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　７月２０日、小学校終業式の日、青少年委員会古川
委員長の企画により、ありがとう葉書を角野小学校に贈
呈致しました。
　これは、普段はなかなか口に出しては言えない感謝
の気持ちを文字によって伝え合う事により、子供と先生
の信頼関係をより強いものにしていく事を期待したも
のです。
　さて、５年後１５%、１０年後１０%、３０年後２％
この数字わかりますか？
設立された会社の存続率だそうです。
    そして、５０年後は0.7%、１００年後は0.03%だそう
です。
　ちなみに、我がクラブにも大正時代創業の会社もあ
りますが、500 年存続する会社があると思いますか？

あるのです。
　それは和菓子の老舗・虎屋です。
室町時代から今日まで、５００年に渡り営業を行ってい
るのです。
　信じられないようなこの虎屋社長の黒川光博氏は、
その秘訣を次の様に語っています。
「変えるものと変えてはいけないものをはっきりさせて
きた事が５００年続いてきた大きな要因だと思いま
す。」
　それは、伝統の味なのでしょうか？
「生活が変われば、味覚は変化するもので、味は変えて
しかるべきです。」
意外です。
　では、変えてはいけないものは何でしょうか？
「お客様への感謝の心です。」
そうなのです。
やっぱり「ありがとう」なんですね。

　　　　　　　7月 21日　愛媛新聞社提供
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新会員紹介

　「ありがとう葉書」とは小学校３年生
と４年生を対象に美しい日本の言葉
「ありがとう」をテーマとしたメッセージ
を生徒から担任の先生に暑中ハガキ
を利用して夏休み期間中に差出し、
メッセージを受け取った先生が、生徒
に対するありがとうの気持ちを暑中ハ

ガキを利用して返事を差出していただくことにより「あり
がとう」のメッセージのキャッチボールをしていただこう
という企画です。
　本企画は四国のライオンズクラ

ブ 独自の施策であり昨年
の平成２２年度は四国内で１４，４６１人の小学生が「あり
がとう」のキャッチボールを行いました。
　効果としては子供達の創造力の育成や先生と生徒の
絆など有効な施策と思います。
　新居浜ライオンズクラブでの本施策での活動は今年
で４回目となります。今年度私は青少年委員会にて活動
させていただく事になりまして委員会の最初の活動とし
て取り組む「ありがとう葉書」の準備を古川委員長と共同
で行わせていただきました。
　古川委員長と共に角野小学校の校長先生にお会いし
てご挨拶と打ち合わせを行いメディア取材の依頼を快く
お受けいただきました。３年生と４年生で生徒と先生分
の葉書を４３０枚手配し葉書に当クラブにて、新居浜ライ

オンズクラ
ブ のマークを印刷しハガキの準備は完了。新居浜

ライオンズクラ
ブ の活動を世間に知っていただくためにケー

ブルテレビ及び愛媛新聞へ取材のお願いもし準備完了。
　「ありがとう葉書」授与式を行う前日に台風が来て段取
りがどうなるか？と心配しましたが予定通り７月２０日に
少し時間をずらして無事に授与式を行うことが出来まし
た。後は夏休みが終わった９月に各クラスで先生が良い
と思う葉書を提出いただいて当クラブの会報誌に掲載し
生徒さんへはお礼の賞をお出しする予定です。とりあえ
ずは第一段階終了というところで一安心です。

「ありがとう葉書」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青少年委員会  理  事　福　山　　宏

  　　　　　　　　 
  さ      え  き       す み      お氏　　名　佐  伯    澄  男　　 

生年月日　昭和４５年４月１０日
スポンサー　加 藤  久 博
所　　属　計画財務委員会
住　　所　新居浜市郷１丁目３－４７
　　　　　ＴＥＬ（０８９７）４７－２００８
勤  務  先　㈲マーベラス不動産

勤務先住所　新居浜市坂井町２－２－２３
勤務先ＴＥＬ　（０８９７）３１－３５０５
勤務先ＦＡＸ　 （０８９７）３１－３５２２
役　　職　代表取締役
趣　　味　野球・ゴルフ

　この度は、伝統と歴史ある新居浜ライオンズクラブに入
会させていただき、ありがとうございます。
　昨年、新居浜青年会議所を卒業し、青年会議所の先輩
方々から、その頃より熱心にお誘いいただき、入会させて
いただきました。
　メンバーの一員になったからには、少しでもお役に立て
るよう積極的に活動に参加して参ります。また、ゴルフ部
会・つれづれの会にも入会させていただく予定です。まだ
まだ若輩者ですので、諸先輩方のご指導、ご 撻の程、宜
しくお願い致します。

入  会  式　7 月第 2 例会
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助け合う心と絆

この度、青少年委員長をさせて頂く
ことになりました古川貴章です。
　初めての青少年委員会なので、戸惑
いと不安（×２）と期待の中ですがよ
ろしくお願い致しま
す。

事業内容といたしましては、大竹会
長の基本方針に沿って進めてまいりた
いと思います。
　まず、平和ポスターの実施、主催：ラ
イオンズクラブ国際協会（２０１１年～
２０１２年度）コンテストのテーマは「子
どもたちは平和を知っている」
　一人ずつの子どもを通して世界に平
和をです。　コンテスト対象は、２０１１
年１１月１５日現在１１歳、１２歳、１３
歳の子供が参加できます。
　国際大賞受賞者には、ＵＳ＄５,０００
（又は自国通貨での相当額）の賞金と

アワードが贈られます。また、「国連ライオンズ・デー」の
贈呈式に家族２人（１人は保護者）が無料招待されま
す。２３名の優秀賞受賞者にはそれぞれＵＳ＄５００（又
は自国通貨での相当額）の賞金と表彰状が贈られます。

クラブとしては委員会で検討したいと
思います。
　新居浜ライオンズクラ

ブ として、市内小
学校１校ないし２校お願いをして行
きたいと思っています。
　また、継続事業と致しまして、ありが
とう葉書、福山理事の指導のもと進め
てまいります。

　第２２回新居浜市中学生英語スピーチコンテスト（主
催）新居浜ライオンズクラブ・新居浜市教育委員会にて
行います。　今年の開催日は、９月２９日（木）です。市内
全中学校対象、スピーカー（弁論者）１１名にて行う予定
です。

　えひめ学園との交流を予定しています。交流の内容に
ついては、委員会にて検討して行きたいと思います。

　本年度、スタートからすぐ
に、いろいろな事業が始ま
る忙しい委員会だと思いま
す。正直、事業内容をすべて
は把握していませんが、福
山理事、金谷副委員長、新
田前委員長はじめ委員会の皆さんに助けて頂きまして、
がんばって行きたいと思います。
　クラブ会員皆さまの、ご指導ご協力を頂きながら一つ
ひとつの事業を笑顔あふれる事業にして行きたいと思っ
ています。
事業を通じて理解を深め、一年間頑張ってまいりま

す。どうぞよろしくお願い致します。

ありがとう葉書（角野小 h22 贈呈）

笑 顔 あ ふ れ る 事 業 を
                                                       　　　　　　　　　　　　　青少年委員長　古　川　貴　章

事業委員会　委員長就任ご挨拶

平和ポスター
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　タイトルにいきなり「えらいこっちゃ」
と記させて頂きました。と言うのも、私
がライオンズに入会したのが２００８年
の７月。つまり会員歴は僅か３年とい
うことであります。この３年の間にメン
バーの皆さんの献身的な活動を目の

当たりにして、感服させられてきました。そして、つい最近
まで門外漢であった私にすればこのクラブでの「道徳綱
領」は極めて難解でありました。それを徐々にではありま
すが、先輩会員との会話や実際に行事などに参加しつ
つ、頭の中で整理し、理解しながらの３年間が経過して
きました。
少なからず皆さんにも経験はお有りになると思います

が、たちまち「ドネーション」「ファイン」「リジョン」「アク
ティビティー」「メイクアップ」など等数え上げればきりが

有りません。
そんなヨチヨチ歩きの私に今回、大竹会長から保健

福祉委員長の任に就いて頂きたいとの要請がありまし
た。タイトルにいきなり「えらいこっちゃ」と記さなければ
ならない程の未熟な私にそんな大役をこなすことができ
るなどということは到底考えられず、一度は固辞させて頂
きましたが、熱心なお誘いについには観念し、お受けす
ることに相成った次第です。
さてさて、慣れない「道徳綱領」を表現するならば、こ

の保健福祉委員会の一大アクティビティーは献血、献眼
ということに集約できるのかもしれません。　去る６月
18日に開催された次期クラブ LT、TT、計画委員長、次

期クラブ委員長スクールで学ばせて頂いたにわか仕込
みの知識で、この献血について少し披露させて頂きます
と、それまでは売血などが常態化し、営利目的だったり、
しかも品質が悪く肝炎や感染症が問題になったりしたこ
となどを受け、今日のようになったそうです。つまり我が
国では１９６４年に閣議で「輸血用血液は献血によっての
み確保すること」が決定され、その業務を日本赤十字社
に委託することになったそうです。
　愛媛ではというと平成３年には108,000人をピークに
減り続け 21年度は 63,000人にまで減りました。その中
身も実人数は38,000人だそうです。決定的な問題として
最も献血に適した 10 歳代、20 歳代の若者の献血が少
なく、やはり全体的には血液の量が少ないということだ
そうです。
　それでもこの間のライオンズクラブの貢献があったか
らこそなんとか愛媛では献血の命脈を保っていると言え
ると思います。もしも、もしもライオンズの活動がなけれ
ば愛媛における献血活動は惨憺たる状況に立ち至って
いることは想像に難くありません。
それだけに新居浜ライオンズクラブの献血という分野

での貢献は極めて重要であると言えます。そこで、新居浜

ライオンズクラ
ブ ではこの年度に３回の献血活動を展開する

ことを決定させて頂きました。お陰でこの間の新居浜ライ
オンズの活動の実績の中で、「ライオンズの献血には協
力をする」という「ファン」も少なからずおられるとのこと。
ライオンズの献血を待っておられる方々のためにもまた
新たな献血者の開拓をする上でも正に重要なアクティビ
ティーというわけであります。
そんな重責の一端を担うだけに冒頭の「えらいこっ

ちゃ」になった次第です。皆さんのご協力を心からお願い
し、挨拶に代えたいと思います。

えらいこっちゃ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保健福祉委員長　石　川　　稔

えらいこっ ゃちらら
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助け合う心と絆

ご協力お願いします
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　環境保全委員長　高　橋　在　錫

ご協力お願いします

今年度、環境保全委員長を務めさ
せていただくことになりました。
そこで、何か新しい取り組みはで

きないものかなあと、 少し気になり
だし頭を今いろいろとひねっている
ところです。この度の東日本の大震
災を機に、環境問題が大きく話題に

なっています。
それを思うとこの新居浜という地が今とても住み

やすい所だと実感します。 たとえば清掃と言いまし

ても、 ほとんどが普通に生活できている中での話で
す。汗をかいても凍えても次の瞬間は快適な場所が
待っています。
 そんなことを考えると、 今後の奉仕作業も今まで

の二割増、三割増いえいえもっと大きな力が出せそう
じゃありませんか。
今期は釣りとライオンズの両立なんぞとは言いま

せんよ。釣りと畑とライオンズ・・・増えました。
大忙しですが任務を全うできるよう精一杯頑張り

ますので、 どうぞ皆さんご協力をお願い致します。

愛リバー・愛ロード清掃奉仕　h23.7.31

　今年で２５回目の新居浜市民一斉清掃が７月３１日
（日曜日）にあり、我がクラプも３２名が参加しました。
朝から曇りがちで少しは涼しく快適に作集でできそう
かと思いましたが、もう十分に汗をかかせてもらいま
した。
　今回は北中学校の西側、県道新居浜港線の歩道部分
約２００メートルの範囲でした。
　二台の草刈り機はフル稼働し、細かい手作業も休む
ことなく、なかなか手応えのある清掃奉仕でした。參加
者全員がたっぶりと汗をかきました。
　回収のトラックに積まれた雑草とゴミの量にみなさ
んたまげました。 おかげきまで見違えるほど綺麗にな
りました。
　少しの間かもしれませんがユアーズへ続くこの道を
通る時には、皆様今日の清掃奉仕を思い出して笑みを
浮かべるのではないでしょうか。それから、新たにス

　市民一斉清掃　ご苦労様でした　　高 橋  在 錫
チール製の立派な物置が設置され、事務局の道具など
を運び入れ、きれいに片付きました。
参加したのはＬ有富、Ｌ石川敏、Ｌ宇野、Ｌ大竹、Ｌ岡
田、Ｌ加藤、Ｌ金谷、Ｌ川嶋、Ｌ久保田、Ｌ熊本、Ｌ近藤充、
Ｌ近藤盛、Ｌ佐伯、Ｌ塩見、Ｌ白石、Ｌ鈴木雅、Ｌ高橋在、Ｌ
高橋守、Ｌ田村、Ｌ土岐敏、Ｌ中村、Ｌ永易、Ｌ林、Ｌ東田、
Ｌ福山、Ｌ藤縄、Ｌ真木、Ｌ増田、Ｌ真鍋、Ｌ山口、Ｌ山
下、白石康

市民 斉清掃　ご苦労様でした　 高 橋  在 錫
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大竹会長より出席大会委員長に任
命されました神野です。
今期の会長方針は出席率の向上と

メークアップ後１００％が目標です。
会員には権利と義務があり、義務の
一番目に例会出席があります。

　 しかし仕事等の都合でどうしても例会出席できな
い場合、出席メークアップ規則があり例会の前後それ
ぞれ１３日間以内に他クラブの例会出席、所属クラブ
の理事会・常設委員会・アクティビティへの出席等
で例会出席したものとみなされます。
　又、国際大会・東洋東南アジアフォーラム・複合地

区・地区大会への出席も同様です。ぜひ活用してほし
いと思います。
前期はここ数年最多の１００％純出席者が１５名お

り、出席率の向上に寄与しました。今期もぜひたくさ
んの１００％純出席者が出るように会員皆様のご協力
よろしくお願い致します。 又各委員会、委員長にお願
いなのですが、 例会欠席した委員の人にメークアッ
プを何で取るか、 ご指導お願いします。
　最後に来年、４月１５日（日曜日）松山での第 58 回
地区年次大会（ひめぎんホール）も多くの会員の皆様
が出席するよう積極的に勧誘したいと思っておりま
す。

第 57回地区年次大会（四国中央市）

メークアップ後１００％目標
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出席大会委員長　神　野　雄　太

運営委員会　委員長就任ご挨拶

　今期、大竹会長のもと、会員会則委
員長を拝命いたしました。
　大竹会長は我がクラブ初の４０歳代
の会長です。若さと英知を兼ね備えた
大竹会長は必ずや我が新居浜ライオ
ンズクラブを更に飛躍、発展していた

だけるものと確信しています。
　ガバナー運営活動方針に基づき重点活動目標が示さ
れました。
①　最重要項目とし
て「会員維持」
②　クラブ増員目標
「純増 1 名以上」
③　例会純出席率の
目標「８０％以上」
タイトルにも掲げまし

たが、やはり会
員増強が一番の
目標だと私は思
います。
　会員皆様も耳
にタコができて
いると思いますが、今期は皆様と一緒に具体的な課題
に取り組み、その任務を果たしたいと思っています。
皆様の熱いご協力、ご支援をお願いいたします。

クラブの原点は「ウィ・サーブ」
会員増強ガンバロー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会員会則委員長　岡　田　賢　治

古川・伊藤・藤田さん入会式草田さん入会式

次期委員長スクール
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　他クラブでは、 居酒屋での居酒屋例会や、 奥様方の
ご理解を得る意味で同伴例会などをしているところもあ
るようですが・・・ 
　とにかくはじめての経験なので、 いままでの例会や夜
間例会、 家族会などを参考にしながら、 ひとつでも目新
しいことが取り入れられるよう委員会メンバーの協力の
もと、 取り組んでいきたいと思いますのでよろしくお願い
いたします。

　委員会の大きな仕事は二つです。
会報誌を毎月発行すること。
　あと一つはクラブのホームページ
（ＨＰ）を運営することです。
　ＨＰは「ねっとの会」により２００１年
に開設され、すでに１０年になりまし

た。関係者のこれまでの取り組みに敬意を表し、今期は
ＩＴ委員会活動としての認識を新たにしてＨＰを通して
社会に発信してゆきます。
　会報誌を７月号から委員会で編集、デザイン、印刷ま
ですべてを挑戦しています。事務局のカラーコピー機の
有効利用、その他機材も新規に準備が必要ですが今ま
でのページと違った感じの会報誌で読んでもらいたいと
思っています。
　いろいろとご意見、感想をお聞かせください。次号に
反映させていきたいと思っています。
　従来の会報誌の役割の一つに記録を残す（議事録）と
ゆう面もあったと思います。大切な運営上の記録は別の
形で事務局に保管するシステムでカバーでき、会報誌へ

「会報誌とホームページ（ＨＰ）」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＰＲ広報ＩＴ委員長　近　藤　盛　文

の重複を避けスペース削減も検討したいと思います。
「他のクラブの会報誌やＨＰはどんなんだろうか？」「どん
なアクティビティーをしているのだろうか？」これらの疑問
にこたえてくれるのはＨＰの「ライオンズリンク」のボタン
を押しますと、各地区のクラブの活動を知ることが出来
ます。
　この度の東北震災の支援活動の報告など、その受け
止め方により対応はそれぞれあるのでしょうが、全国の
ライオンズの支援活動の実績はこのＨＰで詳細を知るこ
とが出来ます。
　東北は３３２地区です。支援活動を注目し私たちも出
来ることから参加したいものです。
　会報誌とＨＰで活動報告をタイムリーに掲載してゆき
たい。参加している会員の姿が見えるようなそんなペー
ジにしたい。
　理事会、例会、アクティビティー、地区主催の行事、会
員の近況報告などを発信します。
　よろしくご愛読ください。
　ＵＲＬ http://homepage3.nifty.com/ni-lions/

　大竹会長から委員長をお願いした
いと連絡をいただき、 断れないのがラ
イオンズクラ

ブ のルールと言う言葉を以
前、 誰かに言われたことが頭をよぎり
ました。
　引き受けたものの何をしたらいいの

か、 何もわからないまま６月１９日２Ｒ・次期クラブ委員
長スクールに参加しました。計画委員長分科会の中で講
師Ｌ村上省三（東予）、助言者Ｌ阿部眞治（今治）の説明
や出席された他のクラブの事例の紹介などを聞かせて
いただき参考になるヒントが多くあり、たいへん勉強に
なりました。
　計画・財務と
は楽しい例会づ
くりと言うことを
言われていまし
た。ひとりでも多
くのメンバーに
出席してもらえる
例会、 また、 たく
さんのこ家族に参加してもらえる家族会など。　

計画・財務委員会とは何ぞや？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計画財務委員長　村　上　博　昭

2002 年 11 月家族会
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私は皆さんのシッポをひねる役目です
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テール・ツイスター　　草　田　和　子　

　本年度、ライオン・テーマを仰せつか
りました。入会３年目で、ライオンズのラ
の字も理解してない若輩者が大役を頂
き恐縮しています。
　皆様にご迷惑をおかけしないように、
例会を前にライオンズ必携を取り出し、
テーマの役割について勉強した次第で

す。完全にとはまいりませんが、皆様にお教え頂きながら、厳

ライオン・テーマとして
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ライオン・テーマ　伊　藤　嘉　秀

粛な中にも明るくスムーズな例会を心掛けて運営させて頂
きます。と言いながらも、本年度１回目の例会は、時間延長
となり会員の皆様に大変ご迷惑をおかけいたしました。
　申し訳ございませんでした。今後は、１回１回の例会を大
切にして、会員皆様が絆を深めることができるように努力し
てまいります。どうぞ今年度１年間、ご協力の程、宜しくお願
い申し上げます。

　今期、テールツィスターの役を仰せつ
かりました。とても大変な役を引き受けて
しまったなあと今になって、ドキドキしてい
ます。
　テールツィスターとは直訳すれば「尻尾
をひねる者」ですから、きっとユーモラス
に楽しく例会を演出すればよいのでしょう

が、そんなに口で言うほどに簡単には出来そうには思えませ
ん。入会５年目の新人の私にベテランのライ

オン高橋守が隣に副
TTでいてくれて、ありがたく思っています。
　またクラブの皆様からも励ましの声をかけていただき、私
は幸福だなあと、感謝しています。勿論、ファイン、ドネーショ

ンを集めさせていただく事は大切です。今後の運営に役立ち
ます。その運営に自分たちが拠出したドネーションが本当に
意義のあるものであったと言ってもらえるようにしていくのも
テールツィスターの役目のように思います。
　またクラブに入会しても何も良いことがないと思われてい
る方、仲間に入りずらかったりする方など、最初の頃は不安や
遠慮があるかもしれませんが、意見交換の場としてテール
ツィスタータイムを楽しんでいただけたらと思います。
　新人と、大先輩の架け橋になれればうれしいです。
また、時間のある時はインタビューなどもさせていただき楽し
い例会目指します。
　皆様のご協力よろしくお願いします。

　６月１８日（土）ユアーズにて２Ｒ次期クラブ委員長ス
クールが開催されました。同じ会場で、先に第１４回献血、
献眼推進セミナーが 1 時間プロジェクターを使って講演し
ていただきました。
　愛媛赤十字センター所長 松坂俊光氏からは「献血の供
給と献血の現状」について、特に若い人への訴えが大切で
あることを教えていただきました。
　愛媛アイバンク事務局長兵藤健二氏からは「献眼の現状
について」特にライオンズクラブへの期待と「もう一人の人
生を・・・瞳となって」の現場での献身的な活動の様子な
どが紹介されました。　心肺停止後眼球（角膜）の提供のこ
とや、高齢者の年齢制限がないこと等、実際の現場での実
情を聞きました。大変有意義な内容でした。２リジョン（四国
中央市から今治市まで１８クラブ）の役員、委員長が集いま
した。全体会議、分科会と内容のある連続の会議でした。最
初に全体会議で役員諸氏の挨拶があり、それぞれの分科会
へ会場を移動しました。
　各分科会はユアーズ会場と市民文化センターの 8 会場
に分かれ開催されました。我がクラブのサポート委員が会
場設営、駐車場の誘導など、途中雨も降りましたが移動もス
ムーズに送迎バスも行われました。
　司会者、講師、助言者が用意されたテキストにそって、ス

２Ｒ次期クラブ委員長スクール
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＰＲ広報ＩＴ委員会

ローガン、テーマ、キーワードを基にして、現状の問題点や
今後の方針など各クラブから発表されました。「活気ある組
織にするために」がこのスクールの大目標と感じました。
　運営基本方針は下記の通りです。
　１．ライオニズムの原点は、愛、思いやり、和の心。
　２．クラブ運営基礎の強化。　
　３．会員の増強及び維持。　
　４．PR 活動・IT 活用　
　５．青少年健全育成活動　
　６．環境保全　
　７．YE 事業　
　８．ガバナー公式訪問　
　９．周年行事・記念式典　
１０．ガバナーズ・アワード
　２リジョン１８クラブの役員の皆さんと当日の我がクラブ
サポート委員の皆さんに支えられて会が運営されているこ
とに敬意を表します。
　地区名誉顧問 L 高岡祐三より講評をいただきました。
「ライオニズムの原点は愛、思いやり、和の心であります。自
分たちの出来ることを会員同士のあつい情熱と強い絆でラ
イオンズマンとして生きてゆきましょう。」
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第１２１９回　７月第１例会 ７月１３日（水）１２：１５～　ユアーズ

例　会　報　告例　会　報　告
助け合う心と絆

◆ライオンズの誓い　ライ
オン田村征夫

　われわれは知性を高め、友愛と
　相互理解の精神を養い、平和と
　自由を守り、社会奉仕に精進す
　る
◆物故会員の紹介　２９名
◆会長就任挨拶　大竹崇夫会長

　「助け合う心と絆」をスローガンとし今一度助け合う心を強
　く再認識して進んで行きたいと思います。変える勇気そし
　て５１年にわたり諸先輩方が築いて来られた事への守る
　責任を果たしていきたい思います。
◆前年度三役感謝状並びに記念品贈呈　前年度藤縄会長、
　福山幹事、真木会計

◆今年度会計監査委嘱状伝達　ライ
オン近藤眞而、ライオン永易明洋

◆任命式
  　ライ　オン小松武道
　  2011 ～ 2012 年
　 　336A 地区、地区名誉　
　　 顧問に任命される
  　ライ　オン田村征夫
　  2011 ～ 2012 年　
　　 336A 地区、2R-RC に任命される
◆前年度会計報告並びに退任挨拶 前年度真木会計
◆監査報告　ライ

オン増田英夫
◆新年度会計報告：白石会計
◆幹 事 報 告　久保田幹事
　◇審議事項  
　（全項目承認されました）
　１．定例会の開催日時の件
　・理事会　第一例会の週の月曜日１８：３０～　
　　新居浜商工会館３階
　・委員長会　理事会と同時開催
　・第一例会　第２水曜日１２：１５～１３：３０ ユアーズ
　・第二例会　第４水曜日１２：１５～１３：３０ ユアーズ
　２．例会時の服装について　クールビズ導入を推奨いた
　　  します。７，８，９月および翌年 6月の上着なし、ノー 
　　  ネクタイＯＫ。但し、バッチ着用
　３．５０周年記念事業特別委員会の継続設置について

　４．理事・委員長会へのオブザーバー参加について
　５．ありがとう葉書について　
　６．第１回愛リバー・愛ロード（市民一斉清掃）について
　７．第１回献血・献眼について　
　８．新居浜ユネスコ協会賛助会費について
　９．愛媛アイバンク賛助会費について　
 １０．[ ダメ。ゼッタイ。]
　　　国連支援募金運動への協力について　
 １１．ＰＲ広報ＩＴ委員会パソコン購入について
◇報告事項

　１．第２２回英語スピーチコンテスト打合せ
　　　　　７月１日（金）１５：００～　新居浜市役所

　 　 出席者　会長、幹事、青少年委員長
　２．第１回キャビネット会議
　　　　　７月２４日（日）１３：００～　ウェルピア伊予
◆委員会報告
　・会員会則委員会　ライ

オン岡田賢治委員長
　　　会員増強を主眼とし頑張っていく。各委員会必ず
           １名推薦していただきたい
　・出席大会委員会　ライ

オン土岐計一理事　
　　　純出席８０％以上を目指す
　・計画財務委員会　ライ

オン村上博昭委員長
　　　１年間頑張ります。皆様のご協力を
　・ＰＲ広報ＩＴ委員会　ライ

オン近藤盛文委員長　
　　　手作りの会報誌です。皆様応援よろしく
　・青少年委員会　ライ

オン古川貴章委員長　
　　　今年１年一生懸命頑張ります
　・保健福祉委員会　ライ

オン石川　稔委員長　
　　　入会３年頑張ります
　・環境保全委員会　ライ

オン高橋在錫委員長
　　　７／３１愛リバー・愛ロードがあります。
　　　皆様のご参加をお願い致します

◆出席報告　ライ
オン土岐計一

　　　会員数　５５名
　　　　出席　４６名
　　　　欠席　　９名
　　　出席率８３．６％

◆テール・ツイスタータイム　ライ
オン草田テールツイスター

　ドネーション
　　 　１００，０００円
　ファイン　５００円



－10－

第１２２０回　７月第２例会 ７月２７日 (水 )   １２：１５～    ユアーズ 

◆ ライオンズの誓い　直前会長　ライ
オン藤縄洲二

　　われわれは知性を高め、友愛と相互理解の精神を養い、
　　　平和と自由を守り、社会奉仕に精進する
◆会長挨拶　ライ

オン大竹崇夫　
　　各委員会が活発に動いておりお礼申し上げます。本日、
　　入会される新会員佐伯澄男さんを心より歓迎したいと思
　　います。
◆今年度会計監査委嘱状伝達　ライ

オン永易明洋
◆入会式　新会員 佐伯澄男、スポンサーライ

オン加藤久博
　　ライ

オン岡田賢治を先頭に佐伯さん、ライオン加藤が入場して来られ
　　る。厳粛なる入会式が執り行われスポンサーであるライ

オン加
　　藤が佐伯さんの紹介を行い引き続き佐伯さんが自己紹
　　介を行う。佐伯さんの所属委員会：計画財務委員会
◆感謝状　ライ

オン岡田賢治へ第５回目のメルビンジョーンズフェ
　　ロー賞が贈呈されました。
◆幹事報告　幹事　ライ

オン久保田繁拡
　１．ありがとう葉書贈呈式　７月２０日（水）角野小学校
　　　出席者　会長、幹事、青少年委員長、青少年委員会理
　　　　事、PR広報 IT 委員長、環境保全委員長
　２．第１回キャビネット会議　７月２４日（日）１３：００～
　　　ウェルピア伊予　出席者　田村ＲＣ
　３．７月３１日（日）

・市民一斉清掃愛リバー・愛ロード奉仕作業
　　７：００～　商工会館

　　   ・第１回献血・献眼　　９：４０～　
　　　　　イオンモール新居浜
　４．第１回リジョン会議　８月６日（土）１２：００～
　　　　　ウェディングパレスふじ

出席者　田村ＲＣ、川嶋ＲＣＡ、山口サポート委員
　５．８月第１例会リジョンより例会訪問　
　　　８月１０日（水）　　訪問予定者　２ＲＣ、１ＺＣ、
　　　　　２ＲＣＡ、１ＺＣＡ、地区委員３名
　６．第 50回東洋東南アジアライオンズフォーラム
　　　（フィリピン・マニラ）について

　開催期間　１１月２４日（木）～２７日（日）
　申込締切　　９月　８日（木）

◆委員会報告
　青少年委員会　ライ

オン古川貴章委員長　
　　ありがとう葉書、ご協力ありがとうございました
　保健福祉委員会　ライ

オン近藤充徳理事　
　　第１回献血・献眼がイオン新居浜であります。皆様の
　　ご協力をお願いします。
　環境保全委員会　ライ

オン高橋在錫委員長　
　　愛リバー・愛ロード奉仕作業があります。多数の参加
　　をお願いします。
◆出席報告　ライ

オン土岐計一理事
　　会員数５６名  出席４８名  欠席８名  出席率８５．７％
◆テール・ツイスタータイム　ライ

オン草田和子テールツイスター
　　ドネーション　７４，０００円

ライオンズの誓い　藤縄直前会長

会長挨拶　大竹会長

入会式　新会員入場

新会員　佐伯澄男さん

入　会　式

メルビンジョーンズフェロー賞　岡田会員会則委員長
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理事・委員長会報告

Ｈａｐｐｙ　ＢｉｒｔｈｄａｙＨａｐｐｙ　Ｂｉｒｔｈｄａｙ

行　事　予　定
・理事・委員長会及び例会
 理事･委員長会  8月   8日 (月 ) １８：３０～ 商工会館3F
 第1例会  8月10日 (水 ) １２：１５～ ユアーズ　　
 第２例会 (夜間例会 )  8月24日 (水 ) １８：００～ ユアーズ
・委員会
 環境保全委員会  8月   ２日 (火 ) １８：３０～ 事務局
 会員会則委員会  8月   ３日 (水 ) １８：３０～ 事務局
 計画財務委員会　  8月   ４日 (木 ) １８：３０～ 事務局
 保健福祉委員会　  8月１１日 (木 ) １８：３０～　 事務局
 青少年委員会　  8月１２日 (金 ) １８：３０～　 事務局
 PR広報 IT委員会  8月２５日 (木 ) １８：３０～　 事務局　
 出席大会委員会  8月２６日 (金 ) １８：３０～　 事務局
・クラブ行事予定
　８月1０日 (水 )　第1例会　２リジョンより例会訪問   
・部会・同好会
　ゴルフ部会　　８月　７日（日）　新居浜カントリー  白石  誠一
　囲碁部会　　　未定　　　　　　　　　　   　　　　藤縄  洲二　
　つれづれの会　８月１３日（土）　場所・時間未定  　岡田  賢治
　くらげの会　　奇数月の予定　　　　　　　　　   　岡田  賢治
　スポーツ部会　随時活動中　　　　　　　　　　   　福山  　宏　
　ネットの会　　随時活動中　　　　　　　　　　   　山下  邦俊　
　しまなみ海道をいつか走破する会　随時活動中　   　福山  　宏

・８月誕生日おめでとうございます
　　岡田賢治、神野雄太、田村征夫

ゾーン地区国際協会の動き

新 居 浜
新居浜中央
新居浜別子
新居浜ひうち

計

５６ ８４.７ ８７.９ １８名 ％ ％ Ｈ 円１９６,９００
４１
３４
２７

８４.１
８５.３
７３.２

８９.０
９１.２
８３.８

３８
３８
２０

３６,４５０
６９,６５０
５,０００

３０８,０００     １５８ ８１.８ ８８.０ 　　１１４

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
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GOLFGOLF ７月１０日(日)　　新居浜ＣＣ

近 藤  眞 而 ５１
山  口  　泰
藤 縄  洲 二
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　９５
１０６
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２４

６１
６８
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８２

白 石  誠 一
準優勝
3　位
ＢＢ賞

アウト イン グロス ハンディ ネット氏　   名
優　勝

亡者杯
取切戦 １８ ６８

１０４
白 石  誠 一
伊 藤  嘉 秀

４０ ４６ 　８６
５３ ５１ ３０ ７４

　　　　　　　　新居浜ＣＣ　7月 10 日

助け合う心と絆

　　　ライ
　　　オン久保田幹事の司会により開催されました。
23 ページの整理された資料が配付され、6 月 21 日の準備
理事会での説明を補足する形で、再度ライ

オン大竹崇夫会長から今
期の意気込み、基本方針が説明されました。

　今回より、オブザーバーでの参加承認された第一号として
ライ
オン塩見の出席でした。
　25項目の審議事項が説明され協議され承認されました。
その中で前年度決算報告と監査報告、５０周年記念大会会計
報告は別途７月１３日の臨時理事会で再度審議し承認され
ました。
　理事より「50周年記念事業はどうなっているのか、会員に
説明が必要ではないか」との意見に対し、ライオン藤縄委員長より
「これまでの経緯と、今後どのようなスケジュールで進めてゆく
のかを例会で書面で説明いたします」と回答しました。
ライ
オン田村２Ｒリジョン・チェアパーソンより２Ｒの動向報告があ
りました。
　「「本物志向」、社会、行政が手の届かないところに手をさし
のべるのがライオンズの役割だ。会員が減少している。どのよ
うにして回復、増強させてゆくか皆さんの知恵をお聞かせ願
いたい。」
各委員会より7月の活動予定が報告されました。
　・会員会則委員会より、優待会員の件。
　・7月第 2例会で入会式予定の件。
　・青少年委員会より、7月20日、角野小学校へ「ありがとう
　　ハ ガキ」贈呈式
　・保健福祉委員会より、7月31日、第 1回献血、献眼登録
　・環境保全委員会より、7月31日「愛リバー、愛ロード」清
　　掃奉仕
　・５０周年記念事業委員会より、記念事業の現状報告、ス
　　ケジュール（例会で説明します）
出席者
Ｌ大竹　Ｌ藤縄　L加藤　Ｌ真鍋　Ｌ久保田　Ｌ白石
Ｌ伊藤　Ｌ草田　Ｌ岡田　Ｌ土岐計　Ｌ有富　Ｌ真木　
Ｌ福山　Ｌ近藤充　Ｌ石川敏　Ｌ新田　Ｌ山口　Ｌ高橋守

Ｌ村上博　Ｌ近藤盛　Ｌ古川　Ｌ石川稔　Ｌ高橋在    Ｌ田村
Ｌ塩見

7月１１日 ( 月 )　商工会館３階

　　　　　『７月コンペ優勝！』しました　
　　　　　　　　　　　　　　ゴルフ部会長　白  石  誠  一
７月のゴルフコンペ（新居浜カントリー倶楽部）に参加させてい
ただきまして、見事優勝させていただきました。もちろん、パート
ナー（神野さん→マイペースでいつも堅実なゴルフスタイル。
やっぱり上手かったです。伊藤さん→ここ最近、いつもハーフが終
了し、昼食時には今回は伊藤君で決まり！！が今回も後半は４
コーナー手前から手応えがなくなる、なんて言えば本人に怒られ
ますが、そんなゴルフ。久保田君→省略）に恵まれまして、正直優
勝なんて全然意識せずに回ったのがよかったのでしょうか？？懇
親会では、取り切り賞もいただきまして、とても嬉しかったです。と
いいましても、今年度はゴルフ部の部会長という立場ですので、
たくさんのメンバーの方に来て頂き、楽しく懇親を深めたいと思
いますので、本年もご協力よろしくお願いいたします。

８月　６日（土） ２Ｒ会議  １２：００～　ウェディングパレスふじ
８月２０日（土） １Ｚゾーンレベル会員委員会・諮問委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０：００～　ユアーズ

入  会  式　7 月第 2 例会



例　会　日　毎月第２・４水曜日  １２：１５～１３：３０
例　会　場　〒７９２－００２１            新居浜市泉宮町５番８号
　　　　　　ユアーズ　  ＴＥＬ（０８９７）３３－３５３５

　　　　　　     会  長　大　竹　崇　夫　  　幹  事　久  保  田   繁  拡　  　会  計　白　石　誠　一  　　
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
　　　　　　 Ｅ-mail　ehime.ni- l ions@nifty .com　　　URL　http://homepage3.nifty .com/ni- l ions　

新居浜ライオンズクラブ会報
発　行　日　毎月第１例会（第 2水曜日）
編集責任者　PR広報 IT委員会     委員長   近  藤  盛  文

ドネーショントピックス

編集後記

◇◇◇◇  ７月  第 1 例会  ◇◇◇◇
大竹   崇夫  　2011～ 2012 年度新居浜ライオンズクラブがスタートしました。
　　　　　　皆様のご指導、ご協力宜しくお願い致します。
久保田繁拡    一年間宜しくお願いします。
白石   誠一　 7 月度ライオンズゴルフ優勝しました。本年度会計宜しくお願い
　　　　　　致します。
田村   征夫　 大竹丸の船出です。一緒に頑張りましょう。私もリジョンチェア　
　　　　　　パーソンとして一年頑張って参ります。宜しくご協力・ご支援　
　　　　　　を !!
岡田   賢治  　大竹丸の船出を祝して！頑張って下さい。
加藤   久博　  大竹会長のスタートをお祝い申し上げます。
小松   武道 　 大竹丸の出航をお祝い申し上げ、藤縄前会長ご苦労様でした。
有富   正治  　大竹丸の船出を祝うと共に大きな成果を宝船一杯に積み込み、　
　　　　　　無事に帰港されますことをお祈り致します。
佐々木徹夫     一年間宜しくお願いします。
塩見   秀晴　 暑い夏を元気に過ごしましょう。冷たい水の飲み過ぎに注意です
　　　　　　ね。
草田   和子　 テールツイスター頑張ります。一年間宜しくお願いします。
真鍋   憲夫      大竹会長のもと会員一致団結して一年間頑張りましょう。
石川   敏則　 大竹丸に一年託します。役員の皆様一年間宜しく
藤縄   洲二　 孫が出来ました！男の子です。新役員の皆さんご苦労様です。
東  田　 実　  三役・理事委員長の皆さん、苦しいが有意義な一年間頑張って　
　　　　　　下さい。
妹尾   光章　 ゴルフ部会の皆様より高齢メンバーを生花で祝って頂き感激し　
　　　　　　ました。いつまでも仲間として宜しくお願いします。
高  橋 　守　  大竹丸を祝して
村上順一郎　暑くなりましたね。皆さん熱中症には気をつけましょう。
林　  幸  央　 大竹会長の前途を祝して！
山下   邦俊　 大竹丸の船出を祝して！
矢野   和男　 大竹丸の船出を祝福して
高橋   在錫　 一年間大竹会長をみんなで盛り上げていきましょう 。
鈴木   雅志　 大竹会長他役員の皆様一年間宜しくお願いします。
宇野   博文　 暑い日が続いています。熱中症は他人事ではありません。身近な人
　　　　　　も発症しています。体調管理に気をつけ、外部での活動に頑張り
　　　　　　ましょう。
石  川　稔　  いよいよ高校野球の夏の大会が始まります。新居浜の高校の健闘
　　　　　    を祈ります。
村上   博昭　 大竹会長以下役員の皆様一年間宜しくお願い致します。また草田
　　　　　　テールツイスター一年間頑張って下さい。
中村   七和　  今年も引き続き計画財務委員会です。宜しくお願い致します。今
　　　　　　年は計画的に出来るでしょうか？
檜垣   孝志　 暑いですネ。これと謂ったことは無いのですが・・・30 数年ぶり
　　　　　　にプールに行きました。「昔取った杵柄」というわけにはいきませ
　　　　　　んでした。
福  山 　宏　 今日からゆっくりと例会に出られると喜んでおります。三役さん
　　　　　　これから頑張って下さい。何でも手伝います。
伊藤   嘉秀      ライオンテーマをさせて頂きます。宜しくお願い致します。   　
古川   貴章　 青少年委員長を致します。一年間宜しくお願いします。
近藤   充徳　 今期も保健です。7／31献血宜しくお願い致します。
近藤   盛文　 会長さんはじめ新役員さん 40 代ですねえ、若い発想で楽しいラ
　　　　　　イオンズ頑張りましょう。　　　   
土岐   敏勝　大竹丸船出ご苦労ですが一年間宜しく
土岐   計一　頑張ろう！大竹軍団
重橋   良昭　毎日暑い日が続きます。体調管理に気をつけて、この夏を乗り切り
　　　　　  たいです。
　　◇　大竹会長始め役員の皆様、一年間頑張って下さい　◇　
　　　　　新田久司／真木泰彦

◇◇◇◇  ７月  第２例会    ◇◇◇◇
大竹　崇夫　佐伯澄夫さんの入会を心より歓迎致します頑張って下さい。
久保田繁拡　佐伯さんご入会おめでとう！
白石　誠一　佐伯君共に頑張りましょう。ゴルフ部入会頼みます。つれづれ
　　　　　　入会も頼みます。
岡田　賢治　新会員佐伯さんの入会を心から歓迎します。ガンバって下さい。
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田村　征夫　２Ｒ-ＲＣとしてスタート致しました。皆さんのご支援とご協力を
　　　　　　宜しくお願いします。又、新会員の入会を歓迎します。
有富　正治　新会員、佐伯澄夫さんを歓迎致します。また、計画財務委員会
　　　　　　の仲間として一年間宜しくお願い致します。
藤縄　洲二　佐伯さんの入会を祝って
加藤　久博　新会員、佐伯さんの入会を祝して
真木　泰彦　新会員佐伯さんの入会を歓迎致します。
永易　明洋　第１例会は出席することが出来ませんでした。申し訳ありませ
　　　　　　ん。大竹会長の船出をお祝いします。新入会員を歓迎します。
村上順一郎　毎日暑い日が続きますね。二人目の孫ができました。忙しい日々
　　　　　　を送っています。
近藤　充徳　７／３１献血・献眼運動ご協力お願い申し上げます。
佐伯　澄男　入会させて頂きありがとうございました。宜しくお願い致しま
　　　　　　す。
山下　邦俊　新会員の佐伯さんご入会おめでとうございます。
真鍋　憲夫　新入会員を歓迎します。共に頑張りましょう。
鈴木　雅志　新会員佐伯さん入会おめでとうございます。お互いにガンバリ
　　　　　　ましょう。
高橋　　守　佐伯さんの入会を祝して。サッカー女子なでしこジャパン世界
　　　　　　一良かった！何回もテレビを見ました。
中村　七和　最近気候も夏らしくなって参りました。我が家では、クーラー
　　　　　　をつけずにいつまで耐えられるか、やっております。節電にも
　　　　　　つながりますので頑張ります。
重橋　良昭　なでしこ Japan、ワールドカップ優勝おめでとうございます。
　　　　　　最後まであきらめてはいけない姿勢を教えられた気がします。
　　　　　　私も「一日一生」何事にも努力していきます。
高橋　在錫　７／３１( 日 ) の市民一斉清掃への参加どうぞ宜しくお願い致し　
　　　　　　ます。
川嶋　理之　今年度、田村ＲＣのもとＲＣＡをさせて頂きます。ＲＣ方針「本
　　　　　　物志向」と言う事なので田村ＲＣにも本来の体重に戻って頂こう
　　　　　　とガンバリます。目標アンダー８０ｋｇです。
塩見　秀晴　土用の「うしの日」には皆さんウナギを食べましたか。暑い夏
　　　　　　をうまく越しましょう。
石川　敏則　暑中お見舞い申し上げます。佐伯さん入会おめでとうございま
　　　　　　す。
田川　　隆　旧役員ご苦労様。新役員のご健闘を祈ります。また、会員の皆
　　　　　　様身体に気をつけ暑い夏をのりきりましょう。
檜垣　孝志　東北とは距離感があったのですが汚染牛（セシウム）で四国も
　　　　　　いっぺんに距離が縮まりましたね。東北の復興と原発の収束を
　　　　　　願うばかりです。それにしても、政府の対応は夏の暑さ以上に
　　　　　　イラつきますね！
草田　和子　佐伯さんの入会おめでとうございます。
古川　貴章　佐伯さん入会おめでとう御座います。
村上　博昭　新入会員を歓迎して
矢野　和男　佐伯様入会おめでとう御座います。　　
近藤　盛文　入会式、おめでとうございます。楽しいライオンズライフを！！
東田　　実　新会員佐伯さんの入会を祝して
伊藤　嘉秀　佐伯さんご入会おめでとうございます
福山　　宏　新会員の佐伯さん一緒に頑張りましょう
土岐　敏勝　新会員、佐伯澄夫さんのご入会おめでとう御座います！　　
　　　　　　碓井良和／林　幸央／佐々木徹夫／武市欣也／熊本賢二

　毎月LION誌が配布されると最終ページに「日本ライオンズク
ラブ分布図」と「世界のライオンズ」が掲載されています。日本国
内にL字のバッジを付けて奉仕作業をしている仲間が10.4万人、
世界で134万人。336-A地区（四国4県）では5.6千人。その会員と
自分がつながっている、同じ仲間だという連帯感を気付かせて
もらうことは大切です。7月第2例会でＬ佐伯澄夫さんの入会式
がありました。一緒にアクティビティーに汗をながしましょう。ス
タートよろしく会員増強進んでいます。会員会則委員会の最重要
項目に「会員維持」があげられています。この調子でがんばりまし
ょう。クラブのホームページも応援ください。
　会員の皆様の投稿を募集しています。


