
  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

　先日、国内医薬品メーカーから新型コロナ感染症の治療薬を
来年 3月に供給体制を整えると発表ありました。
ワクチンも徐 に々各世代の方が接種し始め、あと一歩と感じてい
ます。
緊急宣言・蔓延防止の最中、皆様も自衛のため自粛をお願い
いたします。　　　　　　MC広報委員長　奥嶋啓一郎
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9月 誕生日おめでとうございます
　青野泰介、石川　稔、伊藤嘉秀、上野　剛
　能瀬伸一、福山　宏、真鍋憲夫

９月結婚記念日おめでとうございます
　新田久司、能瀬伸一、橋田信一郎、塩見公一

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回地区ガバナー諮問委員会・ゾーンレベル会員委員会
　９月　４日（土）【中止】

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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9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
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8月 8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 ９月　６日（月）18:30 ～ 商工会館 3F
９月第 1例会 ９月　８日（水）【中止】　　書面例会
９月第２例会 ９月２２日（水）12:15 ～ リーガロイヤルホ

テル新居浜

・委員会
計画財務委員会 ９月　１日（水）18:30 ～ 事務局
MC広報委員会 ９月　２日（木）18:30 ～ 事務局
青少年委員会 ９月　７日（火）18:30 ～ 事務局
保健福祉委員会 ９月　９日（木）18:30 ～ 事務局
環境保全委員会 ９月２１日（火）18:30 ～ 事務局
会員会則委員会 ９月２４日（金）18:30 ～ 事務局
出席大会委員会 ９月２８日（火）18:30 ～ 事務局
・クラブ・その他行事予定
　なし
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　　９月１２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　　　９月 24 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　

http://204-lc.club

●●● 8月第一例会 ●●●
ドネーショントピックス

９月の誕生石「サファイヤ」

We Serve

新田　久司　８日（日）愛リバー・愛ロード清掃奉仕活動に危険な暑さの
　　　　　　中多数の会員の皆さんにご参加頂きありがとうございまし
　　　　　　た。また、環境保全委員会の皆さん大変ご苦労様でした。
白石　誠一　ワクチン効果でゴルフ優勝しました。
青野　泰介　新型コロナウイルスの感染者が増えてきています。難しい
　　　　　　判断をせねばならない場面も増えるんでしょうね。皆様のご
　　　　　　協力を宜しくお願い致します。
後藤　達也　例会欠席します。ごめんなさい。
加藤　久博　暑い日が続きます。お体ご自愛ください。
永易　明洋　コロナの感染予防を各自がやりましょう。
能瀬　伸一　暑い日が続き、またコロナも感染者が増えつつあります。皆
　　　　　　さん、お体には十分お気をつけください。
大竹　崇夫　コロナ感染拡大予防に努めましょう。
神野　雄太　コロナはいつまで続くのか！
有富　正治　高校野球が始まりました。新田高校の勝利にウイサーブ
松浦　一雄　日本選手頑張りました。獲得メダル数、金２７個、銀１４個、
　　　　　　銅１７個、合計５８個のメダルです。オアラリンピックも頑張れ！
佐伯　澄男　白石誠一さん月例コンペ優勝おめでとうございます。
宇野　博文　物故会員に黙祷させて頂きました。３５名の諸先輩のご冥
　　　　　　福をお祈り致します。
伊藤　龍一　本日も、愛媛県８５名と発表されましたが、つれづれの会は
　　　　　　安全対策をとりつつ絶賛開催致します。参加の皆様宜しく
　　　　　　お願い致します。
橋田信一郎　8/22（日）献血･献眼登録事業を実施予定です。皆様何卒
　　　　　　宜しくお願いします。
近藤　充徳　8/22 献血ご協力お願いします。
外山　貴一　8/8 第１回愛リバー・愛ロード清掃奉仕に休日また暑い日

サファイアの語源・由来
　サファイアの語源は、青色を意味するラテン語の「sapphirus」,ギリシャ語の
「sappheiros」に求められます。古代ペルシャ人は、この世界は巨大なサファイア
の上に乗っており、空が青いのはサファイアの色が反射したためであると信じた
そうです。モーゼがシナイ山で神から与えられた十戒は、サファイアに刻まれてい
たとされました。ただし、古代においてサファイアとされた石は、ラピスラズリであっ
たという説が有力です。また、コランダムの語源は、古代インドのサンスクリット語で
ルビーを意味する「kuruvinda」に由来するとされます。

サファイアに込められた意味
　サファイアは、長年に渡って、「信頼」「誠実
」「真実」「貞節」の象徴とされてきました。ダイ
ヤモンドに次ぐ硬さを持つことから、「堅固な愛
の証」を象徴し、恋人や夫婦の絆を強めるとさ
れます。ただ、パートナーが浮気すると光沢が
失われ、不運が迫ると変色して知らせるという
説もあります。

■開会ゴング
■物故会員に黙祷
■会長挨拶　新田久司会長
■審議事項
１．第１回献血・献眼予算案について　
２．第３２回中学生英語スピーチコンテスト予算案について
　１０月４日（月）
３．委員会開催の変更について　
　環境保全委員会　８月１６日（月）
　　→１７日（火）１８:３０～　事務局
■幹事報告
・報告事項
１．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
２．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
３．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
　参加者： L新田久司、L後藤達也、L能瀬伸一、L青野泰介、
　L加藤久博、L宇野博文、L松浦一雄、L小野周平、L篠原
　大蔵、L山下邦俊、L天野 淳、L高木泰斉、L佐伯澄男、L
　伊藤龍一、L河端信人、L福山 宏、L塩見秀晴、L橋田信一
　朗、L石川 稔、L岡村真里哉、L田村征夫、L藤縄洲二、L
　外山貴一、L大竹崇夫、L有富正治、L上野 剛、L塩見公一、
　L土岐敏勝、L村上順一郎、L三木悠司、L田村慎二、L濱
　野剛年　　３２名
４．新居浜ひうちＬＣ例会訪問
　８月１７日（火）１２:３０～　グラッツエふじ
　出席者：伊藤龍一１ＺＣ、大上幸雄１ＺＣＡ
５．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
■委員会報告
　会員会則委員会
　　退会者・新会員について

　　　　　　の中多くのメンバーに出席を頂き誠にありがとうございました。
福山　　宏　８月のゴルフは暑くてたまらんかったです。新しく買った 3I
　　　　　　と4Iを練習して9月はやります。
篠原　大蔵　先日ゴルフ部会に参加させて頂きました。ありがとうござい
　　　　　　ました。
高木　泰斉　白石誠一さん，先日の月例ゴルフでの優勝おめでとうござ
　　　　　　います。
村上順一郎　先日の愛リバー･愛ロードお疲れ様でした。
真鍋　憲夫　無事オリンピックも終了しました。日本選手の活躍に感動し
　　　　　　ました。少し勇気を頂きました。皆様まだまだ暑い中ご自愛く
　　　　　　ださい。
檜垣　孝志　Olympic が無事終わってよかったですね！日本頑張りまし
　　　　　　た。ありがとう！
伊藤　嘉秀　県内のコロナ発症者が昨日85 人となり過去最多となりました。
　　　　　　ワクチンを打った方も感染回避策を強めてご健康を維持し
　　　　　　てください。
奥嶋啓一郎　本日、2回目のワクチン接種を受けます。明日の発熱が怖い
　　　　　　です。市内も感染者が増えていますので皆様ご注意ください。
小野　周平　先週ようやくワクチン接種券が届いて早速今朝打ってきま
　　　　　　した。
塩見　秀晴　コロナさんが早く収まります様、お願いします。
古川　貴章　暑い日が続きます。熱中症に気をつけましょう。
藤縄　洲二　お盆ですが、子供たちも帰ってこないので静かな日々 になり
　　　　　　そうです。
山下　邦俊　暑中お見舞い申し上げます。
・・・コロナ感染が拡大しています。皆様ご注意ください。・・・
金田智行／高橋在錫／河端信人／大石隆憲／大上幸雄／村上博昭
／今村　忍／土岐敏勝

　青少年委員会
　　中学生英語スピーチコンテスト予算案について
　保健福祉委員会
　　第 1回献血･献眼登録　8/22　１０：００～
　環境保全委員会
　　第１回愛リバー・愛ロード清掃奉仕　参加御礼

■出席報告
　会員数６２名、出席４６名、欠席１６名、出席率 74.2％
■テールツイスター・タイム
　ドネーション　￥79,310　　ファイン　￥500
■閉会ゴング
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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」

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］

第1462回  8 月第二例会
8月 25日（水）  書面例会

　　　　　愛リバー・愛ロード清掃活動に感謝
環境保全委員長　外 山  貴 一　　　日時：令和 3年 8月 8日（日）7:00 ～　場所：商工会館周辺　　　
　　　　　　　　　　　　　　　        　

理事・委員長会
8月 10日（火）18:30～ 商工会館3F

●会長挨拶　新田久司会長
●審議事項
１．第１回献血・献眼予算案について　
２．第３２回中学生英語スピーチコンテスト予算案について
　１０月４日（月）
３．委員会開催の変更について　
　環境保全委員会　８月１６日（月）
　　→１７日（火）１８:３０～事務局
●報告事項
１．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
２．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

３．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
　参加者： L新田久司、L後藤達也、L能瀬伸一、L青野泰介、
　L加藤久博、L宇野博文、L松浦一雄、L小野周平、L篠原
　大蔵、L山下邦俊、L天野 淳、L高木泰斉、L佐伯澄男、L
　伊藤龍一、L河端信人、L福山 宏、L塩見秀晴、L橋田信一
　朗、L石川 稔、L岡村真里哉、L田村征夫、L藤縄洲二、L
　外山貴一、L大竹崇夫、L有富正治、L上野 剛、L塩見公一、
　L土岐敏勝、L村上順一郎、L三木悠司、L田村慎二、L濱
　野剛年　　３２名
４．新居浜ひうちＬＣ例会訪問
　８月１７日（火）１２:３０～　グラッツエふじ
　出席者：伊藤龍一１ＺＣ、大上幸雄１ＺＣＡ
５．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
●委員会報告
　会員会則委員会　退会者・新会員について
　青少年委員会　中学生英語スピーチコンテスト予算案
　保健福祉委員会　第 1回献血･献眼登録につて
　環境保全委員会　第 1回愛リバー・アイロード参加お願い

■開会ゴング
■物故会員に黙祷
■会長挨拶　新田久司会長
■審議事項
１．第１回献血・献眼予算案について　
２．第３２回中学生英語スピーチコンテスト予算案について
　１０月４日（月）
３．委員会開催の変更について　
　環境保全委員会　８月１６日（月）
　　→１７日（火）１８:３０～　事務局
■幹事報告
・報告事項
１．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
２．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
３．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
　参加者： L新田久司、L後藤達也、L能瀬伸一、L青野泰介、
　L加藤久博、L宇野博文、L松浦一雄、L小野周平、L篠原
　大蔵、L山下邦俊、L天野 淳、L高木泰斉、L佐伯澄男、L
　伊藤龍一、L河端信人、L福山 宏、L塩見秀晴、L橋田信一
　朗、L石川 稔、L岡村真里哉、L田村征夫、L藤縄洲二、L
　外山貴一、L大竹崇夫、L有富正治、L上野 剛、L塩見公一、
　L土岐敏勝、L村上順一郎、L三木悠司、L田村慎二、L濱
　野剛年　　３２名
４．新居浜ひうちＬＣ例会訪問
　８月１７日（火）１２:３０～　グラッツエふじ
　出席者：伊藤龍一１ＺＣ、大上幸雄１ＺＣＡ
５．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
■委員会報告
　会員会則委員会
　　退会者・新会員について

　本年、環境保全委員会委員長の
職を受け初めてのアクティビティで
ある第１回愛リバー・愛ロード清
掃奉仕を８月８日、日曜日実施させ
ていただきました。
　春に開催予定だった愛リバー・愛

ロード清掃はコロナ感染警戒期だったこともあり中
止となっていた為、今回は是が非でも行いたいと思
っていました。が、１週間前の天気予報では台風接
近の予報、その上コロナ感染者の急増など実施でき
るか不安でした。

　当日、朝起きたら大晴天のアクティビティ日和！！ホッ
としたのとこの暑さに耐えれるのか不安が出てきまし
た。
　集合時間２０分前くらいから順次メンバーの方が
お越しくださり、７時から清掃を始めました。
街路樹の側は草だらけの中、大汗を流しながら清掃
に取り組んでいらっしゃる方々を拝見して感謝と敬
意の思いでいっぱいでした。
　連休中の貴重なお時間、しかも灼熱な天気の中
ご参加頂き誠にありがとうございました。

■会長挨拶　新田久司会長
　会員のみなさまには、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５波となる新型コロナウ
イルス感染症が急速に拡大しています。
さらに、松山市には「まん延防止等重点措置」

が適用されました。新居浜市におきましても多数
発症者が確認されています。
　こうした現状は、今までにない危機的な状態であることから、
先日ご案内させて頂きました通り ８月第２例会を中止せざるを得
ない状況になりました。
会員のみなさまには、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
　そんな中、８月２２日（日）に保健福祉委員会の事業である 第１
回献血がイオンモール駐車場にて行われました。現状、コロナ禍
で７月以降全国的に血液の在庫量の深刻な減少が続いていま
す。このままだと必要な輸血用血液の供給に支障が出て、十分
な医療が受けられず 医療崩壊の危機が迫っています。
　そのようなことから、今回コロナ感染が急増している中、万全
の安全対策をして実施した次第でございます。当日は、会員のみ
なさまにおかれましては、２１名ものご参加をいただき、結果 ９６ 
名の献血をしていただけました。
　不特定多数の人と接触するリスクの中、新居浜ライオンズクラ
ブ奉仕の精神で頑張っていただき 心より感謝申し上げます。
又、準備から 後片付けまで保健福祉委員会のみなさま、大変お
疲れ様でした。
　さて、今後の例会再開の目安としては、愛媛県警戒レベル最
高の「感染対策期」が解除され次第、段階的に再開させていた
だきます。会員のみなさまの安心・安全を第一に考えて 今後も
早めの判断をしていきたいと思っています。

　まだまだ、コロナ禍の先はみえませんが何卒、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　なし
■幹事報告
・報告事項
１．新居浜ひうちＬＣ例会訪問　【中止】
　８月１７日（火）１２：３０～　グラッツエふじ
　出席予定者：伊藤龍一１ＺＣ、大上幸雄１ＺＣＡ
２．第１回献血
　８月２２日（日）１０:００～　イオンモール新居浜駐車場
　※献眼登録は対面となるため献血のみ実施
　（献血者） 受付者１００名、採血者９６名、不採血者４名
　（臓器移植カード配布数）１１２枚
　（クラブ参加者）
　L新田久司、L伊藤嘉秀、L能瀬伸一、L青野泰介、L松浦
　一雄、L永易明洋、L奥嶋啓一郎、L山下邦俊、L天野 淳 、 
　L河端信人、L福山　宏、L橋田信一朗、L真鍋憲夫、L石
　川 稔、L岡村真里哉、L近藤充徳、L田村征夫、L藤縄洲二、
　L三木悠司、L外山貴一、L有富正治　　２１名
３．第１回地区ガバナー諮問委員会、ゾーンレベル会員委員会
　９月４日（土）１７:００～　リーガロイヤルホテル新居浜【中止】
　出席予定者：新田久司会長、後藤達也第一副会長、青野
　泰介幹事、加藤久博会計、佐伯澄男会員理事、伊藤龍一１Ｚ
　Ｃ、大上幸雄１ＺＣＡ
４．８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。
５．９月理事委員長会、各委員会は予定通り開催いたします。
６．９月第一例会（９月８日（水））は【中止】いたします。
■委員会報告
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、青少年委員会、保健福祉委員会、環境保全委員会
■出席報告
　会員数 62 名、出席 62 名、欠席０名、出席率 100％

■会長

さら
が適

　青少年委員会
　　中学生英語スピーチコンテスト予算案について
　保健福祉委員会
　　第 1回献血･献眼登録　8/22　１０：００～
　環境保全委員会
　　第１回愛リバー・愛ロード清掃奉仕　参加御礼

■出席報告
　会員数６２名、出席４６名、欠席１６名、出席率 74.2％
■テールツイスター・タイム
　ドネーション　￥79,310　　ファイン　￥500
■閉会ゴング
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第1461回  8 月第一例会
8月 11日（水）12:15～ リーガロイヤルホ

テル新居浜

■開会ゴング
■物故会員に黙祷
■会長挨拶　新田久司会長
■審議事項
１．第１回献血・献眼予算案について　
２．第３２回中学生英語スピーチコンテスト予算案について
　１０月４日（月）
３．委員会開催の変更について　
　環境保全委員会　８月１６日（月）
　　→１７日（火）１８:３０～　事務局
■幹事報告
・報告事項
１．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
２．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
３．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
　参加者： L新田久司、L後藤達也、L能瀬伸一、L青野泰介、
　L加藤久博、L宇野博文、L松浦一雄、L小野周平、L篠原
　大蔵、L山下邦俊、L天野 淳、L高木泰斉、L佐伯澄男、L
　伊藤龍一、L河端信人、L福山 宏、L塩見秀晴、L橋田信一
　朗、L石川 稔、L岡村真里哉、L田村征夫、L藤縄洲二、L
　外山貴一、L大竹崇夫、L有富正治、L上野 剛、L塩見公一、
　L土岐敏勝、L村上順一郎、L三木悠司、L田村慎二、L濱
　野剛年　　３２名
４．新居浜ひうちＬＣ例会訪問
　８月１７日（火）１２:３０～　グラッツエふじ
　出席者：伊藤龍一１ＺＣ、大上幸雄１ＺＣＡ
５．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
■委員会報告
　会員会則委員会
　　退会者・新会員について

私の仕事は簡単に言うと「八百屋」です。
　私の故郷、瀬戸田町は瀬戸内海に
浮かぶ生口島にあります。
生口島は、レモンやミカンなど柑橘
類の栽培が古くから盛んであり、先
代から始めた柑橘類の集荷販売を
引き継ぐ形で、（株）丸松は 1972 年

に設立されました。
　本州と四国を橋でつなぐしまなみ海道が開通す
る前は、船で荷物を運んでいましたが、1999 年に、
しまなみ海道が全線開通したことで高速道路ネット
ワークが拡充し、商売の幅も拡がりました。
　そして、2003 年に四国の量販店から農産センタ
ー業務の委託を依頼され、新居浜市に（株）丸松四
国支店を開設することとなりました。

　そのころ私は、福岡県の青果卸売市場で働いて
いましたが、「四国へ行けるか」と親父に言われ、新
居浜へ来ることとなりました。
　福岡は、食べ物もおいしいし色々と満たされるの
で、もう少し居座りたかったのですが、後ろ髪を引か
れながら福岡をあとにしたことを思い出します。
　新居浜での仕事は、農産物の生産者団体等か
ら、野菜果物を仕入れ、検品・選別・袋詰めを行
い商品化する仕事です。農産物は、異常気象など
の天候に左右され、生産計画が大きく狂ったりしま
す。おそらく、今のお盆前からの長雨で、これから野
菜の相場があがるだろうなと構えております。
　農業は、なかなか計算が付かなく苦労しますが、
成長性のある分野だと考えています。これから色ん
なことにチャレンジして頑張っていこうかと思いま
す。

私の仕事紹介
環境保全委員会　濱 野  剛 年　　　　        　

　青少年委員会
　　中学生英語スピーチコンテスト予算案について
　保健福祉委員会
　　第 1回献血･献眼登録　8/22　１０：００～
　環境保全委員会
　　第１回愛リバー・愛ロード清掃奉仕　参加御礼

■出席報告
　会員数６２名、出席４６名、欠席１６名、出席率 74.2％
■テールツイスター・タイム
　ドネーション　￥79,310　　ファイン　￥500
■閉会ゴング
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私の仕事紹介
MC広報委員長　奥 嶋  啓 一 郎　　　　        
　

■開会ゴング
■物故会員に黙祷
■会長挨拶　新田久司会長
■審議事項
１．第１回献血・献眼予算案について　
２．第３２回中学生英語スピーチコンテスト予算案について
　１０月４日（月）
３．委員会開催の変更について　
　環境保全委員会　８月１６日（月）
　　→１７日（火）１８:３０～　事務局
■幹事報告
・報告事項
１．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
２．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
３．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
　参加者： L新田久司、L後藤達也、L能瀬伸一、L青野泰介、
　L加藤久博、L宇野博文、L松浦一雄、L小野周平、L篠原
　大蔵、L山下邦俊、L天野 淳、L高木泰斉、L佐伯澄男、L
　伊藤龍一、L河端信人、L福山 宏、L塩見秀晴、L橋田信一
　朗、L石川 稔、L岡村真里哉、L田村征夫、L藤縄洲二、L
　外山貴一、L大竹崇夫、L有富正治、L上野 剛、L塩見公一、
　L土岐敏勝、L村上順一郎、L三木悠司、L田村慎二、L濱
　野剛年　　３２名
４．新居浜ひうちＬＣ例会訪問
　８月１７日（火）１２:３０～　グラッツエふじ
　出席者：伊藤龍一１ＺＣ、大上幸雄１ＺＣＡ
５．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
■委員会報告
　会員会則委員会
　　退会者・新会員について

　私の仕事は老人介護のお仕事で
す。
一言で介護といっても、児童・障
がい・老人と対象者が異なる介護
があります。老人介護保険で受けら
れるサービスは種類も多く一見わずか

な違いにしか見えない事もあり、初めて利用される場
合は困惑されると思います。
　初めて利用する場合には、担当となるケアマネー
ジャー（介護支援専門員）に要件を伝えてよく相談し
たうえでサービスの計画を立ててもらうことをお勧め
します。
　さて、介護でよく間違われるのが、デイサービスと
デイケアサービスです。
デイサービスはレクリエーションやコミュニケーション
を主体としていますが、デイケアサービスはリハビリや
身体の機能訓練を主としています（一部デイケアは
医療保険の場合があります）。デイサービスでもリハ
ビリや機能訓練を行っている所は多々ありますが、デ
イケアサービスではより高度※１な訓練を行っている
と思っていただければと思います。
※１ 最近ではデイサービスでも高度なリハビリを行っ
ている所もあります。
　次に、老人介護には居宅介護と施設介護といった
２つ大きな違いがあります。
居宅介護は自宅から通う、もしくは自宅に来てもらい
サービスを受けられます。この時必要なサービスを取
捨選択出来て、使った回数や時間分の利用料金
（一部自己負担金）が発生します。
　施設介護は施設内に居住して施設のシステムに
沿って 24 時間 365日介護保険（一部自己負担金あ
り）で生活をしていただきます。

よく混同してしまうのが建物を施設と表現するため、
サービス付き高齢者向け住宅なども施設介護と勘違
いしてしまいます。実際にはサービス付き高齢者向け
住宅などは、アパートと同じ一室が自宅として扱われ
ますので、居宅介護となります。
なので、入居されて介護サービスを受けられていな
い時間は、自由な時間となりますが介護サービス※2
もありません。施設介護の対象は主に特養と呼ばれ
る特別養護老人ホームやグループホームなどです
が、こちらは終日介護がサービス対象となります。
※2 入居費用やオプションで対応している所もありま
す。
　最後に、老人介護保険を行う上での考え方です
が、「自助・共助・公助の順番で最後の公助」、「利
用者とその家族の心身に対する負担を軽減・補助・
介助」、「大きな環境変化を伴う場合は認知が進むリ
スクがある」、「家族の関わりが必要」、「地域に密着
した介助※3」
※3 極力本人が生活した生活範囲内にある介護事
業所を推奨する理由は近隣の友人などが利用して
いる可能性があり、環境変化も小さくてすむ
　理想ですが、
介護が必要になったら近隣でデイサービスを始めて
使い、地域の友人などがいればコミュニケーションを
取っていき、併設でヘルパーステーションなどあれば
顔見知りになって、自宅の生活が難しくなったら訪問
介護を利用する。
　介護度が高くなり、一人で生活が困難になれば併
設や近隣の高齢者住宅を探して介護サービスを受
け、その後の身体状況に合わせて特養やグループホ
ームなど施設介護を受けるのが安定すると思いま
す。

れる

8 月 22日日曜日、イオンモール新
居浜駐車場にて行われました
献血事業に参加してまいりま
した。
　現在、新型コロナウィルスま
ん延により、愛媛県もまん延防止

等重点措置の状況下にはあり、例年同時に行
われております献眼事業は中止とする一方、
慢性的な血液不足を鑑み、献血事業におい
ては開催する運びとなりました。
　私自身、入会してまもなく、また昨今の情勢
の中、果たしてどれほどの方がご参加いただけるの
か不安な面もありましたが、10 時からの開始早々に
多くの方が献血にご協力くださる光景を目の当たり
にし、人の繋がり、助け合いの素晴らしさというものを

改めて実感しました。
　輸血で最も使用されるのは小児がんを含むがん
治療だとのことで、私自身、生後間もなく小児がんの
一種に罹患し、手術により命を救われた経験を持ち
ます。そのご恩返しというわけではありませんが、今
後もこういった事業には積極的に参加していきたい
と思います。

　　　　　第１回献血奉仕活動に参加して
保健福祉委員会　三 木  悠 司　日時：令和 3年 8月 22 日（日）10:00 ～　イオンモール新居浜駐車場　
　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

（献血者）　受付 100 名、採血者 96 名、不採血者 4名
（臓器移植カード配布数）：112 枚
（クラブ参加者）
L新田久司、L伊藤嘉秀、L能瀬伸一、L青野泰介、L松
浦一雄、L永易明洋、L奥嶋啓一郎、L山下邦俊、L天野
　淳、L河端信人、L福山　宏、L橋田信一郎、L真鍋憲夫、
L石川　稔、L岡村真里哉、L近藤充徳、L田村征夫、L
藤縄洲二、L三木悠司、L外山貴一、L有富正治　21 名

　青少年委員会
　　中学生英語スピーチコンテスト予算案について
　保健福祉委員会
　　第 1回献血･献眼登録　8/22　１０：００～
　環境保全委員会
　　第１回愛リバー・愛ロード清掃奉仕　参加御礼

■出席報告
　会員数６２名、出席４６名、欠席１６名、出席率 74.2％
■テールツイスター・タイム
　ドネーション　￥79,310　　ファイン　￥500
■閉会ゴング

8 月
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私の仕事紹介
MC広報委員長　奥 嶋  啓 一 郎　　　　        
　

■開会ゴング
■物故会員に黙祷
■会長挨拶　新田久司会長
■審議事項
１．第１回献血・献眼予算案について　
２．第３２回中学生英語スピーチコンテスト予算案について
　１０月４日（月）
３．委員会開催の変更について　
　環境保全委員会　８月１６日（月）
　　→１７日（火）１８:３０～　事務局
■幹事報告
・報告事項
１．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
２．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
３．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
　参加者： L新田久司、L後藤達也、L能瀬伸一、L青野泰介、
　L加藤久博、L宇野博文、L松浦一雄、L小野周平、L篠原
　大蔵、L山下邦俊、L天野 淳、L高木泰斉、L佐伯澄男、L
　伊藤龍一、L河端信人、L福山 宏、L塩見秀晴、L橋田信一
　朗、L石川 稔、L岡村真里哉、L田村征夫、L藤縄洲二、L
　外山貴一、L大竹崇夫、L有富正治、L上野 剛、L塩見公一、
　L土岐敏勝、L村上順一郎、L三木悠司、L田村慎二、L濱
　野剛年　　３２名
４．新居浜ひうちＬＣ例会訪問
　８月１７日（火）１２:３０～　グラッツエふじ
　出席者：伊藤龍一１ＺＣ、大上幸雄１ＺＣＡ
５．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
■委員会報告
　会員会則委員会
　　退会者・新会員について

　私の仕事は老人介護のお仕事で
す。
一言で介護といっても、児童・障
がい・老人と対象者が異なる介護
があります。老人介護保険で受けら
れるサービスは種類も多く一見わずか

な違いにしか見えない事もあり、初めて利用される場
合は困惑されると思います。
　初めて利用する場合には、担当となるケアマネー
ジャー（介護支援専門員）に要件を伝えてよく相談し
たうえでサービスの計画を立ててもらうことをお勧め
します。
　さて、介護でよく間違われるのが、デイサービスと
デイケアサービスです。
デイサービスはレクリエーションやコミュニケーション
を主体としていますが、デイケアサービスはリハビリや
身体の機能訓練を主としています（一部デイケアは
医療保険の場合があります）。デイサービスでもリハ
ビリや機能訓練を行っている所は多々ありますが、デ
イケアサービスではより高度※１な訓練を行っている
と思っていただければと思います。
※１ 最近ではデイサービスでも高度なリハビリを行っ
ている所もあります。
　次に、老人介護には居宅介護と施設介護といった
２つ大きな違いがあります。
居宅介護は自宅から通う、もしくは自宅に来てもらい
サービスを受けられます。この時必要なサービスを取
捨選択出来て、使った回数や時間分の利用料金
（一部自己負担金）が発生します。
　施設介護は施設内に居住して施設のシステムに
沿って 24 時間 365日介護保険（一部自己負担金あ
り）で生活をしていただきます。

よく混同してしまうのが建物を施設と表現するため、
サービス付き高齢者向け住宅なども施設介護と勘違
いしてしまいます。実際にはサービス付き高齢者向け
住宅などは、アパートと同じ一室が自宅として扱われ
ますので、居宅介護となります。
なので、入居されて介護サービスを受けられていな
い時間は、自由な時間となりますが介護サービス※2
もありません。施設介護の対象は主に特養と呼ばれ
る特別養護老人ホームやグループホームなどです
が、こちらは終日介護がサービス対象となります。
※2 入居費用やオプションで対応している所もありま
す。
　最後に、老人介護保険を行う上での考え方です
が、「自助・共助・公助の順番で最後の公助」、「利
用者とその家族の心身に対する負担を軽減・補助・
介助」、「大きな環境変化を伴う場合は認知が進むリ
スクがある」、「家族の関わりが必要」、「地域に密着
した介助※3」
※3 極力本人が生活した生活範囲内にある介護事
業所を推奨する理由は近隣の友人などが利用して
いる可能性があり、環境変化も小さくてすむ
　理想ですが、
介護が必要になったら近隣でデイサービスを始めて
使い、地域の友人などがいればコミュニケーションを
取っていき、併設でヘルパーステーションなどあれば
顔見知りになって、自宅の生活が難しくなったら訪問
介護を利用する。
　介護度が高くなり、一人で生活が困難になれば併
設や近隣の高齢者住宅を探して介護サービスを受
け、その後の身体状況に合わせて特養やグループホ
ームなど施設介護を受けるのが安定すると思いま
す。
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8 月 22日日曜日、イオンモール新
居浜駐車場にて行われました
献血事業に参加してまいりま
した。
　現在、新型コロナウィルスま
ん延により、愛媛県もまん延防止

等重点措置の状況下にはあり、例年同時に行
われております献眼事業は中止とする一方、
慢性的な血液不足を鑑み、献血事業におい
ては開催する運びとなりました。
　私自身、入会してまもなく、また昨今の情勢
の中、果たしてどれほどの方がご参加いただけるの
か不安な面もありましたが、10 時からの開始早々に
多くの方が献血にご協力くださる光景を目の当たり
にし、人の繋がり、助け合いの素晴らしさというものを

改めて実感しました。
　輸血で最も使用されるのは小児がんを含むがん
治療だとのことで、私自身、生後間もなく小児がんの
一種に罹患し、手術により命を救われた経験を持ち
ます。そのご恩返しというわけではありませんが、今
後もこういった事業には積極的に参加していきたい
と思います。

　　　　　第１回献血奉仕活動に参加して
保健福祉委員会　三 木  悠 司　日時：令和 3年 8月 22 日（日）10:00 ～　イオンモール新居浜駐車場　
　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

（献血者）　受付 100 名、採血者 96 名、不採血者 4名
（臓器移植カード配布数）：112 枚
（クラブ参加者）
L新田久司、L伊藤嘉秀、L能瀬伸一、L青野泰介、L松
浦一雄、L永易明洋、L奥嶋啓一郎、L山下邦俊、L天野
　淳、L河端信人、L福山　宏、L橋田信一郎、L真鍋憲夫、
L石川　稔、L岡村真里哉、L近藤充徳、L田村征夫、L
藤縄洲二、L三木悠司、L外山貴一、L有富正治　21 名

　青少年委員会
　　中学生英語スピーチコンテスト予算案について
　保健福祉委員会
　　第 1回献血･献眼登録　8/22　１０：００～
　環境保全委員会
　　第１回愛リバー・愛ロード清掃奉仕　参加御礼

■出席報告
　会員数６２名、出席４６名、欠席１６名、出席率 74.2％
■テールツイスター・タイム
　ドネーション　￥79,310　　ファイン　￥500
■閉会ゴング
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Niihama Lions Club 会長スローガン「今、出来ることから始めよう！一歩ずつ」

6 .  3 .

第1461回  8 月第一例会
8月 11日（水）12:15～ リーガロイヤルホ

テル新居浜

■開会ゴング
■物故会員に黙祷
■会長挨拶　新田久司会長
■審議事項
１．第１回献血・献眼予算案について　
２．第３２回中学生英語スピーチコンテスト予算案について
　１０月４日（月）
３．委員会開催の変更について　
　環境保全委員会　８月１６日（月）
　　→１７日（火）１８:３０～　事務局
■幹事報告
・報告事項
１．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
２．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
３．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
　参加者： L新田久司、L後藤達也、L能瀬伸一、L青野泰介、
　L加藤久博、L宇野博文、L松浦一雄、L小野周平、L篠原
　大蔵、L山下邦俊、L天野 淳、L高木泰斉、L佐伯澄男、L
　伊藤龍一、L河端信人、L福山 宏、L塩見秀晴、L橋田信一
　朗、L石川 稔、L岡村真里哉、L田村征夫、L藤縄洲二、L
　外山貴一、L大竹崇夫、L有富正治、L上野 剛、L塩見公一、
　L土岐敏勝、L村上順一郎、L三木悠司、L田村慎二、L濱
　野剛年　　３２名
４．新居浜ひうちＬＣ例会訪問
　８月１７日（火）１２:３０～　グラッツエふじ
　出席者：伊藤龍一１ＺＣ、大上幸雄１ＺＣＡ
５．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
■委員会報告
　会員会則委員会
　　退会者・新会員について

私の仕事は簡単に言うと「八百屋」です。
　私の故郷、瀬戸田町は瀬戸内海に
浮かぶ生口島にあります。
生口島は、レモンやミカンなど柑橘
類の栽培が古くから盛んであり、先
代から始めた柑橘類の集荷販売を
引き継ぐ形で、（株）丸松は 1972 年

に設立されました。
　本州と四国を橋でつなぐしまなみ海道が開通す
る前は、船で荷物を運んでいましたが、1999 年に、
しまなみ海道が全線開通したことで高速道路ネット
ワークが拡充し、商売の幅も拡がりました。
　そして、2003 年に四国の量販店から農産センタ
ー業務の委託を依頼され、新居浜市に（株）丸松四
国支店を開設することとなりました。

　そのころ私は、福岡県の青果卸売市場で働いて
いましたが、「四国へ行けるか」と親父に言われ、新
居浜へ来ることとなりました。
　福岡は、食べ物もおいしいし色々と満たされるの
で、もう少し居座りたかったのですが、後ろ髪を引か
れながら福岡をあとにしたことを思い出します。
　新居浜での仕事は、農産物の生産者団体等か
ら、野菜果物を仕入れ、検品・選別・袋詰めを行
い商品化する仕事です。農産物は、異常気象など
の天候に左右され、生産計画が大きく狂ったりしま
す。おそらく、今のお盆前からの長雨で、これから野
菜の相場があがるだろうなと構えております。
　農業は、なかなか計算が付かなく苦労しますが、
成長性のある分野だと考えています。これから色ん
なことにチャレンジして頑張っていこうかと思いま
す。

私の仕事紹介
環境保全委員会　濱 野  剛 年　　　　        　

　青少年委員会
　　中学生英語スピーチコンテスト予算案について
　保健福祉委員会
　　第 1回献血･献眼登録　8/22　１０：００～
　環境保全委員会
　　第１回愛リバー・愛ロード清掃奉仕　参加御礼

■出席報告
　会員数６２名、出席４６名、欠席１６名、出席率 74.2％
■テールツイスター・タイム
　ドネーション　￥79,310　　ファイン　￥500
■閉会ゴング

引き
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会長スローガン「今、できることから始めよう！一歩ずつ」

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］

第1462回  8 月第二例会
8月 25日（水）  書面例会

　　　　　愛リバー・愛ロード清掃活動に感謝
環境保全委員長　外 山  貴 一　　　日時：令和 3年 8月 8日（日）7:00 ～　場所：商工会館周辺　　　
　　　　　　　　　　　　　　　        　

理事・委員長会
8月 10日（火）18:30～ 商工会館3F

●会長挨拶　新田久司会長
●審議事項
１．第１回献血・献眼予算案について　
２．第３２回中学生英語スピーチコンテスト予算案について
　１０月４日（月）
３．委員会開催の変更について　
　環境保全委員会　８月１６日（月）
　　→１７日（火）１８:３０～事務局
●報告事項
１．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
２．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

３．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
　参加者： L新田久司、L後藤達也、L能瀬伸一、L青野泰介、
　L加藤久博、L宇野博文、L松浦一雄、L小野周平、L篠原
　大蔵、L山下邦俊、L天野 淳、L高木泰斉、L佐伯澄男、L
　伊藤龍一、L河端信人、L福山 宏、L塩見秀晴、L橋田信一
　朗、L石川 稔、L岡村真里哉、L田村征夫、L藤縄洲二、L
　外山貴一、L大竹崇夫、L有富正治、L上野 剛、L塩見公一、
　L土岐敏勝、L村上順一郎、L三木悠司、L田村慎二、L濱
　野剛年　　３２名
４．新居浜ひうちＬＣ例会訪問
　８月１７日（火）１２:３０～　グラッツエふじ
　出席者：伊藤龍一１ＺＣ、大上幸雄１ＺＣＡ
５．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
●委員会報告
　会員会則委員会　退会者・新会員について
　青少年委員会　中学生英語スピーチコンテスト予算案
　保健福祉委員会　第 1回献血･献眼登録につて
　環境保全委員会　第 1回愛リバー・アイロード参加お願い

■開会ゴング
■物故会員に黙祷
■会長挨拶　新田久司会長
■審議事項
１．第１回献血・献眼予算案について　
２．第３２回中学生英語スピーチコンテスト予算案について
　１０月４日（月）
３．委員会開催の変更について　
　環境保全委員会　８月１６日（月）
　　→１７日（火）１８:３０～　事務局
■幹事報告
・報告事項
１．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
２．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
３．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
　参加者： L新田久司、L後藤達也、L能瀬伸一、L青野泰介、
　L加藤久博、L宇野博文、L松浦一雄、L小野周平、L篠原
　大蔵、L山下邦俊、L天野 淳、L高木泰斉、L佐伯澄男、L
　伊藤龍一、L河端信人、L福山 宏、L塩見秀晴、L橋田信一
　朗、L石川 稔、L岡村真里哉、L田村征夫、L藤縄洲二、L
　外山貴一、L大竹崇夫、L有富正治、L上野 剛、L塩見公一、
　L土岐敏勝、L村上順一郎、L三木悠司、L田村慎二、L濱
　野剛年　　３２名
４．新居浜ひうちＬＣ例会訪問
　８月１７日（火）１２:３０～　グラッツエふじ
　出席者：伊藤龍一１ＺＣ、大上幸雄１ＺＣＡ
５．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
■委員会報告
　会員会則委員会
　　退会者・新会員について

　本年、環境保全委員会委員長の
職を受け初めてのアクティビティで
ある第１回愛リバー・愛ロード清
掃奉仕を８月８日、日曜日実施させ
ていただきました。
　春に開催予定だった愛リバー・愛

ロード清掃はコロナ感染警戒期だったこともあり中
止となっていた為、今回は是が非でも行いたいと思
っていました。が、１週間前の天気予報では台風接
近の予報、その上コロナ感染者の急増など実施でき
るか不安でした。

　当日、朝起きたら大晴天のアクティビティ日和！！ホッ
としたのとこの暑さに耐えれるのか不安が出てきまし
た。
　集合時間２０分前くらいから順次メンバーの方が
お越しくださり、７時から清掃を始めました。
街路樹の側は草だらけの中、大汗を流しながら清掃
に取り組んでいらっしゃる方々を拝見して感謝と敬
意の思いでいっぱいでした。
　連休中の貴重なお時間、しかも灼熱な天気の中
ご参加頂き誠にありがとうございました。

■会長挨拶　新田久司会長
　会員のみなさまには、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５波となる新型コロナウ
イルス感染症が急速に拡大しています。
さらに、松山市には「まん延防止等重点措置」

が適用されました。新居浜市におきましても多数
発症者が確認されています。
　こうした現状は、今までにない危機的な状態であることから、
先日ご案内させて頂きました通り ８月第２例会を中止せざるを得
ない状況になりました。
会員のみなさまには、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
　そんな中、８月２２日（日）に保健福祉委員会の事業である 第１
回献血がイオンモール駐車場にて行われました。現状、コロナ禍
で７月以降全国的に血液の在庫量の深刻な減少が続いていま
す。このままだと必要な輸血用血液の供給に支障が出て、十分
な医療が受けられず 医療崩壊の危機が迫っています。
　そのようなことから、今回コロナ感染が急増している中、万全
の安全対策をして実施した次第でございます。当日は、会員のみ
なさまにおかれましては、２１名ものご参加をいただき、結果 ９６ 
名の献血をしていただけました。
　不特定多数の人と接触するリスクの中、新居浜ライオンズクラ
ブ奉仕の精神で頑張っていただき 心より感謝申し上げます。
又、準備から 後片付けまで保健福祉委員会のみなさま、大変お
疲れ様でした。
　さて、今後の例会再開の目安としては、愛媛県警戒レベル最
高の「感染対策期」が解除され次第、段階的に再開させていた
だきます。会員のみなさまの安心・安全を第一に考えて 今後も
早めの判断をしていきたいと思っています。

　まだまだ、コロナ禍の先はみえませんが何卒、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　なし
■幹事報告
・報告事項
１．新居浜ひうちＬＣ例会訪問　【中止】
　８月１７日（火）１２：３０～　グラッツエふじ
　出席予定者：伊藤龍一１ＺＣ、大上幸雄１ＺＣＡ
２．第１回献血
　８月２２日（日）１０:００～　イオンモール新居浜駐車場
　※献眼登録は対面となるため献血のみ実施
　（献血者） 受付者１００名、採血者９６名、不採血者４名
　（臓器移植カード配布数）１１２枚
　（クラブ参加者）
　L新田久司、L伊藤嘉秀、L能瀬伸一、L青野泰介、L松浦
　一雄、L永易明洋、L奥嶋啓一郎、L山下邦俊、L天野 淳 、 
　L河端信人、L福山　宏、L橋田信一朗、L真鍋憲夫、L石
　川 稔、L岡村真里哉、L近藤充徳、L田村征夫、L藤縄洲二、
　L三木悠司、L外山貴一、L有富正治　　２１名
３．第１回地区ガバナー諮問委員会、ゾーンレベル会員委員会
　９月４日（土）１７:００～　リーガロイヤルホテル新居浜【中止】
　出席予定者：新田久司会長、後藤達也第一副会長、青野
　泰介幹事、加藤久博会計、佐伯澄男会員理事、伊藤龍一１Ｚ
　Ｃ、大上幸雄１ＺＣＡ
４．８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。
５．９月理事委員長会、各委員会は予定通り開催いたします。
６．９月第一例会（９月８日（水））は【中止】いたします。
■委員会報告
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、青少年委員会、保健福祉委員会、環境保全委員会
■出席報告
　会員数 62 名、出席 62 名、欠席０名、出席率 100％

■会長

さら
が適

　青少年委員会
　　中学生英語スピーチコンテスト予算案について
　保健福祉委員会
　　第 1回献血･献眼登録　8/22　１０：００～
　環境保全委員会
　　第１回愛リバー・愛ロード清掃奉仕　参加御礼

■出席報告
　会員数６２名、出席４６名、欠席１６名、出席率 74.2％
■テールツイスター・タイム
　ドネーション　￥79,310　　ファイン　￥500
■閉会ゴング



  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

　先日、国内医薬品メーカーから新型コロナ感染症の治療薬を
来年 3月に供給体制を整えると発表ありました。
ワクチンも徐 に々各世代の方が接種し始め、あと一歩と感じてい
ます。
緊急宣言・蔓延防止の最中、皆様も自衛のため自粛をお願い
いたします。　　　　　　MC広報委員長　奥嶋啓一郎

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 (8月分 )

６２
１２
２９
４８
１５１
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0
3
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31

56,571
0

63,710
130,000
250,281

87.1
83.3
48.1
82.2
75.2

91.2
83.3
77.7
91.1
85.8

名 ％ ％ Ｈ 円

BIRTHDAY &  MARRIAGE

9月 誕生日おめでとうございます
　青野泰介、石川　稔、伊藤嘉秀、上野　剛
　能瀬伸一、福山　宏、真鍋憲夫

９月結婚記念日おめでとうございます
　新田久司、能瀬伸一、橋田信一郎、塩見公一

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回地区ガバナー諮問委員会・ゾーンレベル会員委員会
　９月　４日（土）【中止】

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

9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

8月 8日 ( 日 )　新居浜CC

福  山 　宏

河 端 信 人

白 石 誠 一

宇 野 博 文

準優勝

3　位

ＢＢ賞

アウト イン グロス ハンディ ネット氏　   名
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GOLF
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８８
９４
８３
１１８

５９.１
６７.０
６７.７
８８.０

・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会 ９月　６日（月）18:30 ～ 商工会館 3F
９月第 1例会 ９月　８日（水）【中止】　　書面例会
９月第２例会 ９月２２日（水）12:15 ～ リーガロイヤルホ

テル新居浜

・委員会
計画財務委員会 ９月　１日（水）18:30 ～ 事務局
MC広報委員会 ９月　２日（木）18:30 ～ 事務局
青少年委員会 ９月　７日（火）18:30 ～ 事務局
保健福祉委員会 ９月　９日（木）18:30 ～ 事務局
環境保全委員会 ９月２１日（火）18:30 ～ 事務局
会員会則委員会 ９月２４日（金）18:30 ～ 事務局
出席大会委員会 ９月２８日（火）18:30 ～ 事務局
・クラブ・その他行事予定
　なし
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　　９月１２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　　　９月 24 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　

http://204-lc.club

●●● 8月第一例会 ●●●
ドネーショントピックス

９月の誕生石「サファイヤ」

We Serve

新田　久司　８日（日）愛リバー・愛ロード清掃奉仕活動に危険な暑さの
　　　　　　中多数の会員の皆さんにご参加頂きありがとうございまし
　　　　　　た。また、環境保全委員会の皆さん大変ご苦労様でした。
白石　誠一　ワクチン効果でゴルフ優勝しました。
青野　泰介　新型コロナウイルスの感染者が増えてきています。難しい
　　　　　　判断をせねばならない場面も増えるんでしょうね。皆様のご
　　　　　　協力を宜しくお願い致します。
後藤　達也　例会欠席します。ごめんなさい。
加藤　久博　暑い日が続きます。お体ご自愛ください。
永易　明洋　コロナの感染予防を各自がやりましょう。
能瀬　伸一　暑い日が続き、またコロナも感染者が増えつつあります。皆
　　　　　　さん、お体には十分お気をつけください。
大竹　崇夫　コロナ感染拡大予防に努めましょう。
神野　雄太　コロナはいつまで続くのか！
有富　正治　高校野球が始まりました。新田高校の勝利にウイサーブ
松浦　一雄　日本選手頑張りました。獲得メダル数、金２７個、銀１４個、
　　　　　　銅１７個、合計５８個のメダルです。オアラリンピックも頑張れ！
佐伯　澄男　白石誠一さん月例コンペ優勝おめでとうございます。
宇野　博文　物故会員に黙祷させて頂きました。３５名の諸先輩のご冥
　　　　　　福をお祈り致します。
伊藤　龍一　本日も、愛媛県８５名と発表されましたが、つれづれの会は
　　　　　　安全対策をとりつつ絶賛開催致します。参加の皆様宜しく
　　　　　　お願い致します。
橋田信一郎　8/22（日）献血･献眼登録事業を実施予定です。皆様何卒
　　　　　　宜しくお願いします。
近藤　充徳　8/22 献血ご協力お願いします。
外山　貴一　8/8 第１回愛リバー・愛ロード清掃奉仕に休日また暑い日

サファイアの語源・由来
　サファイアの語源は、青色を意味するラテン語の「sapphirus」,ギリシャ語の
「sappheiros」に求められます。古代ペルシャ人は、この世界は巨大なサファイア
の上に乗っており、空が青いのはサファイアの色が反射したためであると信じた
そうです。モーゼがシナイ山で神から与えられた十戒は、サファイアに刻まれてい
たとされました。ただし、古代においてサファイアとされた石は、ラピスラズリであっ
たという説が有力です。また、コランダムの語源は、古代インドのサンスクリット語で
ルビーを意味する「kuruvinda」に由来するとされます。

サファイアに込められた意味
　サファイアは、長年に渡って、「信頼」「誠実
」「真実」「貞節」の象徴とされてきました。ダイ
ヤモンドに次ぐ硬さを持つことから、「堅固な愛
の証」を象徴し、恋人や夫婦の絆を強めるとさ
れます。ただ、パートナーが浮気すると光沢が
失われ、不運が迫ると変色して知らせるという
説もあります。

■開会ゴング
■物故会員に黙祷
■会長挨拶　新田久司会長
■審議事項
１．第１回献血・献眼予算案について　
２．第３２回中学生英語スピーチコンテスト予算案について
　１０月４日（月）
３．委員会開催の変更について　
　環境保全委員会　８月１６日（月）
　　→１７日（火）１８:３０～　事務局
■幹事報告
・報告事項
１．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
２．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
３．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
　参加者： L新田久司、L後藤達也、L能瀬伸一、L青野泰介、
　L加藤久博、L宇野博文、L松浦一雄、L小野周平、L篠原
　大蔵、L山下邦俊、L天野 淳、L高木泰斉、L佐伯澄男、L
　伊藤龍一、L河端信人、L福山 宏、L塩見秀晴、L橋田信一
　朗、L石川 稔、L岡村真里哉、L田村征夫、L藤縄洲二、L
　外山貴一、L大竹崇夫、L有富正治、L上野 剛、L塩見公一、
　L土岐敏勝、L村上順一郎、L三木悠司、L田村慎二、L濱
　野剛年　　３２名
４．新居浜ひうちＬＣ例会訪問
　８月１７日（火）１２:３０～　グラッツエふじ
　出席者：伊藤龍一１ＺＣ、大上幸雄１ＺＣＡ
５．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
■委員会報告
　会員会則委員会
　　退会者・新会員について

の中多くのメンバーに出席を頂き誠にありがとうございました。
福山　　宏　８月のゴルフは暑くてたまらんかったです。新しく買った 3I
　　　　　　と4Iを練習して9月はやります。
篠原　大蔵　先日ゴルフ部会に参加させて頂きました。ありがとうござい
　　　　　　ました。
高木　泰斉　白石誠一さん，先日の月例ゴルフでの優勝おめでとうござ
　　　　　　います。
村上順一郎　先日の愛リバー･愛ロードお疲れ様でした。
真鍋　憲夫　無事オリンピックも終了しました。日本選手の活躍に感動し
　　　　　　ました。少し勇気を頂きました。皆様まだまだ暑い中ご自愛く
　　　　　　ださい。
檜垣　孝志　Olympic が無事終わってよかったですね！日本頑張りまし
　　　　　　た。ありがとう！
伊藤　嘉秀　県内のコロナ発症者が昨日85 人となり過去最多となりました。
　　　　　　ワクチンを打った方も感染回避策を強めてご健康を維持し
　　　　　　てください。
奥嶋啓一郎　本日、2回目のワクチン接種を受けます。明日の発熱が怖い

です。市内も感染者が増えていますので皆様ご注意ください。
小野　周平　先週ようやくワクチン接種券が届いて早速今朝打ってきま
　　　　　　した。
塩見　秀晴　コロナさんが早く収まります様、お願いします。
古川　貴章　暑い日が続きます。熱中症に気をつけましょう。
藤縄　洲二　お盆ですが、子供たちも帰ってこないので静かな日々 になり
　　　　　　そうです。
山下　邦俊　暑中お見舞い申し上げます。
・・・コロナ感染が拡大しています。皆様ご注意ください。・・・
金田智行／高橋在錫／河端信人／大石隆憲／大上幸雄／村上博昭
／今村　忍／土岐敏勝

　青少年委員会
　　中学生英語スピーチコンテスト予算案について
　保健福祉委員会
　　第 1回献血･献眼登録　8/22　１０：００～
　環境保全委員会
　　第１回愛リバー・愛ロード清掃奉仕　参加御礼

■出席報告
　会員数６２名、出席４６名、欠席１６名、出席率 74.2％
■テールツイスター・タイム
　ドネーション　￥79,310　　ファイン　￥500
■閉会ゴング


