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便利な世の中になり、その進化のスピードに着いていけない程です。行きたいところ
へはバーチャルリアリティで観光、車は自動運転、欲しいものはどこにいてもすぐ手に
入ります。便利さの一方で、核家族化や少子高齢化などがすすみ、地域の連帯感や人間
関係の希薄化が社会問題になっています。このような状況の中で、ライオンズクラブの
一員としての連帯感を持ちながら地域社会に役立つ活動を続けるというのはとても意義
深いことだと思います。会員の皆さま！これまでに培かわれた知識や経験を活かして、
豊かな社会を支えるために、お力をお貸しください。
よろしくお願いいたします。We serve!

第六十五代会長 國分美由紀
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へはバーチャルリアリティで観光、車は自動運転、欲しいものはどこにいてもすぐ手に
入ります。便利さの一方で、核家族化や少子高齢化などがすすみ、地域の連帯感や人間
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八幡浜ライオンズクラブ会長メッセージ八幡浜ライオンズクラブ会長メッセージ
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７月１３日（土）７時より、Ｒ１９７号線でのクリーン作戦
を行いました。当日は１２名のライオンにご参加いただきまし
た。歩道と道路沿いは、草、ペットボトル等が多く、暑い中の
作業が大変で、思った以上に時間もかかりましたが、皆様のお
蔭で綺麗になりました。
ご協力有難うございました。
また、７月１５日（祝・月）海の日の９時より、第１７回諏

訪崎ビーチクリーン作戦が開催されました。この日は、９名のライオンに参加いただき、全体
では過去最高の参加者でした。今年は元ライオンメンバーの岩田さん（Ocean）が事前に船を使っ
て大きなゴミ（木材等）の撤去をしており、細かいゴミのみの作業を行いました。非常に綺麗
になったビーチを見渡し、感無量の気持ちでいっぱいになりました。有難うございました。
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今年度も当クラブは、ペットボトルのキャップを回収して、
世界の子どもたちにワクチンを届ける活動をしています。そ
れに伴い、８月１０日（土）クリーン作戦の後、８時３０分
より双岩の環境センターにおいて、「エコキャップ計量・積
み込み作業」を行いました。今年度、新体制になって初めて
の活動です。
「Mr.エコキャップ」を目指す私にとって、今後を占う大

変重要なイベントであり、また、愛媛新聞の取材に加え、
１１月に広島県で開催予定の「オセアル・フォーラム」の「クラブアクティビティ」報告用の
写真も撮影しましたので、とても思い出深い活動になりました。
この日はお忙しい中、１０人のライオンにお集まりいただきました。今回の受入量は７５０

kgで、約３０万個のエコキャップを回収することが出来ま
した。寄附金額は３，７５０円となり、ポリオワクチンに
して１８７人分となります。そして、平成２２年度からの
累計戸数は７９５万１，１００個でワクチン累計は
１１，２８８人分になりました。
なお、この事業は、所属委員会以外のクラブメンバーに

も回収にご協力をいただき、実施しています。特に、松山
市への運搬につきましては、毎回、石崎Ｌに大変ご迷惑を
おかけしていますが、本年度もよろしくお願い致します。
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最初 品物の集まりが悪くどうしようかな？と思い
ましたが、値付けまでには何とか集まり、ほっとしま
した。
当日は小雨で人出が少なく心配しましたが、今回は

國分会長の発案でマーマレードを作り、当日販売する
事になりました。材料から容器の準備、作り方の指導
等々、大変お世話になりご好意に感謝、感謝です。お
蔭で売上は、￥７６，０８０円となりました。
当日、お手伝いも１２名参加していただき無事終了

しました。皆様ご協力有難うございました。
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１０月１日バザー出品用マーマーレード作り
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今年も毎年恒例となっている神山地区観月会に参加してきました。
満月とはいきませんでしたが、きれいな半月を眺めながら、ようやく涼しくなった夜に芋炊

きやバーベキュー、美味しいお酒を飲みながら、メンバーみんなと楽しい時間を過ごす事が出
来ました
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観月会観月会
財務・計画委員長

大山 祐一郎

財務・計画委員長

大山 祐一郎

市民奉仕委員長

松本 昭子
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１０月１０日（木）五反田の鯨橋周辺の清掃を行いました。道路から見ると目立たないゴミ
があり、川沿いにはビニール袋、ペットボトル等が多く、生活用品などが不法投棄されていま
した。メンバー皆で手分けして、沢山のゴミを拾いました。今年は事前に草刈りをしてもらっ
ていたのと、ライオンズ会員の木下さんが日頃からゴミを拾って頂いていたお蔭で効率よく作
業が進みました。有難うございます。参加者の皆様ご苦労様でした。
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３Ｒ―２Ｚ メロディーライン カズラ切り奉仕作業３Ｒ―２Ｚ メロディーライン カズラ切り奉仕作業
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１０月１２日（土）７時３０分より、２ゾーンの５クラブが保内町宮内検問所に集合し、西
村２ゾーンチェアパーソンの挨拶の後、担当エリアに分かれて作業を始めました。
当クラブの参加数は７名でした。国道沿いの桜の木に、沢山のカズラが絡まっており、汗だ

くになりながら、メンバーで協力しあい作業を行いました。今年は台風の影響で 暴風波浪警
報の中での作業でしたが、怪我も無く無事作業を終える事が出来ました。
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くになりながら、メンバーで協力しあい作業を行いました。今年は台風の影響で 暴風波浪警
報の中での作業でしたが、怪我も無く無事作業を終える事が出来ました。
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情報PR委員会では、初の試みとしまして、勉強会を行いました。八幡浜史談会の副会長であ
ります井上憲久様を講師としてお招きし、八幡浜の歴史について1時間講演を行って頂きました。
江戸時代から明治にかけて行われた八幡浜の埋め立てをメインに、裏話も交えたお話で、大変
ためになる講演会となりました。
初の事業でしたが、参加者も20名を超えており、とてもやりがいがありました。機会があれ

ば、第二回勉強会を行いたいと思います。
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今年から初めて行われる保内LCさんとの合同例会が浜味館あたごさんで行われました。
今年の主管は八幡浜ライオンズという事で、アトラクションに愛媛のお酒を集めた利き酒を

行いました。あまりの難しさに不正解続出・・・そのおかげで沢山のファインが集まり、また
メンバー同士の親睦も深まりました。

今年から初めて行われる保内LCさんとの合同例会が浜味館あたごさんで行われました。
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保内ＬＣ合同例会保内ＬＣ合同例会
財務・計画委員長

大山 祐一郎
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大山 祐一郎

情報PR委員長

後藤 庸介

情報PR委員長

後藤 庸介

（令和元年 10月17日）（令和元年 10月17日）

（令和元年 10月24日）（令和元年 10月24日）
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会報№217 スポンサーリスト会報№217 スポンサーリスト
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例 会 第二、第四木曜日 １２:１５～
会 場 八幡浜商工会館５Ｆ大ホール
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住 所 八幡浜市北浜１-３-２５ 八幡浜商工会館４Ｆ
TEL 0894-24-3304 ／FAX 0894-24-3314
メールアドレス ya.lions@hyper.ocn.ne.jp

ホームページ http://www.yawatahama-lions-club.jp/

発行 八幡浜ライオンズクラブ
企画・編集 情報ＰＲ委員会

例 会 第二、第四木曜日 １２:１５～
会 場 八幡浜商工会館５Ｆ大ホール
事務局 月～金 ９:００～１７:００
住 所 八幡浜市北浜１-３-２５ 八幡浜商工会館４Ｆ
TEL 0894-24-3304 ／FAX 0894-24-3314
メールアドレス ya.lions@hyper.ocn.ne.jp

ホームページ http://www.yawatahama-lions-club.jp/


