ大会登録料徴収　　
　　５，０００円（参加者）
③ 地区年次大会登録料徴収　８，０００円（参加者）
④ 地区年次大会記念ゴルフ大会登録料徴収　　　　　　
　　５，０００円（参加者）
●委員会報告
計画財務委員会 家族会中止について
ＭＣ広報委員会　会報誌原稿の依頼
青少年委員会　えひめ学園はっぴ寄贈お礼について
保健福祉委員会　献血 5/2→5/16に変更
環境保全委員会　愛リバー・アイロード清掃奉仕 5月9日



会長スローガン「Our service survives.」

6 .  3 .

第1454回  4 月第二例会
4月 28日（水）（書面例会）

　　　　　春の全国交通安全運動「人の輪」
日時：令和 3年 4月 6日（火）10:30 ～　場所：平形橋歩道　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

●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

　第 67 回地区年次大会 記念ゴル
フ大会が４月１０日（土）kochi 黒潮
カントリークラブ（高知）にて開催さ
れました。
早朝７時前に総勢１２名が４台の車
に乗り合わせ新居浜を出発しました。

　スタート時刻が 30 分弱早まり（コロナの影響でキ
ャンセル発生）ましたが、各車とも早目の出発をして
いたため遅れることなく対応でき安堵したところで
す。
　当日は晴天に恵まれ広々とした黒潮カントリークラ
ブで思いっ切りクラブを振ることができ、気持ちよくラ
ウンドすることができました。
　太平洋に向かってのショットは気持ちよく、ゴルファ
ーのまた行きたいゴルフ場の上位を占めていること
は納得できます。
　成績は永易明洋ライ

オンさんが 9 位入賞、伊藤嘉秀会
長、古川貴章直前会長が見事に飛賞を獲得されま
した。おめでとうございます。
　毎回優勝含め上位入賞されている村上博昭ライ

オンは
ロストボールもあり、運の無い 1 日となり118 位に沈

没しました。
　また、当クラブの月例コンペも兼ねて開催しました
がハンディに恵まれて小生が初めての優勝をさせて
いただきました。
　同伴者の永易さま、村上さま、年寄りの手を引き、
背を押していただき、お陰さまで完走できましたこと
に御礼申し上げます。
　優勝の副賞としてこの原稿を書かせていただい
ています。
参加されたメンバーの皆さま、遠征ゴルフお疲れさま
でした。また、青野ゴルフ部会長さま大変お世話に
なりました。

　　　　　第67回地区年次大会ゴルフ大会に参加して
青少年委員会　宇 野  博 文　　　日時：令和 3年 4月 10 日（土）　場所：kochi 黒潮カントリークラブ　
　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

に乗

地区ガバナーズアワード受賞
●ガバナー特別賞　　
●事業資金獲得賞   金賞
●グッドスタンディング賞  金賞
●特別クラブ功労賞
●会員増強賞   銀賞
●公式行事出席優秀賞  金賞
●CQI（クラブ活性化計画）実行賞 銀賞
●クラブ会報優秀賞  金賞
●ライオンズ情報特別賞
●青少年指導優秀賞  金賞

●ライオンズクエスト奨励賞 金賞
●４大社会奉仕賞
　妊孕性署名･ドナー休暇制度 努力賞
●環境保全賞   努力賞
●保健福祉賞
　献眼･献血協力部門  努力賞
●アラート賞
　救援対策部門賞  貢献賞
　アラート委員会活動  優秀賞
●同好会優秀賞   　金賞

■会長挨拶　伊藤嘉秀会長
　会員の皆様には、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、愛媛県下で第４波となる新型コ
ロナウィルス感染症の感染が拡大し、複数

　 の市町でクラスターが発生する状況となりま
した。
　新居浜市におきましても多数発症者が確認され、数多くの
方がＰＣＲ検査を行っている日が続いています。こうした現状
は、１月よりも危機的な状態であることから、先にご案内させて
頂きました通り、４月第１例会を中止せざるを得ない状況にな
りました。
　コロナ感染が始まって１年２ヶ月が経ちました。先日、ある冊
子で１歳半になるお孫さんの話題を書いた記事を読みまし
た。ようやくよちよち歩きを始め、片言喋りを始めるお孫さんは、
人間はマスクがつきものの生き物で、建物に入るときは手に消

毒液を掛けることが常識と認識しているようだと書かれてい
ました。
　長期に亘る感染予防の日常の中で生まれたお子さんに
は、そうだろうなと思いながら、あらためて終息の見えない
WITH COVID19 の生活を恨んでしまいます。
　そのような中ですが、４月には春の交通安全運動「人の
輪」が６日に行われ、９名の方々にご参加いただきました。ご
協力ありがとうございました。また、１０日には高知黒潮カントリ
ーにて地区年次大会のゴルフ大会が行われ、１２名の方々に
ご参加いただきました。
　本来でしたら、ゴルフのあと高知市に宿泊し、ミーティング
を兼ねた酒盛りを予定していましたが、直帰することに予定
変更したにも関わらず多くのご参加誠にありがとうございまし
た。
　更には、１１日に代議員６名で年次大会の投票に高知へ
お伺い致しました。
その時の大会誌にアワードの発表がされており、今年度は金
賞６件、銀賞２件、特別賞２件、功労賞１件、努力賞３件、優
秀賞１件、貢献賞１件の合計１６もの賞をいただき、すべての
委員会に賞をいただくことが出来ました。

　この数は会員皆さんがコロナ禍でありながらも、奉仕の精
神を忘れず、事業を推進していただいた成果です。本当に一
年間ありがとうございました。心より感謝申し上げます。
楽しみにしていた４月の家族会は中止とし、通常第２例会４月
２８日に戻しております。
　感染が収まれば、例会を開催し皆様のお顔を拝見させて
頂きたいと考えております。季節の変わり目です何卒、お身体
をご慈愛頂きましてお健やかにお過ごしください。
■審議事項
１．４月第二例会開催の変更について
　（変更前）４月２５日（日）第二例会、家族会
　　　１１：００～マリンパーク新居浜
　（変更後）４月２８日（水）第二例会
　　　１２：１５～リーガロイヤルホテル新居浜
　※家族会は中止です
２．えひめ学園和太鼓演奏衣装製作決算報告について
３．新居浜市国際交流協会理事の推薦について
　（令和２年度末任期満了のため）※伊藤龍一さん再推薦
４．委員会開催日の変更について
・環境保全委員会
　５月３日（月･祝）→１０日（月）１８：００～　事務局
・青少年委員会
　５月４日（火･祝）→１１日（火）１８：３０～　事務局
・計画財務委員会
　５月５日（水･祝）→７日（金）１８：３０～　事務局
５．第３回愛リバー・愛ロード予算案について　５月９日（日）
■幹事報告
・報告事項
１．春の全国交通安全運動「人の輪」
　４月６日（火）１０：３０～平形橋東詰北側歩道上
　出席者：Ｌ伊藤嘉秀、L大上幸雄、L石川稔、L後藤達也、
　　　　　L近藤盛文、L塩見秀晴、L白石誠一、L古川貴章

２．ライオンズクラブ国際協会 336-A 地区年次大会
　・記念ゴルフ大会
　　　４月１０日（土）１２名　黒潮カントリークラブ
　・年次大会　高知三翆園　
　　　４月１１日（日）代議員６名（現･次期三役）のみ出席 
３．新居浜 LCメンバーによるタイムカプセルについて
　５月第２６日（水）第二例会までにカプセルに入れる原稿の提出
　をお願いいたします。
４．市役所向かい歩道上クラブ植樹イチョウの木の伐採について
　※東予地方局より伐採した２本分は他の場所に新たに植える
　との連絡がありました。
５．第４期会費引落について　４月１５日（木）
　第４期会費４３，０００円より下記の返金、徴収を調整させて頂
　きます。
　① 新居浜ひうち LC25 周年記念大会登録料返金　　　　
　　１０，０００円（全員）
② 新居浜ひうちLC25 周年記念ゴルフ大会登録料徴収
　　５，０００円（参加者）
③ 地区年次大会登録料徴収　　８，０００円（参加者）
④ 地区年次大会記念ゴルフ大会登録料徴収
　　５，０００円（参加者）
６．４月第一例会の出席報告は全員出席とさせていただきます。
＜今後の予定＞
１．第３回愛リバー・愛ロード
　　５月　９日（日）７：００～商工会館周辺
２．第３回献血
　　５月１６日（日）１０：００～イオンモール新居浜駐車場
■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

　春の全国交通安全運動が行われ各種団体、各事業
所より多くの方々が参加し、「早めのライト点灯」
「シートベルト着用」「携帯・傘立て運転禁止」の交
通安全を呼びかけました。
　当クラブから伊藤嘉秀会長、古川貴章直前会長、
後藤達也第二副会長、大上幸雄幹事、近藤盛文ライ

オン、
塩見秀晴ライ

オン、石川 稔ライ
オン、白石誠一ライ

オンが参加しました。

　 ■会長挨拶　伊藤嘉秀会長
　気がつけば桜の花も葉桜に変わってし
まい、新居浜市の市花：ツツジが咲き誇
り、住友グループ発祥をイメージさせるサ
ツキの蕾も色付き始める季節となりまし
た。会員の皆様におかれましては、コロナ
ウィルスを避けながらも仕事に出ないわけ

　 にはいかず、ストレスの溜まる生活を余儀なく
されていることと存じます。
　第一例会を書面例会と致しましたが、感染の勢いは止まる
どころか新種とか二重変異と新手の攻撃手を繰り出し、勢い
は増すばかりの状態となっています。
　東予地域においても何とか囲い込みをとＰＣＲ検査の範囲
を広げて、毎日、多人数の方を調べますが、検査をすればす
るほど無症状の陽性者が現れ、最早老若男女どの業界から
も陽性者が出てくる現状となりました。
　しかしながら、発症者は、呼吸ができなくなって本当に苦し
い状態が続き死を覚悟したと言われています。みんな罹って
いるからと思わず、あなたの命、ご家族の命、社員様の命を
大切にするため、今暫く我慢していただき感染防御を念入り
に実行してください。
ワクチン接種は、もうそこまで来ています。
　現状を鑑みて、４月第二例会と５月第一例会の開催を中止
し、書面例会とさせていただきます。
運営上、誠に恐縮ですが、５月理事委員長会議と委員会は、
予定通り開催させていただきます。お身体に不安な方は、ご
欠席いただいても結構です。
　また、事務局に、白石康代事務員さんが、消毒液とマスク
を備えていただきました。みなさんでご使用下さい。

　例会でお会いできないため、ＭＣ広報委員会さんが手作り
で作って頂いている会報誌を同封致しました。
　会うことは出来ないけれど会員の方々が、活動されている
姿を読んでいただき、We Serve の精神とクラブ会員の絆を
切らさないようにお願い申し上げます。
　また、３月の新居浜ひうちライオンズクラブさんの結成２５周
年記念事業ですが、残念ながら縮小しての開催となり登録
料を返金されてきました。
　しかし、記念誌は、登録者全員分作成されたとして皆さん
に一冊ずつ頂きましたので同封させていただきます。
　会員の皆様が警戒期間を乗り越え、お元気な笑顔でお会
いできる日を衷心よりお待ち致しております。
■ 審議事項
　なし
■幹事報告
・ 報告事項
１．次期ＲＣ･ＺＣ･地区委員オリエンテーション
　４月２９日（木･祝）
　出席者：伊藤龍一次期ＺＣ　※１４:００～　リモート
２．第３回愛リバー・愛ロード　５月９日（日）　中止
３．第３回献血奉仕
　５月１６日（日）１０:００～　イオンモール新居浜駐車場
　※ 赤十字血液センターが実施し、当クラブは記念品の提供
　　のみ
４．４月第二例会の出席報告は全員出席とさせていただきます。
５．４月２９日（木）～５月５日（水）の間、事務局をお休みさせてい
　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
　　　　　　　

■

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

 4 .  5 .

南中学校　　   令和 3年 3月 12 日（金）　　　　　　　　　　　　　　　　        　

垣生小学校　　令和 3年 3月 11 日（木）　　　　　　　　　　
　　　　　　　　        　

別子中学校　　   令和 3年 3月 15 日（月）　　　　　　　　　　　　　　　        　

中萩中学校　　   令和 3年 3月 16 日（火）　　　　　　　　　　　　　　　　        　

新居浜ライオンズクラブ結成60周年記念事業「市内小中学校にタイムカプセル寄贈」
タイムカプセル埋設式

第1453回  4 月第一例会
4月 14日（水）（書面例会）

わたしのこだわり
出席大会委員会　加 藤  久 博　　　　        　

会員投稿：私のこだわり

　「城めぐり」
　私の次男が岡山県倉敷市で生
活するようになり、１年間に数回、
様子を見るために岡山県に行って
います。その度に岡山県内のお
城や観光地に足を運んでいます。
　特に私は城を見に行くのが好き

で、初めに行った城は岡山県高梁市にある、備中
松山城です。
雲海に包まれる幻想的な姿が見ることが出来る「天
空の城」として有名です。山城で天守閣まで山道
を３０分ほど歩いてたどり着く、難攻不落の城で「現
存１２天守」の一つで国指定重要文化財だそうで
す。
　岡山城と後楽園はイベント事に行っています。

桜満開の時期や夜間にはライトアップが行われ、庭
園は提灯などで照らされて、昼間とは一味違った
おもむきが何とも言えません。
　昨年は津山市に行きました。市の中心部に津山
城があります。鶴山に築いた平山城です。
再建された備中櫓まで登ると津山市が一望でき、
素晴らしい景観です。津山城の初代当主は、本
能寺の変で織田信長共に討ち死にした、森蘭丸の
弟の森忠政です。
　春には「さくら名所百選」に選ばれた西日本有
数の桜が咲き誇り、多くの人が訪れるそうです。
岡山県にはまだまだ多くの城跡があります。
　次は豊臣秀吉の水責めで有名な備中高松城に
行ってみようと思います。

■会長挨拶　伊藤嘉秀会長
　会員の皆様には、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、愛媛県下で第４波となる新型コ
ロナウィルス感染症の感染が拡大し、複数

　 の市町でクラスターが発生する状況となりま
した。
　新居浜市におきましても多数発症者が確認され、数多くの
方がＰＣＲ検査を行っている日が続いています。こうした現状
は、１月よりも危機的な状態であることから、先にご案内させて
頂きました通り、４月第１例会を中止せざるを得ない状況にな
りました。
　コロナ感染が始まって１年２ヶ月が経ちました。先日、ある冊
子で１歳半になるお孫さんの話題を書いた記事を読みまし
た。ようやくよちよち歩きを始め、片言喋りを始めるお孫さんは、
人間はマスクがつきものの生き物で、建物に入るときは手に消

毒液を掛けることが常識と認識しているようだと書かれてい
ました。
　長期に亘る感染予防の日常の中で生まれたお子さんに
は、そうだろうなと思いながら、あらためて終息の見えない
WITH COVID19 の生活を恨んでしまいます。
　そのような中ですが、４月には春の交通安全運動「人の
輪」が６日に行われ、９名の方々にご参加いただきました。ご
協力ありがとうございました。また、１０日には高知黒潮カントリ
ーにて地区年次大会のゴルフ大会が行われ、１２名の方々に
ご参加いただきました。
　本来でしたら、ゴルフのあと高知市に宿泊し、ミーティング
を兼ねた酒盛りを予定していましたが、直帰することに予定
変更したにも関わらず多くのご参加誠にありがとうございまし
た。
　更には、１１日に代議員６名で年次大会の投票に高知へ
お伺い致しました。
その時の大会誌にアワードの発表がされており、今年度は金
賞６件、銀賞２件、特別賞２件、功労賞１件、努力賞３件、優
秀賞１件、貢献賞１件の合計１６もの賞をいただき、すべての
委員会に賞をいただくことが出来ました。

　この数は会員皆さんがコロナ禍でありながらも、奉仕の精
神を忘れず、事業を推進していただいた成果です。本当に一
年間ありがとうございました。心より感謝申し上げます。
楽しみにしていた４月の家族会は中止とし、通常第２例会４月
２８日に戻しております。
　感染が収まれば、例会を開催し皆様のお顔を拝見させて
頂きたいと考えております。季節の変わり目です何卒、お身体
をご慈愛頂きましてお健やかにお過ごしください。
■審議事項
１．４月第二例会開催の変更について
　（変更前）４月２５日（日）第二例会、家族会
　　　１１：００～マリンパーク新居浜
　（変更後）４月２８日（水）第二例会
　　　１２：１５～リーガロイヤルホテル新居浜
　※家族会は中止です
２．えひめ学園和太鼓演奏衣装製作決算報告について
３．新居浜市国際交流協会理事の推薦について
　（令和２年度末任期満了のため）※伊藤龍一さん再推薦
４．委員会開催日の変更について
・環境保全委員会
　５月３日（月･祝）→１０日（月）１８：００～　事務局
・青少年委員会
　５月４日（火･祝）→１１日（火）１８：３０～　事務局
・計画財務委員会
　５月５日（水･祝）→７日（金）１８：３０～　事務局
５．第３回愛リバー・愛ロード予算案について　５月９日（日）
■幹事報告
・報告事項
１．春の全国交通安全運動「人の輪」
　４月６日（火）１０：３０～平形橋東詰北側歩道上
　出席者：Ｌ伊藤嘉秀、L大上幸雄、L石川稔、L後藤達也、
　　　　　L近藤盛文、L塩見秀晴、L白石誠一、L古川貴章

■

ロナ
の市

２．ライオンズクラブ国際協会 336-A 地区年次大会
　・記念ゴルフ大会
　　　４月１０日（土）１２名　黒潮カントリークラブ
　・年次大会　高知三翆園　
　　　４月１１日（日）代議員６名（現･次期三役）のみ出席 
３．新居浜 LCメンバーによるタイムカプセルについて
　５月第２６日（水）第二例会までにカプセルに入れる原稿の提出
　をお願いいたします。
４．市役所向かい歩道上クラブ植樹イチョウの木の伐採について
　※東予地方局より伐採した２本分は他の場所に新たに植える
　との連絡がありました。
５．第４期会費引落について　４月１５日（木）
　第４期会費４３，０００円より下記の返金、徴収を調整させて頂
　きます。
　① 新居浜ひうち LC25 周年記念大会登録料返金　　　　
　　１０，０００円（全員）
② 新居浜ひうちLC25 周年記念ゴルフ大会登録料徴収
　　５，０００円（参加者）
③ 地区年次大会登録料徴収　　８，０００円（参加者）
④ 地区年次大会記念ゴルフ大会登録料徴収
　　５，０００円（参加者）
６．４月第一例会の出席報告は全員出席とさせていただきます。
＜今後の予定＞
１．第３回愛リバー・愛ロード
　　５月　９日（日）７：００～商工会館周辺
２．第３回献血
　　５月１６日（日）１０：００～イオンモール新居浜駐車場
■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
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会長スローガン「Our service survives.」
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垣生小学校　　令和 3年 3月 11 日（木）　　　　　　　　　　
　　　　　　　　        　

別子中学校　　   令和 3年 3月 15 日（月）　　　　　　　　　　　　　　　        　

中萩中学校　　   令和 3年 3月 16 日（火）　　　　　　　　　　　　　　　　        　

新居浜ライオンズクラブ結成60周年記念事業「市内小中学校にタイムカプセル寄贈」
タイムカプセル埋設式

第1453回  4 月第一例会
4月 14日（水）（書面例会）

わたしのこだわり
出席大会委員会　加 藤  久 博　　　　        　

会員投稿：私のこだわり

　「城めぐり」
　私の次男が岡山県倉敷市で生
活するようになり、１年間に数回、
様子を見るために岡山県に行って
います。その度に岡山県内のお
城や観光地に足を運んでいます。
　特に私は城を見に行くのが好き

で、初めに行った城は岡山県高梁市にある、備中
松山城です。
雲海に包まれる幻想的な姿が見ることが出来る「天
空の城」として有名です。山城で天守閣まで山道
を３０分ほど歩いてたどり着く、難攻不落の城で「現
存１２天守」の一つで国指定重要文化財だそうで
す。
　岡山城と後楽園はイベント事に行っています。

桜満開の時期や夜間にはライトアップが行われ、庭
園は提灯などで照らされて、昼間とは一味違った
おもむきが何とも言えません。
　昨年は津山市に行きました。市の中心部に津山
城があります。鶴山に築いた平山城です。
再建された備中櫓まで登ると津山市が一望でき、
素晴らしい景観です。津山城の初代当主は、本
能寺の変で織田信長共に討ち死にした、森蘭丸の
弟の森忠政です。
　春には「さくら名所百選」に選ばれた西日本有
数の桜が咲き誇り、多くの人が訪れるそうです。
岡山県にはまだまだ多くの城跡があります。
　次は豊臣秀吉の水責めで有名な備中高松城に
行ってみようと思います。

■会長挨拶　伊藤嘉秀会長
　会員の皆様には、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、愛媛県下で第４波となる新型コ
ロナウィルス感染症の感染が拡大し、複数

　 の市町でクラスターが発生する状況となりま
した。
　新居浜市におきましても多数発症者が確認され、数多くの
方がＰＣＲ検査を行っている日が続いています。こうした現状
は、１月よりも危機的な状態であることから、先にご案内させて
頂きました通り、４月第１例会を中止せざるを得ない状況にな
りました。
　コロナ感染が始まって１年２ヶ月が経ちました。先日、ある冊
子で１歳半になるお孫さんの話題を書いた記事を読みまし
た。ようやくよちよち歩きを始め、片言喋りを始めるお孫さんは、
人間はマスクがつきものの生き物で、建物に入るときは手に消

毒液を掛けることが常識と認識しているようだと書かれてい
ました。
　長期に亘る感染予防の日常の中で生まれたお子さんに
は、そうだろうなと思いながら、あらためて終息の見えない
WITH COVID19 の生活を恨んでしまいます。
　そのような中ですが、４月には春の交通安全運動「人の
輪」が６日に行われ、９名の方々にご参加いただきました。ご
協力ありがとうございました。また、１０日には高知黒潮カントリ
ーにて地区年次大会のゴルフ大会が行われ、１２名の方々に
ご参加いただきました。
　本来でしたら、ゴルフのあと高知市に宿泊し、ミーティング
を兼ねた酒盛りを予定していましたが、直帰することに予定
変更したにも関わらず多くのご参加誠にありがとうございまし
た。
　更には、１１日に代議員６名で年次大会の投票に高知へ
お伺い致しました。
その時の大会誌にアワードの発表がされており、今年度は金
賞６件、銀賞２件、特別賞２件、功労賞１件、努力賞３件、優
秀賞１件、貢献賞１件の合計１６もの賞をいただき、すべての
委員会に賞をいただくことが出来ました。

　この数は会員皆さんがコロナ禍でありながらも、奉仕の精
神を忘れず、事業を推進していただいた成果です。本当に一
年間ありがとうございました。心より感謝申し上げます。
楽しみにしていた４月の家族会は中止とし、通常第２例会４月
２８日に戻しております。
　感染が収まれば、例会を開催し皆様のお顔を拝見させて
頂きたいと考えております。季節の変わり目です何卒、お身体
をご慈愛頂きましてお健やかにお過ごしください。
■審議事項
１．４月第二例会開催の変更について
　（変更前）４月２５日（日）第二例会、家族会
　　　１１：００～マリンパーク新居浜
　（変更後）４月２８日（水）第二例会
　　　１２：１５～リーガロイヤルホテル新居浜
　※家族会は中止です
２．えひめ学園和太鼓演奏衣装製作決算報告について
３．新居浜市国際交流協会理事の推薦について
　（令和２年度末任期満了のため）※伊藤龍一さん再推薦
４．委員会開催日の変更について
・環境保全委員会
　５月３日（月･祝）→１０日（月）１８：００～　事務局
・青少年委員会
　５月４日（火･祝）→１１日（火）１８：３０～　事務局
・計画財務委員会
　５月５日（水･祝）→７日（金）１８：３０～　事務局
５．第３回愛リバー・愛ロード予算案について　５月９日（日）
■幹事報告
・報告事項
１．春の全国交通安全運動「人の輪」
　４月６日（火）１０：３０～平形橋東詰北側歩道上
　出席者：Ｌ伊藤嘉秀、L大上幸雄、L石川稔、L後藤達也、
　　　　　L近藤盛文、L塩見秀晴、L白石誠一、L古川貴章

■

ロナ
の市

２．ライオンズクラブ国際協会 336-A 地区年次大会
　・記念ゴルフ大会
　　　４月１０日（土）１２名　黒潮カントリークラブ
　・年次大会　高知三翆園　
　　　４月１１日（日）代議員６名（現･次期三役）のみ出席 
３．新居浜 LCメンバーによるタイムカプセルについて
　５月第２６日（水）第二例会までにカプセルに入れる原稿の提出
　をお願いいたします。
４．市役所向かい歩道上クラブ植樹イチョウの木の伐採について
　※東予地方局より伐採した２本分は他の場所に新たに植える
　との連絡がありました。
５．第４期会費引落について　４月１５日（木）
　第４期会費４３，０００円より下記の返金、徴収を調整させて頂
　きます。
　① 新居浜ひうち LC25 周年記念大会登録料返金　　　　
　　１０，０００円（全員）
② 新居浜ひうちLC25 周年記念ゴルフ大会登録料徴収
　　５，０００円（参加者）
③ 地区年次大会登録料徴収　　８，０００円（参加者）
④ 地区年次大会記念ゴルフ大会登録料徴収
　　５，０００円（参加者）
６．４月第一例会の出席報告は全員出席とさせていただきます。
＜今後の予定＞
１．第３回愛リバー・愛ロード
　　５月　９日（日）７：００～商工会館周辺
２．第３回献血
　　５月１６日（日）１０：００～イオンモール新居浜駐車場
■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
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第1454回  4 月第二例会
4月 28日（水）（書面例会）

　　　　　春の全国交通安全運動「人の輪」
日時：令和 3年 4月 6日（火）10:30 ～　場所：平形橋歩道　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

●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

　第 67 回地区年次大会 記念ゴル
フ大会が４月１０日（土）kochi 黒潮
カントリークラブ（高知）にて開催さ
れました。
早朝７時前に総勢１２名が４台の車
に乗り合わせ新居浜を出発しました。

　スタート時刻が 30 分弱早まり（コロナの影響でキ
ャンセル発生）ましたが、各車とも早目の出発をして
いたため遅れることなく対応でき安堵したところで
す。
　当日は晴天に恵まれ広々とした黒潮カントリークラ
ブで思いっ切りクラブを振ることができ、気持ちよくラ
ウンドすることができました。
　太平洋に向かってのショットは気持ちよく、ゴルファ
ーのまた行きたいゴルフ場の上位を占めていること
は納得できます。
　成績は永易明洋ライ

オンさんが 9 位入賞、伊藤嘉秀会
長、古川貴章直前会長が見事に飛賞を獲得されま
した。おめでとうございます。
　毎回優勝含め上位入賞されている村上博昭ライ

オンは
ロストボールもあり、運の無い 1 日となり118 位に沈

没しました。
　また、当クラブの月例コンペも兼ねて開催しました
がハンディに恵まれて小生が初めての優勝をさせて
いただきました。
　同伴者の永易さま、村上さま、年寄りの手を引き、
背を押していただき、お陰さまで完走できましたこと
に御礼申し上げます。
　優勝の副賞としてこの原稿を書かせていただい
ています。
参加されたメンバーの皆さま、遠征ゴルフお疲れさま
でした。また、青野ゴルフ部会長さま大変お世話に
なりました。

　　　　　第67回地区年次大会ゴルフ大会に参加して
青少年委員会　宇 野  博 文　　　日時：令和 3年 4月 10 日（土）　場所：kochi 黒潮カントリークラブ　
　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

に乗

地区ガバナーズアワード受賞
●ガバナー特別賞　　
●事業資金獲得賞   金賞
●グッドスタンディング賞  金賞
●特別クラブ功労賞
●会員増強賞   銀賞
●公式行事出席優秀賞  金賞
●CQI（クラブ活性化計画）実行賞 銀賞
●クラブ会報優秀賞  金賞
●ライオンズ情報特別賞
●青少年指導優秀賞  金賞

●ライオンズクエスト奨励賞 金賞
●４大社会奉仕賞
　妊孕性署名･ドナー休暇制度 努力賞
●環境保全賞   努力賞
●保健福祉賞
　献眼･献血協力部門  努力賞
●アラート賞
　救援対策部門賞  貢献賞
　アラート委員会活動  優秀賞
●同好会優秀賞   　金賞

■会長挨拶　伊藤嘉秀会長
　会員の皆様には、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、愛媛県下で第４波となる新型コ
ロナウィルス感染症の感染が拡大し、複数

　 の市町でクラスターが発生する状況となりま
した。
　新居浜市におきましても多数発症者が確認され、数多くの
方がＰＣＲ検査を行っている日が続いています。こうした現状
は、１月よりも危機的な状態であることから、先にご案内させて
頂きました通り、４月第１例会を中止せざるを得ない状況にな
りました。
　コロナ感染が始まって１年２ヶ月が経ちました。先日、ある冊
子で１歳半になるお孫さんの話題を書いた記事を読みまし
た。ようやくよちよち歩きを始め、片言喋りを始めるお孫さんは、
人間はマスクがつきものの生き物で、建物に入るときは手に消

毒液を掛けることが常識と認識しているようだと書かれてい
ました。
　長期に亘る感染予防の日常の中で生まれたお子さんに
は、そうだろうなと思いながら、あらためて終息の見えない
WITH COVID19 の生活を恨んでしまいます。
　そのような中ですが、４月には春の交通安全運動「人の
輪」が６日に行われ、９名の方々にご参加いただきました。ご
協力ありがとうございました。また、１０日には高知黒潮カントリ
ーにて地区年次大会のゴルフ大会が行われ、１２名の方々に
ご参加いただきました。
　本来でしたら、ゴルフのあと高知市に宿泊し、ミーティング
を兼ねた酒盛りを予定していましたが、直帰することに予定
変更したにも関わらず多くのご参加誠にありがとうございまし
た。
　更には、１１日に代議員６名で年次大会の投票に高知へ
お伺い致しました。
その時の大会誌にアワードの発表がされており、今年度は金
賞６件、銀賞２件、特別賞２件、功労賞１件、努力賞３件、優
秀賞１件、貢献賞１件の合計１６もの賞をいただき、すべての
委員会に賞をいただくことが出来ました。

　この数は会員皆さんがコロナ禍でありながらも、奉仕の精
神を忘れず、事業を推進していただいた成果です。本当に一
年間ありがとうございました。心より感謝申し上げます。
楽しみにしていた４月の家族会は中止とし、通常第２例会４月
２８日に戻しております。
　感染が収まれば、例会を開催し皆様のお顔を拝見させて
頂きたいと考えております。季節の変わり目です何卒、お身体
をご慈愛頂きましてお健やかにお過ごしください。
■審議事項
１．４月第二例会開催の変更について
　（変更前）４月２５日（日）第二例会、家族会
　　　１１：００～マリンパーク新居浜
　（変更後）４月２８日（水）第二例会
　　　１２：１５～リーガロイヤルホテル新居浜
　※家族会は中止です
２．えひめ学園和太鼓演奏衣装製作決算報告について
３．新居浜市国際交流協会理事の推薦について
　（令和２年度末任期満了のため）※伊藤龍一さん再推薦
４．委員会開催日の変更について
・環境保全委員会
　５月３日（月･祝）→１０日（月）１８：００～　事務局
・青少年委員会
　５月４日（火･祝）→１１日（火）１８：３０～　事務局
・計画財務委員会
　５月５日（水･祝）→７日（金）１８：３０～　事務局
５．第３回愛リバー・愛ロード予算案について　５月９日（日）
■幹事報告
・報告事項
１．春の全国交通安全運動「人の輪」
　４月６日（火）１０：３０～平形橋東詰北側歩道上
　出席者：Ｌ伊藤嘉秀、L大上幸雄、L石川稔、L後藤達也、
　　　　　L近藤盛文、L塩見秀晴、L白石誠一、L古川貴章

２．ライオンズクラブ国際協会 336-A 地区年次大会
　・記念ゴルフ大会
　　　４月１０日（土）１２名　黒潮カントリークラブ
　・年次大会　高知三翆園　
　　　４月１１日（日）代議員６名（現･次期三役）のみ出席 
３．新居浜 LCメンバーによるタイムカプセルについて
　５月第２６日（水）第二例会までにカプセルに入れる原稿の提出
　をお願いいたします。
４．市役所向かい歩道上クラブ植樹イチョウの木の伐採について
　※東予地方局より伐採した２本分は他の場所に新たに植える
　との連絡がありました。
５．第４期会費引落について　４月１５日（木）
　第４期会費４３，０００円より下記の返金、徴収を調整させて頂
　きます。
　① 新居浜ひうち LC25 周年記念大会登録料返金　　　　
　　１０，０００円（全員）
② 新居浜ひうちLC25 周年記念ゴルフ大会登録料徴収
　　５，０００円（参加者）
③ 地区年次大会登録料徴収　　８，０００円（参加者）
④ 地区年次大会記念ゴルフ大会登録料徴収
　　５，０００円（参加者）
６．４月第一例会の出席報告は全員出席とさせていただきます。
＜今後の予定＞
１．第３回愛リバー・愛ロード
　　５月　９日（日）７：００～商工会館周辺
２．第３回献血
　　５月１６日（日）１０：００～イオンモール新居浜駐車場
■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

　春の全国交通安全運動が行われ各種団体、各事業
所より多くの方々が参加し、「早めのライト点灯」
「シートベルト着用」「携帯・傘立て運転禁止」の交
通安全を呼びかけました。
　当クラブから伊藤嘉秀会長、古川貴章直前会長、
後藤達也第二副会長、大上幸雄幹事、近藤盛文ライ

オン、
塩見秀晴ライ

オン、石川 稔ライ
オン、白石誠一ライ

オンが参加しました。

　 ■会長挨拶　伊藤嘉秀会長
　気がつけば桜の花も葉桜に変わってし
まい、新居浜市の市花：ツツジが咲き誇
り、住友グループ発祥をイメージさせるサ
ツキの蕾も色付き始める季節となりまし
た。会員の皆様におかれましては、コロナ
ウィルスを避けながらも仕事に出ないわけ

　 にはいかず、ストレスの溜まる生活を余儀なく
されていることと存じます。
　第一例会を書面例会と致しましたが、感染の勢いは止まる
どころか新種とか二重変異と新手の攻撃手を繰り出し、勢い
は増すばかりの状態となっています。
　東予地域においても何とか囲い込みをとＰＣＲ検査の範囲
を広げて、毎日、多人数の方を調べますが、検査をすればす
るほど無症状の陽性者が現れ、最早老若男女どの業界から
も陽性者が出てくる現状となりました。
　しかしながら、発症者は、呼吸ができなくなって本当に苦し
い状態が続き死を覚悟したと言われています。みんな罹って
いるからと思わず、あなたの命、ご家族の命、社員様の命を
大切にするため、今暫く我慢していただき感染防御を念入り
に実行してください。
ワクチン接種は、もうそこまで来ています。
　現状を鑑みて、４月第二例会と５月第一例会の開催を中止
し、書面例会とさせていただきます。
運営上、誠に恐縮ですが、５月理事委員長会議と委員会は、
予定通り開催させていただきます。お身体に不安な方は、ご
欠席いただいても結構です。
　また、事務局に、白石康代事務員さんが、消毒液とマスク
を備えていただきました。みなさんでご使用下さい。

　例会でお会いできないため、ＭＣ広報委員会さんが手作り
で作って頂いている会報誌を同封致しました。
　会うことは出来ないけれど会員の方々が、活動されている
姿を読んでいただき、We Serve の精神とクラブ会員の絆を
切らさないようにお願い申し上げます。
　また、３月の新居浜ひうちライオンズクラブさんの結成２５周
年記念事業ですが、残念ながら縮小しての開催となり登録
料を返金されてきました。
　しかし、記念誌は、登録者全員分作成されたとして皆さん
に一冊ずつ頂きましたので同封させていただきます。
　会員の皆様が警戒期間を乗り越え、お元気な笑顔でお会
いできる日を衷心よりお待ち致しております。
■ 審議事項
　なし
■幹事報告
・ 報告事項
１．次期ＲＣ･ＺＣ･地区委員オリエンテーション
　４月２９日（木･祝）
　出席者：伊藤龍一次期ＺＣ　※１４:００～　リモート
２．第３回愛リバー・愛ロード　５月９日（日）　中止
３．第３回献血奉仕
　５月１６日（日）１０:００～　イオンモール新居浜駐車場
　※ 赤十字血液センターが実施し、当クラブは記念品の提供
　　のみ
４．４月第二例会の出席報告は全員出席とさせていただきます。
５．４月２９日（木）～５月５日（水）の間、事務局をお休みさせてい
　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
　　　　　　　

■

ウィ
には
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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
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２Ｒ－１Ｚ  アクティビティ報告書 (4月分 )

６０
１４
２８
４７
１４９

1
0
0
0
1

0
24,738

0
0

24,738

100.0
85.7
64.0
88.3
84.5

100.0
85.7
88.0
94.7
92.1

名 ％ ％ Ｈ 円

BIRTHDAY &  MARRIAGE

5月 誕生日おめでとうございます
　有富正治、池田拳成、宇野博文、鈴木雅志
　村上博昭、続木　剛

5 月結婚記念日おめでとうございます
　石川　稔、大上幸雄、大竹崇夫、鴛田宗司
　神野雄太、徳村　明、福山　宏、古川貴章
　真木泰彦、秋山周三

ゾーン・地区・国際協会の動きゾーン・地区・国際協会の動き
次期会員手帳作成打合会
　5月１1日（火）13:30 ～　新居浜商工会館 3F
第 67 回ライオンズ国際協会 336 複合地区年次大会　中止
　5月２３日（日）
２Ｒ年次会合　中止
次期準備理事・委員長会ジョン会議　未定
　５月３０日（日）

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

4月 10日 ( 日 )　黒潮CC

青 野 泰 介

佐 伯 澄 男

宇 野 博 文

古 川 貴 章

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

４０
４８
５６
５９

４１
５１
５２
５３

１２.２
２４.３
３０.０
１８.０

８１
９９
１０８
１１２

６８.８
７４.７
７８.０
９４.０

・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会 ５月１０日（月）18:30 ～ 商工会館 3F
５月第 1例会 ５月１２日（水）（書面例会）
５月第２例会 ５月２６日（水）12:15 ～ リーガロイヤルホ

テル新居浜

・委員会
MC広報委員会 ５月　６日（木）18:30 ～ 事務局
計画財務委員会 ５月　７日（金）18:30 ～ 事務局
環境保全委員会 ５月１０日（月）18:00 ～ 事務局
青少年委員会 ５月１１日（火）18:30 ～ 事務局
保健福祉委員会 ５月１３日（木）18:30 ～ 事務局
会員会則委員会 ５月２４日（月）18:30 ～ 事務局
出席大会委員会 ５月２７日（木）18:30 ～ 事務局
・クラブ・その他行事予定
第３回愛リバー・愛ロード清掃奉仕
　５月　９日（日）7:00 ～　中止
第３回献血奉仕　
　５月１６日（日）10:00 ～　イオンモール新居浜
　※赤十字センターが実施し、当クラブは記念品の提供のみ
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　　５月 9日（日） 10:18 ～　　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　　　5月 28 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　

４月理事・委員長会
4月 12日（月）18:30～ 商工会館3F

　　　　　
第６７回336-A地区年次大会に参加して

第一副会長　 新 田  久 司　　　　日時：令和 3年 4月 11 日（日）　場所：高知三翆園　　　　　　　　
　　　　　　　　　　        　

　４月１１日（日）地区年次大会（高知
大会）に伊藤会長、大上幹事、大竹
会計、青野副幹事、加藤会計と私
の６人で参加して代議員投票をし
て参りました。
今回はコロナの感染が拡大の中で本

当に年次大会をするのかとちょっと驚きと不安で、出
来れば今回参加した全員が中止にしてもらえればと
思いながら投票するためだけに高知まで約２時間掛
けて式典会場まで行きました。
　会場は一応感染対策はしていましたが、もの凄く
密で危険を感じて約５分で会場の外に出ました。
その後、入口で記念撮影をしてまた約２時間掛けて
新居浜に帰って来ました。
　今回感じたことは電子投票にするとか、こんな時
期はもっと色々やり方もあるのではないでしょうか？
　新居浜ＬＣは６人行きましたが、その他のクラブは
参加していないクラブも多数あったようで、もし大会
に参加して感染でもするとライオンズクラブどころで
はないとつくづく感じました。
　という事で、福山ＭＣ広報委員長に原稿と写真を
頼まれていましたがこのようなことでかくことがあまり

ありません。
　また写真も２枚位しか撮る事が出来ませんでした。
来年はコロナが収束して前日のゴルフ大会から宿泊
し、参加メンバーと懇親会もして楽しい地区年次大
会になることを願っています。
追伸：地区ガバナーズアワードは新居浜ライオンズ
クラブはガバナー特別賞を始め多数獲得していたこ
とをご報告いたします。

今回

●会長挨拶　伊藤嘉秀会長
●審議事項
１．４月第二例会開催の変更について
（変更前）４月２５日（日）第二例会、家族会
　１１：００～マリンパーク新居浜
（変更後）４月２８日（水）第二例会
　１２：１５～リーガロイヤルホテル新居浜
２．えひめ学園和太鼓演奏衣装製作決算報告について
３．新居浜市国際交流協会理事の推薦について
　（令和２年度末任期満了のため）
４．委員会開催日の変更について
・環境保全委員会
　５月３日（月･祝）→１０日（月）１８：００～　事務局
・青少年委員会
　５月４日（火･祝）→１１日（火）１８：３０～　事務局
・計画財務委員会
　５月５日（水･祝）→　７日（金）１８：３０～　事務局
５．第３回愛リバー・愛ロード予算案について　５月９日（日）
●報告事項
１．春の全国交通安全運動「人の輪」
　４月６日（火）１０：３０～平形橋東詰北側歩道上
　出席者：L伊藤嘉秀、L大上幸雄、L石川稔、L後藤達也、
　　　L近藤盛文、L塩見秀晴、L白石誠一、L古川貴章

２．ライオンズクラブ国際協会 336-A 地区年次大会
　・記念ゴルフ大会　
　　　４月１０日（土）１２名　黒潮カントリークラブ
　・年次大会式典　高知三翆園
　　　４月１１日（日）代議員６名（現･次期三役）のみ出席
３．新居浜 LCメンバーによるタイムカプセルについて
　５月第２６日（水）第二例会までにカプセルに入れる原稿の提
　出をお願いいたします。
４．市役所向かい歩道上クラブ植樹イチョウの木の伐採につい
　て
５．第４期会費引落について　４月１５日（木）
　第４期会費４３，０００円より下記の返金、徴収を調整させて頂
　きます。
　① 新居浜ひうち LC25 周年記念大会登録料返金　　　　
　　１０，０００円（全員）
② 新居浜ひうち LC25 周年記念ゴルフ大会登録料徴収　　
　　５，０００円（参加者）
③ 地区年次大会登録料徴収　８，０００円（参加者）
④ 地区年次大会記念ゴルフ大会登録料徴収　　　　　　
　　５，０００円（参加者）
●委員会報告
計画財務委員会 家族会中止について
ＭＣ広報委員会　会報誌原稿の依頼
青少年委員会　えひめ学園はっぴ寄贈お礼について
保健福祉委員会　献血 5/2→5/16に変更
環境保全委員会　愛リバー・アイロード清掃奉仕 5月9日



  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

新居浜ライオンズクラブ結成60周年記念事業「明るい未来へ繋ぐタイムカプセル寄贈」
タイムカプセル埋設式参加御礼状

　今年度は高知での年次大会も無事に開催されました。私は仕事の為、参加するこ
とが出来なかったのですが参加された皆さんはコロナ禍の事を考慮して宿泊も取り止
めて、日帰りで記念ゴルフ、執行部の方々は再び翌日に日帰りで年次大会に向かった
という事で大変ご苦労されたと聞いております。年次大会といえば宿泊して皆で食事
をし、親交を更に深める楽しいイベントで有ったのですが今や主催側も参加側も厳し
い状況になっている様子です。
　例会も開催出来ていない状況ですが会長より「この様な状況の中、唯一、会員間
のコミュニケーションとなっているのが会報誌です。」と有難いお言葉をいただき、また
アワードで金賞もいただき、当委員会としては大変誇らしい気持ちになりました。
今年度も残り少ないですが皆さん、元気良く行きましょう。
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.

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

 会長
アクト を巡る１０年の足跡２０１6年度の鈴木雅志会長のアクトです。

四肢の不自由な人たちがトレーニングに使用するリハビリ器具は
非常に高価なようです。青少年委員会さんと知恵を絞り、新居浜
高等専門学校の生徒さんに協力を仰ぎ制作いただいたリハビリ
器具各種8セットを新居浜特別支援学校川西分校に寄贈したと
きの写真です。

http://204-lc.club

60th
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