
「We Serve」「We Serve」

「命燃やして恋せよライオンズに」「命燃やして恋せよライオンズに」

「出来ることから真心こめてウィサーブ！」「出来ることから真心こめてウィサーブ！」

ダグラス X. アレキサンダー

国際会長テーマ

ダグラス X. アレキサンダー

国際会長テーマ

竹下 雅博

八幡浜ライオンズ会長スローガン

竹下 雅博

八幡浜ライオンズ会長スローガン
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336-A地区ガバナースローガン

蔵本 守雄
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新年明けましておめでとうございます。
二年続きのコロナ禍での新春になりましたが、まだまだ収まる兆しも

見せない未曾有の出来事で、ワクチン接種、感染対策等により一時期よ
り暮しやすくなったと思えば、また新しいオミクロン株の感染増大によ
り新しい年を迎える事となりました。
今年こそ、コロナウイルス感染症の終息を心より願うばかりです。

さて、今年は寅年です。昨年は、コロナウイルス問題に振り回された一
年でしたが、世の移り変わりの激しい時代ではありますが、虎のごとく
威風堂々と勇気をもって一歩一歩、歩み続けたいと思います。ですが、
私たちはライオンズクラブのメンバーで、そしていちライオンでありま
すから、虎より気高く、雄々しく誇りを持ち、一人ではできないことで
もメンバー全員で困難な時代に立ち向かっていきたいと思います。
皆様、どうぞよろしくお願いいたします。
最後に、皆様のご健康と実りある一年を心より願うばかりです。
本年もよろしくお願いいたします。

新年明けましておめでとうございます。
二年続きのコロナ禍での新春になりましたが、まだまだ収まる兆しも

見せない未曾有の出来事で、ワクチン接種、感染対策等により一時期よ
り暮しやすくなったと思えば、また新しいオミクロン株の感染増大によ
り新しい年を迎える事となりました。
今年こそ、コロナウイルス感染症の終息を心より願うばかりです。

さて、今年は寅年です。昨年は、コロナウイルス問題に振り回された一
年でしたが、世の移り変わりの激しい時代ではありますが、虎のごとく
威風堂々と勇気をもって一歩一歩、歩み続けたいと思います。ですが、
私たちはライオンズクラブのメンバーで、そしていちライオンでありま
すから、虎より気高く、雄々しく誇りを持ち、一人ではできないことで
もメンバー全員で困難な時代に立ち向かっていきたいと思います。
皆様、どうぞよろしくお願いいたします。
最後に、皆様のご健康と実りある一年を心より願うばかりです。
本年もよろしくお願いいたします。

八幡浜ライオンズクラブ会長 新年の挨拶八幡浜ライオンズクラブ会長 新年の挨拶

会長 竹下雅博会長 竹下雅博
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７月３１日に伊予市のウェルピア伊予において、地区ガバナー公式訪問が開催されました。
蔵本地区ガバナー、地区名誉顧問、地区キャビネット幹事・会計をはじめ、山本３リジョンチェ
アパーソン、ゾーンチェアパーソン、地区委員、各クラブ会長、幹事、会計等６０名の方々が
出席いたしました。
初めに、山本３リジョンチャアパーソンの開会宣言及び開会ゴング、蔵本地区ガバナーより、

運営と活動基本方針の説明があり、各地区委員長からは今年度の活動についてのお願いがあり
ました。次に各クラブの会長より、スローガンと方針、クラブの活動についての発表がなされ
ました。我が竹下会長の発表も本当に素晴らしいものでした。公式訪問には初めて参加させて
いただきましたが、普段お目にかかることができない地区役員の方々と直接お会いすることが
でき、大変嬉しく思いました。

７月３１日に伊予市のウェルピア伊予において、地区ガバナー公式訪問が開催されました。
蔵本地区ガバナー、地区名誉顧問、地区キャビネット幹事・会計をはじめ、山本３リジョンチェ
アパーソン、ゾーンチェアパーソン、地区委員、各クラブ会長、幹事、会計等６０名の方々が
出席いたしました。
初めに、山本３リジョンチャアパーソンの開会宣言及び開会ゴング、蔵本地区ガバナーより、

運営と活動基本方針の説明があり、各地区委員長からは今年度の活動についてのお願いがあり
ました。次に各クラブの会長より、スローガンと方針、クラブの活動についての発表がなされ
ました。我が竹下会長の発表も本当に素晴らしいものでした。公式訪問には初めて参加させて
いただきましたが、普段お目にかかることができない地区役員の方々と直接お会いすることが
でき、大変嬉しく思いました。

３Ｒ地区ガバナー公式訪問３Ｒ地区ガバナー公式訪問 幹事

新口 浦志

幹事

新口 浦志

2021年7月31日2021年7月31日

Ｒ１９７号線クリーン作戦Ｒ１９７号線クリーン作戦
環境保全委員長

石崎 久次

環境保全委員長

石崎 久次

７月より再びR １９７号線クリーン作戦が始まりました。最初の奉仕作業は雨により中止、
また９月には新型コロナ感染症の影響で中止とさせていただきました。その後は4回にわたりク
リーン作戦を実施しましたところ、数多くのクラブ会員の方々からのご参加をいただき、千丈
駅前付近は現在、大変綺麗に整備がなされております。また、今年度新しく購入していただい
た充電式草刈機ですが、とても軽量で使いやすく作業効率も上がりましたこともご報告致しま
す。
この奉仕作業は、クラブ結成５５周年記念行事として植樹を

しましたアベリアの花をこれからも守っていこうとするもので
あり、今後とも会員皆様多数のご参加のもと、継続して活動す
ることが何より大切です。新しい花が芽吹くのを楽しみにして、
ともに春の訪れを待ちたいものです。
“小学生の子供たちと大島で海岸清掃も行ってみたいと考え

ております”

７月より再びR １９７号線クリーン作戦が始まりました。最初の奉仕作業は雨により中止、
また９月には新型コロナ感染症の影響で中止とさせていただきました。その後は4回にわたりク
リーン作戦を実施しましたところ、数多くのクラブ会員の方々からのご参加をいただき、千丈
駅前付近は現在、大変綺麗に整備がなされております。また、今年度新しく購入していただい
た充電式草刈機ですが、とても軽量で使いやすく作業効率も上がりましたこともご報告致しま
す。
この奉仕作業は、クラブ結成５５周年記念行事として植樹を

しましたアベリアの花をこれからも守っていこうとするもので
あり、今後とも会員皆様多数のご参加のもと、継続して活動す
ることが何より大切です。新しい花が芽吹くのを楽しみにして、
ともに春の訪れを待ちたいものです。
“小学生の子供たちと大島で海岸清掃も行ってみたいと考え

ております”



TOPICSTOPICS

33

青少年・YCE委員会

後藤 庸介

青少年・YCE委員会

後藤 庸介

１０月１６日（土）８時半より、八幡浜南環境センターにおいて、９名の方に参加頂き、
エコキャップの回収作業を行いました。今年度の頭に、回収ボックスを一台新設しましたの
で、気持ちも新たに取り組むことができました。そして、松山まで毎回運搬をして下さって
いる石崎ライオン、本当にありがとうございます。
今回の回収キャップ数は２７２，０００個で、Ｈ２２年か

らの累計が９，７２９，３００個、ポリオワクチンにして
１２，４００人分となりました。この活動を通して、地域の
活性化にも貢献できたらと考えておりますので、今後の活動
もより積極的に取り組んでいきたいと思っております。

１０月１６日（土）８時半より、八幡浜南環境センターにおいて、９名の方に参加頂き、
エコキャップの回収作業を行いました。今年度の頭に、回収ボックスを一台新設しましたの
で、気持ちも新たに取り組むことができました。そして、松山まで毎回運搬をして下さって
いる石崎ライオン、本当にありがとうございます。
今回の回収キャップ数は２７２，０００個で、Ｈ２２年か

らの累計が９，７２９，３００個、ポリオワクチンにして
１２，４００人分となりました。この活動を通して、地域の
活性化にも貢献できたらと考えておりますので、今後の活動
もより積極的に取り組んでいきたいと思っております。

エコキャップ回収事業エコキャップ回収事業

2021年10月16日2021年10月16日

今年度の献血は１０月に市役所と、１１月に八幡浜高校で計２回の開催を考えていましたが、
新型コロナウィルスの影響により、八幡浜高校での献血は中止、１０月に市役所でのみ献血を
実施いたしました。
事前に聞いていた話では、近々に献血を行っているので来られる方が少ないと言われていま

したが、予想に反し、沢山の方に来て頂き、７５パック用意していた卵もあわやなくなる程の
勢いでした。結果７２名の方に受付をしていただき、４００ｍｌ採血６７名の方から採血する
事が出来ました。沢山の方にお越し頂き本当にありがとうございました。

今年度の献血は１０月に市役所と、１１月に八幡浜高校で計２回の開催を考えていましたが、
新型コロナウィルスの影響により、八幡浜高校での献血は中止、１０月に市役所でのみ献血を
実施いたしました。
事前に聞いていた話では、近々に献血を行っているので来られる方が少ないと言われていま

したが、予想に反し、沢山の方に来て頂き、７５パック用意していた卵もあわやなくなる程の
勢いでした。結果７２名の方に受付をしていただき、４００ｍｌ採血６７名の方から採血する
事が出来ました。沢山の方にお越し頂き本当にありがとうございました。

献血献血
市民奉仕委員長

大山 祐一郎

市民奉仕委員長

大山 祐一郎

2021年10月5日2021年10月5日



TOPICSTOPICS

44

今回のチャリティーバザーでは、新規の品物の回収は行わず、今まで
売れずに在庫として残っていたものを販売いたしました。品物には価格
を付けずに、お客様の心意気しだい、初めは皆
さん戸惑っていましたが、ライオンズメンバー
の素晴らしい営業トークに、品物を１つ、２つ
と購入していただき、最後には数点は残ったも

のの、それ以外は全て完売して終える事ができました。この収益金に
関しては、福祉施設等に寄付する予定となっています。ご協力いただ
きました皆様ありがとうございました。

今回のチャリティーバザーでは、新規の品物の回収は行わず、今まで
売れずに在庫として残っていたものを販売いたしました。品物には価格
を付けずに、お客様の心意気しだい、初めは皆
さん戸惑っていましたが、ライオンズメンバー
の素晴らしい営業トークに、品物を１つ、２つ
と購入していただき、最後には数点は残ったも

のの、それ以外は全て完売して終える事ができました。この収益金に
関しては、福祉施設等に寄付する予定となっています。ご協力いただ
きました皆様ありがとうございました。

ぼくは、日曜日お父さんや館長たちと大島に行った。

「ライオンズ」というグループの人たちと行った。家族会だったけ

れど子どもはぼくだけだった。まず大島のゴミをとった。たくさん

あってびっくりした。

お昼ごはんは大島テラスさんが用意してくれてたＢＢＱを食べた。

いせえびを食べた。ぼくは、あまりえびが好きではないけどだんりょ

くがあっておいしかった。サザエもでてきてすごくごうかだった。大

島は行ったことがなかったので知れてよかった。

ぼくは、日曜日お父さんや館長たちと大島に行った。

「ライオンズ」というグループの人たちと行った。家族会だったけ

れど子どもはぼくだけだった。まず大島のゴミをとった。たくさん

あってびっくりした。

お昼ごはんは大島テラスさんが用意してくれてたＢＢＱを食べた。

いせえびを食べた。ぼくは、あまりえびが好きではないけどだんりょ

くがあっておいしかった。サザエもでてきてすごくごうかだった。大

島は行ったことがなかったので知れてよかった。

家族会・大島清掃作業家族会・大島清掃作業
財務・計画副委員長 谷口 幸治

代筆：谷口 幸音くん（神山小６年）

財務・計画副委員長 谷口 幸治

代筆：谷口 幸音くん（神山小６年）

2021年11月8日2021年11月8日

八日市チャリティーバザー八日市チャリティーバザー
市民奉仕委員長

大山 祐一郎

市民奉仕委員長

大山 祐一郎

（先生より 以下講評 おー。すばらしいことをしました。先生はしおん君がうらやましいです。）（先生より 以下講評 おー。すばらしいことをしました。先生はしおん君がうらやましいです。）

2021年11月21日2021年11月21日
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2021年12月23日2021年12月23日

１２月２３日（木）１０時より、八幡浜少年ホームにおいて、記念品の贈呈式を行いました。
例年ですと、もちつき交流会と合わせて贈呈を行うのですが、コロナ禍ということもあり、二
年連続でもちつきは中止となり、記念品の贈呈のみとなりました。今回は、上田会長を始めと
する八幡浜みなとライオンズクラブの方との合同で式を行いました。また、八西CATVの撮影も
ありましたので、少し緊張の面持ちの竹下会長でしたが、見事な挨拶を行って頂きました。
八幡浜ライオンズクラブからは、少年ホームから要望がありました、デジタルビデオカメラ

と三脚セットを贈呈しました。コロナ禍で、様々な行事や行動に制限がかかる中、少しでも思
い出を残して頂きたいと思います。
竹下会長は、ライオンズクラブの中で一番楽しみにしている事業が、もちつき交流会という

ことを話していました。次年度こそはコロナも落ち着き、もちつきも行えることを願います。

１２月２３日（木）１０時より、八幡浜少年ホームにおいて、記念品の贈呈式を行いました。
例年ですと、もちつき交流会と合わせて贈呈を行うのですが、コロナ禍ということもあり、二
年連続でもちつきは中止となり、記念品の贈呈のみとなりました。今回は、上田会長を始めと
する八幡浜みなとライオンズクラブの方との合同で式を行いました。また、八西CATVの撮影も
ありましたので、少し緊張の面持ちの竹下会長でしたが、見事な挨拶を行って頂きました。
八幡浜ライオンズクラブからは、少年ホームから要望がありました、デジタルビデオカメラ

と三脚セットを贈呈しました。コロナ禍で、様々な行事や行動に制限がかかる中、少しでも思
い出を残して頂きたいと思います。
竹下会長は、ライオンズクラブの中で一番楽しみにしている事業が、もちつき交流会という

ことを話していました。次年度こそはコロナも落ち着き、もちつきも行えることを願います。

少年ホームへ「デジタルビデオカメラと三脚セット」贈呈少年ホームへ「デジタルビデオカメラと三脚セット」贈呈 青少年・YCE委員会

後藤 庸介

青少年・YCE委員会

後藤 庸介

１２月９日（木）例会終了後、８名の方に参加頂き、収集した古切手の枚数確認を行いま
した。一時間弱という短い時間でしたが、多くの方に参加頂きましたので、２４，７０７枚
を数えることができました。日頃から古切手を収集して下さっている近隣の皆様に感謝を申
し上げます。

１２月９日（木）例会終了後、８名の方に参加頂き、収集した古切手の枚数確認を行いま
した。一時間弱という短い時間でしたが、多くの方に参加頂きましたので、２４，７０７枚
を数えることができました。日頃から古切手を収集して下さっている近隣の皆様に感謝を申
し上げます。

青少年・YCE委員会

後藤 庸介

青少年・YCE委員会

後藤 庸介
古切手収集事業古切手収集事業

2021年12月9日2021年12月9日
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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
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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