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　今年も新入会メンバーが入り喜ばしい限りです。
オリンピックが始まり、皆さんは自宅でTV観戦でしょうか。
外出が少なくなり、感染予防になっているかもしれませんね。
私は、感化されてまた運動してダイエットを始めました。　　　
　　　　　　　　　　　MC広報委員長　奥嶋啓一郎
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●●● 7月第一例会 ●●●
ドネーショントピックス

新田　久司　蔵本ガバナーはじめご来賓の方 を々歓迎致します。
　　　　　　田村さん、三木さん、浜野さん入会おめでとうございます。 
伊藤　嘉秀　蔵本ガバナーをはじめご来訪の皆様を歓迎致します。
佐伯　澄男　田村さん、三木さん、濱野さん入会を心から歓迎致します。
　　　　　　蔵本ガバナー入会式へのご来訪に感謝します。 
田村　征夫　（息子の）入会を宜しくお願いします。
青野　泰介　来訪の皆様に感謝いたします。本格的な夏になりました。
　　　　　　オリンピックに熱が入りますね。暑さに負けない様に元気にい
　　　　　　きましょう。
加藤　久博　蔵本ガバナーはじめ来訪者の皆様を歓迎いたします。新会
　　　　　　員の入会をお祝い申し上げます。
後藤　達也　ご来訪に皆様に感謝して・・・　　 
大上　幸雄　蔵本ガバナーをはじめ来訪者の皆様を心より歓迎いたしま
　　　　　　す。新会員３名の皆様を心より歓迎いたします。
伊藤　龍一　蔵本ガバナー様、大橋 2RC様、櫛部 2RCA様、真鍋地区
　　　　　　委員様のご来訪に感謝いたします。オリンピック日本人勢の
　　　　　　活躍うれしいですが、いろいろと複雑な感じですね・・・
能瀬　伸一　蔵本ガバナー以下ご来賓の方々のご来訪ありがとうござい
　　　　　　ます。
有富　正治　蔵本ガバナーをはじめ多くのご来訪者を心より歓迎いたしま
　　　　　　す。３名の新会員、入会おめでとう！今後の活躍をお祈りいた
　　　　　　します。仕事で松山へ行きますのでファイン５００円、早退しま
　　　　　　す。スミマセン。 
金田　智行　新会員の入会を歓迎いたします。また来訪者の皆様ありが
　　　　　　とうございます。
永易　明洋　入会おめでとうございます。ご活躍をお祈りします。また来訪
　　　　　　者を歓迎いたします。
神野　雄太　オリンピック卓球混合ダブルス優勝おめでとう感動しました。
　　　　　　それにしてもコロナが心配です。   
真鍋　憲夫　暑中お見舞い申し上げます。連日のオリンピックでの日本選
　　　　　　手の活躍に感動させられています。ご来訪に皆様を心より
　　　　　　歓迎いたします。新入会員の皆様のご活躍を祈念します。
続木　　剛　毎日オリンピックに感動してます。アスリートの皆様ご苦労様
　　　　　　です。
松浦　一雄　東京オリンピック、日本選手の連日のメダルラッシュ素晴らし
　　　　　　いですね。
藤縄　洲二　ワクチン２回打ったし、やれやれです。 
岡村真里哉　入会される皆様おめでとうございます。また、暑い中ご来訪
　　　　　　頂きました皆様ありがとうございます。 
宇野　博文　ご来訪者の皆様ご苦労様です。新入会員の田村さん、三木
　　　　　　さん、濱野さん、一緒にライオンズの活動を頑張りましょう。
外山　貴一　田村さん、はまちゃん、ゆうじ君入会おめでとうございます。　
　　　　　　8/8 第 1回愛リバー･愛ロードへの出席お願い致します。 
白石　誠一　新会員さん宜しくお願いします。
山下　邦俊　新入会員を歓迎致します。蔵本ガバナーはじめご来訪の皆
　　　　　　様ご苦労様です。 
檜垣　孝志　新会員３名の入会を歓迎致します。
古川　貴章　田村さん、三木さん、濱野さん、入会おめでとうございます。
近藤　盛文　新入会員の皆様を歓迎します。
大竹　崇夫　新会員の入会を祝して
小野　周平　入会を歓迎します。
近藤　充徳　ご入会を祝して
奥嶋啓一郎　ご来訪に皆様、ご参加ありがとうございます。また、３名の新
　　　　　　入会おめでとうございます。
今村　　忍　暑さが痛く感じますが負けずに頑張ろう。
高木　泰斉　来訪者の皆様の来訪を歓迎致します。
塩見　秀晴　焼け付く様に暑い夏を元気にウナギでも食って過ごしましょう。
石川　　稔　毎日暑いですね。とにかく元気でこの夏を乗り越えたいと思
　　　　　　います。
田村慎二　宜しくお願いいたします。
三木悠司　入会させていただき誠にありがとうございます。
濱野剛年　宜しくお願い致します。
・・・蔵本ガバナーはじめご来訪の皆様を歓迎致します。
　　　　　　　　　　３名の入会おめでとうございます。・・・
伊藤久門／河端信人／高橋在錫／真木泰彦／大石隆憲／土岐敏勝 

●●● 7月第二例会 ●●●

ペリドットの語源・由来
アラビア語で「宝石」を意味する
「Faridat」（ファリダット）を語源とし
て古フランス語で「Pe’ritot と呼ばれ
た説が有力です。紀元前 1500 年にエジ
プト人が紅海に浮かぶザパルガド島で
採掘を始めて以来、太陽神ラーの金色
の光を受け継いだ「太陽の宝石」と呼
ばれ、危険から身を守ると信じていま
した。

ペリドットに込められた意味
ペリドットの石言葉には、夫婦の愛、幸福、和合、希望などがあります。
ペリドットの輝きは、見ているだけで心が癒やされます。ペリドットをジュ
エリーとして身につけると、自然と前向きな気持ちにしてくれ、勇気と希
望がわいてくるようです。また朗らかな気持ちで人と接する事が出来るた
め、良好な人間関係をサポートします。さらに夫婦の愛という石言葉持つ
ペリドットには、人の心を平静にして色好を抑えるパワーがあると言われ
ます。そのため浮気のない一途な愛の象徴として、夫婦円満をもたらす力
とされているそうです。
ペリドットは、幸せな家庭には欠かせない宝石です。

8 月の誕生石「ペリドット」

We Serve

新田　久司　会長職を一年間頑張って参りますので、会員の皆様のご
　　　　　　協力を宜しくお願いいたします。
伊藤　嘉秀　昨年は皆様お世話になりました。新田会長を始め新役員
　　　　　　の皆様の出発をお祝い申し上げ、また真木先輩の復帰を
　　　　　　心よりお喜び申し上げます。
大竹　崇夫　新田丸の出航を祝福いたします。
伊藤　龍一　新田会長、青野幹事、加藤会計の門出を祝って！そして今
　　　　　　期 2R-1ZC の大役を拝命いたしました。クラブ会員の皆様
　　　　　　にはご迷惑をおかけしますが頑張ります。
青野　泰介　ついに本年度が始まりました。新田会長が気持ちよく運営
　　　　　　し、皆様には楽しく過ごしてもらえる様に心を込めて頑張り
　　　　　　ます。宜しくお願いいたします。
加藤　久博　新田会長のもと会計を務めさせていただきます。一年間宜
　　　　　　しくお願いします。
佐伯　澄男　新田会長一年間よろしくお願いします。
外山　貴一　伊藤前会長、三役の皆様お疲れ様でした。新田会長よろ
　　　　　　しくお願いします。
永易　明洋　６月の月例ゴルフ優勝しました。同伴の金田さん、川端さん、
　　　　　　藤縄さん楽しくプレイをしていただきありがとうございました。
篠原　大蔵　先日のゴルフでは同伴の先輩方に温かい空気で回ってく
　　　　　　ださり、実力以上のスコアを出すことが出来ました。表彰式
　　　　　　に出席できず申し訳ありませんでした。
白石　誠一　新田会長はじめ三役の皆様一年間頑張ってください。
　　　　　　真木さんお帰りなさい。
後藤　達也　新田会長はじめ三役の皆様一年間宜しくお願いいたします。
能瀬　伸一　また新たな一年が始まりました。新田会長を支えて一難間
　　　　　　職務を務めて参ります。
有富　正治　新田久司のもと役員の皆様のご活躍をお祈りいたします。
　　　　　　コロナに負けるな！
岡村真里哉　新田会長はじめ三役の皆様どうぞよろしくお願いします。
石川　敏則　新田丸の門出を祝して。頑張ってください。
金田　智行　新三役の皆様一年間よろしくお願いします。
神野　雄太　新田丸無事出航おめでとうございます。
宇野　博文　ライオン・テーマーに就任しました。新田会長以下三役を
　　　　　　支え一年間頑張っていきます。会員の皆様どうぞ宜しくお
　　　　　　願い致します。
松浦　一雄　テール。ツイスターに就任しました。三役を支え一年間頑張
　　　　　　って務めます。皆様どうぞよろしくお願いします。
真鍋　憲夫　新しい年度の船出ですね！どうぞ一年間健康に留意され
　　　　　　頑張ってください。いよいよ２０２０東京オリンピックも開催で
　　　　　　すネ！日本選手団の活躍を期待します。
古川　貴章　新田会長、三役の皆様よろしく願います。
塩見　秀晴　梅雨明けも間近、新年度のスタートです、新会長、役員の
　　　　　　皆様頑張ってください。
近藤　充徳　今期も宜しくお願いします。
続木　　剛　熱中症に気をつけましょう。
土岐　計一　新田会長今期も宜しく。
徳村　　明　新役員の皆様ご苦労様です。夏日が続き熱中症にも皆さ
　　　　　　ん気をつけてください。
橋田信一郎　一年間何卒宜しくお願いします。
檜垣　孝志　新役員の皆様、一年間よろしくお願いします！
福山　　宏　新役員さん頑張ってください。
村上　博昭　新田会長はじめ新三役に皆様のご活躍を祈念致します。
山下　邦俊　今期最初の例会です。一年間宜しくお願いいたします。
河端　信人　毎日、暑いですがお体に気をつけてください。
小野　周平　船出をお祝い申し上げます。このご時世になんですが私は
　　　　　　夏が好きです。入道雲を見ると楽しくなります。子供の頃の
　　　　　　楽しかった日々 を思い出します。
奥嶋啓一郎　月曜日の理事･委員長会を欠席してしまい失礼致しました。
　　　　　　体調管理に気をつけます。
高木　泰斉　新田会長、三役の皆様今年一年宜しくお願い申し上げます。
・・・新田会長、三役の皆様一年間宜しくお願いいたします。・・・
近藤盛文／村上順一郎／真木泰彦／高橋在錫／大石隆憲／上野　
剛

8 月の誕生石

　今期、テール・ツイスターを仰せつ
かりました松浦です。
　テール・ツイスターの役割を十分
承知しないまま、神野さんの推薦を
受け、ためらいもなく引き受けてしま

いました。
　皆様のご指導・ご鞭撻をお願いします。
小冊子『2R 次期テール・ツイスター　スクール開

催にあたって』に依れば、テール・ツイスターの役割
は、『ドネーションやファインでお金を徴収することもと
ても大事なことではありますが、例会等々の少し堅
苦しい雰囲気を楽しくして終わらせる。』とあります。
　これから一年間、この教えに沿って、例会がもっと
楽しいものになるよう工夫をしていきたいと思いま
す。７月度の２回の例会でテール・ツイスターを２度
経験しましたが、閉会時刻が迫っていたことが私の

未熟さを助けてくれました。
　これから 11 カ月間、新居浜ライオンズクラブの皆
様の例会への出席率の向上と、私へのご指導とご

鞭撻を願っています。
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新 居 浜
新居浜中央
新居浜別子
新居浜ひうち

計

ク ラ ブ 名 会 員 数 純出席率 メークアップ 労力奉仕 金額奉仕
Ａ  Ｃ  Ｔ

２Ｒ－１Ｚ アクティビティ報告書 (7月分 )
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71.0

84.4
81.0
77.8
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83.3

名 ％ ％ Ｈ 円

8月 誕生日おめでとうございます
　今村　忍、小野周平、奥嶋啓一郎、鴛田宗司
　神野雄太、田村征夫

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 1回リジョン会議
　８月　７日（土）　9:00 ～　リーガロイヤルホテル新居浜
地区ガバナー公式訪問
　８月　７日（土）10:00 ～　リーガロイヤルホテル新居浜

行  事  予  定

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

7月 11日 ( 日 )　新居浜CC

後 藤 達 也

金 田 智 行

篠 原 大 蔵

河 端 信 人

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 ４５

５２
４６
６１

４７
４２
５０
５４

３０.０
３０.０
３０.０
３０.０

９２
９４
９６
１１５

６２.０
６４.０
６６.０
５５.０

・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会 ８月１０日（火）18:30 ～ 商工会館 3F
８月第 1例会 ８月１１日（水）12:15 ～　リーガロイヤルホ

テル新居浜

８月第２例会 ８月２５日（水）12:15 ～ リーガロイヤルホ
テル新居浜

・委員会
青少年委員会 ８月　３日（火）18:30 ～ 事務局
計画財務委員会 ８月　４日（水）18:30 ～ 事務局
MC広報委員会 ８月　５日（木）18:30 ～ 事務局
保健福祉委員会 ８月１２日（木）18:30 ～ 事務局
環境保全委員会 ８月１７日（火）18:30 ～ 事務局
会員会則委員会 ８月２４日（火）18:30 ～ 事務局
出席大会委員会 ８月２６日（木）18:30 ～ 事務局
・クラブ・その他行事予定
第１回愛リバー・アイロード清掃奉仕
　８月　８日（日）7:00 ～　商工会館周辺
第１回献血･献眼登録
　８月２２日（日）10:00 ～　イオンモール新居浜駐車場
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　　８月　８日（日） 10:04 ～　新居浜CC
囲碁部会　　　　　未定
つれづれの会　　　偶数月の予定
くらげの会　　　　奇数月の予定   
スポーツ部会　　　８月 13､27 日 19:30 ～     川東中学校
ネットの会　　　　　　　　　　　　　　　   随時活動中
しまなみ海道をいつか走破する会　　　　　　随時活動中　

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

2021.7 ～ 2022.6

〈ライオンズクラブスローガン〉

Liberty,Intelligence,Our Nation’s Safety
［自由を守り、知性を重んじ、われわれの国の安全をはかる］

〈モットー〉

We Serve
［われわれは奉仕する］
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河 端 信 人

篠 原 大 蔵取切戦

亡者杯

４５
４６

４７
５０

１８.０
２７.０

９２
９６

７４.０
６９.０

　　　　　
ライオン・テーマー就任ご挨拶

Ｌ・Ｔ　  宇 野  博 文　　　　第 61 期　2021.7 ～ 2022.6　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

　　　　　
テール・ツイスター就任ご挨拶

T・Ｔ　  松 浦  一 雄　　　　第 61 期　2021.7 ～ 2022.6　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

●会長挨拶　新田久司会長
●伝達事項
１．国際会長方針及び３３６－A地区ガバナー方針
２．会長方針
●審議事項
①理事委員長会、定例会の開催日時について　
・理事会　第一例会の週の月曜日１８：３０～新居浜商工会館３階
・委員長会　理事会と同時開催
・第一例会　第２水曜日１２：１５～１３：３０
　リーガロイヤルホテル新居浜

・第二例会　第４水曜日１２：１５～１３：３０
　リーガロイヤルホテル新居浜
②取引銀行の件　愛媛銀行新居浜東支店とします。
③ 前年度決算報告と監査報告について
　７月第一例会で決算および監査報告をいたします。
④ 事務局員雇用について
　白石康代さんを令和３年７月１日～令和４年６月３０日まで雇用
　します。愛媛県の基本労働賃金の改定により基本給を20,000
　円昇給し、132,000円とします。
　給料支払日、雇用通知書に従い、月末締め、翌１０日支給とし
　ます。

⑤本年度予算について
　７月第一例会で審議願います。
⑥ 会費等納入時期について
　年４回、徴収させていただきます。（７月、１０月、１月、４月）
⑦ 各種支払いについて　　２０日締め月末払い
⑧ 前年度三役への感謝状、記念品贈呈について
　 ７月第一例会で贈呈します。（１人１万円程度）
⑨ 会計監査委員への委嘱について
　７月第一例会で委嘱状をお渡しいたします。
⑩ クラブ発行領収書等会計以外の連署人決定について
　規約通り連署人は幹事といたします。
　（ライオンズクラブ国際協会役員必携クラブ会計第６章会計
　実務）
⑪ 委員会費について
　委員会内の親睦を図り、奉仕活動の原動力としてください。　
　3,000円／人
⑫ 例会時の服装について　クールビズ導入を推奨いたします。
　７、８、９、１０月および翌年５、６月の上着なし、ノーネクタイＯＫ。
　但し、バッジ着用。
　クールビズ以外の期間（１１月～翌年４月）は正装とします。
⑬ 理事・委員長会へのオブザーバー参加について
⑭ 愛媛アイバンク賛助会費について　　　　２０，０００円
⑮「ダメ。ゼッタイ」国連支援募金運動への協力について
　５，０００円
⑯ 新居浜ユネスコ協会賛助会費について　　１０，０００円
⑰ あかがねミュージアムサポータークラブ会費について
　１０，０００円
⑱ 新居浜市国際交流協会会費について１０，０００円
⑲ 委員会開催日の変更について　
　会員会則委員会　第４月曜日から第４火曜日　１８：３０～
　保健福祉委員会　第２木曜日から第１例会週の木曜日（基

　本第２木曜日）１８：３０～
　環境保全委員会　第１月曜日から第３月曜日　１８：３０～
　出席大会委員会　７月２２日（木･祝）→２９日（木）１８：３０～
⑳ 新会員について
㉑ 愛リバー・愛ロード予算案について　８月８日（日）
㉒ 村上博昭さん入院お見舞い金の支出について　１０，０００円
㉓ 地区ガバナー公式訪問登録料の支出について　１２，０００円
　(4,000円×3) ８月７日(土)
●確認事項
１．役員及び委員会構成表
２．行事予定表
●報告事項
１．２０２１年７月～２０２２年６月 １Ｚ－ＺＣに伊藤龍一さんが就任
　１Ｚ－ＺＣＡに大上幸雄さんが就任
２．３３６複合地区ＬＣＩＦバーチャルセミナー
　７月９日（金）１４：００～
　参加者：伊藤龍一１ＺＣ、伊藤嘉秀クラブＬＣＩＦコーディネーター
３．第１回地区キャビネット会議
　７月１１日（日）１４：００～　高松市
　出席者：伊藤龍一１ＺＣ
４．第１回新居浜市国際交流協会理事会
　７月１３日（火）１４：００～まちづくり協働オフィス
　出席者：伊藤龍一理事
５．新居浜中央ＬＣ例会訪問　７月１６日（金）１２：００～　
　出席者：伊藤龍一１ＺＣ、大上幸雄１ＺＣＡ
６．７月第一例会で「ダメ。ゼッタイ」国連支援募金を行います。
７．７月第二例会入会式を予定しております。
　来訪者：蔵本守雄地区ガバナー、大橋勝英２ＲＣ、伊藤龍一１
　ＺＣ、眞鍋啓太２Ｒ-ＧＡＴ（ＧＭＴ･ＦＷＴ･ＧＬＴ･ＧＳＴ）会員委
　員、櫛部邦寛２ＲＣＡ、大上幸雄１ＺＣＡ
８．第１期会費引落について　７月１５日（木）４３，０００円

　新田会長からライオン・テーマー
を任命されました。
大役を拝命し不安の方が大きいの
ですが 1 年間新田会長を支え、例
会のスムースな運営に努力してまい

ります。
　ライオンズ必携、委員長スクール資料を取り出し勉
強しました。例会の司会に加えクラブの所有物およ
び備品管理の責任の役割が記載されています。
会合が始まる前の旗、ゴング等の定位置への移動、
会合終了後全ての物を適切な保管場所に戻すこと
も大切な役割であることも理解しました。

　また各委員会の皆さまとの連絡を密にし抜けの無
い委員会報告を心掛け、良きライオン・テーマーと
なれるよう研鑽と精進を重ねてまいります。
　新型コロナウイルス感染症の収束が見えない中、
新田会長より簡潔な例会運営を指示されており、周
到な準備を心掛け定刻開会・定刻閉会を目指し取
組んでまいります。
　皆さま1 年間よろしくお願い申し上げます。
追伸
例会時の音響・歌詞の担当を高木泰斉ライ

オン（副ライ
オン・テーマー）が引受けてくれています。

りま

　今期、テール・ツイスターを仰せつ
かりました松浦です。
　テール・ツイスターの役割を十分
承知しないまま、神野さんの推薦を
受け、ためらいもなく引き受けてしま

いました。
　皆様のご指導・ご鞭撻をお願いします。
小冊子『2R 次期テール・ツイスター　スクール開

催にあたって』に依れば、テール・ツイスターの役割
は、『ドネーションやファインでお金を徴収することもと
ても大事なことではありますが、例会等々の少し堅
苦しい雰囲気を楽しくして終わらせる。』とあります。
　これから一年間、この教えに沿って、例会がもっと
楽しいものになるよう工夫をしていきたいと思いま
す。７月度の２回の例会でテール・ツイスターを２度
経験しましたが、閉会時刻が迫っていたことが私の

未熟さを助けてくれました。
　これから 11 カ月間、新居浜ライオンズクラブの皆
様の例会への出席率の向上と、私へのご指導とご

いま

鞭撻を願っています。



会長スローガン「Our service survives.」

6 .  3 .

　　　　　
7月度月例と取切戦で優勝しました。

計画財務委員会　 篠 原  大 蔵　　　日付：令和 3年 7月 11 日（日）　場所：新居浜カントリー倶楽部　
　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

会員投稿文

■ 計画財務委員長　小 野  周 平
　計画財務委員会の委員長を拝命
しました小野周平と申します。
私は今まで当委員会に在籍したこ
とが無く、現在、右も左もわからな
い状況です。
前任者の橋田信一朗さんに助言をい

ただきつつ、また経験豊富な理事並びに委員会メ
ンバーの方々にも助けていただきながら、委員会運
営して参ります。
　例年実施されております家族会、夜間例会、資
金獲得事業に加え、本年度は当クラブから伊藤龍
一ゾーンチェアパーソンが輩出されておりますので、

ゾーン会議のサポートも当委員会が担います。
　一年を通して事業及び役目が間断なく続く委員
会だと感じています。あまり気負わずに適度な緊張
感を持って務めたいと思います。
　本年も昨年に引き続きコロナ対応に追われる事が
予想されます。ひと月先の予定も変更を余儀なくさ
れ、思い通りに事が進まない状況が続くと思われま
す。
　当委員会から広報した事も二転三転する事があ
るかもしれません。そういった際にはクラブの皆様
にはご苦労をおかけしますが、何卒、当委員会へ
のご協力をよろしくお願いします。

前任

■ 出席大会委員長　檜 垣  孝 志

純出席 80％以上、メークアップ
90％以上！
　今年は出席・大会委員会を担
当することになりました。
皆様どうかご協力お願いします。

さて、今年は表題にも掲げました様に
純出席目標は 80％以上となっております。
　会長の談では目標を昨年より５％下げているとの
事ですので、是非とも今年は目標を達成したいと考
えております。
　付きましては、各委員会にお願い致します。

中々、出席・大会委員会のかけ声や努力だけでは
達成しがたいと考えており、従って全体は私どもで
見ますが、各委員会でも出席を都度チェックして頂
いて、もし達成していなければ、次の機会にはしっか
りリカバリー出来る様委員会の皆様と意思疎通を図
って頂きたいと思います。
　私共からは適時な時期に各委員会に達成状況を
報告致しますので、ご協力宜しくお願い致します。
メークアップについても同様であります。来年の引継
には目標達成と次期は目標アップ出来ます様頑張っ
て参りたいと思います。
　ご協力のほど重ねて宜しくお願い申し上げます。

純出

さて

　　　　　
各委員長就任ご挨拶　　第 61 期　2021.7 ～ 2022.6

■ 会員会則委員長　佐 伯  澄 男
　新田会長のもと会員会則委員会委
員長に就任致しました。
　新田会長の基本方針であります
退会防止を最重点目標として新会
員入会目標３名以上、会員数６０名
維持を必達目標として取り組みます。

また新会員オリエンテーションを実施してクラブの理
解と親睦をはかります。会員増強は会員皆様方のご
協力が不可欠です。
　歴史と伝統ある我がクラブに相応しいと思われる
方の推薦を心よりお待ちしております。
　また本年度は委員会で新会員オリエンテーション

資料の見直しに取り組みたいと考えています。現在
の資料は非常に簡潔明瞭で分かりやすい物ですの
で大幅に変えるのではなく数値の部分の修正を中
心に少し手を加えた物に刷新していく予定です。
そして会員会則理事は三役共々ゾーンレベル会議
に出席しなくてはなりません。伊藤龍一 ZC を輩出し
ているホストクラブの会員理事として自覚をもって出
席してまいります。
　新田会長のもと今年度も会員皆様方とクラブにと
って素晴らしい一年となりますように微力ながら尽力
して参る所存です。皆様方のご協力とご理解を切に
お願い申し上げます。

維持

　去年から続いているコロナ禍のせ
いで、仕事の取り組み方やオフの時
の過ごし方がビフォーコロナと比べ
てずいぶん変わったような気がしま
す。

　仕事は打ち合わせや技術教育や安
全教育がオンラインを利用した ZOOM 形式が増
え、画面越しに人と会うことが増えました。
　これはこれで移動時間や準備時間が節約されて
仕事してとらえると効率向上されていいような気がし
ます。
　反面、会議が始まる前や終わった後の雑談タイム
が無くなり、人と相対してお互いの人となりを知る時
間がなくなり、食事やお酒を共にしてお互いのことを
知る時間がほぼ無くなったように思えます。
　仕事をしていてもライオンズ活動をしていても、モ
チベーションが保たれていたのは、このなくなった時
間がリフレッシュタイムになっていたのではないかと
気づいた今日この頃です。

　オンラインを使って趣味の仲間や友人たちと話す
こともできますが、リアルには勝てません。
かといって、人と会って雑談したり会食したりはやは
りだめ。ってことで、ここ最近は巷で流行っている
DIYを楽しんでいました。
　幸いなことに仕事柄、道具と材料には困りません。
今、プライベートで一番乗ってるジムニーに収納ボッ
クスを作ってすっきり収納してみたり。
　現場でのあまりのコンパネと 100 均のニスと取っ
手で出来上がり。
無駄に手をかけて仕上げてみました。
　中にはセメントを練るプラスチック練船仕込んでい
るので、湿気ったもの積んでもOK
横にある迷彩柄のカバンは車載工具を詰め込んで
います。寸法ぴったりです。
　ガレージに棚が欲しくなって、ゴールデンウィーク
の 2日間使って壁はって小さい棚仕込みました。
　棚受けは安定の 100 均、案外丈夫です。
私にしか満足感がないことですが、オンラインやバー
チャルにはない充実感としょうもないことを考えること
で自分自身をリフレッシュしている今日この頃です。

最近のリフレッシュ方法
MC広報委員会　天  野 　淳　　　　        　

　仕

　今期、テール・ツイスターを仰せつ
かりました松浦です。
　テール・ツイスターの役割を十分
承知しないまま、神野さんの推薦を
受け、ためらいもなく引き受けてしま

いました。
　皆様のご指導・ご鞭撻をお願いします。
小冊子『2R 次期テール・ツイスター　スクール開

催にあたって』に依れば、テール・ツイスターの役割
は、『ドネーションやファインでお金を徴収することもと
ても大事なことではありますが、例会等々の少し堅
苦しい雰囲気を楽しくして終わらせる。』とあります。
　これから一年間、この教えに沿って、例会がもっと
楽しいものになるよう工夫をしていきたいと思いま
す。７月度の２回の例会でテール・ツイスターを２度
経験しましたが、閉会時刻が迫っていたことが私の

未熟さを助けてくれました。
　これから 11 カ月間、新居浜ライオンズクラブの皆
様の例会への出席率の向上と、私へのご指導とご

鞭撻を願っています。

　皆様、こんにちは。篠原大蔵と申し
ます。
　この度７月１１日の新居浜ライオ
ンズクラブゴルフ部会に参加させて
いただきました。
なんとそこで７月度月例と取切杯で優

勝致しました！
　まだ２年目で取切杯の存在も知りませんでした
が、前年度優勝者の中から７月月例で一番成績が
良かった者に与えられる賞と知り大変名誉なことだ
と感じております。
　ただ、夜の表彰式にどうしても参加出来ず皆様に
は大変失礼を致しました。
申し訳ございません。こんな名誉ある賞をいただけ
たのも同伴させていただいた白石先輩、伊藤先輩、
大上先輩が新参者の私でも回りやすい暖かい空気
を作って下さり、普段以上のスコアが出せたものと
思っております。
　ゴルフは年齢性別問わず、一日を共に過ごしコミ
ュニケーションを取れる最高のツールです。
　青年会議所でも面識有る大先輩とこんなにも長

い時間を過ごせるのもゴルフの最大の魅力だな、と
思いながら一日を過ごしておりました。
　コロナ禍の中、集まることもましてや飲み会も憚ら
れる時代ですがゴルフは屋外ということもあり、世間
から許される空気になっております。
　願わくば、ゴルフだけではなく飲み会も含め様々
なコミュニケーション方法が自由にできる状況に早く
なってくれることを切に願います。
　献血や例会など様々な事業に参加し、ゴルフ部
会に参加させていただいておりますがどの先輩方も
暖かく迎えてくださり、新居浜ライオンズクラブに入
会して本当に良かったと感じております。
　まだまだ未熟者ではありますが、これからもゴルフ
にライオンズクラブ活動にご指導ご鞭撻のほどよろ
しくお願い致します。

なん

新居浜カントリー倶楽部
コースNO.1
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■ MC広報委員長　奥 嶋  啓 一 郎

■ 青少年委員長　河 端  信 人

■ 保健福祉委員長　橋 田  信 一 郎

■ 環境保全委員長　外 山  貴 一

　新居浜ライオンズクラブに入会を
させて頂いてから４年目となる今期
に初めて委員長の役職を新田会
長より仰せつかりました外山 貴一
と申します。
　環境保全委員会には入会２年目の

年に何もわからずアクティビティに出席をしていただ
けだった為、今回役職をお預かりするにあたり「不
安」の言葉しか思いつきません。
　ですが、大竹担当理事様や委員会メンバーの皆
様にお力添えとご教授をいただきながら、精一杯務
めて行きたいと思っております。
ご指導、ご鞭撻宜しくお願い致します。
　今年も会長方針にあります、まちの美化や、環
境の保全に対しての発信、維持や改善のできる事

業として、通年行っております、愛リバー愛ロード
活動を中心に新居浜市の環境保全に少しでもお役
に立てるよう、多くのメンバー様にご参加いただけ
るようお声がけをさせていただき活動を行っていきた
いと思っております。
　さて、近年 SDGs をよく耳にするようになりました。
持続可能な開発目標の１７目標の中に環境について
の項目もあります。
綺麗な自然を未来に繋げて行くために、委員会メン
バーと共に話し合いを行い、新たな取り組みにもチ
ャレンジできたらと思っております。
　今年も新型コロナウイルス渦の中、思い通りの活
動を実行することは困難かもしれませんが、一生懸
命務めて行きたいと思います。
一年間宜しくお願い致します。

　今期、保健福祉委員長を仰せつか
りました橋田です。
いろいろ至らないところも多々あると
思いますが委員会メンバーや会員
の皆さまに支えていただきながら一
生懸命頑張っていきます。

　 会長からの基本方針にもあるように保健
福祉の事業は奉仕活動の柱です。その中でも継続
事業である年間３回の献血事業を中心に活動して
いきます。　コロナ禍で献血者数が減少し全国的に

血液不足となっていると聞きます。コロナ対応で医
師、看護師の不足が社会問題となっている中、献血
の減少によりとても不安な日々を過ごしている方もい
らっしゃるのではないでしょうか。
　しっかりと感染対策をして少しでも多くの献血を行
えるよう事業を展開するのがライオンズクラブの役割
だと考えます。皆様のご理解とご協力を何卒よろしく
お願いいたします。
　また四献運動の推進、薬物乱用防止運動、生活
習慣病の予防啓発活動も併せて行ってまいります。
一年間よろしくお願いします。

生懸
会長

　本年度、青少年委員長を務めさせ
て頂きます河端です。
　入会して初めての委員長ですの
で、スムーズに仕事ができないと思
いますが、皆様に協力していただき
ながら、１年間頑張っていきたいと思

います。
　今年度は、コロナ禍の中で昨年度は中止になった
「中学生英語スピーチコンテスト」の開催が決定して

います。また、「えひめ学園との交流会」も行える見
通しとなっています。
　コロナ禍で昨年度に引き続き中止になる行事もあ
りますが、新居浜ライオンズクラブのスローガン「今、
出来ることから始めよう！一歩ずつ」を心がけて、子
供達の笑顔を少しでも増やせるような活動をして参
ります。
　役員の方々をはじめ、真木副委員長、福山担当
理事、委員会メンバーの方々、ご指導とご協力をよ
ろしくお願い致します。

なが

　本年度、MC 広報委員会委員長を
仰せつかりました奥嶋です。
　まだまだ経験不足ではございま
すが、新田会長の下どうぞよろしく
お願いいたします。
　今年もコロナ渦中でありまして、ライ

オンズ活動が制限されるなか、皆さんが行っている
活動を、会報誌に掲載できればと思います。
　また、新居浜市内で行われている活動に参加さ
れたメンバーの皆様よりご寄稿いただくことで、地域

の活動も広報できれば、会報誌を通して地域社会と
のコミュニケーションや新しい活動へのきっかけにな
るのではないかと思います。
　新居浜ライオンズメンバーの皆さまには、コロナ渦
でも会報誌を充実するためにご寄稿をお願いするこ
とが多々あると思います。
　ご多忙とは思いますが、是非ご寄稿をお願いいた
します。
　皆様 1 年間、ご指導ご鞭撻よろしくお願いいたし
ます。

新 会 員 紹 介

　この度、先輩諸兄からお誘いいただき、また伊藤龍一ライ
オン

がスポンサーをお引き受け下さり、歴史と伝統ある新居浜
ライオンズクラブに入会させていただきました三木悠司（み
きゆうじ）と申します。宜しくお願い致します。
　ご紹介いただきましたように、三木産業株式会社の代
表取締役を務めております。弊社は大正１３年の創業以
来、テント・シートの製造設置、また近年ではベンチ、遊具
等の公園施設設備の販売設置を行っております。皆様に
おかれましてもお声がけいただければ幸いです。
　家族構成は４人で、妻と５歳と３歳の息子です。
まだまだ子育ての方もこれからでありますので勤しんでい

きたいと思っております。
　趣味は読書と映画鑑賞で、読書の方は祖父が歴史小
説を好んでいた影響で、私も歴史小説を中心に嗜んでお
ります。映画鑑賞につきましては昨今新型コロナウイルス
の影響で中々映画館に赴くことが出来ませんでしたが、先
日子供と一緒に訪れることができました。作品は子供向け
ではありましたが、これからも楽しみたいと思います。
　これからライオンズクラブの精神に則り、奉仕に励んでま
いりたいと存じますが、まだまだ若輩者でありますので、ご
指導ご鞭撻の程、宜しくお願い致します。

氏　　名　三 木  悠 司
生年月日　昭和 55 年 7 月 3 日　41 歳
スポンサー　伊藤 龍一ライ

オン

所　　属　保健福祉委員会
住　　所　〒７９２

０８７２新居浜市垣生６丁目 2-40
電　　話　090-4788-5018
趣　  味　映画鑑賞、読書

勤　務　先　三木産業（株）
勤務先住所　〒７９２

０８９２新居浜市黒島 1-1-23　
勤務先TEL　（0897）45-2727
勤務先FAX　（0897）45-2741
役　　　職　代表取締役
結婚記念日　2011 年 6 月 26 日

  み き　　  ゆうじ

氏　　名　田 村  慎 二
生年月日　昭和 45 年３月 2日　51 歳
スポンサー　田村 征夫ライ

オン

所　　属　青少年委員会
住　　所　〒７９２

０８７２新居浜市八雲 13-26
電　　話　（0897）33-8730

勤　務　先　（有）リフォームエヒメ
勤務先住所　〒７９２

００２６新居浜市久保田町 2-1-45
勤務先TEL　（0897）34-1224
勤務先FAX　（0897）34-5625
役　　　職　代表取締役
結婚記念日　1999 年 2 月 7 日

 たむら       しんじ

　今期、テール・ツイスターを仰せつ
かりました松浦です。
　テール・ツイスターの役割を十分
承知しないまま、神野さんの推薦を
受け、ためらいもなく引き受けてしま

いました。
　皆様のご指導・ご鞭撻をお願いします。
小冊子『2R 次期テール・ツイスター　スクール開

催にあたって』に依れば、テール・ツイスターの役割
は、『ドネーションやファインでお金を徴収することもと
ても大事なことではありますが、例会等々の少し堅
苦しい雰囲気を楽しくして終わらせる。』とあります。
　これから一年間、この教えに沿って、例会がもっと
楽しいものになるよう工夫をしていきたいと思いま
す。７月度の２回の例会でテール・ツイスターを２度
経験しましたが、閉会時刻が迫っていたことが私の

未熟さを助けてくれました。
　これから 11 カ月間、新居浜ライオンズクラブの皆
様の例会への出席率の向上と、私へのご指導とご

鞭撻を願っています。

氏　　名　濱 野  剛 年
生年月日　昭和 53 年 5 月 30 日　43 歳
スポンサー　佐伯 澄男ライ

オン

所　　属　環境保全委員会
住　　所　〒７９２

０８７２新居浜市田所町 6-53-501
電　　話　090-4564-6034
趣　  味　釣り、食べ歩き

勤　務　先　（株）丸松 四国支店
勤務先住所　〒７９２

０８９３新居浜市多喜浜 6-11-59　
勤務先TEL　（0897）45-1318
勤務先FAX　（0897）45-1380
役　　　職　取締役支店長
結婚記念日　2012 年 6 月 3 日

はまの     たけとし

　この度、佐伯澄男先輩、塩見公一君にご紹介いただ
き、歴史と伝統ある新居浜ライオンズクラブに入会させて
いただく事となりました、濱野剛年（はまのたけとし）と申し
ます。
　私は、広島県尾道市瀬戸田町、しまなみ海道が通って
いる生口島の出身です。生口島では家業として、レモン、
みかんといった柑橘類の栽培や、選果場を運営し、農産
物全般の卸売業を行っております。
　新居浜へは、２００３年２４歳のころに四国支店が開設

され、多喜浜の方で、生協共同購入事業の農産センター
業務を委託され運営しております。
　新居浜に来て１８年と、まだまだ未熟者ではございます
が、しっかりと情熱を持ってライオンズクラブ活動に参加し
ていきたいと思います。
　また、皆さまとのご縁を大切にし、私自身も、もう一皮、二
皮、三皮と、剥けるように精進して参りますので、今後とも
ご指導のほどよろしくお願いいたします。

  この度、父　田村征夫ライ
オンにスポンサーを受けて頂

き、歴史と伝統ある新居浜ライオンズクラブに入会
させて頂きました田村 慎二（たむらしんじ）と申し
ます。　
　仕事は、建設業を営んでおりまして、主に一般住宅
のリフォーム工事やメンテナンスなどの仕事をさせ
て頂いております。
　お客様の『困った』を『よかった！！』に、を合い言
葉に日々精進しております。
　会社を継続、発展するのは至難の業ではあります
が、ライオンズの諸先輩方のご活躍を目の当たりに

して自信と勇気が湧いてくる感じがしております。
　ライオンズ活動を通じて、ネットワークを広げ、違
う職種の方とも親睦を深めることで、人間としても
さらに成長していく良い機会となるようこれからも
勉強させていただこうと思っております。
　歳を重ねることはあっても若返りすることはない
ので、健康に留意しながら、社会に
貢献できるよう微力ではございますが、努力してま
いりたいと思っております。
　まだまだ、至らぬ点ばかりの若輩者ではあります
が、ご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い致します。
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に初めて委員長の役職を新田会
長より仰せつかりました外山 貴一
と申します。
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安」の言葉しか思いつきません。
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めて行きたいと思っております。
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えるよう事業を展開するのがライオンズクラブの役割
だと考えます。皆様のご理解とご協力を何卒よろしく
お願いいたします。
　また四献運動の推進、薬物乱用防止運動、生活
習慣病の予防啓発活動も併せて行ってまいります。
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　入会して初めての委員長ですの
で、スムーズに仕事ができないと思
いますが、皆様に協力していただき
ながら、１年間頑張っていきたいと思
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　今年度は、コロナ禍の中で昨年度は中止になった
「中学生英語スピーチコンテスト」の開催が決定して

います。また、「えひめ学園との交流会」も行える見
通しとなっています。
　コロナ禍で昨年度に引き続き中止になる行事もあ
りますが、新居浜ライオンズクラブのスローガン「今、
出来ることから始めよう！一歩ずつ」を心がけて、子
供達の笑顔を少しでも増やせるような活動をして参
ります。
　役員の方々をはじめ、真木副委員長、福山担当
理事、委員会メンバーの方々、ご指導とご協力をよ
ろしくお願い致します。

なが

　本年度、MC 広報委員会委員長を
仰せつかりました奥嶋です。
　まだまだ経験不足ではございま
すが、新田会長の下どうぞよろしく
お願いいたします。
　今年もコロナ渦中でありまして、ライ

オンズ活動が制限されるなか、皆さんが行っている
活動を、会報誌に掲載できればと思います。
　また、新居浜市内で行われている活動に参加さ
れたメンバーの皆様よりご寄稿いただくことで、地域

の活動も広報できれば、会報誌を通して地域社会と
のコミュニケーションや新しい活動へのきっかけにな
るのではないかと思います。
　新居浜ライオンズメンバーの皆さまには、コロナ渦
でも会報誌を充実するためにご寄稿をお願いするこ
とが多々あると思います。
　ご多忙とは思いますが、是非ご寄稿をお願いいた
します。
　皆様 1 年間、ご指導ご鞭撻よろしくお願いいたし
ます。
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がスポンサーをお引き受け下さり、歴史と伝統ある新居浜
ライオンズクラブに入会させていただきました三木悠司（み
きゆうじ）と申します。宜しくお願い致します。
　ご紹介いただきましたように、三木産業株式会社の代
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来、テント・シートの製造設置、また近年ではベンチ、遊具
等の公園施設設備の販売設置を行っております。皆様に
おかれましてもお声がけいただければ幸いです。
　家族構成は４人で、妻と５歳と３歳の息子です。
まだまだ子育ての方もこれからでありますので勤しんでい

きたいと思っております。
　趣味は読書と映画鑑賞で、読書の方は祖父が歴史小
説を好んでいた影響で、私も歴史小説を中心に嗜んでお
ります。映画鑑賞につきましては昨今新型コロナウイルス
の影響で中々映画館に赴くことが出来ませんでしたが、先
日子供と一緒に訪れることができました。作品は子供向け
ではありましたが、これからも楽しみたいと思います。
　これからライオンズクラブの精神に則り、奉仕に励んでま
いりたいと存じますが、まだまだ若輩者でありますので、ご
指導ご鞭撻の程、宜しくお願い致します。
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　今期、テール・ツイスターを仰せつ
かりました松浦です。
　テール・ツイスターの役割を十分
承知しないまま、神野さんの推薦を
受け、ためらいもなく引き受けてしま

いました。
　皆様のご指導・ご鞭撻をお願いします。
小冊子『2R 次期テール・ツイスター　スクール開

催にあたって』に依れば、テール・ツイスターの役割
は、『ドネーションやファインでお金を徴収することもと
ても大事なことではありますが、例会等々の少し堅
苦しい雰囲気を楽しくして終わらせる。』とあります。
　これから一年間、この教えに沿って、例会がもっと
楽しいものになるよう工夫をしていきたいと思いま
す。７月度の２回の例会でテール・ツイスターを２度
経験しましたが、閉会時刻が迫っていたことが私の

未熟さを助けてくれました。
　これから 11 カ月間、新居浜ライオンズクラブの皆
様の例会への出席率の向上と、私へのご指導とご

鞭撻を願っています。

氏　　名　濱 野  剛 年
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所　　属　環境保全委員会
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趣　  味　釣り、食べ歩き
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勤務先住所　〒７９２
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はまの     たけとし

　この度、佐伯澄男先輩、塩見公一君にご紹介いただ
き、歴史と伝統ある新居浜ライオンズクラブに入会させて
いただく事となりました、濱野剛年（はまのたけとし）と申し
ます。
　私は、広島県尾道市瀬戸田町、しまなみ海道が通って
いる生口島の出身です。生口島では家業として、レモン、
みかんといった柑橘類の栽培や、選果場を運営し、農産
物全般の卸売業を行っております。
　新居浜へは、２００３年２４歳のころに四国支店が開設

され、多喜浜の方で、生協共同購入事業の農産センター
業務を委託され運営しております。
　新居浜に来て１８年と、まだまだ未熟者ではございます
が、しっかりと情熱を持ってライオンズクラブ活動に参加し
ていきたいと思います。
　また、皆さまとのご縁を大切にし、私自身も、もう一皮、二
皮、三皮と、剥けるように精進して参りますので、今後とも
ご指導のほどよろしくお願いいたします。

  この度、父　田村征夫ライ
オンにスポンサーを受けて頂

き、歴史と伝統ある新居浜ライオンズクラブに入会
させて頂きました田村 慎二（たむらしんじ）と申し
ます。　
　仕事は、建設業を営んでおりまして、主に一般住宅
のリフォーム工事やメンテナンスなどの仕事をさせ
て頂いております。
　お客様の『困った』を『よかった！！』に、を合い言
葉に日々精進しております。
　会社を継続、発展するのは至難の業ではあります
が、ライオンズの諸先輩方のご活躍を目の当たりに

して自信と勇気が湧いてくる感じがしております。
　ライオンズ活動を通じて、ネットワークを広げ、違
う職種の方とも親睦を深めることで、人間としても
さらに成長していく良い機会となるようこれからも
勉強させていただこうと思っております。
　歳を重ねることはあっても若返りすることはない
ので、健康に留意しながら、社会に
貢献できるよう微力ではございますが、努力してま
いりたいと思っております。
　まだまだ、至らぬ点ばかりの若輩者ではあります
が、ご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い致します。
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7月度月例と取切戦で優勝しました。

計画財務委員会　 篠 原  大 蔵　　　日付：令和 3年 7月 11 日（日）　場所：新居浜カントリー倶楽部　
　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

会員投稿文

■ 計画財務委員長　小 野  周 平
　計画財務委員会の委員長を拝命
しました小野周平と申します。
私は今まで当委員会に在籍したこ
とが無く、現在、右も左もわからな
い状況です。
前任者の橋田信一朗さんに助言をい

ただきつつ、また経験豊富な理事並びに委員会メ
ンバーの方々にも助けていただきながら、委員会運
営して参ります。
　例年実施されております家族会、夜間例会、資
金獲得事業に加え、本年度は当クラブから伊藤龍
一ゾーンチェアパーソンが輩出されておりますので、

ゾーン会議のサポートも当委員会が担います。
　一年を通して事業及び役目が間断なく続く委員
会だと感じています。あまり気負わずに適度な緊張
感を持って務めたいと思います。
　本年も昨年に引き続きコロナ対応に追われる事が
予想されます。ひと月先の予定も変更を余儀なくさ
れ、思い通りに事が進まない状況が続くと思われま
す。
　当委員会から広報した事も二転三転する事があ
るかもしれません。そういった際にはクラブの皆様
にはご苦労をおかけしますが、何卒、当委員会へ
のご協力をよろしくお願いします。

前任

■ 出席大会委員長　檜 垣  孝 志

純出席 80％以上、メークアップ
90％以上！
　今年は出席・大会委員会を担
当することになりました。
皆様どうかご協力お願いします。

さて、今年は表題にも掲げました様に
純出席目標は 80％以上となっております。
　会長の談では目標を昨年より５％下げているとの
事ですので、是非とも今年は目標を達成したいと考
えております。
　付きましては、各委員会にお願い致します。

中々、出席・大会委員会のかけ声や努力だけでは
達成しがたいと考えており、従って全体は私どもで
見ますが、各委員会でも出席を都度チェックして頂
いて、もし達成していなければ、次の機会にはしっか
りリカバリー出来る様委員会の皆様と意思疎通を図
って頂きたいと思います。
　私共からは適時な時期に各委員会に達成状況を
報告致しますので、ご協力宜しくお願い致します。
メークアップについても同様であります。来年の引継
には目標達成と次期は目標アップ出来ます様頑張っ
て参りたいと思います。
　ご協力のほど重ねて宜しくお願い申し上げます。

純出

さて

　　　　　
各委員長就任ご挨拶　　第 61 期　2021.7 ～ 2022.6

■ 会員会則委員長　佐 伯  澄 男
　新田会長のもと会員会則委員会委
員長に就任致しました。
　新田会長の基本方針であります
退会防止を最重点目標として新会
員入会目標３名以上、会員数６０名
維持を必達目標として取り組みます。

また新会員オリエンテーションを実施してクラブの理
解と親睦をはかります。会員増強は会員皆様方のご
協力が不可欠です。
　歴史と伝統ある我がクラブに相応しいと思われる
方の推薦を心よりお待ちしております。
　また本年度は委員会で新会員オリエンテーション

資料の見直しに取り組みたいと考えています。現在
の資料は非常に簡潔明瞭で分かりやすい物ですの
で大幅に変えるのではなく数値の部分の修正を中
心に少し手を加えた物に刷新していく予定です。
そして会員会則理事は三役共々ゾーンレベル会議
に出席しなくてはなりません。伊藤龍一 ZC を輩出し
ているホストクラブの会員理事として自覚をもって出
席してまいります。
　新田会長のもと今年度も会員皆様方とクラブにと
って素晴らしい一年となりますように微力ながら尽力
して参る所存です。皆様方のご協力とご理解を切に
お願い申し上げます。

維持

　去年から続いているコロナ禍のせ
いで、仕事の取り組み方やオフの時
の過ごし方がビフォーコロナと比べ
てずいぶん変わったような気がしま
す。

　仕事は打ち合わせや技術教育や安
全教育がオンラインを利用した ZOOM 形式が増
え、画面越しに人と会うことが増えました。
　これはこれで移動時間や準備時間が節約されて
仕事してとらえると効率向上されていいような気がし
ます。
　反面、会議が始まる前や終わった後の雑談タイム
が無くなり、人と相対してお互いの人となりを知る時
間がなくなり、食事やお酒を共にしてお互いのことを
知る時間がほぼ無くなったように思えます。
　仕事をしていてもライオンズ活動をしていても、モ
チベーションが保たれていたのは、このなくなった時
間がリフレッシュタイムになっていたのではないかと
気づいた今日この頃です。

　オンラインを使って趣味の仲間や友人たちと話す
こともできますが、リアルには勝てません。
かといって、人と会って雑談したり会食したりはやは
りだめ。ってことで、ここ最近は巷で流行っている
DIYを楽しんでいました。
　幸いなことに仕事柄、道具と材料には困りません。
今、プライベートで一番乗ってるジムニーに収納ボッ
クスを作ってすっきり収納してみたり。
　現場でのあまりのコンパネと 100 均のニスと取っ
手で出来上がり。
無駄に手をかけて仕上げてみました。
　中にはセメントを練るプラスチック練船仕込んでい
るので、湿気ったもの積んでもOK
横にある迷彩柄のカバンは車載工具を詰め込んで
います。寸法ぴったりです。
　ガレージに棚が欲しくなって、ゴールデンウィーク
の 2日間使って壁はって小さい棚仕込みました。
　棚受けは安定の 100 均、案外丈夫です。
私にしか満足感がないことですが、オンラインやバー
チャルにはない充実感としょうもないことを考えること
で自分自身をリフレッシュしている今日この頃です。

最近のリフレッシュ方法
MC広報委員会　天  野 　淳　　　　        　

　仕

　今期、テール・ツイスターを仰せつ
かりました松浦です。
　テール・ツイスターの役割を十分
承知しないまま、神野さんの推薦を
受け、ためらいもなく引き受けてしま

いました。
　皆様のご指導・ご鞭撻をお願いします。
小冊子『2R 次期テール・ツイスター　スクール開

催にあたって』に依れば、テール・ツイスターの役割
は、『ドネーションやファインでお金を徴収することもと
ても大事なことではありますが、例会等々の少し堅
苦しい雰囲気を楽しくして終わらせる。』とあります。
　これから一年間、この教えに沿って、例会がもっと
楽しいものになるよう工夫をしていきたいと思いま
す。７月度の２回の例会でテール・ツイスターを２度
経験しましたが、閉会時刻が迫っていたことが私の

未熟さを助けてくれました。
　これから 11 カ月間、新居浜ライオンズクラブの皆
様の例会への出席率の向上と、私へのご指導とご

鞭撻を願っています。

　皆様、こんにちは。篠原大蔵と申し
ます。
　この度７月１１日の新居浜ライオ
ンズクラブゴルフ部会に参加させて
いただきました。
なんとそこで７月度月例と取切杯で優

勝致しました！
　まだ２年目で取切杯の存在も知りませんでした
が、前年度優勝者の中から７月月例で一番成績が
良かった者に与えられる賞と知り大変名誉なことだ
と感じております。
　ただ、夜の表彰式にどうしても参加出来ず皆様に
は大変失礼を致しました。
申し訳ございません。こんな名誉ある賞をいただけ
たのも同伴させていただいた白石先輩、伊藤先輩、
大上先輩が新参者の私でも回りやすい暖かい空気
を作って下さり、普段以上のスコアが出せたものと
思っております。
　ゴルフは年齢性別問わず、一日を共に過ごしコミ
ュニケーションを取れる最高のツールです。
　青年会議所でも面識有る大先輩とこんなにも長

い時間を過ごせるのもゴルフの最大の魅力だな、と
思いながら一日を過ごしておりました。
　コロナ禍の中、集まることもましてや飲み会も憚ら
れる時代ですがゴルフは屋外ということもあり、世間
から許される空気になっております。
　願わくば、ゴルフだけではなく飲み会も含め様々
なコミュニケーション方法が自由にできる状況に早く
なってくれることを切に願います。
　献血や例会など様々な事業に参加し、ゴルフ部
会に参加させていただいておりますがどの先輩方も
暖かく迎えてくださり、新居浜ライオンズクラブに入
会して本当に良かったと感じております。
　まだまだ未熟者ではありますが、これからもゴルフ
にライオンズクラブ活動にご指導ご鞭撻のほどよろ
しくお願い致します。

なん

新居浜カントリー倶楽部
コースNO.1
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第1459回  7 月第一例会
7月 14日（水）12:15～ リーガロイヤルホ

テル新居浜

●会長挨拶　新田久司会長
●伝達事項
１．国際会長方針及び３３６－A地区ガバナー方針
２．会長方針
●審議事項
①理事委員長会、定例会の開催日時について　
・理事会　第一例会の週の月曜日１８：３０～新居浜商工会館３階
・委員長会　理事会と同時開催
・第一例会　第２水曜日１２：１５～１３：３０
　リーガロイヤルホテル新居浜

・第二例会　第４水曜日１２：１５～１３：３０
　リーガロイヤルホテル新居浜
②取引銀行の件　愛媛銀行新居浜東支店とします。
③ 前年度決算報告と監査報告について
　７月第一例会で決算および監査報告をいたします。
④ 事務局員雇用について
　白石康代さんを令和３年７月１日～令和４年６月３０日まで雇用
　します。愛媛県の基本労働賃金の改定により基本給を20,000
　円昇給し、132,000円とします。
　給料支払日、雇用通知書に従い、月末締め、翌１０日支給とし
　ます。

⑤本年度予算について
　７月第一例会で審議願います。
⑥ 会費等納入時期について
　年４回、徴収させていただきます。（７月、１０月、１月、４月）
⑦ 各種支払いについて　　２０日締め月末払い
⑧ 前年度三役への感謝状、記念品贈呈について
　 ７月第一例会で贈呈します。（１人１万円程度）
⑨ 会計監査委員への委嘱について
　７月第一例会で委嘱状をお渡しいたします。
⑩ クラブ発行領収書等会計以外の連署人決定について
　規約通り連署人は幹事といたします。
　（ライオンズクラブ国際協会役員必携クラブ会計第６章会計
　実務）
⑪ 委員会費について
　委員会内の親睦を図り、奉仕活動の原動力としてください。　
　3,000円／人
⑫ 例会時の服装について　クールビズ導入を推奨いたします。
　７、８、９、１０月および翌年５、６月の上着なし、ノーネクタイＯＫ。
　但し、バッジ着用。
　クールビズ以外の期間（１１月～翌年４月）は正装とします。
⑬ 理事・委員長会へのオブザーバー参加について
⑭ 愛媛アイバンク賛助会費について　　　　２０，０００円
⑮「ダメ。ゼッタイ」国連支援募金運動への協力について
　５，０００円
⑯ 新居浜ユネスコ協会賛助会費について　　１０，０００円
⑰ あかがねミュージアムサポータークラブ会費について
　１０，０００円
⑱ 新居浜市国際交流協会会費について１０，０００円
⑲ 委員会開催日の変更について　
　会員会則委員会　第４月曜日から第４火曜日　１８：３０～
　保健福祉委員会　第２木曜日から第１例会週の木曜日（基

　本第２木曜日）１８：３０～
　環境保全委員会　第１月曜日から第３月曜日　１８：３０～
　出席大会委員会　７月２２日（木･祝）→２９日（木）１８：３０～
⑳ 新会員について
㉑ 愛リバー・愛ロード予算案について　８月８日（日）
㉒ 村上博昭さん入院お見舞い金の支出について　１０，０００円
㉓ 地区ガバナー公式訪問登録料の支出について　１２，０００円
　(4,000円×3) ８月７日(土)
●確認事項
１．役員及び委員会構成表
２．行事予定表
●報告事項
１．２０２１年７月～２０２２年６月 １Ｚ－ＺＣに伊藤龍一さんが就任
　１Ｚ－ＺＣＡに大上幸雄さんが就任
２．３３６複合地区ＬＣＩＦバーチャルセミナー
　７月９日（金）１４：００～
　参加者：伊藤龍一１ＺＣ、伊藤嘉秀クラブＬＣＩＦコーディネーター
３．第１回地区キャビネット会議
　７月１１日（日）１４：００～　高松市
　出席者：伊藤龍一１ＺＣ
４．第１回新居浜市国際交流協会理事会
　７月１３日（火）１４：００～まちづくり協働オフィス
　出席者：伊藤龍一理事
５．新居浜中央ＬＣ例会訪問　７月１６日（金）１２：００～　
　出席者：伊藤龍一１ＺＣ、大上幸雄１ＺＣＡ
６．７月第一例会で「ダメ。ゼッタイ」国連支援募金を行います。
７．７月第二例会入会式を予定しております。
　来訪者：蔵本守雄地区ガバナー、大橋勝英２ＲＣ、伊藤龍一１
　ＺＣ、眞鍋啓太２Ｒ-ＧＡＴ（ＧＭＴ･ＦＷＴ･ＧＬＴ･ＧＳＴ）会員委
　員、櫛部邦寛２ＲＣＡ、大上幸雄１ＺＣＡ
８．第１期会費引落について　７月１５日（木）４３，０００円

■開会ゴング
■会長挨拶
　新田久司会長
■前年度三役に感謝状
　伊藤嘉秀直前会長
　大上幸雄前幹事
　大竹崇夫前会計
■会計監査委員委嘱状　土岐計一ライ

オン、永易明洋ライ
オン

■2R-1ZC任命書　伊藤龍一ライ
オン

■伝達事項
１．国際会長方針及び３３６－A地区ガバナー方針
２．会長方針
■審議事項
①理事委員長会、定例会の開催日時について　
・理事会　第一例会の週の月曜日　１８：３０～
　新居浜商工会館３階
・委員長会　理事会と同時開催
・第一例会　第２水曜日　１２：１５～１３：３０
　リーガロイヤルホテル新居浜
・第二例会　第４水曜日　１２：１５～１３：３０
　リーガロイヤルホテル新居浜
②取引銀行の件　愛媛銀行新居浜東支店とします。
③６月第二夜間例会決算報告について
④ 前年度決算報告と監査報告について
　７月第一例会で決算および監査報告をいたします。
⑤ 事務局員雇用について
　白石康代さんを令和３年７月１日～令和４年６月３０日まで雇用
　します。
　愛媛県の基本労働賃金の改定により基本給を 20,000 円昇
　給し、132,000 円とします。
　給料支払日、雇用通知書に従い、月末締め、翌１０日支給とし
　ます。
⑥ 本年度予算について
　７月第一例会で審議願います。
⑦ 会費等納入時期について
　年４回、徴収させていただきます。（７月、１０月、１月、４月）
⑧ 各種支払いについて　　２０日締め月末払い
⑨ 前年度三役への感謝状、記念品贈呈について
　 ７月第一例会で贈呈します。（１人１万円程度）
⑩ 会計監査委員への委嘱について
　７月第一例会で委嘱状をお渡しいたします。
⑪ クラブ発行領収書等会計以外の連署人決定について
　規約通り連署人は幹事といたします。
　（ライオンズクラブ国際協会役員必携クラブ会計第６章会計
実　務）
⑫ 委員会費について
　委員会内の親睦を図り、奉仕活動の原動力としてください。
　　3,000 円／人
⑬ 例会時の服装について　クールビズ導入を推奨いたします。
　７、８、９、１０月および翌年５、６月の上着なし、ノーネクタイＯＫ。
　但し、バッジ着用。
　クールビズ以外の期間（１１月～翌年４月）は正装とします。

⑭ 理事・委員長会へのオブザーバー参加について
⑮ 愛媛アイバンク賛助会費について　　　　２０，０００円
⑯「ダメ。ゼッタイ」国連支援募金運動への協力について
　５，０００円
⑰ 新居浜ユネスコ協会賛助会費について　　１０，０００円
⑱ あかがねミュージアムサポータークラブ会費について
　１０，０００円
⑲ 新居浜市国際交流協会会費について１０，０００円
⑳ 委員会開催日の変更について　
　会員会則委員会　第４月曜日から第４火曜日　１８：３０～
　保健福祉委員会　第２木曜日から第１例会週の木曜日（基本
　第２木曜日）１８:３０～
　環境保全委員会　第１月曜日から第３月曜日　１８:３０～
　出席大会委員会　７月２２日（木･祝）→２９日（木）１８:３０～
㉑ 愛リバー・愛ロード予算案について　８月８日（日）
㉒ 村上博昭さん入院お見舞い金の支出について
　１０，０００円
㉓ 地区ガバナー公式訪問登録料の支出について
　１２，０００円 (4,000 円×3) ８月７日( 土 )
■確認事項
１．役員及び委員会構成表
２．行事予定表
■幹事報告
・報告事項
１．新会員について　３名入会式予定　７月第２例会
２．２０２１年７月～２０２２年６月 １Ｚ－ＺＣに伊藤龍一さんが就任
　１Ｚ－ＺＣＡに大上幸雄さんが就任
３．３３６複合地区ＬＣＩＦバーチャルセミナー
　７月９日（金）１４:００～
　参加者：伊藤龍一１ＺＣ、伊藤嘉秀クラブＬＣＩＦコーディネー
　ター
４．第１回地区キャビネット会議
　７月１１日（日）１４：００～　高松市
　出席者：伊藤龍一１ＺＣ
５．第１回新居浜市国際交流協会理事会
　７月１３日（火）１４:００～　まちづくり協働オフィス
　出席者：伊藤龍一理事
６．新居浜中央ＬＣ例会訪問　７月１６日（金）１２:００～　
　出席者：伊藤龍一１ＺＣ、大上幸雄１ＺＣＡ
７．７月第一例会で「ダメ。ゼッタイ」国連支援募金を行います。
８．７月第二例会入会式を予定しております。
　来訪者：蔵本守雄地区ガバナー、大橋勝英２ＲＣ、伊藤龍　
　一１ＺＣ、眞鍋啓太２Ｒ-ＧＡＴ（ＧＭＴ･ＦＷＴ･ＧＬＴ･ＧＳＴ）会員
　委員、櫛部邦寛２ＲＣＡ、大上幸雄１ＺＣＡ
９．第１期会費引落について　７月１５日（木）４３，０００円
■前年度会計報告並びに退任報告　大竹崇夫会計
■前年度会計監査報告　田村征夫会計監査委員
■100％純出席　宇野博文、加藤久博、塩見秀晴、伊藤嘉
秀、永易明洋、檜垣孝志、松浦一雄、近藤充徳、高木泰斉、伊
藤龍一、能瀬伸一、河端信人、小野周平、橋田信一郎、徳村　
明、田村征夫、真鍋憲夫

■今年度会計就任挨拶　加藤久博会計

■今年度各委員長就任挨拶
　佐伯澄男会員会則委員長、檜垣孝志出席大会委員長、小
野周平計画財務委員長、奥嶋啓一郎MC広報委員長、河端
信人青少年委員長、橋田信一郎保健福祉委員長、外山貴一
環境保全委員長

■委員会報告　
　前計画財務委員会　橋田信一郎委員長
　　６月第２夜間例会決算報告
■出席報告
　会員数 59 名、出席４９名、欠席１0名、出席率 83.1％
■テールツイスター・タイム
　ドネーション　￥113,000
■閉会ゴング
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第1460回  7 月第二例会
7月 28日（水）12:15～ リーガロイヤルホ

テル新居浜

7 月理事・委員長会
7月 12日（月）18:30～ 商工会館3F

●会長挨拶　新田久司会長
●伝達事項
１．国際会長方針及び３３６－A地区ガバナー方針
２．会長方針
●審議事項
①理事委員長会、定例会の開催日時について　
・理事会　第一例会の週の月曜日１８：３０～新居浜商工会館３階
・委員長会　理事会と同時開催
・第一例会　第２水曜日１２：１５～１３：３０
　リーガロイヤルホテル新居浜

・第二例会　第４水曜日１２：１５～１３：３０
　リーガロイヤルホテル新居浜
②取引銀行の件　愛媛銀行新居浜東支店とします。
③ 前年度決算報告と監査報告について
　７月第一例会で決算および監査報告をいたします。
④ 事務局員雇用について
　白石康代さんを令和３年７月１日～令和４年６月３０日まで雇用
　します。愛媛県の基本労働賃金の改定により基本給を20,000
　円昇給し、132,000円とします。
　給料支払日、雇用通知書に従い、月末締め、翌１０日支給とし
　ます。

⑤本年度予算について
　７月第一例会で審議願います。
⑥ 会費等納入時期について
　年４回、徴収させていただきます。（７月、１０月、１月、４月）
⑦ 各種支払いについて　　２０日締め月末払い
⑧ 前年度三役への感謝状、記念品贈呈について
　 ７月第一例会で贈呈します。（１人１万円程度）
⑨ 会計監査委員への委嘱について
　７月第一例会で委嘱状をお渡しいたします。
⑩ クラブ発行領収書等会計以外の連署人決定について
　規約通り連署人は幹事といたします。
　（ライオンズクラブ国際協会役員必携クラブ会計第６章会計
　実務）
⑪ 委員会費について
　委員会内の親睦を図り、奉仕活動の原動力としてください。　
　3,000円／人
⑫ 例会時の服装について　クールビズ導入を推奨いたします。
　７、８、９、１０月および翌年５、６月の上着なし、ノーネクタイＯＫ。
　但し、バッジ着用。
　クールビズ以外の期間（１１月～翌年４月）は正装とします。
⑬ 理事・委員長会へのオブザーバー参加について
⑭ 愛媛アイバンク賛助会費について　　　　２０，０００円
⑮「ダメ。ゼッタイ」国連支援募金運動への協力について
　５，０００円
⑯ 新居浜ユネスコ協会賛助会費について　　１０，０００円
⑰ あかがねミュージアムサポータークラブ会費について
　１０，０００円
⑱ 新居浜市国際交流協会会費について１０，０００円
⑲ 委員会開催日の変更について　
　会員会則委員会　第４月曜日から第４火曜日　１８：３０～
　保健福祉委員会　第２木曜日から第１例会週の木曜日（基

　本第２木曜日）１８：３０～
　環境保全委員会　第１月曜日から第３月曜日　１８：３０～
　出席大会委員会　７月２２日（木･祝）→２９日（木）１８：３０～
⑳ 新会員について
㉑ 愛リバー・愛ロード予算案について　８月８日（日）
㉒ 村上博昭さん入院お見舞い金の支出について　１０，０００円
㉓ 地区ガバナー公式訪問登録料の支出について　１２，０００円
　(4,000円×3) ８月７日(土)
●確認事項
１．役員及び委員会構成表
２．行事予定表
●報告事項
１．２０２１年７月～２０２２年６月 １Ｚ－ＺＣに伊藤龍一さんが就任
　１Ｚ－ＺＣＡに大上幸雄さんが就任
２．３３６複合地区ＬＣＩＦバーチャルセミナー
　７月９日（金）１４：００～
　参加者：伊藤龍一１ＺＣ、伊藤嘉秀クラブＬＣＩＦコーディネーター
３．第１回地区キャビネット会議
　７月１１日（日）１４：００～　高松市
　出席者：伊藤龍一１ＺＣ
４．第１回新居浜市国際交流協会理事会
　７月１３日（火）１４：００～まちづくり協働オフィス
　出席者：伊藤龍一理事
５．新居浜中央ＬＣ例会訪問　７月１６日（金）１２：００～　
　出席者：伊藤龍一１ＺＣ、大上幸雄１ＺＣＡ
６．７月第一例会で「ダメ。ゼッタイ」国連支援募金を行います。
７．７月第二例会入会式を予定しております。
　来訪者：蔵本守雄地区ガバナー、大橋勝英２ＲＣ、伊藤龍一１
　ＺＣ、眞鍋啓太２Ｒ-ＧＡＴ（ＧＭＴ･ＦＷＴ･ＧＬＴ･ＧＳＴ）会員委
　員、櫛部邦寛２ＲＣＡ、大上幸雄１ＺＣＡ
８．第１期会費引落について　７月１５日（木）４３，０００円

■開会ゴング
■会長挨拶
　新田久司会長
■前年度三役に感謝状
　伊藤嘉秀直前会長
　大上幸雄前幹事
　大竹崇夫前会計
■会計監査委員委嘱状　土岐計一ライ

オン、永易明洋ライ
オン

■2R-1ZC任命書　伊藤龍一ライ
オン

■伝達事項
１．国際会長方針及び３３６－A地区ガバナー方針
２．会長方針
■審議事項
①理事委員長会、定例会の開催日時について　
・理事会　第一例会の週の月曜日　１８：３０～
　新居浜商工会館３階
・委員長会　理事会と同時開催
・第一例会　第２水曜日　１２：１５～１３：３０
　リーガロイヤルホテル新居浜
・第二例会　第４水曜日　１２：１５～１３：３０
　リーガロイヤルホテル新居浜
②取引銀行の件　愛媛銀行新居浜東支店とします。
③６月第二夜間例会決算報告について
④ 前年度決算報告と監査報告について
　７月第一例会で決算および監査報告をいたします。
⑤ 事務局員雇用について
　白石康代さんを令和３年７月１日～令和４年６月３０日まで雇用
　します。
　愛媛県の基本労働賃金の改定により基本給を 20,000 円昇
　給し、132,000 円とします。
　給料支払日、雇用通知書に従い、月末締め、翌１０日支給とし
　ます。
⑥ 本年度予算について
　７月第一例会で審議願います。
⑦ 会費等納入時期について
　年４回、徴収させていただきます。（７月、１０月、１月、４月）
⑧ 各種支払いについて　　２０日締め月末払い
⑨ 前年度三役への感謝状、記念品贈呈について
　 ７月第一例会で贈呈します。（１人１万円程度）
⑩ 会計監査委員への委嘱について
　７月第一例会で委嘱状をお渡しいたします。
⑪ クラブ発行領収書等会計以外の連署人決定について
　規約通り連署人は幹事といたします。
　（ライオンズクラブ国際協会役員必携クラブ会計第６章会計
実　務）
⑫ 委員会費について
　委員会内の親睦を図り、奉仕活動の原動力としてください。
　　3,000 円／人
⑬ 例会時の服装について　クールビズ導入を推奨いたします。
　７、８、９、１０月および翌年５、６月の上着なし、ノーネクタイＯＫ。
　但し、バッジ着用。
　クールビズ以外の期間（１１月～翌年４月）は正装とします。

⑭ 理事・委員長会へのオブザーバー参加について
⑮ 愛媛アイバンク賛助会費について　　　　２０，０００円
⑯「ダメ。ゼッタイ」国連支援募金運動への協力について
　５，０００円
⑰ 新居浜ユネスコ協会賛助会費について　　１０，０００円
⑱ あかがねミュージアムサポータークラブ会費について
　１０，０００円
⑲ 新居浜市国際交流協会会費について１０，０００円
⑳ 委員会開催日の変更について　
　会員会則委員会　第４月曜日から第４火曜日　１８：３０～
　保健福祉委員会　第２木曜日から第１例会週の木曜日（基本
　第２木曜日）１８:３０～
　環境保全委員会　第１月曜日から第３月曜日　１８:３０～
　出席大会委員会　７月２２日（木･祝）→２９日（木）１８:３０～
㉑ 愛リバー・愛ロード予算案について　８月８日（日）
㉒ 村上博昭さん入院お見舞い金の支出について
　１０，０００円
㉓ 地区ガバナー公式訪問登録料の支出について
　１２，０００円 (4,000 円×3) ８月７日( 土 )
■確認事項
１．役員及び委員会構成表
２．行事予定表
■幹事報告
・報告事項
１．新会員について　３名入会式予定　７月第２例会
２．２０２１年７月～２０２２年６月 １Ｚ－ＺＣに伊藤龍一さんが就任
　１Ｚ－ＺＣＡに大上幸雄さんが就任
３．３３６複合地区ＬＣＩＦバーチャルセミナー
　７月９日（金）１４:００～
　参加者：伊藤龍一１ＺＣ、伊藤嘉秀クラブＬＣＩＦコーディネー
　ター
４．第１回地区キャビネット会議
　７月１１日（日）１４：００～　高松市
　出席者：伊藤龍一１ＺＣ
５．第１回新居浜市国際交流協会理事会
　７月１３日（火）１４:００～　まちづくり協働オフィス
　出席者：伊藤龍一理事
６．新居浜中央ＬＣ例会訪問　７月１６日（金）１２:００～　
　出席者：伊藤龍一１ＺＣ、大上幸雄１ＺＣＡ
７．７月第一例会で「ダメ。ゼッタイ」国連支援募金を行います。
８．７月第二例会入会式を予定しております。
　来訪者：蔵本守雄地区ガバナー、大橋勝英２ＲＣ、伊藤龍　
　一１ＺＣ、眞鍋啓太２Ｒ-ＧＡＴ（ＧＭＴ･ＦＷＴ･ＧＬＴ･ＧＳＴ）会員
　委員、櫛部邦寛２ＲＣＡ、大上幸雄１ＺＣＡ
９．第１期会費引落について　７月１５日（木）４３，０００円
■前年度会計報告並びに退任報告　大竹崇夫会計
■前年度会計監査報告　田村征夫会計監査委員
■100％純出席　宇野博文、加藤久博、塩見秀晴、伊藤嘉
秀、永易明洋、檜垣孝志、松浦一雄、近藤充徳、高木泰斉、伊
藤龍一、能瀬伸一、河端信人、小野周平、橋田信一郎、徳村　
明、田村征夫、真鍋憲夫

■今年度会計就任挨拶　加藤久博会計

■今年度各委員長就任挨拶
　佐伯澄男会員会則委員長、檜垣孝志出席大会委員長、小
野周平計画財務委員長、奥嶋啓一郎MC広報委員長、河端
信人青少年委員長、橋田信一郎保健福祉委員長、外山貴一
環境保全委員長

■委員会報告　
　前計画財務委員会　橋田信一郎委員長
　　６月第２夜間例会決算報告
■出席報告
　会員数 59 名、出席４９名、欠席１0名、出席率 83.1％
■テールツイスター・タイム
　ドネーション　￥113,000
■閉会ゴング

■開会ゴング
■来訪者紹介　伊藤嘉秀直前会長
　336-A地区　蔵本守雄地区ガバナー
　336-A地区　大橋勝英2R-RC　櫛部邦寛2R-RCA
　336-A地区　伊藤龍一2R-1ZC　大上幸雄1ZCA
　336-A地区　真鍋啓太2R-GAT
■会長挨拶　新田久司会長
■入会式
　田村慎二　（有）リフォームエヒメ　代表取締役
　三木悠司　三木産業（株）　代表取締役
　濱野剛年　（株）丸松　四国支店長

■来訪者挨拶
　ライオンズクラブ国際協会

■審議事項　なし
■幹事報告
・報告事項
１．新居浜中央ＬＣ例会訪問　７月１６日（金）１２：００～　
　出席者：伊藤龍一１ＺＣ、大上幸雄１ＺＣＡ
２．第１回リジョン会議
　８月７日（土）９：００～　リーガロイヤルホテル新居浜
　出席者：伊藤龍一１ＺＣ、大上幸雄１ＺＣＡ
３．地区ガバナー公式訪問
　８月７日（土）１０：００～　リーガロイヤルホテル新居浜
　出席者：伊藤龍一１ＺＣ、大上幸雄１ＺＣＡ
　新田久司会長、青野泰介幹事、加藤久博会計
４．第１回愛リバー・愛ロード清掃奉仕
　８月８日（日）７：００～　商工会館周辺
■委員会報告
　環境保全委員
　８月８日（日）　7:00～　愛リバー・愛ロード清掃奉仕参加宜し
　くお願いします。
■出席報告
　会員数６２名、出席４７名、欠席１５名、出席率75.8％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥135,800　ファイン　￥500
■閉会ゴング

336-A 地区
　蔵本守雄地区ガバナー

336-A 地区
　大橋勝英 2R-RC

336-A 地区
　伊藤龍一 2R・1Z-ZC

336-A 地区
　真鍋啓太 2R-GAT
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新 居 浜
新居浜中央
新居浜別子
新居浜ひうち

計

ク ラ ブ 名 会 員 数 純出席率 メークアップ 労力奉仕 金額奉仕
Ａ  Ｃ  Ｔ

２Ｒ－１Ｚ  アクティビティ報告書 (7月分 )

６２
１２
２９
４６
１４９

1
0
0
32
33

35,000
11,967
27,078
85,384
159,429

79.5
70.8
64.9
68.7
71.0

84.4
81.0
77.8
89.9
83.3

名 ％ ％ Ｈ 円

BIRTHDAY &  MARRIAGE

8月 誕生日おめでとうございます
　今村　忍、小野周平、奥嶋啓一郎、鴛田宗司
　神野雄太、田村征夫

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 1回リジョン会議
　８月　７日（土）　9:00 ～　リーガロイヤルホテル新居浜
地区ガバナー公式訪問
　８月　７日（土）10:00 ～　リーガロイヤルホテル新居浜

行  事  予  定

会長スローガン「今、できることから始めよう！一歩ずつ」

7月 11日 ( 日 )　新居浜CC

後 藤 達 也

金 田 智 行

篠 原 大 蔵

河 端 信 人

準優勝

3　位

ＢＢ賞

アウト イン グロス ハンディ ネット氏　   名
優　勝

GOLF

４５
５２
４６
６１

４７
４２
５０
５４

３０.０
３０.０
３０.０
３０.０

９２
９４
９６
１１５

６２.０
６４.０
６６.０
５５.０

・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会 ８月１０日（火）18:30 ～ 商工会館 3F
８月第 1例会 ８月１１日（水）12:15 ～　リーガロイヤルホ

テル新居浜

８月第２例会 ８月２５日（水）12:15 ～ リーガロイヤルホ
テル新居浜

・委員会
青少年委員会 ８月　３日（火）18:30 ～ 事務局
計画財務委員会 ８月　４日（水）18:30 ～ 事務局
MC広報委員会 ８月　５日（木）18:30 ～ 事務局
保健福祉委員会 ８月１２日（木）18:30 ～ 事務局
環境保全委員会 ８月１７日（火）18:30 ～ 事務局
会員会則委員会 ８月２４日（火）18:30 ～ 事務局
出席大会委員会 ８月２６日（木）18:30 ～ 事務局
・クラブ・その他行事予定
第１回愛リバー・アイロード清掃奉仕
　８月　８日（日）7:00 ～　商工会館周辺
第１回献血･献眼登録
　８月２２日（日）10:00 ～　イオンモール新居浜駐車場
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　　８月　８日（日） 10:04 ～　新居浜CC
囲碁部会　　　　　未定
つれづれの会　　　偶数月の予定
くらげの会　　　　奇数月の予定   
スポーツ部会　　　８月 13､27 日 19:30 ～     川東中学校
ネットの会　　　　　　　　　　　　　　　   随時活動中
しまなみ海道をいつか走破する会　　　　　　随時活動中　

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

2021.7 ～ 2022.6

〈ライオンズクラブスローガン〉

Liberty,Intelligence,Our Nation’s Safety
［自由を守り、知性を重んじ、われわれの国の安全をはかる］

〈モットー〉

We Serve
［われわれは奉仕する］
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河 端 信 人

篠 原 大 蔵取切戦

亡者杯

４５
４６

４７
５０

１８.０
２７.０

９２
９６

７４.０
６９.０

　　　　　
ライオン・テーマー就任ご挨拶

Ｌ・Ｔ　  宇 野  博 文　　　　第 61 期　2021.7 ～ 2022.6　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

　　　　　
テール・ツイスター就任ご挨拶

T・Ｔ　  松 浦  一 雄　　　　第 61 期　2021.7 ～ 2022.6　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

●会長挨拶　新田久司会長
●伝達事項
１．国際会長方針及び３３６－A地区ガバナー方針
２．会長方針
●審議事項
①理事委員長会、定例会の開催日時について　
・理事会　第一例会の週の月曜日１８：３０～新居浜商工会館３階
・委員長会　理事会と同時開催
・第一例会　第２水曜日１２：１５～１３：３０
　リーガロイヤルホテル新居浜

・第二例会　第４水曜日１２：１５～１３：３０
　リーガロイヤルホテル新居浜
②取引銀行の件　愛媛銀行新居浜東支店とします。
③ 前年度決算報告と監査報告について
　７月第一例会で決算および監査報告をいたします。
④ 事務局員雇用について
　白石康代さんを令和３年７月１日～令和４年６月３０日まで雇用
　します。愛媛県の基本労働賃金の改定により基本給を20,000
　円昇給し、132,000円とします。
　給料支払日、雇用通知書に従い、月末締め、翌１０日支給とし
　ます。

⑤本年度予算について
　７月第一例会で審議願います。
⑥ 会費等納入時期について
　年４回、徴収させていただきます。（７月、１０月、１月、４月）
⑦ 各種支払いについて　　２０日締め月末払い
⑧ 前年度三役への感謝状、記念品贈呈について
　 ７月第一例会で贈呈します。（１人１万円程度）
⑨ 会計監査委員への委嘱について
　７月第一例会で委嘱状をお渡しいたします。
⑩ クラブ発行領収書等会計以外の連署人決定について
　規約通り連署人は幹事といたします。
　（ライオンズクラブ国際協会役員必携クラブ会計第６章会計
　実務）
⑪ 委員会費について
　委員会内の親睦を図り、奉仕活動の原動力としてください。　
　3,000円／人
⑫ 例会時の服装について　クールビズ導入を推奨いたします。
　７、８、９、１０月および翌年５、６月の上着なし、ノーネクタイＯＫ。
　但し、バッジ着用。
　クールビズ以外の期間（１１月～翌年４月）は正装とします。
⑬ 理事・委員長会へのオブザーバー参加について
⑭ 愛媛アイバンク賛助会費について　　　　２０，０００円
⑮「ダメ。ゼッタイ」国連支援募金運動への協力について
　５，０００円
⑯ 新居浜ユネスコ協会賛助会費について　　１０，０００円
⑰ あかがねミュージアムサポータークラブ会費について
　１０，０００円
⑱ 新居浜市国際交流協会会費について１０，０００円
⑲ 委員会開催日の変更について　
　会員会則委員会　第４月曜日から第４火曜日　１８：３０～
　保健福祉委員会　第２木曜日から第１例会週の木曜日（基

　本第２木曜日）１８：３０～
　環境保全委員会　第１月曜日から第３月曜日　１８：３０～
　出席大会委員会　７月２２日（木･祝）→２９日（木）１８：３０～
⑳ 新会員について
㉑ 愛リバー・愛ロード予算案について　８月８日（日）
㉒ 村上博昭さん入院お見舞い金の支出について　１０，０００円
㉓ 地区ガバナー公式訪問登録料の支出について　１２，０００円
　(4,000円×3) ８月７日(土)
●確認事項
１．役員及び委員会構成表
２．行事予定表
●報告事項
１．２０２１年７月～２０２２年６月 １Ｚ－ＺＣに伊藤龍一さんが就任
　１Ｚ－ＺＣＡに大上幸雄さんが就任
２．３３６複合地区ＬＣＩＦバーチャルセミナー
　７月９日（金）１４：００～
　参加者：伊藤龍一１ＺＣ、伊藤嘉秀クラブＬＣＩＦコーディネーター
３．第１回地区キャビネット会議
　７月１１日（日）１４：００～　高松市
　出席者：伊藤龍一１ＺＣ
４．第１回新居浜市国際交流協会理事会
　７月１３日（火）１４：００～まちづくり協働オフィス
　出席者：伊藤龍一理事
５．新居浜中央ＬＣ例会訪問　７月１６日（金）１２：００～　
　出席者：伊藤龍一１ＺＣ、大上幸雄１ＺＣＡ
６．７月第一例会で「ダメ。ゼッタイ」国連支援募金を行います。
７．７月第二例会入会式を予定しております。
　来訪者：蔵本守雄地区ガバナー、大橋勝英２ＲＣ、伊藤龍一１
　ＺＣ、眞鍋啓太２Ｒ-ＧＡＴ（ＧＭＴ･ＦＷＴ･ＧＬＴ･ＧＳＴ）会員委
　員、櫛部邦寛２ＲＣＡ、大上幸雄１ＺＣＡ
８．第１期会費引落について　７月１５日（木）４３，０００円

　新田会長からライオン・テーマー
を任命されました。
大役を拝命し不安の方が大きいの
ですが 1 年間新田会長を支え、例
会のスムースな運営に努力してまい

ります。
　ライオンズ必携、委員長スクール資料を取り出し勉
強しました。例会の司会に加えクラブの所有物およ
び備品管理の責任の役割が記載されています。
会合が始まる前の旗、ゴング等の定位置への移動、
会合終了後全ての物を適切な保管場所に戻すこと
も大切な役割であることも理解しました。

　また各委員会の皆さまとの連絡を密にし抜けの無
い委員会報告を心掛け、良きライオン・テーマーと
なれるよう研鑽と精進を重ねてまいります。
　新型コロナウイルス感染症の収束が見えない中、
新田会長より簡潔な例会運営を指示されており、周
到な準備を心掛け定刻開会・定刻閉会を目指し取
組んでまいります。
　皆さま1 年間よろしくお願い申し上げます。
追伸
例会時の音響・歌詞の担当を高木泰斉ライ

オン（副ライ
オン・テーマー）が引受けてくれています。

りま

　今期、テール・ツイスターを仰せつ
かりました松浦です。
　テール・ツイスターの役割を十分
承知しないまま、神野さんの推薦を
受け、ためらいもなく引き受けてしま

いました。
　皆様のご指導・ご鞭撻をお願いします。
小冊子『2R 次期テール・ツイスター　スクール開

催にあたって』に依れば、テール・ツイスターの役割
は、『ドネーションやファインでお金を徴収することもと
ても大事なことではありますが、例会等々の少し堅
苦しい雰囲気を楽しくして終わらせる。』とあります。
　これから一年間、この教えに沿って、例会がもっと
楽しいものになるよう工夫をしていきたいと思いま
す。７月度の２回の例会でテール・ツイスターを２度
経験しましたが、閉会時刻が迫っていたことが私の

未熟さを助けてくれました。
　これから 11 カ月間、新居浜ライオンズクラブの皆
様の例会への出席率の向上と、私へのご指導とご

いま

鞭撻を願っています。



  新居浜ライオンズクラブ 会報
毎月第1例会（第2水曜日）発行

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

　今年も新入会メンバーが入り喜ばしい限りです。
オリンピックが始まり、皆さんは自宅でTV観戦でしょうか。
外出が少なくなり、感染予防になっているかもしれませんね。
私は、感化されてまた運動してダイエットを始めました。　　　
　　　　　　　　　　　MC広報委員長　奥嶋啓一郎

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

8国 際 会 長
スローガン　 We Serve.
地区ガバナー
スローガン　命燃やして恋せよライオンズに
新居浜LC会長
スローガン    今、出来ることから始めよう！一歩ずつ

NO.204  国際協会336-A地区2R-1Z　新居浜ライオンズクラブ  since1960.10.04

http://204-lc.club

●●● 7月第一例会 ●●●
ドネーショントピックス

新田　久司　蔵本ガバナーはじめご来賓の方 を々歓迎致します。
　　　　　　田村さん、三木さん、浜野さん入会おめでとうございます。 
伊藤　嘉秀　蔵本ガバナーをはじめご来訪の皆様を歓迎致します。
佐伯　澄男　田村さん、三木さん、濱野さん入会を心から歓迎致します。
　　　　　　蔵本ガバナー入会式へのご来訪に感謝します。 
田村　征夫　（息子の）入会を宜しくお願いします。
青野　泰介　来訪の皆様に感謝いたします。本格的な夏になりました。
　　　　　　オリンピックに熱が入りますね。暑さに負けない様に元気にい
　　　　　　きましょう。
加藤　久博　蔵本ガバナーはじめ来訪者の皆様を歓迎いたします。新会
　　　　　　員の入会をお祝い申し上げます。
後藤　達也　ご来訪に皆様に感謝して・・・　　 
大上　幸雄　蔵本ガバナーをはじめ来訪者の皆様を心より歓迎いたしま
　　　　　　す。新会員３名の皆様を心より歓迎いたします。
伊藤　龍一　蔵本ガバナー様、大橋 2RC様、櫛部 2RCA様、真鍋地区
　　　　　　委員様のご来訪に感謝いたします。オリンピック日本人勢の
　　　　　　活躍うれしいですが、いろいろと複雑な感じですね・・・
能瀬　伸一　蔵本ガバナー以下ご来賓の方々のご来訪ありがとうござい
　　　　　　ます。
有富　正治　蔵本ガバナーをはじめ多くのご来訪者を心より歓迎いたしま
　　　　　　す。３名の新会員、入会おめでとう！今後の活躍をお祈りいた
　　　　　　します。仕事で松山へ行きますのでファイン５００円、早退しま
　　　　　　す。スミマセン。 
金田　智行　新会員の入会を歓迎いたします。また来訪者の皆様ありが
　　　　　　とうございます。
永易　明洋　入会おめでとうございます。ご活躍をお祈りします。また来訪
　　　　　　者を歓迎いたします。
神野　雄太　オリンピック卓球混合ダブルス優勝おめでとう感動しました。
　　　　　　それにしてもコロナが心配です。   
真鍋　憲夫　暑中お見舞い申し上げます。連日のオリンピックでの日本選
　　　　　　手の活躍に感動させられています。ご来訪に皆様を心より
　　　　　　歓迎いたします。新入会員の皆様のご活躍を祈念します。
続木　　剛　毎日オリンピックに感動してます。アスリートの皆様ご苦労様
　　　　　　です。
松浦　一雄　東京オリンピック、日本選手の連日のメダルラッシュ素晴らし
　　　　　　いですね。
藤縄　洲二　ワクチン２回打ったし、やれやれです。 
岡村真里哉　入会される皆様おめでとうございます。また、暑い中ご来訪
　　　　　　頂きました皆様ありがとうございます。 
宇野　博文　ご来訪者の皆様ご苦労様です。新入会員の田村さん、三木
　　　　　　さん、濱野さん、一緒にライオンズの活動を頑張りましょう。
外山　貴一　田村さん、はまちゃん、ゆうじ君入会おめでとうございます。　
　　　　　　8/8 第 1回愛リバー･愛ロードへの出席お願い致します。 
白石　誠一　新会員さん宜しくお願いします。
山下　邦俊　新入会員を歓迎致します。蔵本ガバナーはじめご来訪の皆
　　　　　　様ご苦労様です。 
檜垣　孝志　新会員３名の入会を歓迎致します。
古川　貴章　田村さん、三木さん、濱野さん、入会おめでとうございます。
近藤　盛文　新入会員の皆様を歓迎します。
大竹　崇夫　新会員の入会を祝して
小野　周平　入会を歓迎します。
近藤　充徳　ご入会を祝して
奥嶋啓一郎　ご来訪に皆様、ご参加ありがとうございます。また、３名の新
　　　　　　入会おめでとうございます。
今村　　忍　暑さが痛く感じますが負けずに頑張ろう。
高木　泰斉　来訪者の皆様の来訪を歓迎致します。
塩見　秀晴　焼け付く様に暑い夏を元気にウナギでも食って過ごしましょう。
石川　　稔　毎日暑いですね。とにかく元気でこの夏を乗り越えたいと思
　　　　　　います。
田村慎二　宜しくお願いいたします。
三木悠司　入会させていただき誠にありがとうございます。
濱野剛年　宜しくお願い致します。
・・・蔵本ガバナーはじめご来訪の皆様を歓迎致します。
　　　　　　　　　　３名の入会おめでとうございます。・・・
伊藤久門／河端信人／高橋在錫／真木泰彦／大石隆憲／土岐敏勝 
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ペリドットの語源・由来
アラビア語で「宝石」を意味する
「Faridat」（ファリダット）を語源とし
て古フランス語で「Pe’ritot と呼ばれ
た説が有力です。紀元前 1500 年にエジ
プト人が紅海に浮かぶザパルガド島で
採掘を始めて以来、太陽神ラーの金色
の光を受け継いだ「太陽の宝石」と呼
ばれ、危険から身を守ると信じていま
した。

ペリドットに込められた意味
ペリドットの石言葉には、夫婦の愛、幸福、和合、希望などがあります。
ペリドットの輝きは、見ているだけで心が癒やされます。ペリドットをジュ
エリーとして身につけると、自然と前向きな気持ちにしてくれ、勇気と希
望がわいてくるようです。また朗らかな気持ちで人と接する事が出来るた
め、良好な人間関係をサポートします。さらに夫婦の愛という石言葉持つ
ペリドットには、人の心を平静にして色好を抑えるパワーがあると言われ
ます。そのため浮気のない一途な愛の象徴として、夫婦円満をもたらす力
とされているそうです。
ペリドットは、幸せな家庭には欠かせない宝石です。

8 月の誕生石「ペリドット」

We Serve

新田　久司　会長職を一年間頑張って参りますので、会員の皆様のご
　　　　　　協力を宜しくお願いいたします。
伊藤　嘉秀　昨年は皆様お世話になりました。新田会長を始め新役員
　　　　　　の皆様の出発をお祝い申し上げ、また真木先輩の復帰を
　　　　　　心よりお喜び申し上げます。
大竹　崇夫　新田丸の出航を祝福いたします。
伊藤　龍一　新田会長、青野幹事、加藤会計の門出を祝って！そして今
　　　　　　期 2R-1ZC の大役を拝命いたしました。クラブ会員の皆様
　　　　　　にはご迷惑をおかけしますが頑張ります。
青野　泰介　ついに本年度が始まりました。新田会長が気持ちよく運営
　　　　　　し、皆様には楽しく過ごしてもらえる様に心を込めて頑張り
　　　　　　ます。宜しくお願いいたします。
加藤　久博　新田会長のもと会計を務めさせていただきます。一年間宜
　　　　　　しくお願いします。
佐伯　澄男　新田会長一年間よろしくお願いします。
外山　貴一　伊藤前会長、三役の皆様お疲れ様でした。新田会長よろ
　　　　　　しくお願いします。
永易　明洋　６月の月例ゴルフ優勝しました。同伴の金田さん、川端さん、
　　　　　　藤縄さん楽しくプレイをしていただきありがとうございました。
篠原　大蔵　先日のゴルフでは同伴の先輩方に温かい空気で回ってく
　　　　　　ださり、実力以上のスコアを出すことが出来ました。表彰式
　　　　　　に出席できず申し訳ありませんでした。
白石　誠一　新田会長はじめ三役の皆様一年間頑張ってください。
　　　　　　真木さんお帰りなさい。
後藤　達也　新田会長はじめ三役の皆様一年間宜しくお願いいたします。
能瀬　伸一　また新たな一年が始まりました。新田会長を支えて一難間
　　　　　　職務を務めて参ります。
有富　正治　新田久司のもと役員の皆様のご活躍をお祈りいたします。
　　　　　　コロナに負けるな！
岡村真里哉　新田会長はじめ三役の皆様どうぞよろしくお願いします。
石川　敏則　新田丸の門出を祝して。頑張ってください。
金田　智行　新三役の皆様一年間よろしくお願いします。
神野　雄太　新田丸無事出航おめでとうございます。
宇野　博文　ライオン・テーマーに就任しました。新田会長以下三役を
　　　　　　支え一年間頑張っていきます。会員の皆様どうぞ宜しくお
　　　　　　願い致します。
松浦　一雄　テール。ツイスターに就任しました。三役を支え一年間頑張
　　　　　　って務めます。皆様どうぞよろしくお願いします。
真鍋　憲夫　新しい年度の船出ですね！どうぞ一年間健康に留意され
　　　　　　頑張ってください。いよいよ２０２０東京オリンピックも開催で
　　　　　　すネ！日本選手団の活躍を期待します。
古川　貴章　新田会長、三役の皆様よろしく願います。
塩見　秀晴　梅雨明けも間近、新年度のスタートです、新会長、役員の
　　　　　　皆様頑張ってください。
近藤　充徳　今期も宜しくお願いします。
続木　　剛　熱中症に気をつけましょう。
土岐　計一　新田会長今期も宜しく。
徳村　　明　新役員の皆様ご苦労様です。夏日が続き熱中症にも皆さ
　　　　　　ん気をつけてください。
橋田信一郎　一年間何卒宜しくお願いします。
檜垣　孝志　新役員の皆様、一年間よろしくお願いします！
福山　　宏　新役員さん頑張ってください。
村上　博昭　新田会長はじめ新三役に皆様のご活躍を祈念致します。
山下　邦俊　今期最初の例会です。一年間宜しくお願いいたします。
河端　信人　毎日、暑いですがお体に気をつけてください。
小野　周平　船出をお祝い申し上げます。このご時世になんですが私は
　　　　　　夏が好きです。入道雲を見ると楽しくなります。子供の頃の
　　　　　　楽しかった日々 を思い出します。
奥嶋啓一郎　月曜日の理事･委員長会を欠席してしまい失礼致しました。
　　　　　　体調管理に気をつけます。
高木　泰斉　新田会長、三役の皆様今年一年宜しくお願い申し上げます。
・・・新田会長、三役の皆様一年間宜しくお願いいたします。・・・
近藤盛文／村上順一郎／真木泰彦／高橋在錫／大石隆憲／上野　
剛

8 月の誕生石

　今期、テール・ツイスターを仰せつ
かりました松浦です。
　テール・ツイスターの役割を十分
承知しないまま、神野さんの推薦を
受け、ためらいもなく引き受けてしま

いました。
　皆様のご指導・ご鞭撻をお願いします。
小冊子『2R 次期テール・ツイスター　スクール開

催にあたって』に依れば、テール・ツイスターの役割
は、『ドネーションやファインでお金を徴収することもと
ても大事なことではありますが、例会等々の少し堅
苦しい雰囲気を楽しくして終わらせる。』とあります。
　これから一年間、この教えに沿って、例会がもっと
楽しいものになるよう工夫をしていきたいと思いま
す。７月度の２回の例会でテール・ツイスターを２度
経験しましたが、閉会時刻が迫っていたことが私の

未熟さを助けてくれました。
　これから 11 カ月間、新居浜ライオンズクラブの皆
様の例会への出席率の向上と、私へのご指導とご

鞭撻を願っています。


