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世界中に猛威を振るっているコロナウイルス。感染を防ぐために世界中で日
本各地で対策が執られています。人々に不安と恐怖を与えているコロナウイル
スですが、その一方で、オンライン会議やオンラインセミナー、テレワーク、
時間差出勤など、働き方改革が一気に進み、出張の在り方、会議やセミナーの
開催方法など多方面にわたり、私たちの固定概念を外すきっかけとなりました。
とはいえ、安心して日常生活がおくれるようになるにはもう少し先のようです。
不安な日々が続きますが、素敵な言葉に出会いました。
『日本語はあしたという言葉を“明るい日”と書くんです。あしたが明るい日に
なるかどうかなんて、誰にもわかりません。雨が降って日が差さないかもしれ
ない。雲に隠れて月だって出ないかもしれない。でも、「明日は明るい日だ」
と、昔の日本人は決めたんです。』（「あっ！命の授業」ゴルゴ松本 著）
明日を信じて、明日を明るい日にするために、今日を精いっぱい生きたいもの
です。

第六十五代会長 國分美由紀
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第六十五代会長 國分美由紀

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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１１月６日（土）７時より、王子の森公園ＳＬ広場でクリー
ン作戦を行いました。当クラブが実施する清掃場所としては初
めてとなります。この日は風が強く、また早朝は大変冷え込ん
でおり、厳しい条件ではありましたが、１０名のライオンに参
加いただきました。木下さんにパネル等でＳＬの歴史、物語を
話して頂き、この八幡浜にあるのが奇跡と思いました。ＳＬの
中には砂、ゴミ等たくさんあり、八幡浜の宝を大事にしなけれ
ばならないと思いました。

１月１１日（土）７時より、第２回目となります王子の
森公園ＳＬ広場でクリーン作戦を行いました。この日は１
１名のライオンに参加いただきました。１１月に行ってい
る事もあり、綺麗でしたが、ＳＬを磨いたり、プレート運
転席を清掃しました。八幡浜ライオンズクラブの看板も改
修し、１１月、１月とＳＬ広場の清掃ができ良かったと思
います。ご参加いただきました皆様有難うございました。
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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クリーン作戦 王子の森公園 ＳＬの清掃
（八幡浜ライオンズクラブ ＳＬ寄贈 昭和51年ライオンズ号）

クリーン作戦 王子の森公園 ＳＬの清掃
（八幡浜ライオンズクラブ ＳＬ寄贈 昭和51年ライオンズ号）

１１月１７日（日）第３９回浜っ子ふれあい広場（ミニ運
動会）が市民スポーツセンターで９時３０分より開催されま
した。当クラブから１０名が各競技に参加いたしました。４
組に分かれて競争するのですが、どの種目もなかなか思うよ
うにはいかず、“笑い 笑い”の楽しいひとときでした。
特に印象に残っているのが、スイカ割り競争です。紙ふう

せんをスイカに見立て、目隠しをしてテーブルの前にいる人
の誘導で棒に見立てた軽い筒で、スイカ？ 目がけて割るので

すが、なかなか思うようにいきません。國分会長が見事命中して大歓声でした。
障害者と健常者がふれあい、和気あいあいで楽しく有意義な一日で

した。次回も参加したいと思います。ご参加の皆様ご協力ありがとう
ございました。
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第３９回 浜っ子ふれあい広場
（障害者と健常者のミニ運動会）

第３９回 浜っ子ふれあい広場
（障害者と健常者のミニ運動会）

市民奉仕委員長

松本 昭子

市民奉仕委員長

松本 昭子

環境保全委員長

新口 浦志

環境保全委員長

新口 浦志



TOPICSTOPICS

33

１２月６日（金）に恒例の「ふれあいもちつき交流会」が、王子共同作業所にて開催されま
した。例年、寒いもちつき大会でしたが、今年は綺麗に晴れわたる晴天でした。開会に先立ち
我がＬＣメンバーでもある、大城市長と作業所の代表者との、もちつき始めを行い、参加者全
員で、大小様々なクラッカーを鳴らし、もちつき大会が始まりました。我々八幡浜ＬＣメンバー
は、５名が参加しました。毎年参加していても童心に帰り、交流を深め、人と人のあり方を考
える良い会でした。そして、皆で協力しあう喜びを味わえた一日だったと思います。

１２月６日（金）に恒例の「ふれあいもちつき交流会」が、王子共同作業所にて開催されま
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１２月２２日（日）１３時３０分より、八幡浜少年ホームにおいて、「第１４回もちつき交
流会」を開催しました。
生憎の雨模様となりましたが、当クラブから１０人が参加、子どもたちから要望のあったポー

タブルステレオCDシステム1台を、國分会長より贈呈した後、餅つきをスタートしました。
近年、餅つきを機械でつく家庭が増えてくる中、杵と臼をつかっての餅つきは珍しく、参加者
の皆さんはとても気合が合っていました。日頃、運動をされていない方は間違いなく筋肉痛に
なりますが、少年ホームの子どもたちの笑顔の中、一緒につくったお餅は格別で、ついつい食
べ過ぎてしまう場面も。

最後は、竹下幹事が３日前から考えていたであろう渾身の閉会挨拶で幕を閉じましたが、子
どもたちの成長も感じることができ、とても楽しく、美味しいお餅で、お腹いっぱい、幸せいっ
ぱいになる交流会でした。

１２月２２日（日）１３時３０分より、八幡浜少年ホームにおいて、「第１４回もちつき交
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青少年奉仕・ＹＣＥ委員長

高橋 時英

青少年奉仕・ＹＣＥ委員長

高橋 時英
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１月１１日（土）クリーン作戦終了後、８時３０分から、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。寒い中でしたが、１２人のメンバーにご
協力いただきました。
今回の受入量は、約２８４，０００個、７１０㎏、寄附金額は３，５５０円で、ポリオワク

チンに換算すると１７７人分になります。お陰様で、平成２２年（２０１０年）からの累計で
約７，９８１，３００個、１１，４６６人分のポリオワクチンを寄付したことになります。
この事業は、委員会以外のクラブメンバーにも回収等の協力をいただかないと実施出来ない事
業です。皆さまにはご面倒をかけますが、今後とも宜しくお願いします。
なお、松山まで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おります。

ありがとうございます。

１月１１日（土）クリーン作戦終了後、８時３０分から、双岩の環境センターにおいて、
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協力いただきました。
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ありがとうございます。

第２回エコキャップ計量・積み込み作業 報告第２回エコキャップ計量・積み込み作業 報告
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高橋 時英
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１月２３日（木）例会終了後、商工会議所大ホールにおいて、第１回古切手枚数確認作業を
行いました。昨年度までは市民奉仕委員会の事業でしたが、今年度から青少年奉仕・YCE委員
会の事業となります。
多くのメンバーが集まる例会終了後という好条件下での開催となりましたが、８人のメンバー

しか集まらず、課題の残るスタートとなりました。
学校・公民館で収集したものを中心に枚数確認を行いましたが、やはり人数の少なさは否め

ず、1時間弱で指紋が無くなり、体力の限界、気力も無くなり、終了することに。後日、事務局
の源さんの協力も仰ぎながら、なんとか第1回は１２，５８４枚の古切手枚数の確認を行うこと
が出来ました。
まだ、ライオンズ事務局で収集した古切手の枚数確認作業が残っていますので、後日作業を行
う際は、皆さまのご協力を宜しくお願いします。
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まだ、ライオンズ事務局で収集した古切手の枚数確認作業が残っていますので、後日作業を行
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青少年奉仕・ＹＣＥ委員長
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高橋 時英
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２月８日に、姉妹提携クラブであります「丸亀京極ライオンズクラブ」、「京都やわたライ
オンズクラブ」の方々をお招きしまして、新町にあります「食造り 拓味」さんにて、毎年恒
例となっております「ふぐ交流会」を行いました。
毎年この時期になると、八幡浜でふぐを食べるというのを心待ちにしている方も多く、多数

の方に参加して頂きました。美味なふぐ料理や、ひれ酒に舌鼓を打ちながら、３クラブの交流
を楽しめました。２次会、３次会と八幡浜の街を堪能して頂きました。
「また来年も来るのでよろしく！」この言葉が一番嬉しい言葉です。また八幡浜に是非お越

し下さい。

２月８日に、姉妹提携クラブであります「丸亀京極ライオンズクラブ」、「京都やわたライ
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し下さい。

姉妹提携３クラブ ふぐ交流会姉妹提携３クラブ ふぐ交流会

２月１５日７時より、愛宕山偉人石碑でクリーン作戦を行いました。当クラブが実施する偉
人石碑清掃場所としては、今年初めてとなります。この日は頌徳碑の雑草、枯れ木が多く、思っ
た以上に時間がかかりました。その為、他の浦中友治郎石碑、佐々木長治銅像、横綱前田山石
碑、魚本義若石碑、上甲米太郎石碑、高橋英吉銅像、殉職消防団員慰霊碑は次回以降計画して
います。この日は１１名参加いただき、早朝の肌寒い中有難うございました。
なお、３月１４日（土）は、雨天の為中止となりました。
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情報PR委員長

後藤 庸介



66

会報№218 スポンサーリスト会報№218 スポンサーリスト



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/
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