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題字はクラブ会長の揮毫

ライオンズクラブ国際協会スローガン 『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）
』
ジュンヨル・チョイ国際会長テーマ 『We Serve』
336-A地区スローガン 『Service Activity is the key to Lions clubs』
336-A地区ガバナースローガン 『誇り・挑戦・進化・輝く未来にウィサーブ』
336-A地区ガバナーキーワード 『会員ファースト』
今治東ライオンズクラブ会長スローガン 『ライオンズ 基本に帰ろう We Serve』
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新年のご挨拶

会

長

井出

幸彦

明けましておめでとうございます。
昨年はコロナ禍でアクティビティ、行事、
会合の変更、中止が相次ぎましたが、なんと
か無事終えることができましたのも、みなさ
まのご協力のおかげと感謝しております。特

今年は丑年で「先を急がず一歩一歩着実に
ものごとを進めることが大切な年」です。
コロナ禍の今、耐えているだけではなく元
気を出して何ができるかをよく考えて行動に
移したいと思っております。また、今まで以

に会員増強では、今期目標である３名増強が
達成できましたし、LCIF100ドルキャンペー

上の会員増強・MJF・退会防止に向け一丸と
なって進んで参りたいと思っております。

ンの100ドル献金を送金できました。ありが
とうございました。

今後ともご協力よろしくお願い申し上げま
す。

ルワンダの涙

ルダシングアさん

会長

井出

幸彦

これは2005年に制作された映画の題名で1994年４月から100日の間に、フツ族がツ
チ族を100万人虐殺した事件を描いたものです。
平成30年１月に、ルワンダ人のルダシングアさん、妻の真美さんにお会いしたのは
友人であるL.YumikoVivian Kakinumaさんからルダシングア夫妻の講演会を所属ゾー
ンで開催すると教えていただいて参加した際にお会いしました。彼は足が不自由です
が、障がい者自ら障がい者のための義肢製作NPOを夫妻で運営されています。その事
件以来ルワンダが立ち直り、数々の支援に感謝するために東京パラリンピックへ出場
したいという夢があったのですが、出場許可が出ず、また延期となり出場は不透明な
状態です。ここでさらに大きな問題が発生しました。一年前、義肢製作所付近一帯が
洪水となり、政府から立ち退き命令が下り、強制撤去され現在は他の地で施設を建設
中です。しかし資金不足で困り果てていたのですがクラウドファウンディングで資金
調達することとなり現在進行中です。
みなさんのご理解ご協力をお願いいたします。
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新年のご挨拶と後 期への抱負
336-A地区 地区ガバナー

酒井 公一

果であると、深く感謝申し上げます。

2021年１月吉日
謹啓 336-A地区のみなさま、明けまし

しかし、毎年５月・６月に大幅な減少が見られます。この減少を何と

ておめでとうございます。ご健勝にて、新

しても食い止めなくてはなりません。そこで、新たに次のような目標

年を迎えられたこととお慶び申し上げま

を設定し、会員の皆様のあと一歩のご協力をお願い申し上げます。

す。昨年一年は新型コロナウ イルス感染症

2021年５月、６月を
「家族会員増強月間」
とし、今期末に心配される会

拡大で、艱難辛苦な一年でありました。今春にはコロナワクチンも開

員のマイナスをプラスに転じたいと思います。そこで、各クラブ家族

発され、徐々に平穏な日常に戻り、ライオンズ活動も平常に戻ると思

会員を２名以上の入会を達成していただきますようお願いいたします。
LCIF 献金もみなさまのご理解をいただき、相当分底上げがなされま

います。
そこで、高知キャビネットの前期を振り返り、後期に向かって私の

したので、336-A地区も献金ゼロクラブはなくなります。感謝申し上げ

抱負を述べさせていただきたいと思います。今期前半は、今までに経

ます。20ドル献金クラブは50ドルに、また100ドルキャンペーンも引き

験したことのないコロナウイルスに翻弄され、キャビネット運営も思

続きお願いいたします。

うに任せず、私のキーワードの会員ファーストの思いがどこまでみな

次に、みなさまご心配の第 67回地区年次大会開催でありますが、コ

さまに届いたか、いささかおぼつかなく、気が付くと私の方が会員の

ロ禍で判断に大変苦慮しております。２月末にコロナ感染者が四国各

みなさまから勇気と感動をいただきました、本当にありがとうござい

県10名以下であれば、行政の動きも注視して、大会を開催したいと考

ました。

えております。最低でも代議員総会は開催し、代議員選挙を行い、次

ガバナー公式訪問の際には多くの会員の方々とお会いし、直接お話

のキャビネットにガバナーキーの伝達は行いたいと思います。
残りの半期はコロナワクチンの接種も始まり、みなさまのご苦労も

を聞きキャビネット運営に大変参考になりました。
前期は、各委員会充分な活動ができた委員会とできなかった委員会

実り必ず明るい年度末を迎えることができるものと確信しております。

に分かれ、中でも YCE・ライオンズレオ・国際関係委員会は殆どの活動

まだまだ、半期が終わったばかりですので、高知キャビネットも全力

が中止で残念な結果となり、一方で IT特別委員会は初めてのリモート

でみなさまのお役に立てますように、コロナに負けることなく奮闘し

会議を行い、今後のライオンズ活動に大いに役立つ結果となりました。

てまいる所存であります。
会員のみなさまには、くれぐれもご自愛いただきお仕事に、ライオ

環境保全・保健福祉・アラート委員会はキャビネット運営基本方針の、
公共公園・公共トイレの美化プロジェクトには殆どのクラブで取り組ん

ンズ活動に邁進されますようお祈り申し上げます。
年頭に当たり、高知キャビネットのご挨拶といたします。

でいただき、素晴らしい成果が上がりました。他の委員会も、コロナ

謹白

禍でいろいろと工夫を凝らしていただき、充分及第点の活動ができま
した。これも会員のみなさま、ならびに各事務局員のみなさまのご協
力の賜物と深く感謝申し上げます。
次に残された後期に向かって、私の抱負を述べさせていただきたい
と思います。なにとぞ会長様、会員のみなさまのご理解ご協力をお願
い申し上げます。
まず初めに、ライオンズクラブの永遠のテーマである会員増強につ
いてであります。昨年の12月末日で若干８名のプラスになり、180名を
超える新会員の入会がありました。これもみなさまの熱意と努力の結

2020.12.12

第2回ゾーンレベル会員委員会並びに地区ガバナー諮問委員会報告
第一副会長

去る12月12日（土）に今治国際ホテルにおいて、標記の会が開
催 さ れ、２ リ ジ ョ ン よ り 白 石RC（新 居 浜 別 子）、GMT･GLT･
FWT･会員会則委員の今岡さん（西条）、青少年･LCIF･ライオン
クエスト委員の村上さん（今治中央）
、環境保全･保健福祉･GST
･アラート委員の野間さん（今治東）
、IT特別委員の井出さん（今
治東）、明比RCA（新居浜別子）、２ゾーンより二宮ZC（今治）、
白石ZCA（今治）の８名の役員・委員の参加のもと、２ゾーンの
４クラブの会長、第一副会長、幹事、会員委員長が参加しました。
GMT（Global Membership Team：グローバル会員増強チーム）に

片山

昭

ついては、我がクラブは11月までに目標の３名を達成しており、
本宮委員長も鼻高々でした。
諮問委員会も、地区のメインプロジェクトである公共公園・
公共トイレの美化プロジェ
クト、および重点方針であ
るLCIF100ドルキャンペー
ン共に達成しており、こち
らについても胸を張って終
えることができました。

2020.12.22

令和２年忘年会

出席・計画委員長

12日22日、鈍川温泉 美賀登にてクラブ忘年会をしました。た
くさんの参加をいただき、美味しい料理と楽しい余興で、盛況の
うちに終えることができました。余興として、三役と会長の奥様
の４人が全身タイツ姿でのダンスパフォーマンスを披露してくれ

田中

秀彦

ました。その素晴らしい出来栄えに感動して、目頭を熱くしてし
まいました。最後に新入会員の小原さんも誘って、有志５～６名
で大浴場で温泉を堪能いたしました。以上、簡単ではございます
が、令和２年度の忘年会の報告とさせていただきます。
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● 新 会員入 会 式

● 新 会員紹介

● リーダーシップ 研 修 会

● リジョン 会 議

2020.11.19

新会員入会式

会員委員長

前年度、大量の退会者を出してしまった我がクラブでしたが、
今年度は半期を迎える前に早くも３名の新会員を迎えることが
できました。
11月の第二例会でおこなわれた、藤田さん、
小原さんの入会式にははるばる高知より酒井ガ
バナーがお忙しい時間を縫ってお祝いに駆けつ
けてくれました。
我がクラブの通常例会に地区ガバナーが参加

本宮

光朗

されるのは結成以来初のことで、入会式に多大な華を添えてい
ただいたのと同時に、ガバナーピンの贈呈もしていただき、新
会員の２名にはたいへん栄誉なことだったと思います。
この勢いに乗っ
て、後期もさらな
る会員増強のご協
力をお願いいたし
ます。

こはら

りょうたろう

ふじた

やすひで

小原

亮太郎

藤田

靖英

この度、2020年11月に壷内和彦様にご推
薦いただき、今治東ライオンズクラブに入
会させていただきました小原亮太郎です。
現在、今治市町谷で「ヌーヴェル テロ
ワール」というレストランを営んでおりま
す。私どものお店では、産地の食材をお客様に安心と安全を
お届けすることをモットーにしています。私どもは、レスト
ランの解釈を（レスト）＝休む・預かり等。
（ラン）＝走る・届け
る等。即ち生産者のみなさまからいただいた食材を、お店で
商品としてお客様に愛情を込めて調理し、心を込めてお届け
することがレストランとしての責任だと考えております。
こうして 今治東ライオンズクラブの諸先輩方とご一緒で
きます機会に恵まれましたことに大変感謝しております。若
輩者ではございますが、みなさま方今後ともご指導のほどよ
ろしくお願いいたします。

昨年12月に篠宮前会長の紹介により入
会した、有限会社藤田ハウス、一級建築
士の藤田靖英と申します。
新型コロナウイルスの影響により入会
時期が遅くなりましたが、これ以上悪く
なりなりようがない状況の中で入会。
「きっといい事しかな
いだろう。」という思いです。
仕事としては、新築住宅や様々なリフォームを手掛けてい
て、特に自社で施工しているので 長持ちでコスパの高い家
具付木造住宅を提案しています。
趣味は２～３回しか出場していませんが、マラソン大会に
出ることで同じ趣味を持つ仲間がいるのでとても楽しみにし
ています。ボランティアには普段から興味があリます。職種
柄日中を休むことが難しいのですが、精いっぱい務めて行き
たいと思いますので、よろしくお願いします。

2020.11.28

2Rリーダーシップ研修会に参加して
関野邦夫元地区ガバ
ナー・地区名誉顧問講師
の 元、お 話 を お 聞 き し
ま し た。会 社 を 興 し た
ころからの色々なご苦
労 な ど を う か が い、そ

第２回リジョン会議

純子

れぞれ色々な捉え方はあると思いますが、一企業人として社会
の中での役割を果たす。社会で結果を出す。その上でのライオ
ンズのメンバーであること、活動をすることが大切ではないか
と感じました。そのライオンズのメンバーである私たちは常に
「思いやり」と「感謝」の心をもって仲間で力を合わせてこれから
も地域社会に貢献していきたいと思います。

336―A地区環境保全・保健福祉・アラート委員

11月28日（土）新居浜商工会館にて明比リジョンチェアパーソ
ンアシスタント司会進行のもと、第２回リジョン会議が行われ
た。白石公成リジョンチェアパーソン、関野邦夫元地区ガバ
ナー・地区名誉顧問、西原透元地区ガバナー・地区名誉顧問の挨
拶の後、RCの報告があった。11月８日の第２回キャビネット会
議があり「会員増強」
「LCIF100ドルキャンペーン」
「トイレ清掃に
ついて」の内容であった。
二宮ゾーンチェアパーソンから以下の報告があった。
1Z：10月の合同例会でトイレ清掃を実施した。
2Z：今治中央ライオンズクラブがLCIFに熱心に取り組んでいる。
そんな中クラブシェアリングの検討を行っている。
3Z：美化運動を行っている。
4Z：小松ライオンズクラブ、西条ライオンズクラブ、他３クラ
ブは既に美化運動は実施済みである。
地区委員の報告は、私が環境保全・保健福祉・GST・アラート
委員であるので、私が報告したことを記載する。
11月14日高知にて行われた委員会の報告である。

尼田

野間

道博

１．公園美化運動はどのクラブも積極的に行っている。
２．ヘアードネーションは高知の１クラブが60数件行ったとの
報告があった。
３．ドナー休暇制度に取り組んでいただきたい。ドナー登録に
も結びつくため。
４．薬物乱用防止教室もクイズ形式を利用する等工夫して行っ
てもらいたい。
５．妊孕に関するアンケートにもっと協力していただきたい。
RCより協議及び確認事項・報告事項
・公共公園、公共トイレ美化運動について
・次期地区役員、委員等の推薦について
・第67回地区年次大会
・ガバナーズアワード
・国際平和ポスター
・期首からの会員動静2R抜粋
最後に関野元地区ガバナー・地区名誉顧問の講評があり、白
石リジョンチェアパーソンの閉会ゴングで会議は終了した。

－ 4 －

● 薬物乱用防止教 室
2020.11.27

薬物乱用防止教室

青少年育成委員長

矢野

和弘

11月27日
（金）立花
小学校の薬物乱用防
止教室で講師を務めさせていただきまし
た。６年生111名、教職員６名、PTA１名、
ライオンズクラブメンバー 10名の参加
でした。２回目の講師で娘に秘密でのサ
プライズでしたが無事にこなすことがで
きたと思います。先生方からは寸劇が見
れ な い の が 残 念 で す と 言 わ れ ま し た。
2021年はコロナが収束して子供たちの為
に楽しい教室ができますように…
ご協力いただいたメンバーのみなさ
ま、ありがとうございました。
立花小学校にて

2020.11.30

薬物乱用防止教室in大西中学校
私にとって、初めての中学校での講
師となります。今まで中学校での講師
をやってこなかった理由については、インターネットを利
用することが苦手で、スマートフォンを所有していなかっ
たので、SNSによる被害の件について、説得力のない言葉
しか出てこないのではという不安があり敬遠しておりまし
た。常に薬物乱用に関する新しい情報を伝えていくことや、
わかりにくい言葉の説明や意味を、もっと分かりやすく伝
大西中学校にて

保健委員長

木村

弘宣

えることができないかと考えて臨んでいるつもりなのです
が、話すことが苦手なうえ、活舌が悪い私ではなかなか上
手に子どもたちに伝えることができないことに、非常に苦
しんでいます。練習においては、このコマでこれだけの情
報を伝えようと考えていても、実際ではその７割程度しか
表現できないとか、自分なりに満足いく教室ができていな
い状況です。もっと場数を踏んでいくしかないのかなと
思っている次第です。そんな中で、叱咤、激励をしてくれ
たのが、
Ｌ.渡邉眞です。教室終了後、
「滑
り出しは順調でしたが、後はグダグダで
したね」
みたいな感想をいただき、
ちょっ
と傷つきましたが次への活力となりまし
た。直ぐには修正できないとは思います
が、努力を続けていきたいと思います。
コロナ禍の中、満足いく活動ができな
い状況ではありますが、今後とも、ご協
力をお願いいたします。
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● 早朝例会

● 12月第一 例 会

2020.11.5

早朝清掃例会

幹事

今回の早朝清掃例会は、今期キャビネット基本事業が
「公
共公園・公共トイレ美化運動」となっているので、折角だか
らいつもの市民の森藤棚ではなく、キャビネット基本事業
に沿った清掃をしようということになりました。場所の選
定は市役所公園緑地課に問い合わせをしたところ、市内の
公園については毎日のようにシルバー人材センターさんに
依頼して間に合っているので清掃をしていただけるのな
ら、桜井総合運動公園をお願いしたいとのことでした。早
速下見にいくと、なるほど便器は黄ばみ枯葉も一杯落ちて
いて掃除しがいのある場所でした。場所が決まったところ
で先ずは道具、リサイクル推進課で貸出しの清掃道具を借
り、シャワーヘッド付ホース・便器清掃用ブラシ・サンポー
ルも揃えました。折角トイレ掃除するならあの便器の黄ば
みを何とかしたいと思い、前夜便器にサンポールを振りか
けに行きました。

樫田

憲和

当日は先発隊が午前６時より現
地に入りトイレ掃除開始、後のメ
ンバーも続々と集まり外周の落葉
を中心に７時まで掃除しました。
結果は便器の黄ばみは思いのほか
落ち、外周清掃では90のボランティアゴミ袋13袋を収集
することができました。
また、前夜気づいた切れた電球はLED電球に交換（２か
所）。用意したデッキブラシ５本はリサイクル推進課にド
ネーションしました。日の出前の暗い時間より皆さんお疲
れさまでした。またやりましょう＼
（◎o◎）
／！

2020.12.3

12月第一例会

ライオン・テーマー

12月の第二例会も盛りだくさんの内容となりました。
まずは、ゲストにシクロツーリズムしまなみの代表理事、
山本優子さんをお迎えして、市民活動団体寄付金贈呈の贈
呈式をおこない、そのあと活動報告や寄付金の使用目的な
どの卓話をいただきました。

眞

そのあと連続出席表彰をおこないました。海原さん入会
以来不休の50回、阿部さんも不休の200回。白石さんに至っ
てはなんと600回の連続出席です。頭がさがります。
続いて、マイルストーン・シェブロン・アワード贈呈式が
おこなわれ、35周年、白石さん、20周年、井出さん、15周年、
髙橋さん、10周年、夏目さん、田中さん、小笠原さんがそれ
ぞれ表彰されました。みなさん、おめでとうございました。

連続例会出席賞をいただきました
連続例会出席賞をいただきました。50回なので諸先輩方
の足元にもおよばない数ですが、入会以来一度も休まずに
出席できたことを評価していただきありがとうございまし
た。仕事の関係で時間確保が厳しい時もありましたが、遅
刻、早退をフル活用してなんとか達成となりました。みな
さまが入会当初から温かく迎え入れていただいたことが続
けられた要因だと思います。とても感謝しています。併せ

渡邉

て気持ちよく送り出して
くれた職場の社員の理解
と協力に感謝します。次
のステップに向けて１回
でも多く続けられるよう
精進していきます。

－ 6 －

海原

泰治

● 新 居 浜 ライオンズクラブ結 成 6 0 周年 記 念 式 典

● 薬 物 乱 用 防止 表 彰 式

2020.11.14

新居浜ライオンズクラブ
結成60周年記念式典

11月14日（土）、新居浜市のあかがねミュージアムで開催
された、新居浜ライオンズクラブ結成60周年の記念式典に
三役で参加してきました。式典はコロナ禍ではありました
が、きちんと対策を取ったうえで、厳粛かつ壮大に執り行
なわれました。記念事業として新居浜の全小中学校にタイ
ムカプセルと記念の塔が贈呈されました。ご来賓には正に
明日に投票日を控えた、新居浜市長自ら参加されており、
新居浜ライオンズクラブさんの立ち位置を見せられたよう
でした。

会計

阿部

国弘

式典に続いて、
「絶望を希望に変える生き方」と題して全
盲のアスリート、岩本光弘さんの記念講演が行われました。
中学生のころから視力を失い始め、最初は自死すら考えま
すが、自分の生きる意味を見出し、やがてヨットセイリン
グの魅力に惹かれていきます。その後、太平洋の無寄港横
断に挑戦するも失敗し、人生二度目の大きな挫折を味わい
ます。が、そこからも見事に立ち直り、再チャレンジの末、
快挙を成し遂げられました。
自らの逆境を物ともせず、次々に挑戦を続けられている
岩本さんの話を聞きながら、健常者であるにも関わらず楽
な生き方ばかり選んでいる自分自身に情けなさを感じ続け
た１時間半でした。
その後の懇親会では、以前に地区委員をしたときに仲良
くさせていただいた同期の委員の方々と再会し、懐かしい
時間を過ごさせていただきました。最後は手も繋がず歌も
ごく小声の
「また会う日まで」
で閉会しました。寂しい限り
ですが、早くこの状況が収束してくれるのを祈りつつ帰路
につきました。

2020.11.16

薬物乱用防止指導員感謝状受賞

MC委員長

壷内

和彦

11月16日、今治地方局にて薬物乱用防止指導員の感謝状をいただきまし
た。毎年２名受賞されるみたいですが、この賞をはたして僕がいただいて
いいのか疑問でした。今治東ライオンズクラブでの受賞ではないのです
か？ と問い合わせましたが、
「あくまでも個人の受賞です」
と言われ、悩ん
だあげく受け取ることにしました。
確かに、クラブ活動以外に啓発活動等に
も出席しましたが、ライオンズクラブあっ
ての賞です。これは、皆さんで受け取った
感謝状です。保健委員長、クラブメンバー
のみなさま、これまでの活動ご苦労さまで
した。そして、これからも青少年育成のた
め、しっかりと取り組んで参ります。

－ 7 －

● ドネーション

メンバー近況報告
令和２年 11月19日
336-A地区

地区ガバナー

尼田

純子

ようこそ！ 我が今治東ライオンズクラブへ！！藤田さん小原さん
ご入会おめでとうございます。ガバナーピンもとてもお似合いで
す

田中

秀彦

藤田さん、小原さん、入会おめでとうございます。

本宮

光朗

藤田さん、小原さん、入会おめでとうございます。バタバタの入
会式ごめんなさい！

夏目

幹男

樫田

憲和

髙橋

良幸

藤田さん、小原さんの入会を祝して！！

渡邉

酒井

公一

様

海原

泰治

藤田様、小原様入会おめでとうございます。よろしくお願いしま
す。会員のみなさま、10月18日の環境フェスティバルへのご協力
ありがとうございました。おかげさまで完売となりました。

篠宮

博幸

本日、藤田靖英さんをスポンサーさせていただきました。私自身
２人目のスポンサーですが、浅く長く活躍して頂ける様に願って
います。また、酒井地区ガバナー様もようこそ今治におい出てい
ただきました。ありがとうございます！！

お二人の入会、歓迎します。

阿部

国弘

藤田さん、小原さん、入会おめでとうございます。酒井ガバナー、
遠い所ありがとうございます。愛犬コロ本日で６才です。

西中での薬物乱用防止教室の様子が10月17日の愛媛新聞に掲載さ
れました。わたしでごめんなさい。

山岡

将人

大型二輪の免許を取得しました！ ビッグバイクを買ったら、井
出ライダーとツーリングに行きたいです！！

野間

道博

やっと娘に孫ができました。

山内

誓

新型コロナ感染症が収束に向かって、以前の様に自由に活動でき
ますように。

壷内

和彦

新会員、小原亮太郎さん、藤田靖英さん、入会おめでとうござい
ます。心より歓迎いたします。また、先日、愛媛県から薬物乱用
防止啓発活動の取り組みで感謝状をいただきました。クラブ員み
なさんでいただいた表彰に感謝します。

井出

幸彦

本日は酒井ガバナーありがとうございます。藤田さん、小原さん、
おめでとうございます。

眞 酒井ガバナー、出席ありがとうございます！ 藤田さん、小原さ
んよろしくお願いします！ スムーズな例会進行に努めます！ す
みません…

渡辺

健三

片山

昭

酒井ガバナーご列席のもと、藤田ライオン、小原ライオン、ご入
会大歓迎であります。今後ともよろしくお願い致します。
藤田さん、小原さん、入会おめでとうございます。酒井ガバナー、
遠路よりご参加ありがとうございます。

令和２年 12月3日
矢野

令和２年 12月17日

第一例会

●

第二例会

良幸

年末、年始の仕入れが無事終わりました。

樫田

憲和

息子が車買い替えました。傷はいえて居りません。

篠宮

博幸

両親に安全装置付の車を買いました！ 交通安全に気を付けて
乗ってもらいたいです。今年もお世話になりました！！

今日、孫娘の小学校での持久走大会をみてきました。２年生女子
の部でなんと、30位となりました。ありがとうございました。

渡邉

眞

ようやく半分終わりました！ 後半もスムーズな会の進行に努め
て参ります！ よろしくお願いします。

眞 浩二さん、阿部さん、海原さん連続出席すばらしいです！ 私も
健康に留意して見習っていきたいです！

木村

弘宣

保健委員会です。今年もお世話になりました。来年もよろしくお
願いいたします。私はれっきとした日本人黄色人種です。
委員会報告のご清聴ありがとうございました。

光朗

田窪誠一郎
渡邉

●

髙橋

和弘

本宮

第二例会

●

先日、娘の通う学校で薬物乱用防止教室の講師をさせていただき
ました。家に帰ると娘から『ライオンズって○○の人も入れる
ん？』と笑ってしまいました。おそらく木村さんの事かと…
ライオンズ必携、常に携帯してご活用ください。

渡辺

健三

前回のお詫びと、50回、200回、そして600回に敬意を表します。

田中

秀彦

田中

秀彦

とり立てて表明する事柄もございませんが、ドネーションさせて
いただきます。

久保

樫田

憲和

今度は左目、メボできてしまいました。痛んでばっかりです。

智秀 シン・ワタナベにいただいたペール缶でロケットストーブをつく
ることができました。
（感謝！）
＋昨日、63歳になりました。父親
を超えました。

夏目

幹男

マイルストーン賞ありがとうございます。次、目標でがんばろう
と思っています。

大澤

宅也

もうすぐクリスマスなのでドネーションします。何故か、やたら
ともてて困っていますが、私は女房を裏切れません。

誕生祝。85才を迎えました。感謝いたします。

海原

泰治

みなさん今年１年何かとありがとうございました。来年は良い年
でありますように。早くコロナが収束しますように。

山内

誓

クラブメンバーの方々、2020年は大変お世話になりました。2021
年も、よろしくお願いいたします。

渡辺

健三

ありがとうございます。内緒の軽い入院でした。コロナではあり
ません。L．
白石、L．
阿部を見習ってドネーションさせていただ
きます。

夏目

幹男

12月16日、
昨日立てない、血圧200超で救急搬送されました。
「良性、
発作性めまい症」との診察で、もう帰っていいですよと言われた
けど、人生の終焉を見た気がしました。生還に
（^O^）

菅波

宏

篠宮

博幸 先日、久しぶりに孫に逢えました！ ３日間滞在して、最終日に
初めてハイハイをしました。世紀の瞬間に立ち会えて感激です！！

海原

泰治

連続例会出席50回なんとか達成しました。続けられる限りがんば
ります。

村瀬

牧男

12月２日、日本ユネスコ協会本部と四国地区の各ユネスコ協会会
長を結ぶ代表者会議が初めて、オンラインで開催されました。ま
さか、この歳でオンライン会議とは夢にも思っていませんでした
が、意外にスムーズにできました。

髙橋

良幸

山内

誓

阿部

国弘

白石

尊藤様、貴重な卓話ありがとうございました。

小笠原

連続出席表彰ありがとうございました。長男が再就職しました。
上場企業です。TOEIC（トーイック）の点数が920点だったそうで
す。すごいです。でも会社は継いでくれません。

井出

浩二 例会出席連続600回、入会して35年これからもみなさまの邪魔に
ならない様にしますのでよろしくお願いします。

小笠原
井出

15年… 何とかなってます？

斉
幸彦

10年たちました。子供も10才になりました。10年後は、どんな社
会になっているのでしょうか？
連続例会出席の方、マイルストーンシェブロン受賞の方
とうございます。

例 会 日
例 会 場
会
長
幹

事

おめで

計

2020年色々お世話になったメンバーのみな皆さんそしてテールツ
イスターに。脅迫めいたお願いメールが届きましたので！！

幸彦

みなさまのおかげで無事半年が過ぎようとしています。ありがと
うございました。

誕生日ドネーション
菅波

宏
（12/7）

久保

智秀
（12/16）
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