
  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

　いよいよ今年度最終号となりました。６０周年記念誌作成、毎月の会報誌編集と、委
員長をお受けした当初は、どうなる事か！と不安ばかりでしたが山下理事をはじめ委員
会の皆さん、クラブの皆さんのご協力のおかげでなんとか最終号までたどり着く事が出
来ました。毎月の表紙を会長の提案で過去のアクトについて掲載する事にしました。
表紙には歴代会長が考えた末に実行されたアクト、そして懐かしいお顔、これが思いの
ほか私は良かったと思いました。お世話になりました。そして有難うございました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　MC広報委員長　福山　宏
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6月 誕生日おめでとうございます
　近藤盛文、土岐計一、古川貴章

6 月結婚記念日おめでとうございます
　伊藤久門、林　幸央、篠原大蔵

ゾーン・地区・国際協会の動きゾーン・地区・国際協会の動き
６月　５日（土）14:00 ～　オンライン
　次期三役オリエンテーション

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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5月 9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 ６月　７日（月）18:30 ～ 商工会館 3F
６月第 1例会 ６月　９日（水）12:15 ～　リーガロイヤルホ

テル新居浜

６月第２例会 ６月２３日（水）18:00 ～ リーガロイヤルホ
テル新居浜

 （夜間引継例会）
準備理事・委員長会 ６月２４日（木）18:30 ～　商工会館 3F
 （次期）
・委員会（現・次期合同）
青少年委員会 ６月　１日（火）18:30 ～ 事務局
計画財務委員会 ６月　２日（水）18:30 ～ 事務局
MC広報委員会 ６月　３日（木）18:30 ～ 事務局
環境保全委員会 ６月　７日（月）18:00 ～ 事務局
保健福祉委員会 ６月１０日（木）18:30 ～ 事務局
出席大会委員会 ６月２４日（木）18:00 ～ 事務局
会員会則委員会 ６月２８日（月）18:30 ～ 事務局
・クラブ・その他行事予定
６月１８日（金）18:30 ～　リーガロイヤルホテル新居浜
　クラブ新会員オリエンテーション　
６月１０日（木）13:00 ～　えひめ学園
　えひめ学園・ひびき分校・わかば教室関係機関連絡会議
６月２３日（木）15:00 ～　新居浜市役所
　令和 3年度英語スピーチコンテスト実行委員会
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　　６月１３日（日） 9:36 ～　　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　　　６月１１・２５日（金）19:30 ～ 川東中学校
ネットの会　　　　　　　　　　　　　　　     随時活動中
しまなみ海道をいつか走破する会　　　　　　  随時活動中
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　以前より「元塚のバス停のベンチが無くてしんどい。」との声を
聞いていた会長がライオンズクラブのＰＲを兼ねて、結成６０周年
記念の会長アクトとして元塚停留所に小松方面行と新居浜駅方
面行の２か所に綺麗なデザインのベンチを設置、寄贈しました。

６月　５日（土）17:00 ～　グラッツェふじ
　１Ｚ準備ゾーン会議
６月　５日（土）17:30 ～　グラッツェふじ
　第 4回地区がバナー諮問委員会・年次会合

http://204-lc.club

60th
anniversary

NIIHAMA LIONS CLUB

5 月理事・委員長会
5月 10日（月）18:30～ 商工会館3F

●会長挨拶　伊藤嘉秀会長
●審議事項
１．家族会決算報告について
　（家族会が中止となった。次期に繰り越す事にした。）
２．例会中止８回分の食事会計について
　（５月第二例会も中止となり計８回の例会が中止。８回分の食
　　事代は夜間例会に予算を繰り越す）
３．第３回献血予算案について　５月１６日（日）
　（蔓延防止措置が出ている為、クラブからは必要最小限のメ
　　ンバーで出席する。）
●報告事項
１．次期会員手帳打合せ会
　５月１１日（火）１３：３０～　商工会館 3Ｆ
　出席者：佐伯澄男次期会員会則委員長、伊藤龍一次期１
　ＺＣ、大上幸雄１ＺＣＡ

２．５月第一例会　５月１２日（水）書面例会　
３．第３回愛リバー・愛ロード　５月９日（日）中止
４．第３回献血
　５月１６日（日）１０：００～　イオン新居浜駐車場
　※赤十字センターが実施し、クラブは記念品の提供のみ
５．第６７回ライオンズクラブ国際協会３３６複合地区年次大会
　　中止
　※代議員投票は郵送で行う
　６．２Ｒ年次会合　　　５月３０日（日）中止
７．次期準備２Ｒ会議　５月３０日（日）中止
８．次期１ＺＣＡについて（現幹事：大上 幸雄 L予定）
９．来年度役員及び委員会構成（第一副会長より説明）
●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
　 　５月に入りましたが、例年よりも鯉のぼりの数

も少ないような感じがして、外出自粛がここ
まで行き渡っているかと思うこの頃です。
　７５歳以上の方々のワクチン接種も始ま
り、当初は予約電話が繋がらないとの声
をお聞きしましたが、委員会に出席された
先輩方の殆どは予約が取れたようで安心　

　致しております。
皆様は、いかがお過ごしでしょうか。
　愛媛県下のまん延防止措置が継続され、第１例会を４月
に引き続き書面例会とさせていただきました。まん延防止措
置が５月３１日まで延長になりましたので、残念ですが第２例
会も書面例会とさせていただきます。
何卒、感染防止にご協力をお願い申し上げます。
　しかしながら、運営の関係上、理事会は開催致しておりま
して、今月の中では皆様からお預かりしています食事会計に
ついてご意見を頂きました。
　１月、２月そして４月、５月の例会で食して頂く筈の昼食代
金・食事会計についてです。８００円の８回分、6,400 円です

が、昨年はコロナの影響で売上が減少していた例会場・ユ
アーズ様を支援するために皆様へ食事券を配布させて頂き
ました。
　今年度については、全体を見通して、夜間例会が通常通
り開催されれば使用する会食費が例会場移転により限界費
では足らず、積立を取り崩す必要があるため、次期には夜間
例会食事会計の積立が、なくなってしまうことが予測されます
ことから、お一人 6,400 円の例会で使用しなかった分を夜間
例会積立に加算させていただきたいとの議案を提出し、理
事・委員長の皆様にご承認を頂きましたので、ご報告させて
いただきます。
　書面での報告で誠に恐縮ですが、何卒、ご理解の程、宜
しくお願い申し上げます。
　また、ライオンズクラブの年度も今期はあと２ヶ月足らずとな
り、次期への引き継ぎが始まりました。
新田久司次期会長をはじめ３役の皆さんが、来期の組織、会
計の準備をはじめられ、１ゾーンでは、次期ゾーンチェアパー
ソンの伊藤龍一さんとアシスタントの大上幸雄さんが、市内４
クラブをまとめられる準備に入りました。
皆様のご支援を宜しくお願い申し上げます。
　会員皆様にお会いできないことが、本当に寂しい残念な思
いを致しております。何卒、まん延防止措置が開けるまで、お
身体をご慈愛下さい。
■審議事項
１．家族会決算報告について

２．例会中止８回分の食事会計について
　※例会中止８回分６，４００円／人（＠800×8回）を夜間例会
　　会計へ充当
３．第３回献血予算案について　５月１６日（日）
■幹事報告
・報告事項
１．次期会員手帳打合せ会
　５月１１日（火）１３：３０～　商工会館２Ｆ
　出席者：佐伯澄男次期会員会則委員長、伊藤龍一次期１Ｚ
　Ｃ、大上幸雄次期１ＺＣＡ
２．５月第一例会　５月１２日（水）　書面例会　
３．第３回愛リバー・愛ロード　５月９日（日）　中止
４．第３回献血奉仕
　５月１６日（日）１０：００～　イオン新居浜駐車場
　※赤十字センターが実施し、クラブは記念品の提供のみ
５．第６７回ライオンズクラブ国際協会３３６複合地区年次大会

　中止
　※代議員投票は郵送で行う
６．２Ｒ年次会合　　　５月３０日（日）中止
７．次期準備２Ｒ会議　５月３０日（日）中止
８．次期１ＺＣＡについて　
　※L大上幸雄に決定
９．５月第二例会　５月２６日（水）書面例会
１０．５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。
■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
（指名委員会）５月１０日（月）臨時指名委員会にてＭＣ広報委員
　会理事が天野 淳さんへ変更することが承認されましたので
　ご報告いたします。

　早いもので、幹事就任の挨拶の原
稿を書いたのがつい先日の事のよう
に思い出されます。
伊藤嘉秀会長に幹事就任を打診さ
れたときは「はい喜んで」までとはいき

ませんでしたが、ＷＥ ＳＥＲＶＥの精神
でなんとかなるだろうと簡単に引き受けてしまいまし
た。
　後々、本年度が結成６０周年ということで、中々の
大変な一年になる事を周りの諸先輩方に教えて頂
きまして、スタート当初からかなりナーバスになってお

りました。
　しかし、伊藤嘉秀会長や白石誠一実行委員長の
６０周年に対する熱い思いを近くで感じることでき、
会員の皆様一人一人のご協力により６０周年を成
功させる事ができたのは、私のライオンズクラブ人生
の中での一番の思い出になりました。
　その一環として、タイムカプセルの埋設事業で今
年の３月まで各小中学校にお邪魔して、たくさんの
生徒さんや先生にお会いでき、このコロナ過の中で
頑張っている姿を拝見する事ができたのもいい経験
になりました。

　また、例会場がユアーズコープからリーガロイヤル
ホテルに変更になったのも、今年の中での重大事件
になりました。コロナの状況でリーガロイヤルホテル
ではまだ数回しか例会は出来てないですし、夜間例
会も行われておりませんが、なんとかスムーズな例会
場の移行へのお手伝いも出来たのではないかと思
います。
　自分の中で幹事職は、会員の皆様が、ストレスなく
スムーズに例会や委員会、事業が行われる環境を

作ること事が一番だと思って頑張ってきましたが、ど
うしても仕事の都合で会長や委員長にご迷惑をお
掛けした事も多々ありまして、それが一番の反省点
です。
　最後になりますが、一年間本当に素晴らしい経験
が出来ました。この経験は自分の中での宝物になり
ました。来年以降もこの経験を生かせるように頑張
っていきたいと思います。
一年間本当にありがとうございました。
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Niihama Lions Club 会長スローガン「Our service survives.」

第1456回  5 月第二例会
5月 26日（水）（書面例会）

　　　　　
会長退任のご挨拶

会　長　 伊 藤  嘉 秀　　　　第 60 期　2020.7 ～ 2021.6　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

　　　　　
幹事退任あいさつ

幹　事　 大 上  幸 雄　　　　第 60 期　2020.7 ～ 2021.6　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

■会長挨拶　伊藤嘉秀会長
　 　５月に入りましたが、例年よりも鯉のぼりの数

も少ないような感じがして、外出自粛がここ
まで行き渡っているかと思うこの頃です。
　７５歳以上の方々のワクチン接種も始ま
り、当初は予約電話が繋がらないとの声
をお聞きしましたが、委員会に出席された
先輩方の殆どは予約が取れたようで安心　

　致しております。
皆様は、いかがお過ごしでしょうか。
　愛媛県下のまん延防止措置が継続され、第１例会を４月
に引き続き書面例会とさせていただきました。まん延防止措
置が５月３１日まで延長になりましたので、残念ですが第２例
会も書面例会とさせていただきます。
何卒、感染防止にご協力をお願い申し上げます。
　しかしながら、運営の関係上、理事会は開催致しておりま
して、今月の中では皆様からお預かりしています食事会計に
ついてご意見を頂きました。
　１月、２月そして４月、５月の例会で食して頂く筈の昼食代
金・食事会計についてです。８００円の８回分、6,400 円です

が、昨年はコロナの影響で売上が減少していた例会場・ユ
アーズ様を支援するために皆様へ食事券を配布させて頂き
ました。
　今年度については、全体を見通して、夜間例会が通常通
り開催されれば使用する会食費が例会場移転により限界費
では足らず、積立を取り崩す必要があるため、次期には夜間
例会食事会計の積立が、なくなってしまうことが予測されます
ことから、お一人 6,400 円の例会で使用しなかった分を夜間
例会積立に加算させていただきたいとの議案を提出し、理
事・委員長の皆様にご承認を頂きましたので、ご報告させて
いただきます。
　書面での報告で誠に恐縮ですが、何卒、ご理解の程、宜
しくお願い申し上げます。
　また、ライオンズクラブの年度も今期はあと２ヶ月足らずとな
り、次期への引き継ぎが始まりました。
新田久司次期会長をはじめ３役の皆さんが、来期の組織、会
計の準備をはじめられ、１ゾーンでは、次期ゾーンチェアパー
ソンの伊藤龍一さんとアシスタントの大上幸雄さんが、市内４
クラブをまとめられる準備に入りました。
皆様のご支援を宜しくお願い申し上げます。
　会員皆様にお会いできないことが、本当に寂しい残念な思
いを致しております。何卒、まん延防止措置が開けるまで、お
身体をご慈愛下さい。
■審議事項
１．家族会決算報告について

２．例会中止８回分の食事会計について
　※例会中止８回分６，４００円／人（＠800×8回）を夜間例会
　　会計へ充当
３．第３回献血予算案について　５月１６日（日）
■幹事報告
・報告事項
１．次期会員手帳打合せ会
　５月１１日（火）１３：３０～　商工会館２Ｆ
　出席者：佐伯澄男次期会員会則委員長、伊藤龍一次期１Ｚ
　Ｃ、大上幸雄次期１ＺＣＡ
２．５月第一例会　５月１２日（水）　書面例会　
３．第３回愛リバー・愛ロード　５月９日（日）　中止
４．第３回献血奉仕
　５月１６日（日）１０：００～　イオン新居浜駐車場
　※赤十字センターが実施し、クラブは記念品の提供のみ
５．第６７回ライオンズクラブ国際協会３３６複合地区年次大会

　中止
　※代議員投票は郵送で行う
６．２Ｒ年次会合　　　５月３０日（日）中止
７．次期準備２Ｒ会議　５月３０日（日）中止
８．次期１ＺＣＡについて　
　※L大上幸雄に決定
９．５月第二例会　５月２６日（水）書面例会
１０．５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。
■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
（指名委員会）５月１０日（月）臨時指名委員会にてＭＣ広報委員
　会理事が天野 淳さんへ変更することが承認されましたので
　ご報告いたします。

　早いもので、幹事就任の挨拶の原
稿を書いたのがつい先日の事のよう
に思い出されます。
伊藤嘉秀会長に幹事就任を打診さ
れたときは「はい喜んで」までとはいき

ませんでしたが、ＷＥ ＳＥＲＶＥの精神
でなんとかなるだろうと簡単に引き受けてしまいまし
た。
　後々、本年度が結成６０周年ということで、中々の
大変な一年になる事を周りの諸先輩方に教えて頂
きまして、スタート当初からかなりナーバスになってお

りました。
　しかし、伊藤嘉秀会長や白石誠一実行委員長の
６０周年に対する熱い思いを近くで感じることでき、
会員の皆様一人一人のご協力により６０周年を成
功させる事ができたのは、私のライオンズクラブ人生
の中での一番の思い出になりました。
　その一環として、タイムカプセルの埋設事業で今
年の３月まで各小中学校にお邪魔して、たくさんの
生徒さんや先生にお会いでき、このコロナ過の中で
頑張っている姿を拝見する事ができたのもいい経験
になりました。

　また、例会場がユアーズコープからリーガロイヤル
ホテルに変更になったのも、今年の中での重大事件
になりました。コロナの状況でリーガロイヤルホテル
ではまだ数回しか例会は出来てないですし、夜間例
会も行われておりませんが、なんとかスムーズな例会
場の移行へのお手伝いも出来たのではないかと思
います。
　自分の中で幹事職は、会員の皆様が、ストレスなく
スムーズに例会や委員会、事業が行われる環境を

作ること事が一番だと思って頑張ってきましたが、ど
うしても仕事の都合で会長や委員長にご迷惑をお
掛けした事も多々ありまして、それが一番の反省点
です。
　最後になりますが、一年間本当に素晴らしい経験
が出来ました。この経験は自分の中での宝物になり
ました。来年以降もこの経験を生かせるように頑張
っていきたいと思います。
一年間本当にありがとうございました。

稿を

ませ

本年度の会長に就任させて戴きまし
て、はや１年が来ようとしておりま
す。
　この一年間は、コロナに始まり、
コロナで終わるライオンズクラブ国際
協会の長い歴史の中でも初めての体

験ではなかったかと思います。
　しかしながら、コロナ禍真っ只中においても、新居
浜ライオンズクラブとしては、４名の新会員をお迎え
し、酒井公一地区ガバナーご臨席のもと入会式を執
り行い、結成６０周年を会員６０名以上での目標を達
成することができました。
　そして１１月１４日に予定していた結成６０周年記
念式典をご来賓の皆様、ブラザークラブ会員の皆
様お立ち会いのもと滞り無く実施することができまし
た。石川勝行新居浜市長様におかれましては、人生
初めての選挙中にも関わらず、お忙しい中、足を運
んで頂き感謝しきれない思いを致しました。
　記念講演では、全盲のヨットマン岩本光弘様にお
越し頂き、世界中でたった一人しか存在しない方の
ご講演を頂き、聴く人皆さんが感動を受けました。
　記念祝宴では、１５８名の参加者をお迎えし、高
橋良光教育長様の重みと中身のある祝辞から始ま
り、アトラクションをお引き受け頂いた方々のご協力も
有って盛会の裡に皆様と酔いしれることができまし
た。
　翌日１５日には、新居浜カントリークラブで開催した
記念ゴルフチャリティーコンペも１０８名の方々にご
参加頂き、可愛い女性方がご協力をお願いしたチ
ャリティー募金で新居浜交通安全協会様に記念の

寄付をお贈りすることができました。
　この２日間、６０周年の節目に在籍する会員６１名
が一つになれた貴重な時間でした。今思えば、前後
の日程はコロナ感染が拡大し、非常事態宣言が発
令されていたため、これだけの方々が参加できたこ
とが不思議な時間と空間でした。
　継続事業では、英語スピーチコンテストとえひめ
学園との交流がコロナの影響でできませんでした
が、周年事業となったタイムカプセル寄贈で、全校の
小中学生にお会いできましたし、法被の寄贈でえひ
め学園の皆さんとも親交ができました。
　上半期とは裏腹に年が明けると悲しい出来事が
続きました。４０年間例会場としてお世話になったユ
アーズさんの閉館。新しい例会場を求めるとリーガ
ロイヤルホテル新居浜さんが快く受けて頂き難を逃
れました。
　そして１，２月と４，５月の８回の例会がコロナの影
響で書面例会となり、会員皆さんとも会えなくなり、こ
れがクラブとして最も辛いことと身に沁みました。
　様々な出来事が有った１年。私が掲げたスローガ
ンは「Our Service Survives」私達の奉仕が地
域の中に永遠に生き抜くことを願い、大上幸雄幹事
様、大竹崇夫会計様、白石誠一結成６０周年記念
大会委員長様、土岐計一６０周年記念大会顧問
様、そしてずっと見ていてくれたと信じています故 
岡田賢治様を初め会員の皆様、ご家族の皆様、事
務局の白石さんに心から感謝を申し上げまして退任
のご挨拶と致します。
　一年間、誠にありがとうございました。　合掌

本年

協会

■会長挨拶　伊藤嘉秀会長
　 今回の外出自粛が始まって２ヶ月が経とうとし

ていますが、皆様、いかがお過ごしでしょう
か。
　コロナワクチンの摂取も始まり、当初、電
話がかからないと苦情の嵐でしたが、５月
２３日現在で新居浜市内７５歳以上の約８３
％の方々が摂取予約が出来たようです。

　新居浜市では、集団摂取も実施し、できる限り前倒しで市
民の皆さんにワクチンが行き渡るように、今週末には７４歳、
７３歳の方々にも摂取予約券を発送しようと計画しています。
１日も早くワクチン接種が行き渡るように願っています。
　アメリカでは、すでにマスクを外した生活が始まったようで、
先日のＳＮＳニュースでは、若い女性が、「まるで裸になったよ
うな気分です。」と話されていました。
　ここへ来て全国的には感染拡大が抑え込めていない県も
ありますが、愛媛県では少し小康状態になって来たようです。
このまま６月に入っても継続するようであれば、愛媛県の警戒
期間も開けそうですので、６月第一例会と第二例会を開催す
ることができるのではと淡い希望をふくらませています。
　クラブ活動にとって、会員の皆さんとお会いできないこと
が、これほど辛いことかと身に沁みて感じています。
６月には、皆様とお会いできて一緒に笑いながら食事、歓談
をしたいと心から願っています。
　クラブ運営では、次期新田久司会長の組織図委員会メン
バーの発表もあり、６月５日には次期伊藤龍一１ゾーンゾーン
チェアパーソンの新旧引き継ぎ会も予定されています。
　我がクラブも６月委員会で引き継ぎ委員会を実施して頂
き、次期のスムーズなスタートが切れるようにしたいと考えてい
ます。
　まだまだコロナ禍ではありますが、感染防止策を講じて歴
史が引き継げるように皆様のご協力をお願い申し上げます。
何卒、お会いできる日まで、お身体をご慈愛下さい。　　　　
■審議事項
　なし

■幹事報告
・報告事項
１．第３回献血奉仕
　５月１６日（日）１０：００～　イオン新居浜駐車場
　※赤十字センターが実施し、クラブは記念品の提供のみ
　（献血者） 受付者７７名、採血者６７名、不採血者１０名
　（クラブ参加者）L伊藤嘉秀、L大上幸雄、L古川貴章、L後
　藤達也、L福山宏、L小野周平、L塩見秀晴、L有富正治、L
　能瀬伸一
２．次期クラブ三役オリエンテーション
　６月５日（土）１４：００～　オンライン研修
　参加者 （次期）新田久司会長、青野泰介幹事、加藤久博会
　計
３．１Z準備ゾーン会議、第 4回地区ガバナー諮問委員会、
　年次会合　６月５日（土）　グラッツェふじ
　・準備ゾーン会議　１７：００～
　　出席者（次期）伊藤龍一１ＺＣ、大上幸雄１ＺＣＡ
　　（次期）新田久司会長、青野泰介幹事、加藤久博会計、佐
　　伯澄男会員会則委員長
　・諮問委員会、年次会合　１７：３０～
　　出席者（現）伊藤嘉秀会長、大上幸雄幹事、大竹崇夫会
　　計、鈴木雅志会員会則委員長
　　（次期）伊藤龍一１ＺＣ、大上幸雄１ＺＣＡ
　　（次期）新田久司会長、青野泰介幹事、加藤久博会計、佐
　　伯澄男会員会則委員長
４．５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。
※今後のクラブ予定
　・クラブ新会員オリエンテーション
　　６月１８日（金）１８：３０～　リーガロイヤルホテル
　・６月第二夜間例会
　　６月２３日（水）１８：００～リーガロイヤルホテル
　・準備理事委員長会
　　６月２４日（木）１８：３０～商工会館３Ｆ
■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

今回
てい

２３
％の
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会長スローガン「Our service survives.」

6 .  3 .

第1455回  5 月第一例会
5月 12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

　　　　　
会計退任挨拶

会　計　 大 竹  崇 夫　　　　第 60 期　2020.7 ～ 2021.6　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

梅雨の季節になりましたが、皆様いか
がお過ごしでしょうか？
昨年の今頃に会計に就任させて頂
きまして、早１年が経ちました。
  　個人的にはコロナに始まり、コ
ロナに終わるといった感じで、１年中

コロナ感染防止が頭から離れなかった様な１年でし
た。
　新居浜ライオンズクラブでも各種事業や例会が中
止となる中、６０周年記念式典や事業、そして懇親
会まで行えた事が唯一の救いだったように思いま
す。
　また、伊藤嘉秀会長肝いりの事業である「子ど
も達へのタイムカプセルの寄贈」では、各学校をこ
まめに回り、多くの時間を使いながら丁寧に説明を
して汗をかかれた事も心に残っております。
　数年後には、タイムカプセルを開ける事になりま
すが、この何とも苦しいコロナ禍の中で子ども達が
書いた未来の自分へのメッセージは、将来の自分
への強力なメッセージとなって返ってくるでしょう。
そして、その事が大きな力となり、様々な苦難を乗
り越えて、力強く成長してくれるものと信じておりま
す。
　まさにコロナ一色の様な１年で、自宅で過ごす事
が多くなり、退任挨拶も多くは書けませんが、福山
MC 委員長から１０００字と指示されておりますので、
コロナワクチンについて書きます。
　超スピードで認可となったファイザー社等の遺伝
子操作型ワクチンは、今まで一度も承認された事の

ない型式だそうで、今後１０年くらいの治験を経て、
安全性や有効性を検証する仕組みのワクチンだそ
うです。
　なので、長期的影響が全く誰にもわからないワク
チンだと多くの医療関係者が言っておられます。
コロナは、欧米では国民の１０％を超える勢いで感
染拡大をしているので、そうも言ってられない事情
があるかと思います。
　しかし東アジア（日本、韓国、台湾等）は今現
在も99.5％以上の人が感染をしておりません。
このワクチンを接種すれば、最大効果を発揮すると
95.5％の人の感染が防止できるそうですが、効力
がいつまで続くかは、不明の様です。
　東アジアでは、ワクチンを打たなくても、99.5％以
上の人が感染してないという現状から、人種による
違いはないのでしょうか？ また、強すぎる副反応や
長期的影響の方が心配となったりします。
さらに、若い女性の不妊や過去の薬害（サリドマイ
ド）再発を心配する人もいます。
　ここで気になるのは、ビルゲイツの発言です。「地
球の人口は、７０億人は多すぎるので、１０億人に
すべきだ」
　余談が長くなりましたが、昨年３月末に急逝され
た故岡田賢治氏の代わりとして会計に就任させて
頂きましたが、亡くなる３日前の岡田さんとの最後の
会話は、５日後の飲み会に関する話でした。
５日後の飲み会を中止しては？ と言う私に、「コロナ
は大丈夫。中止せずに行ってくれ」というものでした。
１年間、大変お世話になりました。

梅雨
がお

  
ロナ

■会長挨拶　伊藤嘉秀会長
　 　５月に入りましたが、例年よりも鯉のぼりの数

も少ないような感じがして、外出自粛がここ
まで行き渡っているかと思うこの頃です。
　７５歳以上の方々のワクチン接種も始ま
り、当初は予約電話が繋がらないとの声
をお聞きしましたが、委員会に出席された
先輩方の殆どは予約が取れたようで安心　

　致しております。
皆様は、いかがお過ごしでしょうか。
　愛媛県下のまん延防止措置が継続され、第１例会を４月
に引き続き書面例会とさせていただきました。まん延防止措
置が５月３１日まで延長になりましたので、残念ですが第２例
会も書面例会とさせていただきます。
何卒、感染防止にご協力をお願い申し上げます。
　しかしながら、運営の関係上、理事会は開催致しておりま
して、今月の中では皆様からお預かりしています食事会計に
ついてご意見を頂きました。
　１月、２月そして４月、５月の例会で食して頂く筈の昼食代
金・食事会計についてです。８００円の８回分、6,400 円です

が、昨年はコロナの影響で売上が減少していた例会場・ユ
アーズ様を支援するために皆様へ食事券を配布させて頂き
ました。
　今年度については、全体を見通して、夜間例会が通常通
り開催されれば使用する会食費が例会場移転により限界費
では足らず、積立を取り崩す必要があるため、次期には夜間
例会食事会計の積立が、なくなってしまうことが予測されます
ことから、お一人 6,400 円の例会で使用しなかった分を夜間
例会積立に加算させていただきたいとの議案を提出し、理
事・委員長の皆様にご承認を頂きましたので、ご報告させて
いただきます。
　書面での報告で誠に恐縮ですが、何卒、ご理解の程、宜
しくお願い申し上げます。
　また、ライオンズクラブの年度も今期はあと２ヶ月足らずとな
り、次期への引き継ぎが始まりました。
新田久司次期会長をはじめ３役の皆さんが、来期の組織、会
計の準備をはじめられ、１ゾーンでは、次期ゾーンチェアパー
ソンの伊藤龍一さんとアシスタントの大上幸雄さんが、市内４
クラブをまとめられる準備に入りました。
皆様のご支援を宜しくお願い申し上げます。
　会員皆様にお会いできないことが、本当に寂しい残念な思
いを致しております。何卒、まん延防止措置が開けるまで、お
身体をご慈愛下さい。
■審議事項
１．家族会決算報告について

　５
も少

をお
先輩

　 私は休日に家に居ることが嫌いです。
休日に雨等で仕方なく家で朝から
晩まで過ごすと大変、損をした気が
するのです。「ステイホーム」私には
辛くて堪らない事なのです。
　昨年のゴールデンウイークは正に

「ステイホーム」で過ごし、毎朝、早朝に目覚めると直
ぐにバイクや車に乗り殆ど無人状態のマイントピア別
子の駐車場で「つまらんなー、つまらんなー」とぼや
きながら数時間過ごしていたもんです。
　今年のゴールデンウイークは人の居ないキャンプ
でも行くぞと、今治の友人と二人で１２５CC のホン
ダのカブとモンキーで中津渓谷のキャンプ場に５月２
日に向かいました。
　この日は気温が低く天候は雨のち曇りというバイ

クにとっては厳しい条件でした。
前日は石鎚山に積雪があったり私の住む萩生では
雹が降ったりと春らしくないゴールデンウイーク、私も
友人も５０歳オーバーしている良い大人ですが心は
少年。
なんとかなるだろう、と出発しました。
　さて、キャンプ場に到着。なんだこれは！ という程、

会員投稿文

キャンプ場には人が溢れるほど来ておりテントが多
数張られている状況です。皆、考える事は同じだと
思いながらテントを設営開始。このあたりから雨が強
くなり風も吹き荒れてきました。
　私のテントは、そこそこしっかりした物の為、多少
の風には影響ないのですが友人のテントは今、流行
りのワンポールテントというタイプ。
風に煽られ、地面は雨で緩くペグが安定せず。張っ
ても張っても倒れるテント。友人は嫌気が差してきた
ようで、「もう、そこらの建物の軒先で寝るわー。」と
言い出す始末。
　そりゃ可哀そうと思い、キャンプ場の管理の事務
所に相談したら「廃校の体育館に泊まって良いよ。」
と有難い提案をいただきました。
　使用料を払いだだっ広い体育館に二人で寝袋や
調理道具、照明を広げ、やっと落ち着く事が出来ま
した。
本来は焚火にあたりながら酒でも飲む予定でしたが
体育館では焚火は出来ません。しかも広すぎて寒い
寒い。私は真冬用の寝袋を持って来て本当に良か
ったと思いました。
　それでもラーメンなどを調理して、柿の種をつまみ

ながらウイスキーを飲んで友人と話をした時間は本
当に楽しかった。友人はずっと「寒い寒い」と言って
いました。
　しかし「体育館で酒飲んで寝る、なんてなかなか
出来ない貴重な体験だ。楽しいね。」と総合的には
楽しい状況となりました。
　翌朝５月３日、目覚めて体育館を出ると空は晴れ
渡り暖かい陽気。
　びしょ濡れのテントや荷物類を干しながら、「やっ
ぱ太陽って有難いな。」「キャンプってのはこういう日
にしなきゃ遺憾よな。」とオッサン二人で素直に太陽
に感謝しておりました。

２．例会中止８回分の食事会計について
　※例会中止８回分６，４００円／人（＠800×8回）を夜間例会
　　会計へ充当
３．第３回献血予算案について　５月１６日（日）
■幹事報告
・報告事項
１．次期会員手帳打合せ会
　５月１１日（火）１３：３０～　商工会館２Ｆ
　出席者：佐伯澄男次期会員会則委員長、伊藤龍一次期１Ｚ
　Ｃ、大上幸雄次期１ＺＣＡ
２．５月第一例会　５月１２日（水）　書面例会　
３．第３回愛リバー・愛ロード　５月９日（日）　中止
４．第３回献血奉仕
　５月１６日（日）１０：００～　イオン新居浜駐車場
　※赤十字センターが実施し、クラブは記念品の提供のみ
５．第６７回ライオンズクラブ国際協会３３６複合地区年次大会

　中止
　※代議員投票は郵送で行う
６．２Ｒ年次会合　　　５月３０日（日）中止
７．次期準備２Ｒ会議　５月３０日（日）中止
８．次期１ＺＣＡについて　
　※L大上幸雄に決定
９．５月第二例会　５月２６日（水）書面例会
１０．５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。
■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
（指名委員会）５月１０日（月）臨時指名委員会にてＭＣ広報委員
　会理事が天野 淳さんへ変更することが承認されましたので
　ご報告いたします。

　早いもので、幹事就任の挨拶の原
稿を書いたのがつい先日の事のよう
に思い出されます。
伊藤嘉秀会長に幹事就任を打診さ
れたときは「はい喜んで」までとはいき

ませんでしたが、ＷＥ ＳＥＲＶＥの精神
でなんとかなるだろうと簡単に引き受けてしまいまし
た。
　後々、本年度が結成６０周年ということで、中々の
大変な一年になる事を周りの諸先輩方に教えて頂
きまして、スタート当初からかなりナーバスになってお

りました。
　しかし、伊藤嘉秀会長や白石誠一実行委員長の
６０周年に対する熱い思いを近くで感じることでき、
会員の皆様一人一人のご協力により６０周年を成
功させる事ができたのは、私のライオンズクラブ人生
の中での一番の思い出になりました。
　その一環として、タイムカプセルの埋設事業で今
年の３月まで各小中学校にお邪魔して、たくさんの
生徒さんや先生にお会いでき、このコロナ過の中で
頑張っている姿を拝見する事ができたのもいい経験
になりました。

　また、例会場がユアーズコープからリーガロイヤル
ホテルに変更になったのも、今年の中での重大事件
になりました。コロナの状況でリーガロイヤルホテル
ではまだ数回しか例会は出来てないですし、夜間例
会も行われておりませんが、なんとかスムーズな例会
場の移行へのお手伝いも出来たのではないかと思
います。
　自分の中で幹事職は、会員の皆様が、ストレスなく
スムーズに例会や委員会、事業が行われる環境を

作ること事が一番だと思って頑張ってきましたが、ど
うしても仕事の都合で会長や委員長にご迷惑をお
掛けした事も多々ありまして、それが一番の反省点
です。
　最後になりますが、一年間本当に素晴らしい経験
が出来ました。この経験は自分の中での宝物になり
ました。来年以降もこの経験を生かせるように頑張
っていきたいと思います。
一年間本当にありがとうございました。
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第 3 回献血奉仕
日時：令和 3年 5月 16 日（日）10:00 ～　場所：イオンモール新居浜駐車場　　　　　　　　　　　　　　　　　　        
　

わたしの近況
環境保全委員会　村上  順一郎　　　　        　

会員投稿文

　　　　　
第二副会長就任ご挨拶

第二副会長　 能 瀬  伸 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

皆さん、コロナ禍の中、如何お過ご
しでしょうか。早く終息すれば良い
ですね。
　色々とタイトルがあるのですが、
ライオンズの活動はあまり協力でき
て無くて、旅行は家族全員で新居浜

祭りの時に毎年行っていたのですが去年はコロナと
私の体調が悪くてダメになりました。
　趣味は昔はゴルフだったんですけど手術をしてか
らダメになり、無趣味が趣味になりました。
　私の近況でも書かせてもらいます。３年ほど前に
大阪の病院に１２年間通っていましたが、愛大の
病院に変わって近くて楽になり、松山には娘夫婦
がマンションを購入しまして時間があれば寄って孫

皆さ

て無

ゴルフ部会の活動について
計画財務委員会　河 端  信 人　　　　        　

私は昨年からゴルフ部会に入会させ
ていただいています。月に一回の
活動ですので、毎月楽しみにして
います。
　ゴルフを本格的に始めたのは５
年ほど前からです。学生の時にはサ

ッカーをしていて、ある程度の運動はできると思って
いたのですが、ゴルフは難しくて全然出来ません。
びっくりしました。ボールは小さいし、クラブの種類
も多い、ドライバーとパターは全く違うし。
　はじめの頃は、週に一度は練習するようにしてい
ましたが、なかなか上達しませんでした。
今でもまだ目標スコアは 100という状態です。
練習場で出来てもゴルフ場のコースではなかなか難
しい。
　ゴルフは、技術だけでなく、メンタルの強さも必
要です。ミスして慌てたり焦ったり、負けて悔しがっ
たり妬んだり、状況に応じて攻めたり守ったり、成
功したらうれしいし楽しい。

　いろいろな感情の変化があります。技術とメンタ
ル、難しいから面白いんですね。最近分かってきま
した。
　部会では、先輩方が毎回楽しそうにプレーされ
ています。自分も先輩方のように、長く続けていき
たいと思います。へたくそですが、今後も楽しくプ
レーしますので、みなさまよろしくお願いします。

私は

年ほ

■会長挨拶　伊藤嘉秀会長
　 　５月に入りましたが、例年よりも鯉のぼりの数

も少ないような感じがして、外出自粛がここ
まで行き渡っているかと思うこの頃です。
　７５歳以上の方々のワクチン接種も始ま
り、当初は予約電話が繋がらないとの声
をお聞きしましたが、委員会に出席された
先輩方の殆どは予約が取れたようで安心　

　致しております。
皆様は、いかがお過ごしでしょうか。
　愛媛県下のまん延防止措置が継続され、第１例会を４月
に引き続き書面例会とさせていただきました。まん延防止措
置が５月３１日まで延長になりましたので、残念ですが第２例
会も書面例会とさせていただきます。
何卒、感染防止にご協力をお願い申し上げます。
　しかしながら、運営の関係上、理事会は開催致しておりま
して、今月の中では皆様からお預かりしています食事会計に
ついてご意見を頂きました。
　１月、２月そして４月、５月の例会で食して頂く筈の昼食代
金・食事会計についてです。８００円の８回分、6,400 円です

が、昨年はコロナの影響で売上が減少していた例会場・ユ
アーズ様を支援するために皆様へ食事券を配布させて頂き
ました。
　今年度については、全体を見通して、夜間例会が通常通
り開催されれば使用する会食費が例会場移転により限界費
では足らず、積立を取り崩す必要があるため、次期には夜間
例会食事会計の積立が、なくなってしまうことが予測されます
ことから、お一人 6,400 円の例会で使用しなかった分を夜間
例会積立に加算させていただきたいとの議案を提出し、理
事・委員長の皆様にご承認を頂きましたので、ご報告させて
いただきます。
　書面での報告で誠に恐縮ですが、何卒、ご理解の程、宜
しくお願い申し上げます。
　また、ライオンズクラブの年度も今期はあと２ヶ月足らずとな
り、次期への引き継ぎが始まりました。
新田久司次期会長をはじめ３役の皆さんが、来期の組織、会
計の準備をはじめられ、１ゾーンでは、次期ゾーンチェアパー
ソンの伊藤龍一さんとアシスタントの大上幸雄さんが、市内４
クラブをまとめられる準備に入りました。
皆様のご支援を宜しくお願い申し上げます。
　会員皆様にお会いできないことが、本当に寂しい残念な思
いを致しております。何卒、まん延防止措置が開けるまで、お
身体をご慈愛下さい。
■審議事項
１．家族会決算報告について

　 私は休日に家に居ることが嫌いです。
休日に雨等で仕方なく家で朝から
晩まで過ごすと大変、損をした気が
するのです。「ステイホーム」私には
辛くて堪らない事なのです。
　昨年のゴールデンウイークは正に

「ステイホーム」で過ごし、毎朝、早朝に目覚めると直
ぐにバイクや車に乗り殆ど無人状態のマイントピア別
子の駐車場で「つまらんなー、つまらんなー」とぼや
きながら数時間過ごしていたもんです。
　今年のゴールデンウイークは人の居ないキャンプ
でも行くぞと、今治の友人と二人で１２５CC のホン
ダのカブとモンキーで中津渓谷のキャンプ場に５月２
日に向かいました。
　この日は気温が低く天候は雨のち曇りというバイ

クにとっては厳しい条件でした。
前日は石鎚山に積雪があったり私の住む萩生では
雹が降ったりと春らしくないゴールデンウイーク、私も
友人も５０歳オーバーしている良い大人ですが心は
少年。
なんとかなるだろう、と出発しました。
　さて、キャンプ場に到着。なんだこれは！ という程、

連休に初めて体育館で過ごしました。
MC広報委員長　福  山 　宏　　　　        　

私は
休日

　この度、第二副会長の大役を仰せ
つかりました能瀬です。
　今期で８年目、ライオンとしてはま
だまだ勉強中の身でありながら、こ
のような役職を受けることは身分不
相応と自覚しておりますが、拝命した以

上は全力でクラブの発展に努め、職責を果たして参
りたいと存じます。
　少し前、久しぶりに会員必携に目を通したことが
ありました。その時に、私の入会後に入会された会
員の数が実に全体の４分の１にもなっていることを
知りました。年代は様々でありますが、多くは私よりも
若い会員の方々です。今後はますます若い会員が
増えていくのではと思っています。
　若い会員が増えることは組織にとって大変良いこ
とですが、今後ひとつだけ気を配らねばならないこと
があります。それは、世代交代の運び方を間違えな
いようにすることです。私もこれまでいくつかの団体・
組織で活動してきましたが、そのようなタイミングで
方向性を見誤ったり、活気を失う組織も見てきまし
た。原因はひとつ。その際に世代間の連携や協調が
上手くいかなかったことです。
　良かれと思ってのことでしょうが、実績豊富な方々

が舵を取り続けて、若手の育成が進まなかったり、
逆に若手が主体となっても、「時代が違うから」と先
輩方の貴重な経験やアドバイスを軽視した運営をし
てしまったことが原因だと考えています。
　私はよく木に例えるのですが、ライオンズクラブの
ような団体はこの先何年経とうがポリシーを示す根
や幹はいつまでも変わらない、変わってはいけないと
考えています。毎年付ける花や実は変われど、基本
的には年を重ねる毎に大きく育っていく同じ木から
出来るものでなくてはなりません。
　これは私が今まで経験してきた中で大切にしてい
る信念のようなものです。先輩方からしてみれば当
たり前のことのように感じると思いますが、近年は意
外にそうでもなくなってきていると感じます。（現状の
当クラブは全く問題無いと思っていますが）
　私たちの世代は大きく分けられる世代の端境だと
思います。現状は、将来のクラブの発展を左右する
変遷の始まりに入りつつあると感じています。
　諸先輩方のお力添えをいただきながら、良いもの
は取り入れ、安心して次の世代に任せていただける
よう、精一杯努めて参ります。ご理解、ご協力のほ
ど、よろしくお願い申し上げます。

キャンプ場には人が溢れるほど来ておりテントが多
数張られている状況です。皆、考える事は同じだと
思いながらテントを設営開始。このあたりから雨が強
くなり風も吹き荒れてきました。
　私のテントは、そこそこしっかりした物の為、多少
の風には影響ないのですが友人のテントは今、流行
りのワンポールテントというタイプ。
風に煽られ、地面は雨で緩くペグが安定せず。張っ
ても張っても倒れるテント。友人は嫌気が差してきた
ようで、「もう、そこらの建物の軒先で寝るわー。」と
言い出す始末。
　そりゃ可哀そうと思い、キャンプ場の管理の事務
所に相談したら「廃校の体育館に泊まって良いよ。」
と有難い提案をいただきました。
　使用料を払いだだっ広い体育館に二人で寝袋や
調理道具、照明を広げ、やっと落ち着く事が出来ま
した。
本来は焚火にあたりながら酒でも飲む予定でしたが
体育館では焚火は出来ません。しかも広すぎて寒い
寒い。私は真冬用の寝袋を持って来て本当に良か
ったと思いました。
　それでもラーメンなどを調理して、柿の種をつまみ

ながらウイスキーを飲んで友人と話をした時間は本
当に楽しかった。友人はずっと「寒い寒い」と言って
いました。
　しかし「体育館で酒飲んで寝る、なんてなかなか
出来ない貴重な体験だ。楽しいね。」と総合的には
楽しい状況となりました。
　翌朝５月３日、目覚めて体育館を出ると空は晴れ
渡り暖かい陽気。
　びしょ濡れのテントや荷物類を干しながら、「やっ
ぱ太陽って有難いな。」「キャンプってのはこういう日
にしなきゃ遺憾よな。」とオッサン二人で素直に太陽
に感謝しておりました。

相応

２．例会中止８回分の食事会計について
　※例会中止８回分６，４００円／人（＠800×8回）を夜間例会
　　会計へ充当
３．第３回献血予算案について　５月１６日（日）
■幹事報告
・報告事項
１．次期会員手帳打合せ会
　５月１１日（火）１３：３０～　商工会館２Ｆ
　出席者：佐伯澄男次期会員会則委員長、伊藤龍一次期１Ｚ
　Ｃ、大上幸雄次期１ＺＣＡ
２．５月第一例会　５月１２日（水）　書面例会　
３．第３回愛リバー・愛ロード　５月９日（日）　中止
４．第３回献血奉仕
　５月１６日（日）１０：００～　イオン新居浜駐車場
　※赤十字センターが実施し、クラブは記念品の提供のみ
５．第６７回ライオンズクラブ国際協会３３６複合地区年次大会

　中止
　※代議員投票は郵送で行う
６．２Ｒ年次会合　　　５月３０日（日）中止
７．次期準備２Ｒ会議　５月３０日（日）中止
８．次期１ＺＣＡについて　
　※L大上幸雄に決定
９．５月第二例会　５月２６日（水）書面例会
１０．５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。
■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
（指名委員会）５月１０日（月）臨時指名委員会にてＭＣ広報委員
　会理事が天野 淳さんへ変更することが承認されましたので
　ご報告いたします。

　今回は当クラブからは記念品の提供のみでしたが、
必要最小限の人数でお手伝いをさせていただきまし
た。
受付者７７名、採血者６７名、不採血１０名
当クラブからのお手伝い：伊藤嘉秀会長、大上幸雄
幹事、古川貴章直前会長、後藤達也第二副会長、福
山 宏 MC 広報委員長、小野周平 T・Tの６名
当クラブから訪問：有富正治ライ

オン、塩見秀晴ライ
オン、能瀬伸

一ライ
オン

　早いもので、幹事就任の挨拶の原
稿を書いたのがつい先日の事のよう
に思い出されます。
伊藤嘉秀会長に幹事就任を打診さ
れたときは「はい喜んで」までとはいき

ませんでしたが、ＷＥ ＳＥＲＶＥの精神
でなんとかなるだろうと簡単に引き受けてしまいまし
た。
　後々、本年度が結成６０周年ということで、中々の
大変な一年になる事を周りの諸先輩方に教えて頂
きまして、スタート当初からかなりナーバスになってお

りました。
　しかし、伊藤嘉秀会長や白石誠一実行委員長の
６０周年に対する熱い思いを近くで感じることでき、
会員の皆様一人一人のご協力により６０周年を成
功させる事ができたのは、私のライオンズクラブ人生
の中での一番の思い出になりました。
　その一環として、タイムカプセルの埋設事業で今
年の３月まで各小中学校にお邪魔して、たくさんの
生徒さんや先生にお会いでき、このコロナ過の中で
頑張っている姿を拝見する事ができたのもいい経験
になりました。

　また、例会場がユアーズコープからリーガロイヤル
ホテルに変更になったのも、今年の中での重大事件
になりました。コロナの状況でリーガロイヤルホテル
ではまだ数回しか例会は出来てないですし、夜間例
会も行われておりませんが、なんとかスムーズな例会
場の移行へのお手伝いも出来たのではないかと思
います。
　自分の中で幹事職は、会員の皆様が、ストレスなく
スムーズに例会や委員会、事業が行われる環境を

作ること事が一番だと思って頑張ってきましたが、ど
うしても仕事の都合で会長や委員長にご迷惑をお
掛けした事も多々ありまして、それが一番の反省点
です。
　最後になりますが、一年間本当に素晴らしい経験
が出来ました。この経験は自分の中での宝物になり
ました。来年以降もこの経験を生かせるように頑張
っていきたいと思います。
一年間本当にありがとうございました。

に会って帰っていましたが、今はコロナ禍で直帰で
す。
　去年の３月には三男が家を新築し、お祝いをし、
今年の１月１日（元旦）には義母が８８歳の米寿を
迎えまして全員集合でお祝いをしました。
３月には次男が家を新築し、３月１７日は三男に二
人目の子供が生まれました。
よく考えてみると、子供達の結婚、孫の出産、新

築等から始まり毎年、１回か２回何かのお祝いをし
てきた計算になります。
　長男も解体業を始めだして仕事の方も順調で
す。私も体調を良くして少しでも長生きするようにと
思っています。
　最後に長い間お世話になったユアーズ、ライオン
ズメンバー鈴木雅志君、スタッフの皆様にお礼を申
し上げたいと思います。　

■会長挨拶　伊藤嘉秀会長
　 今回の外出自粛が始まって２ヶ月が経とうとし

ていますが、皆様、いかがお過ごしでしょう
か。
　コロナワクチンの摂取も始まり、当初、電
話がかからないと苦情の嵐でしたが、５月
２３日現在で新居浜市内７５歳以上の約８３
％の方々が摂取予約が出来たようです。

　新居浜市では、集団摂取も実施し、できる限り前倒しで市
民の皆さんにワクチンが行き渡るように、今週末には７４歳、
７３歳の方々にも摂取予約券を発送しようと計画しています。
１日も早くワクチン接種が行き渡るように願っています。
　アメリカでは、すでにマスクを外した生活が始まったようで、
先日のＳＮＳニュースでは、若い女性が、「まるで裸になったよ
うな気分です。」と話されていました。
　ここへ来て全国的には感染拡大が抑え込めていない県も
ありますが、愛媛県では少し小康状態になって来たようです。
このまま６月に入っても継続するようであれば、愛媛県の警戒
期間も開けそうですので、６月第一例会と第二例会を開催す
ることができるのではと淡い希望をふくらませています。
　クラブ活動にとって、会員の皆さんとお会いできないこと
が、これほど辛いことかと身に沁みて感じています。
６月には、皆様とお会いできて一緒に笑いながら食事、歓談
をしたいと心から願っています。
　クラブ運営では、次期新田久司会長の組織図委員会メン
バーの発表もあり、６月５日には次期伊藤龍一１ゾーンゾーン
チェアパーソンの新旧引き継ぎ会も予定されています。
　我がクラブも６月委員会で引き継ぎ委員会を実施して頂
き、次期のスムーズなスタートが切れるようにしたいと考えてい
ます。
　まだまだコロナ禍ではありますが、感染防止策を講じて歴
史が引き継げるように皆様のご協力をお願い申し上げます。
何卒、お会いできる日まで、お身体をご慈愛下さい。　　　　
■審議事項
　なし

■幹事報告
・報告事項
１．第３回献血奉仕
　５月１６日（日）１０：００～　イオン新居浜駐車場
　※赤十字センターが実施し、クラブは記念品の提供のみ
　（献血者） 受付者７７名、採血者６７名、不採血者１０名
　（クラブ参加者）L伊藤嘉秀、L大上幸雄、L古川貴章、L後
　藤達也、L福山宏、L小野周平、L塩見秀晴、L有富正治、L
　能瀬伸一
２．次期クラブ三役オリエンテーション
　６月５日（土）１４：００～　オンライン研修
　参加者 （次期）新田久司会長、青野泰介幹事、加藤久博会
　計
３．１Z準備ゾーン会議、第 4回地区ガバナー諮問委員会、
　年次会合　６月５日（土）　グラッツェふじ
　・準備ゾーン会議　１７：００～
　　出席者（次期）伊藤龍一１ＺＣ、大上幸雄１ＺＣＡ
　　（次期）新田久司会長、青野泰介幹事、加藤久博会計、佐
　　伯澄男会員会則委員長
　・諮問委員会、年次会合　１７：３０～
　　出席者（現）伊藤嘉秀会長、大上幸雄幹事、大竹崇夫会
　　計、鈴木雅志会員会則委員長
　　（次期）伊藤龍一１ＺＣ、大上幸雄１ＺＣＡ
　　（次期）新田久司会長、青野泰介幹事、加藤久博会計、佐
　　伯澄男会員会則委員長
４．５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。
※今後のクラブ予定
　・クラブ新会員オリエンテーション
　　６月１８日（金）１８：３０～　リーガロイヤルホテル
　・６月第二夜間例会
　　６月２３日（水）１８：００～リーガロイヤルホテル
　・準備理事委員長会
　　６月２４日（木）１８：３０～商工会館３Ｆ
■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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第 3 回献血奉仕
日時：令和 3年 5月 16 日（日）10:00 ～　場所：イオンモール新居浜駐車場　　　　　　　　　　　　　　　　　　        
　

わたしの近況
環境保全委員会　村上  順一郎　　　　        　

会員投稿文

　　　　　
第二副会長就任ご挨拶

第二副会長　 能 瀬  伸 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

皆さん、コロナ禍の中、如何お過ご
しでしょうか。早く終息すれば良い
ですね。
　色々とタイトルがあるのですが、
ライオンズの活動はあまり協力でき
て無くて、旅行は家族全員で新居浜

祭りの時に毎年行っていたのですが去年はコロナと
私の体調が悪くてダメになりました。
　趣味は昔はゴルフだったんですけど手術をしてか
らダメになり、無趣味が趣味になりました。
　私の近況でも書かせてもらいます。３年ほど前に
大阪の病院に１２年間通っていましたが、愛大の
病院に変わって近くて楽になり、松山には娘夫婦
がマンションを購入しまして時間があれば寄って孫

皆さ

て無

ゴルフ部会の活動について
計画財務委員会　河 端  信 人　　　　        　

私は昨年からゴルフ部会に入会させ
ていただいています。月に一回の
活動ですので、毎月楽しみにして
います。
　ゴルフを本格的に始めたのは５
年ほど前からです。学生の時にはサ

ッカーをしていて、ある程度の運動はできると思って
いたのですが、ゴルフは難しくて全然出来ません。
びっくりしました。ボールは小さいし、クラブの種類
も多い、ドライバーとパターは全く違うし。
　はじめの頃は、週に一度は練習するようにしてい
ましたが、なかなか上達しませんでした。
今でもまだ目標スコアは 100という状態です。
練習場で出来てもゴルフ場のコースではなかなか難
しい。
　ゴルフは、技術だけでなく、メンタルの強さも必
要です。ミスして慌てたり焦ったり、負けて悔しがっ
たり妬んだり、状況に応じて攻めたり守ったり、成
功したらうれしいし楽しい。

　いろいろな感情の変化があります。技術とメンタ
ル、難しいから面白いんですね。最近分かってきま
した。
　部会では、先輩方が毎回楽しそうにプレーされ
ています。自分も先輩方のように、長く続けていき
たいと思います。へたくそですが、今後も楽しくプ
レーしますので、みなさまよろしくお願いします。

私は

年ほ

■会長挨拶　伊藤嘉秀会長
　 　５月に入りましたが、例年よりも鯉のぼりの数

も少ないような感じがして、外出自粛がここ
まで行き渡っているかと思うこの頃です。
　７５歳以上の方々のワクチン接種も始ま
り、当初は予約電話が繋がらないとの声
をお聞きしましたが、委員会に出席された
先輩方の殆どは予約が取れたようで安心　

　致しております。
皆様は、いかがお過ごしでしょうか。
　愛媛県下のまん延防止措置が継続され、第１例会を４月
に引き続き書面例会とさせていただきました。まん延防止措
置が５月３１日まで延長になりましたので、残念ですが第２例
会も書面例会とさせていただきます。
何卒、感染防止にご協力をお願い申し上げます。
　しかしながら、運営の関係上、理事会は開催致しておりま
して、今月の中では皆様からお預かりしています食事会計に
ついてご意見を頂きました。
　１月、２月そして４月、５月の例会で食して頂く筈の昼食代
金・食事会計についてです。８００円の８回分、6,400 円です

が、昨年はコロナの影響で売上が減少していた例会場・ユ
アーズ様を支援するために皆様へ食事券を配布させて頂き
ました。
　今年度については、全体を見通して、夜間例会が通常通
り開催されれば使用する会食費が例会場移転により限界費
では足らず、積立を取り崩す必要があるため、次期には夜間
例会食事会計の積立が、なくなってしまうことが予測されます
ことから、お一人 6,400 円の例会で使用しなかった分を夜間
例会積立に加算させていただきたいとの議案を提出し、理
事・委員長の皆様にご承認を頂きましたので、ご報告させて
いただきます。
　書面での報告で誠に恐縮ですが、何卒、ご理解の程、宜
しくお願い申し上げます。
　また、ライオンズクラブの年度も今期はあと２ヶ月足らずとな
り、次期への引き継ぎが始まりました。
新田久司次期会長をはじめ３役の皆さんが、来期の組織、会
計の準備をはじめられ、１ゾーンでは、次期ゾーンチェアパー
ソンの伊藤龍一さんとアシスタントの大上幸雄さんが、市内４
クラブをまとめられる準備に入りました。
皆様のご支援を宜しくお願い申し上げます。
　会員皆様にお会いできないことが、本当に寂しい残念な思
いを致しております。何卒、まん延防止措置が開けるまで、お
身体をご慈愛下さい。
■審議事項
１．家族会決算報告について

　 私は休日に家に居ることが嫌いです。
休日に雨等で仕方なく家で朝から
晩まで過ごすと大変、損をした気が
するのです。「ステイホーム」私には
辛くて堪らない事なのです。
　昨年のゴールデンウイークは正に

「ステイホーム」で過ごし、毎朝、早朝に目覚めると直
ぐにバイクや車に乗り殆ど無人状態のマイントピア別
子の駐車場で「つまらんなー、つまらんなー」とぼや
きながら数時間過ごしていたもんです。
　今年のゴールデンウイークは人の居ないキャンプ
でも行くぞと、今治の友人と二人で１２５CC のホン
ダのカブとモンキーで中津渓谷のキャンプ場に５月２
日に向かいました。
　この日は気温が低く天候は雨のち曇りというバイ

クにとっては厳しい条件でした。
前日は石鎚山に積雪があったり私の住む萩生では
雹が降ったりと春らしくないゴールデンウイーク、私も
友人も５０歳オーバーしている良い大人ですが心は
少年。
なんとかなるだろう、と出発しました。
　さて、キャンプ場に到着。なんだこれは！ という程、

連休に初めて体育館で過ごしました。
MC広報委員長　福  山 　宏　　　　        　

私は
休日

　この度、第二副会長の大役を仰せ
つかりました能瀬です。
　今期で８年目、ライオンとしてはま
だまだ勉強中の身でありながら、こ
のような役職を受けることは身分不
相応と自覚しておりますが、拝命した以

上は全力でクラブの発展に努め、職責を果たして参
りたいと存じます。
　少し前、久しぶりに会員必携に目を通したことが
ありました。その時に、私の入会後に入会された会
員の数が実に全体の４分の１にもなっていることを
知りました。年代は様々でありますが、多くは私よりも
若い会員の方々です。今後はますます若い会員が
増えていくのではと思っています。
　若い会員が増えることは組織にとって大変良いこ
とですが、今後ひとつだけ気を配らねばならないこと
があります。それは、世代交代の運び方を間違えな
いようにすることです。私もこれまでいくつかの団体・
組織で活動してきましたが、そのようなタイミングで
方向性を見誤ったり、活気を失う組織も見てきまし
た。原因はひとつ。その際に世代間の連携や協調が
上手くいかなかったことです。
　良かれと思ってのことでしょうが、実績豊富な方々

が舵を取り続けて、若手の育成が進まなかったり、
逆に若手が主体となっても、「時代が違うから」と先
輩方の貴重な経験やアドバイスを軽視した運営をし
てしまったことが原因だと考えています。
　私はよく木に例えるのですが、ライオンズクラブの
ような団体はこの先何年経とうがポリシーを示す根
や幹はいつまでも変わらない、変わってはいけないと
考えています。毎年付ける花や実は変われど、基本
的には年を重ねる毎に大きく育っていく同じ木から
出来るものでなくてはなりません。
　これは私が今まで経験してきた中で大切にしてい
る信念のようなものです。先輩方からしてみれば当
たり前のことのように感じると思いますが、近年は意
外にそうでもなくなってきていると感じます。（現状の
当クラブは全く問題無いと思っていますが）
　私たちの世代は大きく分けられる世代の端境だと
思います。現状は、将来のクラブの発展を左右する
変遷の始まりに入りつつあると感じています。
　諸先輩方のお力添えをいただきながら、良いもの
は取り入れ、安心して次の世代に任せていただける
よう、精一杯努めて参ります。ご理解、ご協力のほ
ど、よろしくお願い申し上げます。

キャンプ場には人が溢れるほど来ておりテントが多
数張られている状況です。皆、考える事は同じだと
思いながらテントを設営開始。このあたりから雨が強
くなり風も吹き荒れてきました。
　私のテントは、そこそこしっかりした物の為、多少
の風には影響ないのですが友人のテントは今、流行
りのワンポールテントというタイプ。
風に煽られ、地面は雨で緩くペグが安定せず。張っ
ても張っても倒れるテント。友人は嫌気が差してきた
ようで、「もう、そこらの建物の軒先で寝るわー。」と
言い出す始末。
　そりゃ可哀そうと思い、キャンプ場の管理の事務
所に相談したら「廃校の体育館に泊まって良いよ。」
と有難い提案をいただきました。
　使用料を払いだだっ広い体育館に二人で寝袋や
調理道具、照明を広げ、やっと落ち着く事が出来ま
した。
本来は焚火にあたりながら酒でも飲む予定でしたが
体育館では焚火は出来ません。しかも広すぎて寒い
寒い。私は真冬用の寝袋を持って来て本当に良か
ったと思いました。
　それでもラーメンなどを調理して、柿の種をつまみ

ながらウイスキーを飲んで友人と話をした時間は本
当に楽しかった。友人はずっと「寒い寒い」と言って
いました。
　しかし「体育館で酒飲んで寝る、なんてなかなか
出来ない貴重な体験だ。楽しいね。」と総合的には
楽しい状況となりました。
　翌朝５月３日、目覚めて体育館を出ると空は晴れ
渡り暖かい陽気。
　びしょ濡れのテントや荷物類を干しながら、「やっ
ぱ太陽って有難いな。」「キャンプってのはこういう日
にしなきゃ遺憾よな。」とオッサン二人で素直に太陽
に感謝しておりました。

相応

２．例会中止８回分の食事会計について
　※例会中止８回分６，４００円／人（＠800×8回）を夜間例会
　　会計へ充当
３．第３回献血予算案について　５月１６日（日）
■幹事報告
・報告事項
１．次期会員手帳打合せ会
　５月１１日（火）１３：３０～　商工会館２Ｆ
　出席者：佐伯澄男次期会員会則委員長、伊藤龍一次期１Ｚ
　Ｃ、大上幸雄次期１ＺＣＡ
２．５月第一例会　５月１２日（水）　書面例会　
３．第３回愛リバー・愛ロード　５月９日（日）　中止
４．第３回献血奉仕
　５月１６日（日）１０：００～　イオン新居浜駐車場
　※赤十字センターが実施し、クラブは記念品の提供のみ
５．第６７回ライオンズクラブ国際協会３３６複合地区年次大会

　中止
　※代議員投票は郵送で行う
６．２Ｒ年次会合　　　５月３０日（日）中止
７．次期準備２Ｒ会議　５月３０日（日）中止
８．次期１ＺＣＡについて　
　※L大上幸雄に決定
９．５月第二例会　５月２６日（水）書面例会
１０．５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。
■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
（指名委員会）５月１０日（月）臨時指名委員会にてＭＣ広報委員
　会理事が天野 淳さんへ変更することが承認されましたので
　ご報告いたします。

　今回は当クラブからは記念品の提供のみでしたが、
必要最小限の人数でお手伝いをさせていただきまし
た。
受付者７７名、採血者６７名、不採血１０名
当クラブからのお手伝い：伊藤嘉秀会長、大上幸雄
幹事、古川貴章直前会長、後藤達也第二副会長、福
山 宏 MC 広報委員長、小野周平 T・Tの６名
当クラブから訪問：有富正治ライ

オン、塩見秀晴ライ
オン、能瀬伸

一ライ
オン

　早いもので、幹事就任の挨拶の原
稿を書いたのがつい先日の事のよう
に思い出されます。
伊藤嘉秀会長に幹事就任を打診さ
れたときは「はい喜んで」までとはいき

ませんでしたが、ＷＥ ＳＥＲＶＥの精神
でなんとかなるだろうと簡単に引き受けてしまいまし
た。
　後々、本年度が結成６０周年ということで、中々の
大変な一年になる事を周りの諸先輩方に教えて頂
きまして、スタート当初からかなりナーバスになってお

りました。
　しかし、伊藤嘉秀会長や白石誠一実行委員長の
６０周年に対する熱い思いを近くで感じることでき、
会員の皆様一人一人のご協力により６０周年を成
功させる事ができたのは、私のライオンズクラブ人生
の中での一番の思い出になりました。
　その一環として、タイムカプセルの埋設事業で今
年の３月まで各小中学校にお邪魔して、たくさんの
生徒さんや先生にお会いでき、このコロナ過の中で
頑張っている姿を拝見する事ができたのもいい経験
になりました。

　また、例会場がユアーズコープからリーガロイヤル
ホテルに変更になったのも、今年の中での重大事件
になりました。コロナの状況でリーガロイヤルホテル
ではまだ数回しか例会は出来てないですし、夜間例
会も行われておりませんが、なんとかスムーズな例会
場の移行へのお手伝いも出来たのではないかと思
います。
　自分の中で幹事職は、会員の皆様が、ストレスなく
スムーズに例会や委員会、事業が行われる環境を

作ること事が一番だと思って頑張ってきましたが、ど
うしても仕事の都合で会長や委員長にご迷惑をお
掛けした事も多々ありまして、それが一番の反省点
です。
　最後になりますが、一年間本当に素晴らしい経験
が出来ました。この経験は自分の中での宝物になり
ました。来年以降もこの経験を生かせるように頑張
っていきたいと思います。
一年間本当にありがとうございました。

に会って帰っていましたが、今はコロナ禍で直帰で
す。
　去年の３月には三男が家を新築し、お祝いをし、
今年の１月１日（元旦）には義母が８８歳の米寿を
迎えまして全員集合でお祝いをしました。
３月には次男が家を新築し、３月１７日は三男に二
人目の子供が生まれました。
よく考えてみると、子供達の結婚、孫の出産、新

築等から始まり毎年、１回か２回何かのお祝いをし
てきた計算になります。
　長男も解体業を始めだして仕事の方も順調で
す。私も体調を良くして少しでも長生きするようにと
思っています。
　最後に長い間お世話になったユアーズ、ライオン
ズメンバー鈴木雅志君、スタッフの皆様にお礼を申
し上げたいと思います。　

■会長挨拶　伊藤嘉秀会長
　 今回の外出自粛が始まって２ヶ月が経とうとし

ていますが、皆様、いかがお過ごしでしょう
か。
　コロナワクチンの摂取も始まり、当初、電
話がかからないと苦情の嵐でしたが、５月
２３日現在で新居浜市内７５歳以上の約８３
％の方々が摂取予約が出来たようです。

　新居浜市では、集団摂取も実施し、できる限り前倒しで市
民の皆さんにワクチンが行き渡るように、今週末には７４歳、
７３歳の方々にも摂取予約券を発送しようと計画しています。
１日も早くワクチン接種が行き渡るように願っています。
　アメリカでは、すでにマスクを外した生活が始まったようで、
先日のＳＮＳニュースでは、若い女性が、「まるで裸になったよ
うな気分です。」と話されていました。
　ここへ来て全国的には感染拡大が抑え込めていない県も
ありますが、愛媛県では少し小康状態になって来たようです。
このまま６月に入っても継続するようであれば、愛媛県の警戒
期間も開けそうですので、６月第一例会と第二例会を開催す
ることができるのではと淡い希望をふくらませています。
　クラブ活動にとって、会員の皆さんとお会いできないこと
が、これほど辛いことかと身に沁みて感じています。
６月には、皆様とお会いできて一緒に笑いながら食事、歓談
をしたいと心から願っています。
　クラブ運営では、次期新田久司会長の組織図委員会メン
バーの発表もあり、６月５日には次期伊藤龍一１ゾーンゾーン
チェアパーソンの新旧引き継ぎ会も予定されています。
　我がクラブも６月委員会で引き継ぎ委員会を実施して頂
き、次期のスムーズなスタートが切れるようにしたいと考えてい
ます。
　まだまだコロナ禍ではありますが、感染防止策を講じて歴
史が引き継げるように皆様のご協力をお願い申し上げます。
何卒、お会いできる日まで、お身体をご慈愛下さい。　　　　
■審議事項
　なし

■幹事報告
・報告事項
１．第３回献血奉仕
　５月１６日（日）１０：００～　イオン新居浜駐車場
　※赤十字センターが実施し、クラブは記念品の提供のみ
　（献血者） 受付者７７名、採血者６７名、不採血者１０名
　（クラブ参加者）L伊藤嘉秀、L大上幸雄、L古川貴章、L後
　藤達也、L福山宏、L小野周平、L塩見秀晴、L有富正治、L
　能瀬伸一
２．次期クラブ三役オリエンテーション
　６月５日（土）１４：００～　オンライン研修
　参加者 （次期）新田久司会長、青野泰介幹事、加藤久博会
　計
３．１Z準備ゾーン会議、第 4回地区ガバナー諮問委員会、
　年次会合　６月５日（土）　グラッツェふじ
　・準備ゾーン会議　１７：００～
　　出席者（次期）伊藤龍一１ＺＣ、大上幸雄１ＺＣＡ
　　（次期）新田久司会長、青野泰介幹事、加藤久博会計、佐
　　伯澄男会員会則委員長
　・諮問委員会、年次会合　１７：３０～
　　出席者（現）伊藤嘉秀会長、大上幸雄幹事、大竹崇夫会
　　計、鈴木雅志会員会則委員長
　　（次期）伊藤龍一１ＺＣ、大上幸雄１ＺＣＡ
　　（次期）新田久司会長、青野泰介幹事、加藤久博会計、佐
　　伯澄男会員会則委員長
４．５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。
※今後のクラブ予定
　・クラブ新会員オリエンテーション
　　６月１８日（金）１８：３０～　リーガロイヤルホテル
　・６月第二夜間例会
　　６月２３日（水）１８：００～リーガロイヤルホテル
　・準備理事委員長会
　　６月２４日（木）１８：３０～商工会館３Ｆ
■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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Niihama Lions Club 会長スローガン「Our service survives.」
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第1455回  5 月第一例会
5月 12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

　　　　　
会計退任挨拶

会　計　 大 竹  崇 夫　　　　第 60 期　2020.7 ～ 2021.6　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

梅雨の季節になりましたが、皆様いか
がお過ごしでしょうか？
昨年の今頃に会計に就任させて頂
きまして、早１年が経ちました。
  　個人的にはコロナに始まり、コ
ロナに終わるといった感じで、１年中

コロナ感染防止が頭から離れなかった様な１年でし
た。
　新居浜ライオンズクラブでも各種事業や例会が中
止となる中、６０周年記念式典や事業、そして懇親
会まで行えた事が唯一の救いだったように思いま
す。
　また、伊藤嘉秀会長肝いりの事業である「子ど
も達へのタイムカプセルの寄贈」では、各学校をこ
まめに回り、多くの時間を使いながら丁寧に説明を
して汗をかかれた事も心に残っております。
　数年後には、タイムカプセルを開ける事になりま
すが、この何とも苦しいコロナ禍の中で子ども達が
書いた未来の自分へのメッセージは、将来の自分
への強力なメッセージとなって返ってくるでしょう。
そして、その事が大きな力となり、様々な苦難を乗
り越えて、力強く成長してくれるものと信じておりま
す。
　まさにコロナ一色の様な１年で、自宅で過ごす事
が多くなり、退任挨拶も多くは書けませんが、福山
MC 委員長から１０００字と指示されておりますので、
コロナワクチンについて書きます。
　超スピードで認可となったファイザー社等の遺伝
子操作型ワクチンは、今まで一度も承認された事の

ない型式だそうで、今後１０年くらいの治験を経て、
安全性や有効性を検証する仕組みのワクチンだそ
うです。
　なので、長期的影響が全く誰にもわからないワク
チンだと多くの医療関係者が言っておられます。
コロナは、欧米では国民の１０％を超える勢いで感
染拡大をしているので、そうも言ってられない事情
があるかと思います。
　しかし東アジア（日本、韓国、台湾等）は今現
在も99.5％以上の人が感染をしておりません。
このワクチンを接種すれば、最大効果を発揮すると
95.5％の人の感染が防止できるそうですが、効力
がいつまで続くかは、不明の様です。
　東アジアでは、ワクチンを打たなくても、99.5％以
上の人が感染してないという現状から、人種による
違いはないのでしょうか？ また、強すぎる副反応や
長期的影響の方が心配となったりします。
さらに、若い女性の不妊や過去の薬害（サリドマイ
ド）再発を心配する人もいます。
　ここで気になるのは、ビルゲイツの発言です。「地
球の人口は、７０億人は多すぎるので、１０億人に
すべきだ」
　余談が長くなりましたが、昨年３月末に急逝され
た故岡田賢治氏の代わりとして会計に就任させて
頂きましたが、亡くなる３日前の岡田さんとの最後の
会話は、５日後の飲み会に関する話でした。
５日後の飲み会を中止しては？ と言う私に、「コロナ
は大丈夫。中止せずに行ってくれ」というものでした。
１年間、大変お世話になりました。

梅雨
がお

  
ロナ

■会長挨拶　伊藤嘉秀会長
　 　５月に入りましたが、例年よりも鯉のぼりの数

も少ないような感じがして、外出自粛がここ
まで行き渡っているかと思うこの頃です。
　７５歳以上の方々のワクチン接種も始ま
り、当初は予約電話が繋がらないとの声
をお聞きしましたが、委員会に出席された
先輩方の殆どは予約が取れたようで安心　

　致しております。
皆様は、いかがお過ごしでしょうか。
　愛媛県下のまん延防止措置が継続され、第１例会を４月
に引き続き書面例会とさせていただきました。まん延防止措
置が５月３１日まで延長になりましたので、残念ですが第２例
会も書面例会とさせていただきます。
何卒、感染防止にご協力をお願い申し上げます。
　しかしながら、運営の関係上、理事会は開催致しておりま
して、今月の中では皆様からお預かりしています食事会計に
ついてご意見を頂きました。
　１月、２月そして４月、５月の例会で食して頂く筈の昼食代
金・食事会計についてです。８００円の８回分、6,400 円です

が、昨年はコロナの影響で売上が減少していた例会場・ユ
アーズ様を支援するために皆様へ食事券を配布させて頂き
ました。
　今年度については、全体を見通して、夜間例会が通常通
り開催されれば使用する会食費が例会場移転により限界費
では足らず、積立を取り崩す必要があるため、次期には夜間
例会食事会計の積立が、なくなってしまうことが予測されます
ことから、お一人 6,400 円の例会で使用しなかった分を夜間
例会積立に加算させていただきたいとの議案を提出し、理
事・委員長の皆様にご承認を頂きましたので、ご報告させて
いただきます。
　書面での報告で誠に恐縮ですが、何卒、ご理解の程、宜
しくお願い申し上げます。
　また、ライオンズクラブの年度も今期はあと２ヶ月足らずとな
り、次期への引き継ぎが始まりました。
新田久司次期会長をはじめ３役の皆さんが、来期の組織、会
計の準備をはじめられ、１ゾーンでは、次期ゾーンチェアパー
ソンの伊藤龍一さんとアシスタントの大上幸雄さんが、市内４
クラブをまとめられる準備に入りました。
皆様のご支援を宜しくお願い申し上げます。
　会員皆様にお会いできないことが、本当に寂しい残念な思
いを致しております。何卒、まん延防止措置が開けるまで、お
身体をご慈愛下さい。
■審議事項
１．家族会決算報告について

　５
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をお
先輩

　 私は休日に家に居ることが嫌いです。
休日に雨等で仕方なく家で朝から
晩まで過ごすと大変、損をした気が
するのです。「ステイホーム」私には
辛くて堪らない事なのです。
　昨年のゴールデンウイークは正に

「ステイホーム」で過ごし、毎朝、早朝に目覚めると直
ぐにバイクや車に乗り殆ど無人状態のマイントピア別
子の駐車場で「つまらんなー、つまらんなー」とぼや
きながら数時間過ごしていたもんです。
　今年のゴールデンウイークは人の居ないキャンプ
でも行くぞと、今治の友人と二人で１２５CC のホン
ダのカブとモンキーで中津渓谷のキャンプ場に５月２
日に向かいました。
　この日は気温が低く天候は雨のち曇りというバイ

クにとっては厳しい条件でした。
前日は石鎚山に積雪があったり私の住む萩生では
雹が降ったりと春らしくないゴールデンウイーク、私も
友人も５０歳オーバーしている良い大人ですが心は
少年。
なんとかなるだろう、と出発しました。
　さて、キャンプ場に到着。なんだこれは！ という程、

会員投稿文

キャンプ場には人が溢れるほど来ておりテントが多
数張られている状況です。皆、考える事は同じだと
思いながらテントを設営開始。このあたりから雨が強
くなり風も吹き荒れてきました。
　私のテントは、そこそこしっかりした物の為、多少
の風には影響ないのですが友人のテントは今、流行
りのワンポールテントというタイプ。
風に煽られ、地面は雨で緩くペグが安定せず。張っ
ても張っても倒れるテント。友人は嫌気が差してきた
ようで、「もう、そこらの建物の軒先で寝るわー。」と
言い出す始末。
　そりゃ可哀そうと思い、キャンプ場の管理の事務
所に相談したら「廃校の体育館に泊まって良いよ。」
と有難い提案をいただきました。
　使用料を払いだだっ広い体育館に二人で寝袋や
調理道具、照明を広げ、やっと落ち着く事が出来ま
した。
本来は焚火にあたりながら酒でも飲む予定でしたが
体育館では焚火は出来ません。しかも広すぎて寒い
寒い。私は真冬用の寝袋を持って来て本当に良か
ったと思いました。
　それでもラーメンなどを調理して、柿の種をつまみ

ながらウイスキーを飲んで友人と話をした時間は本
当に楽しかった。友人はずっと「寒い寒い」と言って
いました。
　しかし「体育館で酒飲んで寝る、なんてなかなか
出来ない貴重な体験だ。楽しいね。」と総合的には
楽しい状況となりました。
　翌朝５月３日、目覚めて体育館を出ると空は晴れ
渡り暖かい陽気。
　びしょ濡れのテントや荷物類を干しながら、「やっ
ぱ太陽って有難いな。」「キャンプってのはこういう日
にしなきゃ遺憾よな。」とオッサン二人で素直に太陽
に感謝しておりました。

２．例会中止８回分の食事会計について
　※例会中止８回分６，４００円／人（＠800×8回）を夜間例会
　　会計へ充当
３．第３回献血予算案について　５月１６日（日）
■幹事報告
・報告事項
１．次期会員手帳打合せ会
　５月１１日（火）１３：３０～　商工会館２Ｆ
　出席者：佐伯澄男次期会員会則委員長、伊藤龍一次期１Ｚ
　Ｃ、大上幸雄次期１ＺＣＡ
２．５月第一例会　５月１２日（水）　書面例会　
３．第３回愛リバー・愛ロード　５月９日（日）　中止
４．第３回献血奉仕
　５月１６日（日）１０：００～　イオン新居浜駐車場
　※赤十字センターが実施し、クラブは記念品の提供のみ
５．第６７回ライオンズクラブ国際協会３３６複合地区年次大会

　中止
　※代議員投票は郵送で行う
６．２Ｒ年次会合　　　５月３０日（日）中止
７．次期準備２Ｒ会議　５月３０日（日）中止
８．次期１ＺＣＡについて　
　※L大上幸雄に決定
９．５月第二例会　５月２６日（水）書面例会
１０．５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。
■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
（指名委員会）５月１０日（月）臨時指名委員会にてＭＣ広報委員
　会理事が天野 淳さんへ変更することが承認されましたので
　ご報告いたします。

　早いもので、幹事就任の挨拶の原
稿を書いたのがつい先日の事のよう
に思い出されます。
伊藤嘉秀会長に幹事就任を打診さ
れたときは「はい喜んで」までとはいき

ませんでしたが、ＷＥ ＳＥＲＶＥの精神
でなんとかなるだろうと簡単に引き受けてしまいまし
た。
　後々、本年度が結成６０周年ということで、中々の
大変な一年になる事を周りの諸先輩方に教えて頂
きまして、スタート当初からかなりナーバスになってお

りました。
　しかし、伊藤嘉秀会長や白石誠一実行委員長の
６０周年に対する熱い思いを近くで感じることでき、
会員の皆様一人一人のご協力により６０周年を成
功させる事ができたのは、私のライオンズクラブ人生
の中での一番の思い出になりました。
　その一環として、タイムカプセルの埋設事業で今
年の３月まで各小中学校にお邪魔して、たくさんの
生徒さんや先生にお会いでき、このコロナ過の中で
頑張っている姿を拝見する事ができたのもいい経験
になりました。

　また、例会場がユアーズコープからリーガロイヤル
ホテルに変更になったのも、今年の中での重大事件
になりました。コロナの状況でリーガロイヤルホテル
ではまだ数回しか例会は出来てないですし、夜間例
会も行われておりませんが、なんとかスムーズな例会
場の移行へのお手伝いも出来たのではないかと思
います。
　自分の中で幹事職は、会員の皆様が、ストレスなく
スムーズに例会や委員会、事業が行われる環境を

作ること事が一番だと思って頑張ってきましたが、ど
うしても仕事の都合で会長や委員長にご迷惑をお
掛けした事も多々ありまして、それが一番の反省点
です。
　最後になりますが、一年間本当に素晴らしい経験
が出来ました。この経験は自分の中での宝物になり
ました。来年以降もこの経験を生かせるように頑張
っていきたいと思います。
一年間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.」

第1456回  5 月第二例会
5月 26日（水）（書面例会）
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会　長　 伊 藤  嘉 秀　　　　第 60 期　2020.7 ～ 2021.6　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

　　　　　
幹事退任あいさつ
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大変な一年になる事を周りの諸先輩方に教えて頂
きまして、スタート当初からかなりナーバスになってお
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　しかし、伊藤嘉秀会長や白石誠一実行委員長の
６０周年に対する熱い思いを近くで感じることでき、
会員の皆様一人一人のご協力により６０周年を成
功させる事ができたのは、私のライオンズクラブ人生
の中での一番の思い出になりました。
　その一環として、タイムカプセルの埋設事業で今
年の３月まで各小中学校にお邪魔して、たくさんの
生徒さんや先生にお会いでき、このコロナ過の中で
頑張っている姿を拝見する事ができたのもいい経験
になりました。

　また、例会場がユアーズコープからリーガロイヤル
ホテルに変更になったのも、今年の中での重大事件
になりました。コロナの状況でリーガロイヤルホテル
ではまだ数回しか例会は出来てないですし、夜間例
会も行われておりませんが、なんとかスムーズな例会
場の移行へのお手伝いも出来たのではないかと思
います。
　自分の中で幹事職は、会員の皆様が、ストレスなく
スムーズに例会や委員会、事業が行われる環境を

作ること事が一番だと思って頑張ってきましたが、ど
うしても仕事の都合で会長や委員長にご迷惑をお
掛けした事も多々ありまして、それが一番の反省点
です。
　最後になりますが、一年間本当に素晴らしい経験
が出来ました。この経験は自分の中での宝物になり
ました。来年以降もこの経験を生かせるように頑張
っていきたいと思います。
一年間本当にありがとうございました。

稿を

ませ

本年度の会長に就任させて戴きまし
て、はや１年が来ようとしておりま
す。
　この一年間は、コロナに始まり、
コロナで終わるライオンズクラブ国際
協会の長い歴史の中でも初めての体

験ではなかったかと思います。
　しかしながら、コロナ禍真っ只中においても、新居
浜ライオンズクラブとしては、４名の新会員をお迎え
し、酒井公一地区ガバナーご臨席のもと入会式を執
り行い、結成６０周年を会員６０名以上での目標を達
成することができました。
　そして１１月１４日に予定していた結成６０周年記
念式典をご来賓の皆様、ブラザークラブ会員の皆
様お立ち会いのもと滞り無く実施することができまし
た。石川勝行新居浜市長様におかれましては、人生
初めての選挙中にも関わらず、お忙しい中、足を運
んで頂き感謝しきれない思いを致しました。
　記念講演では、全盲のヨットマン岩本光弘様にお
越し頂き、世界中でたった一人しか存在しない方の
ご講演を頂き、聴く人皆さんが感動を受けました。
　記念祝宴では、１５８名の参加者をお迎えし、高
橋良光教育長様の重みと中身のある祝辞から始ま
り、アトラクションをお引き受け頂いた方々のご協力も
有って盛会の裡に皆様と酔いしれることができまし
た。
　翌日１５日には、新居浜カントリークラブで開催した
記念ゴルフチャリティーコンペも１０８名の方々にご
参加頂き、可愛い女性方がご協力をお願いしたチ
ャリティー募金で新居浜交通安全協会様に記念の

寄付をお贈りすることができました。
　この２日間、６０周年の節目に在籍する会員６１名
が一つになれた貴重な時間でした。今思えば、前後
の日程はコロナ感染が拡大し、非常事態宣言が発
令されていたため、これだけの方々が参加できたこ
とが不思議な時間と空間でした。
　継続事業では、英語スピーチコンテストとえひめ
学園との交流がコロナの影響でできませんでした
が、周年事業となったタイムカプセル寄贈で、全校の
小中学生にお会いできましたし、法被の寄贈でえひ
め学園の皆さんとも親交ができました。
　上半期とは裏腹に年が明けると悲しい出来事が
続きました。４０年間例会場としてお世話になったユ
アーズさんの閉館。新しい例会場を求めるとリーガ
ロイヤルホテル新居浜さんが快く受けて頂き難を逃
れました。
　そして１，２月と４，５月の８回の例会がコロナの影
響で書面例会となり、会員皆さんとも会えなくなり、こ
れがクラブとして最も辛いことと身に沁みました。
　様々な出来事が有った１年。私が掲げたスローガ
ンは「Our Service Survives」私達の奉仕が地
域の中に永遠に生き抜くことを願い、大上幸雄幹事
様、大竹崇夫会計様、白石誠一結成６０周年記念
大会委員長様、土岐計一６０周年記念大会顧問
様、そしてずっと見ていてくれたと信じています故 
岡田賢治様を初め会員の皆様、ご家族の皆様、事
務局の白石さんに心から感謝を申し上げまして退任
のご挨拶と致します。
　一年間、誠にありがとうございました。　合掌

本年

協会

■会長挨拶　伊藤嘉秀会長
　 今回の外出自粛が始まって２ヶ月が経とうとし

ていますが、皆様、いかがお過ごしでしょう
か。
　コロナワクチンの摂取も始まり、当初、電
話がかからないと苦情の嵐でしたが、５月
２３日現在で新居浜市内７５歳以上の約８３
％の方々が摂取予約が出来たようです。

　新居浜市では、集団摂取も実施し、できる限り前倒しで市
民の皆さんにワクチンが行き渡るように、今週末には７４歳、
７３歳の方々にも摂取予約券を発送しようと計画しています。
１日も早くワクチン接種が行き渡るように願っています。
　アメリカでは、すでにマスクを外した生活が始まったようで、
先日のＳＮＳニュースでは、若い女性が、「まるで裸になったよ
うな気分です。」と話されていました。
　ここへ来て全国的には感染拡大が抑え込めていない県も
ありますが、愛媛県では少し小康状態になって来たようです。
このまま６月に入っても継続するようであれば、愛媛県の警戒
期間も開けそうですので、６月第一例会と第二例会を開催す
ることができるのではと淡い希望をふくらませています。
　クラブ活動にとって、会員の皆さんとお会いできないこと
が、これほど辛いことかと身に沁みて感じています。
６月には、皆様とお会いできて一緒に笑いながら食事、歓談
をしたいと心から願っています。
　クラブ運営では、次期新田久司会長の組織図委員会メン
バーの発表もあり、６月５日には次期伊藤龍一１ゾーンゾーン
チェアパーソンの新旧引き継ぎ会も予定されています。
　我がクラブも６月委員会で引き継ぎ委員会を実施して頂
き、次期のスムーズなスタートが切れるようにしたいと考えてい
ます。
　まだまだコロナ禍ではありますが、感染防止策を講じて歴
史が引き継げるように皆様のご協力をお願い申し上げます。
何卒、お会いできる日まで、お身体をご慈愛下さい。　　　　
■審議事項
　なし

■幹事報告
・報告事項
１．第３回献血奉仕
　５月１６日（日）１０：００～　イオン新居浜駐車場
　※赤十字センターが実施し、クラブは記念品の提供のみ
　（献血者） 受付者７７名、採血者６７名、不採血者１０名
　（クラブ参加者）L伊藤嘉秀、L大上幸雄、L古川貴章、L後
　藤達也、L福山宏、L小野周平、L塩見秀晴、L有富正治、L
　能瀬伸一
２．次期クラブ三役オリエンテーション
　６月５日（土）１４：００～　オンライン研修
　参加者 （次期）新田久司会長、青野泰介幹事、加藤久博会
　計
３．１Z準備ゾーン会議、第 4回地区ガバナー諮問委員会、
　年次会合　６月５日（土）　グラッツェふじ
　・準備ゾーン会議　１７：００～
　　出席者（次期）伊藤龍一１ＺＣ、大上幸雄１ＺＣＡ
　　（次期）新田久司会長、青野泰介幹事、加藤久博会計、佐
　　伯澄男会員会則委員長
　・諮問委員会、年次会合　１７：３０～
　　出席者（現）伊藤嘉秀会長、大上幸雄幹事、大竹崇夫会
　　計、鈴木雅志会員会則委員長
　　（次期）伊藤龍一１ＺＣ、大上幸雄１ＺＣＡ
　　（次期）新田久司会長、青野泰介幹事、加藤久博会計、佐
　　伯澄男会員会則委員長
４．５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。
※今後のクラブ予定
　・クラブ新会員オリエンテーション
　　６月１８日（金）１８：３０～　リーガロイヤルホテル
　・６月第二夜間例会
　　６月２３日（水）１８：００～リーガロイヤルホテル
　・準備理事委員長会
　　６月２４日（木）１８：３０～商工会館３Ｆ
■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

　いよいよ今年度最終号となりました。６０周年記念誌作成、毎月の会報誌編集と、委
員長をお受けした当初は、どうなる事か！と不安ばかりでしたが山下理事をはじめ委員
会の皆さん、クラブの皆さんのご協力のおかげでなんとか最終号までたどり着く事が出
来ました。毎月の表紙を会長の提案で過去のアクトについて掲載する事にしました。
表紙には歴代会長が考えた末に実行されたアクト、そして懐かしいお顔、これが思いの
ほか私は良かったと思いました。お世話になりました。そして有難うございました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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 (5月分 )

６０
１４
２８
４７
１４９

8
0
42
0
50

25,000
0

52,600
0

77,600

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

名 ％ ％ Ｈ 円

BIRTHDAY &  MARRIAGE

6月 誕生日おめでとうございます
　近藤盛文、土岐計一、古川貴章

6 月結婚記念日おめでとうございます
　伊藤久門、林　幸央、篠原大蔵

ゾーン・地区・国際協会の動きゾーン・地区・国際協会の動き
６月　５日（土）14:00 ～　オンライン
　次期三役オリエンテーション

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

5月 9日 ( 日 )　新居浜CC

松 浦 一 雄

古 川 貴 章

後 藤 達 也

大 石 隆 憲

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

４９
５０
４７
４８

５４
５２
５３
４６

３０.０
２７.０
２２.４
８.１

１０３
１０２
１００
９４

７３.０
７５.０
７７.６
８５.９

・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会 ６月　７日（月）18:30 ～ 商工会館 3F
６月第 1例会 ６月　９日（水）12:15 ～　リーガロイヤルホ

テル新居浜

６月第２例会 ６月２３日（水）18:00 ～ リーガロイヤルホ
テル新居浜

 （夜間引継例会）
準備理事・委員長会 ６月２４日（木）18:30 ～　商工会館 3F
 （次期）
・委員会（現・次期合同）
青少年委員会 ６月　１日（火）18:30 ～ 事務局
計画財務委員会 ６月　２日（水）18:30 ～ 事務局
MC広報委員会 ６月　３日（木）18:30 ～ 事務局
環境保全委員会 ６月　７日（月）18:00 ～ 事務局
保健福祉委員会 ６月１０日（木）18:30 ～ 事務局
出席大会委員会 ６月２４日（木）18:00 ～ 事務局
会員会則委員会 ６月２８日（月）18:30 ～ 事務局
・クラブ・その他行事予定
６月１８日（金）18:30 ～　リーガロイヤルホテル新居浜
　クラブ新会員オリエンテーション　
６月１０日（木）13:00 ～　えひめ学園
　えひめ学園・ひびき分校・わかば教室関係機関連絡会議
６月２３日（木）15:00 ～　新居浜市役所
　令和 3年度英語スピーチコンテスト実行委員会
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　　６月１３日（日） 9:36 ～　　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　　　６月１１・２５日（金）19:30 ～ 川東中学校
ネットの会　　　　　　　　　　　　　　　     随時活動中
しまなみ海道をいつか走破する会　　　　　　  随時活動中
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　以前より「元塚のバス停のベンチが無くてしんどい。」との声を
聞いていた会長がライオンズクラブのＰＲを兼ねて、結成６０周年
記念の会長アクトとして元塚停留所に小松方面行と新居浜駅方
面行の２か所に綺麗なデザインのベンチを設置、寄贈しました。

６月　５日（土）17:00 ～　グラッツェふじ
　１Ｚ準備ゾーン会議
６月　５日（土）17:30 ～　グラッツェふじ
　第 4回地区がバナー諮問委員会・年次会合

http://204-lc.club
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5 月理事・委員長会
5月 10日（月）18:30～ 商工会館3F

●会長挨拶　伊藤嘉秀会長
●審議事項
１．家族会決算報告について
　（家族会が中止となった。次期に繰り越す事にした。）
２．例会中止８回分の食事会計について
　（５月第二例会も中止となり計８回の例会が中止。８回分の食
　　事代は夜間例会に予算を繰り越す）
３．第３回献血予算案について　５月１６日（日）
　（蔓延防止措置が出ている為、クラブからは必要最小限のメ
　　ンバーで出席する。）
●報告事項
１．次期会員手帳打合せ会
　５月１１日（火）１３：３０～　商工会館 3Ｆ
　出席者：佐伯澄男次期会員会則委員長、伊藤龍一次期１
　ＺＣ、大上幸雄１ＺＣＡ

２．５月第一例会　５月１２日（水）書面例会　
３．第３回愛リバー・愛ロード　５月９日（日）中止
４．第３回献血
　５月１６日（日）１０：００～　イオン新居浜駐車場
　※赤十字センターが実施し、クラブは記念品の提供のみ
５．第６７回ライオンズクラブ国際協会３３６複合地区年次大会
　　中止
　※代議員投票は郵送で行う
　６．２Ｒ年次会合　　　５月３０日（日）中止
７．次期準備２Ｒ会議　５月３０日（日）中止
８．次期１ＺＣＡについて（現幹事：大上 幸雄 L予定）
９．来年度役員及び委員会構成（第一副会長より説明）
●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
　 　５月に入りましたが、例年よりも鯉のぼりの数

も少ないような感じがして、外出自粛がここ
まで行き渡っているかと思うこの頃です。
　７５歳以上の方々のワクチン接種も始ま
り、当初は予約電話が繋がらないとの声
をお聞きしましたが、委員会に出席された
先輩方の殆どは予約が取れたようで安心　

　致しております。
皆様は、いかがお過ごしでしょうか。
　愛媛県下のまん延防止措置が継続され、第１例会を４月
に引き続き書面例会とさせていただきました。まん延防止措
置が５月３１日まで延長になりましたので、残念ですが第２例
会も書面例会とさせていただきます。
何卒、感染防止にご協力をお願い申し上げます。
　しかしながら、運営の関係上、理事会は開催致しておりま
して、今月の中では皆様からお預かりしています食事会計に
ついてご意見を頂きました。
　１月、２月そして４月、５月の例会で食して頂く筈の昼食代
金・食事会計についてです。８００円の８回分、6,400 円です

が、昨年はコロナの影響で売上が減少していた例会場・ユ
アーズ様を支援するために皆様へ食事券を配布させて頂き
ました。
　今年度については、全体を見通して、夜間例会が通常通
り開催されれば使用する会食費が例会場移転により限界費
では足らず、積立を取り崩す必要があるため、次期には夜間
例会食事会計の積立が、なくなってしまうことが予測されます
ことから、お一人 6,400 円の例会で使用しなかった分を夜間
例会積立に加算させていただきたいとの議案を提出し、理
事・委員長の皆様にご承認を頂きましたので、ご報告させて
いただきます。
　書面での報告で誠に恐縮ですが、何卒、ご理解の程、宜
しくお願い申し上げます。
　また、ライオンズクラブの年度も今期はあと２ヶ月足らずとな
り、次期への引き継ぎが始まりました。
新田久司次期会長をはじめ３役の皆さんが、来期の組織、会
計の準備をはじめられ、１ゾーンでは、次期ゾーンチェアパー
ソンの伊藤龍一さんとアシスタントの大上幸雄さんが、市内４
クラブをまとめられる準備に入りました。
皆様のご支援を宜しくお願い申し上げます。
　会員皆様にお会いできないことが、本当に寂しい残念な思
いを致しております。何卒、まん延防止措置が開けるまで、お
身体をご慈愛下さい。
■審議事項
１．家族会決算報告について

２．例会中止８回分の食事会計について
　※例会中止８回分６，４００円／人（＠800×8回）を夜間例会
　　会計へ充当
３．第３回献血予算案について　５月１６日（日）
■幹事報告
・報告事項
１．次期会員手帳打合せ会
　５月１１日（火）１３：３０～　商工会館２Ｆ
　出席者：佐伯澄男次期会員会則委員長、伊藤龍一次期１Ｚ
　Ｃ、大上幸雄次期１ＺＣＡ
２．５月第一例会　５月１２日（水）　書面例会　
３．第３回愛リバー・愛ロード　５月９日（日）　中止
４．第３回献血奉仕
　５月１６日（日）１０：００～　イオン新居浜駐車場
　※赤十字センターが実施し、クラブは記念品の提供のみ
５．第６７回ライオンズクラブ国際協会３３６複合地区年次大会

　中止
　※代議員投票は郵送で行う
６．２Ｒ年次会合　　　５月３０日（日）中止
７．次期準備２Ｒ会議　５月３０日（日）中止
８．次期１ＺＣＡについて　
　※L大上幸雄に決定
９．５月第二例会　５月２６日（水）書面例会
１０．５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。
■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
（指名委員会）５月１０日（月）臨時指名委員会にてＭＣ広報委員
　会理事が天野 淳さんへ変更することが承認されましたので
　ご報告いたします。

　早いもので、幹事就任の挨拶の原
稿を書いたのがつい先日の事のよう
に思い出されます。
伊藤嘉秀会長に幹事就任を打診さ
れたときは「はい喜んで」までとはいき

ませんでしたが、ＷＥ ＳＥＲＶＥの精神
でなんとかなるだろうと簡単に引き受けてしまいまし
た。
　後々、本年度が結成６０周年ということで、中々の
大変な一年になる事を周りの諸先輩方に教えて頂
きまして、スタート当初からかなりナーバスになってお

りました。
　しかし、伊藤嘉秀会長や白石誠一実行委員長の
６０周年に対する熱い思いを近くで感じることでき、
会員の皆様一人一人のご協力により６０周年を成
功させる事ができたのは、私のライオンズクラブ人生
の中での一番の思い出になりました。
　その一環として、タイムカプセルの埋設事業で今
年の３月まで各小中学校にお邪魔して、たくさんの
生徒さんや先生にお会いでき、このコロナ過の中で
頑張っている姿を拝見する事ができたのもいい経験
になりました。

　また、例会場がユアーズコープからリーガロイヤル
ホテルに変更になったのも、今年の中での重大事件
になりました。コロナの状況でリーガロイヤルホテル
ではまだ数回しか例会は出来てないですし、夜間例
会も行われておりませんが、なんとかスムーズな例会
場の移行へのお手伝いも出来たのではないかと思
います。
　自分の中で幹事職は、会員の皆様が、ストレスなく
スムーズに例会や委員会、事業が行われる環境を

作ること事が一番だと思って頑張ってきましたが、ど
うしても仕事の都合で会長や委員長にご迷惑をお
掛けした事も多々ありまして、それが一番の反省点
です。
　最後になりますが、一年間本当に素晴らしい経験
が出来ました。この経験は自分の中での宝物になり
ました。来年以降もこの経験を生かせるように頑張
っていきたいと思います。
一年間本当にありがとうございました。


