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　　　  キーワード「 愛 」
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　　　 スローガン「助け合う心と絆」

ライオンズクラブ国際協会３３６－Ａ地区２Ｒ－１Ｚ　新居浜ライオンズクラブ No.５６０　Vol.５１－３９２０１１

◇◇ ◇◇

　暑さも今一旬の辛抱となった
今日この頃、季節の変わり目、健
康に留意されてますでしょうか？
　先日は暑い最中、環境保全委
員会・高橋在錫委員長のもと、朝
７時より、愛リバー・愛ロード制
度に基づく道路河川清掃を行い

ました。
綺麗になった道路はやはり気持ちのいいものです。
　そして、その日は引き続き午前１０時より、保健福祉委
員会・石川　稔委員長のもと、イオン新居浜において、献
血・献眼活動を行い１８６名の方にご来場頂きました。
誠にありがとうございました。
　朝早くから夕方５時近くまで、屋外での活動はなかな
かきつく、後半はドナー登録をして頂く方との会話もまま
ならない程バテてきた私を尻目に、先輩方は最後まで精
力的に活動されていました。先輩諸氏の体力に驚かされ
ると同時に、自分の体力のなさを嘆きつつ、長い一日は終
わりました。
　ところで、人生にも体感速度というものがあるそうで、生
まれてから大学卒業時の２２～２３歳までと、そこから亡
くなるまでの体感速度がほぼ同じ位だそうです。
　そう言われれば、子供の頃の一年と比べれば、今の一
年はあっという間、三年前の事も三か月前の事の様に感

じる今日この頃です。
　これは、新しい事や初めての事等を次々と見聞きした
り、幼稚園、小学校、中学校と成長や環境の変化が多いと
長く感じ、変化の少ない日々を送っていると、短く感じるの
だそうです。
　そう考えると私に残された体感的な歳月はそれほど長
くはない。だからこそ、一日一日を精一杯悔いの残らない
様に生きなければ・・・と思っても、じゃあ、何をどうす
るのか？
　凡人なので、自分の出来る事を日々頑張っていくだけ
ですね。
　そして、今日の献血活動は、『人のためならず』いつか自
分に必ず返ってくると思っております。
いろんな意味で長い一日でした。

中学
生英語

スピーチコンテスト
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22th
スピーチに込められた
生徒達のメッセージを

お聞き下さい
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献血・献眼
骨髄ドナー登録奉仕

　　　　　保健福祉委員会 理事 近  藤    充  徳
　今期、保健福祉委員会では年に三回
の献血、献眼、臓器移植ドナーの配布
（献腎）、骨髄バンクドナー登録の四献
運動を中心に頑張って参ります。
　７月３１日（日曜日）第一回、献血・
献眼運動には猛暑の中、多数のメン
バー様の採血又お手伝いを頂き無事終了致しました。有
難うございます。
　当日は早朝より環境保全委員会の愛リバー・愛ロード
と重なりましたが多数の会員の皆さんが終日参加下さい
ました。３月１１日の東日本大震災から半年すぎましたが
現地の血液不足も今だ解消されておりません。大竹会長の
スローガン「助け合う心と絆」を胸に一年間四献運動に精
進したいと思います。
　ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

　７月３１日、炎天下、照り返しのきついイオンのアスファ
ルトの駐車場に献血バス2台などによって会場を作り、新
居浜ライオンズクラブの第１回献血が行われました。
　この日は市民一斉清掃、愛リバー・愛ロード清掃など
があり、慌ただしい中にも関わらず、この献血という「アク
ティビティー」に参加した新居浜ライオンズのメンバーは
最初から最後までおられた方、途中帰られた方など約２８
人の皆さんが参加されました。

　この日の受け付けは１６２人、採血者が１３８人、貧血や
比重不足での不採血者が２４人でした。実は受付の時点
で海外からの帰国から、或いは前回の献血から所定の期
間を経てない方や指定された薬を服用されておられる方
は受付の時点でお断りをすることもあり、実際に献血会場
に来られた方は１６２人よりも相当数多くおられたようで
あります。
　この献血に併せてアイバンクの登録や森実栄一さんの
ご協力により骨髄バンク（ドナー）の登録なども行い、アイ
バンクが４７人、骨髄ドナー登録が３８人と多くの「成果」
を収めることが出来ました。
　暑い中、午前１０時から午後４時まで、さらに準備、片
付けを含め長時間にわたってご協力を頂いたメンバー皆
さんお疲れ様までした。
　この献血をしている中、日赤血液センターの友澤さんと
お話をする機会を得ることが出来、友澤さんは「この間の
ライオンズクラ

ブ の貢献があったからこそ愛媛では献血の命
脈を保っている。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。それだけに献血は、新居浜ライオンズクラブのみなら
ず、今やライオンズクラブの協力無くしてあり得ない」旨の
自身の思いを披歴してくれました。
　この言葉を聞くと、これまでライオンズの先輩達が営々

価値ある炎天下での第一回目の献血
                                      　　　　　　　　　　　　　　　　　　保健福祉委員長　石　川　　稔

と積み重ねてこられた献血という分野
での多大な貢献に心から敬意を表し、
これからもその偉業を継承していかな
くてはならいないとの思いを一層強く
した価値ある第一回目の献血でした。
参加者は
Ｌ大竹　Ｌ藤縄　Ｌ加藤　Ｌ真鍋　Ｌ久保田　Ｌ白石
Ｌ田村　Ｌ高橋守　Ｌ中村　Ｌ有富　Ｌ近藤盛　Ｌ真木
Ｌ山下　Ｌ岡田　Ｌ塩見　Ｌ古川　Ｌ福山　Ｌ石川稔

Ｌ佐々木　Ｌ近藤充　Ｌ増田　Ｌ山口　Ｌ熊本　Ｌ高橋在

Ｌ石川敏　Ｌ川嶋　Ｌ永易　Ｌ佐伯　　　　　　

冷房の効いた献血バスの中での献血です。

献眼・骨髄バンクドナー登録も行われました。
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助け合う心と絆

　今期第１回の２Ｒリジョン会議が開催されました。
地区名誉顧問会議長ライ

オン宇高昭造、ライオン小松武道、ライオン高岡祐
三、三地区名誉顧問を来賓としてお迎えし会議が始まり
ました。
　このリジョン会議は３３６－Ａ地区ガバナー菅  武廣の
地区運営に関して２Ｒ内でのＺＣ、地区委員の皆さんに
田村征夫ＲＣがリーダーとして積極的かつ効果的に運営
を行うことを説明し、この１年間２Ｒ、１８クラブが円滑に
又、活発な活動ができるよう協力する会議であると思いま
す。

　次に会議の議題について説明します。
議　題

1）２Ｒ内例会訪問、２Ｒ行事予定について
　　２Ｒの例会訪問は各ゾーン別に８月２日より訪問し
　クラブの例会に参加し、それぞれの例会がユニークな
　明るい例会をしていることを田村征夫ＲＣより説明さ
　れ、例会訪問で新居浜ひうち、伊予小松、新居浜中央Ｌ
　Ｃが入会式があり新会員に期待したいと思います。
　　例会訪問は１０月７日迄１８クラブを訪問します。
　行事予定はガバナー公式訪問は９月２４日（土）１Ｚ・
　３Ｚ合同で、９月２５日（日）２Ｚ・４Ｚが合同で今治で
　開催予定、ガバナー公式訪問は３３６－Ａ地区で２Ｒ
　が最後の予定になり、７月スタートより３ヶ月後の訪問
　は各クラブも起動体制に入っている状況で、やや遅い
　公式訪問と云えると思います。

2）２Ｒレベル委員会について
　　松山キャビネットは３３６－Ａ地区で、Ｒレベル委員
　会を設けます。これは国際協会、複合地区での各委員
　会の情報を各リジョンの地区委員を通じて各クラブの
　委員長へ伝達する。今迄は地区委員会から各クラブへ
　の伝達はゾーンでの諮問委員会のみであるのが現実
　であった。今回は地区委員会が２Ｒ、１８クラブの委員
　長に直接会議をもって伝えることがこのＲレベル委員
　会である。
　　２Ｒでは第１回として８月２０日（土）に青少年、環

　境保全、ＹＥ国際の３委員会の委員長に新居浜にて伝
　達し、８月２７日（土）にＰＲ広報ＩＴ委員会の委員長を
　今治で伝達することを決定しました。このＲレベル委員
　会は年４回の開催を予定しています。

3）会員動静について
　　２０１１年６月末現在での２Ｒ内は３Ｚが９名増加し
　１Ｚが１７名減少、２Ｚが５名減少、４Ｚが９名減少と
　なり、２Ｒとして２２名減少となり３３６－Ａ地区は９９
　名の減少であります。今期は会員の減少に歯止めをか
　け、会員増強に各クラブのご協力をお願いします

4）第２３回国際平和ポスター・コンテスト参加について
　　２Ｒは１７クラブが参加予定、去年は３３６－Ａ地区
　は１０４クラブが参加しました。
　今年はより多くの参加を各クラブに要請します。

5）地区ガバナーズアワード受賞基準について
　　今年度国際会長ウインクン・タムは家族同様に仲間
　の会員と接し、会員がもたらす力を信じ、会員増強に向
　けて行動を起こすよう奨励し、奉仕活動を拡大、その推
　進力となるのは１００万本の木を植えることという特別
　なキャンペーンです。
　　その他のアワードは労力アクティビティ、金銭アクティ
　ビティを重要視し、東日本大震災」に関しても災害向け
　交付金は短期、中期、長期に分け今後３年間に渡り、支
　援していくことになると思います。
　　他のアワードの種類についても従来の選考方法に
　よって実施します。( キャビネット選考方法は２０１２年
　２月２６日開催予定 )

6）第５０回ＯＳＥＡＬフォーラム参加要請について
　　東洋・東南アジアフォーラムが２０１１年１１月２４
　～２７日までフィリピンのマニラで開催されます。３３６
　複合地区から擁立されているライ

オン武久一郎２０１２年～
　２０１４年国際理事候補者を推薦される重要なフォー
　ラムであり、当複合地区より参加をお願いしているとこ
　ろです。
　　キャビネットとして３３６－Ａ地区より１５０名の参加
　を予定しています。
　　会議はＲＣ田村征夫のユーモアーこめたなごや か
　な雰囲気の中ＺＣ、地区委員の皆さん意見も多く、２時
　間の予定の会議も時間延長となりましたが大変有意義
　なリジョン会議となりました。
　　最後に地区名誉顧問ライ

オン高岡祐三の講評があり散会
　いたしました。
      　　　　（文責：２Ｒキャビネット・サポート委員）

第 1回  ２Ｒリジョン会議 レポート
　                              開催日：２０１１年８月６日 ( 土 )　　　場所：ウェディングパレスふじ　　　　　　　　　　
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１Ｚ諮問委員会・ゾーンレベル会員委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幹　事　久  保  田    繁  拡

  ７月４日～８日に開催されたシアトル国際大会に於い
て、ウインクン・タム国際会長より菅地区ガバナーが任
命され、ここに第一回の地区キャビネット会議が開催さ
れました。
　式次第は菅地区ガバナーの挨拶から前宇高地区ガバ
ナー、長谷川第一副地区ガバナー、松前第二副地区ガバ
ナーの挨拶があり、前地区キャビネット三役に感謝状と
記念品が贈呈され、議事録署名人に１Ｒ－ＲＣ池内茂和、
２Ｒ－ＲＣ田村征夫が指名され承認された。
　続いて議案審議に入り地区ガバナー菅武廣が審議事項
に添って進められた。
　２０１１～２０１２年度経常会計収支予算（案）について
　会員数の減少で予算圧縮して組まれている。
地区役員の活動費は、２Ｒに限定して説明すると
　２Ｒ－ＲＣ　￥１４３，０６０． ２Ｒ－１ＺＣ ￥　９５，２８２．
　２Ｒ－２ＺＣ ￥１０５，２１５． ２Ｒ－３ＺＣ ￥１０５，２１５．
　２Ｒ－４ＺＣ ￥　９５，２８２．
地区委員は５つの委員会に組織されているが１委員　  
　￥５１，０９３．となっている。
　上記の金額の配分方法は
ＲＣの場合①均等割金、②ゾーン数割金、③クラブ数割金
次にＺＣは①均等割金、②クラブ数割金
地区委員は①均等割②ゾーン数割金、③クラブ数割金など
となっている。
　又この手当は我々１人１ヶ月￥７６０．地区費としてク
ラブから支払っている。
　次に２０１１～２０１２年度経常会計収支予算（案）につい
て前年度予算￥６，１８４万、本年度￥６，０８０万で約￥１０
０万減の見込みとなっている。
　引き続き地区ガバナー公式訪問のスケジュール確認、
会議・研修会、第５８回地区年次大会２０１２年４月１４日
（土）、１５日（日）の開催で大会スローガン「坂の上の雲」
を目指して夢発進「愛」ある未来～Ｗｅ Ｓｅｒｖｅ  開催場
所：松山市ひめぎんホール　（２，５００名予定）、ゴルフ
はエリエールゴルフクラブ松山と奥道後ゴルフクラブを
予約済。
　次に２０１１～２０１２年度ガバナーズアワード表彰につ
いては今年度、国際会長は家族同様に仲間の会員と接し、

第 1回  キャビネット会議レポート
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２Ｒ－ＲＣ　田　村　征　夫開催日：２０１１年７月２４日 ( 日 )　開催場所：ウェルピア伊予

会員がもたらす力を信じ、会員増強に向けて行動を起こ
すよう奨励しています。
　その推進力となるのは、１００万本の木を植えるという
特別なキャンペーンです。その他アワードについてガバ
ナー基本方針に基づいた活動につき、貢献した労力アク
ティビティ、金銭アクティビティを重要視します。
　東日本大震災に関しましても災害向け交付金は短期、
中期、長期に分けられ今後３年間に渡り支援していく事
になると思われる。その他の審議事項、報告など原案通
り可決・承認された。前半が終わり後半は、ＲＣ・ＺＣなど
全員に２～３分の発言を求められ、１Ｒ－池内茂和氏より
２Ｒ、３Ｒと進められた。ＲＣ・ＺＣの発言の中で、注目され
た事を記述致します。
①楽しいライオンズクラブ運営に取り組むべきである。
②各クラブの委員会活動の活性化が大切。
③会員増強も大切だが、ドロップ防止に力を入れたい。
④被災地との交流を計ってほしい。
⑤キャビネットに対し運営上の注文も指摘された。
　最後に菅ガバナーから、
①１００万本植樹。
②会員増強。
③クラブで１名以上、マニラで開催される第５０回ＯＳ
　ＥＡＬフォーラムに参加要請があった。
④ＬＣＩＦより被災地へ６億円の拠出がされ４．８億円は 
　 既に配布された。
⑤被災地との友好クラブの交流をぜひ進めてほしい。
⑥会員数減少のなか、少数クラブへの配慮やシニアク　
　ラブの育成などにも配慮してほしい
との要請があり、全ての審議終了となりました。

　８月２０日（土）にユアーズで行われました標記の会合に小松名誉顧問、
大竹会長はじめ、７名で出席させて頂きました。
　内容と致しましては、１Ｚの岡田ＺＣから様々な質問をリジョン単位で回答
するということでした。
　主な質問事項と致しましては、クラブの会員数、今期会員の純増減数、広
報誌の年間発行回数、発行部数、年間発行経費、献血、献眼、献腎、骨髄
バンク等の２０１０年度実績数と２０１１年度予定数、等々でした。
　当クラブは特に、数年前から『四献運動の推進』ということで、今治の骨
髄バンク地区普及広報委員の森実栄一さんのご協力もあり、献眼と骨髄バン
クの登録人数が非常に多かった。
　今回は、ゾーンの諮問委員会でしたが、今後は地区ガバナー公式訪問が９
月２４日(土)にあります。私自身、クラブ全体の動き等、大変勉強になりました。

　　ＲＣ・ＺＣ・地区委員研修会にて
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第１２２１回　８月第１例会 ８月１０日（水）１２：１５～　ユアーズ 　

例　会　報　告

助け合う心と絆

◆ライオンズの誓い　第一副会長  加 藤  久 博
　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
◆来訪者の紹介　直前会長  藤 縄 洲 二 が紹介
　２Ｒ－ＲＣ 田 村 征 夫 ,   ２Ｒ－１Ｚ・ＺＣ 岡 田   茂 
　２Ｒ会員会則･ＥＸＴ･指導力育成･プロトコール委員 受 川 眞 二
　２Ｒ－ＰＲライオン情報･大会参加･ＩＴ委員 伊藤 修一郎
　２Ｒ青少年･ＬＣＩＦ･地域奉仕･ライオンズクエスト委員  白 石 公 成    
　２Ｒ環境保全･保健福祉委員  田 尾 忠 士 

　２Ｒ－ＹＥ･国際関係委員  近 藤 徹 也 
　２Ｒ－ＲＣＡ  川 嶋 理 之 , 　２Ｒ－１Ｚ・ＺＣＡ  若 狭   努
◆会長挨拶　大 竹  崇 夫 会長
　立秋も過ぎましたが毎日暑さ厳しいですがお体に気をつ
けて下さい。 本日お暑い中、各地区役員のご来訪有り難うご
ざいます。 先日実施しました献血・献眼皆様のご協力有り
難うございました。
◆来訪者挨拶　
・３３６Ａ地区２Ｒ－ＲＣ   田 村  征 夫
　本日出席の皆様は２Ｒ担当のオー
ルキャスト勢揃いです。来月、地区ガバ
ナーの公式訪問があります。
　新居浜ライオンズクラブにとって　
ＲＣの大役は小松元ガバナー以来２１
年ぶりになります。
　入会時、ライオンズクラ

ブ の基本は社会奉仕、その中でも行政
の手の届かない、太陽の当たらない人々へのアクティビティ
をメンバーの知恵と汗を結集して活動する事だと教えてい
ただきました。本物志向のライオンズクラ

ブ を目指して原点に立

　まさか俺が！
約６週間夕刻になると決まって４０度近い高
熱に悩まされたあげくＳ病院での診断結果は
「悪性リンパ腫」であった。
　つい最近まで白血病と並び不治の病とされ
ていた疾病だけに、癌とは縁もゆかりも無い
と確信して過ごしてきた俺様が・・・誤診であっ
て欲しいと念じながらも紹介された愛媛大学
医学部付属病院で受診後即入院となったのが
２００８年１月３１日、同年８月２２日退院す
るまで、いや、退院後の今日この頃でも化学
治療の副作用と共存する羽目になったのだ
が、そもそも悪性リンパ腫なるものは、血中
のリンパ球が癌化するとても厄介な病気で、ポリープのよ
うに切除すれば治癒する癌とは異なり、極めて毒性の高い
薬品を体内に注入するため様々な副作用に耐えなければ
ならず一例を挙げれば正常血液細胞もダメージを受け、感
染や出血、吐き気、脱毛、口内炎、手足のしびれ、便秘
下痢など消化器症状、肝機能障害、心筋障害や皮膚障害、
難聴等々に耐えながら日々を送る惨めな昨今となった次
第。
　入院中にはクラブメンバーのライ

オン小松、ライ
オン岡田、ライ

オン宇賀、
ライ
オン増田、ライ

オン矢野道、ライ
オン山口、ライ

オン有富各氏が見舞に来院賜り
心より有難く存じております。
　実は入院先は誰にも言うなと社員にはかん口令を発して
いたにも関わらず、各位のご来院には驚きとともに寂しさ
が吹っ飛んだのも事実です、正に友愛と言ったところでしょ

う、そのように皆さん方に励まされたことは気
力の増大にも繋がり治療に専念して退院後は
大いに活動しなければとの思いにかられたも
のの、さて、自宅療養もいい加減にしてクラ
ブ例会に出席したのが確か２００９年３月の
第２例会だったと思うのだが驚いたのは、知
らない顔のメンバーが多かったことでしたね。
それと気持と体がチグハグで思うに任せぬ現
実のいらだちでクラブ活動にも余り役に立つ
ことの出来ないばかりか所属委員会の諸君に
は気を使わせ、いたわられ、申し訳ない思
いにかられているのが現実の所感。
　されどこの素晴らしい仲間達と出会え、共

通の目標に邁進できるライオンズクラブには限りない愛着
を感じており生涯退くことのない決意を共有すべく同年輩
の会員と誓いあったものです。未だ体調も充実していない
ものの何らかの方法で役立ちたく念じながら執筆をおわら
せます。

闘病の後ライオンズに復帰して
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出席大会委員会　武　市　欣　也
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第１２２２回　８月第２例会 ８月２４日 (水 )   １８：００～    ユアーズ　 

ち帰って頑張って行きたいと思います。
・３３６Ａ地区２Ｒ－１ＺＣ岡 田   茂
　物故会員である増田様の献眼で賞
状を頂いた事に感動した記憶がありま
す。献眼全員登録を目指して取り組ん
で参りたいと思います。
・３３６Ａ地区２Ｒ会員会則・ＥＸＴ・指導力育成・
　プロトコール委員  　受 川  眞 二
　新会員の増強を推し進めて行きた
いし同時に会員の減少もくい止めた
い。会員維持、純増１名、出席率８０％
以上を目標に今年１年頑張って行き
たい。
◆幹事報告　久保田 繁拡 幹事
　◇審議事項・・・全項目承認される
１．第１回愛リバー・愛ロード決算報
　  告について
２．第１回献血・献眼決算報告に
　  ついて
３．１Ｚ諮問委員会・ゾーンレベル会 
　  員委員会登録料について１５，０００円　　　　　　　
　　                        　（３，０００円×5名）
４．歌劇「天空の町」〈別子山と伊庭貞剛〉の後援について
５．リジョンレベル委員会登録料について　
　　　　　　　　　　　　　　１２，０００円　（３，０００円×4名）
６．２Ｒ親善ゴルフ大会賛助金、登録料について　
　　　　　　　賛助金５，０００円、登録料５，０００／人
７．夜間例会予算について　
　　　　　　　　　　２０９，０００円　（３，８００円×５５名）
　◇報告事項
１．７月３１日（日）
　・市民一斉清掃愛リバー・愛ロード奉仕作業
　　　　　　　　　　　７：００～　参加者３２名

　・第１回献血・献眼　
　　　９：４０～　イオンモール新居浜　参加者２８名
２．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　小松地区名誉顧問、田村ＲＣ、川嶋ＲＣＡ、　
　　　　　      山口サポート委員
３．第１回諮問委員会・ゾーンレベル会員委員会　
　　　　　　　８月２０日（土）１０：００～　ユアーズﾞ

出席者　小松名誉顧問、２ＲＣ、２ＲＣＡ、会長、幹事、
　　　　会計、会員理事、　　　　　　   

４．リジョンレベル委員会
　・８月２０日（土）１２：００～　ユアーズ
　　　出席者　青少年委員長、環境保全委員長、保健福祉
　　　　　　　委員長
　・８月２７日 (土 )１２：００～　今治地域地場産業振興セ
　　　ンター　出席者　ＰＲ広報ＩＴ委員長
５．２０１１年度冬期派遣ＹＥ生募集について
　　派遣期間：２０１１年１２月２０日前後～２０１２年
　　　　　　　１月１０日前後
　　派遣地域：マレーシア、ペルー、イタリア、クロアチア、
　　　　　　　スロベニア
　　申込締切：８月１９日（金）
◆委員会報告
　会員会則委員会　岡 田  賢 治 委員長
　　　　　　　　　新会員５名の推薦があります。
　保健福祉委員会　近 藤  充 徳 理事
　　　　　　　　　暑い中、献血・献眼アクティビティ参加、
　　　　　　　　　ご苦労様でした。
◆出席報告　神 野  雄 太 委員長
　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　高 橋   守  副テール・ツイスター
　ドネーション　１１５，０００円　　ファイン　        ５００円　

◆ライオンズの誓い　
　第二副会長　真 鍋  憲 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
◆会長挨拶　大 竹  崇 夫 会長
　英語スピーチコンテスト　皆様の
ご協力をお願いします。矢野道一基金 100 万円を今期計上
し時計台の設置を予定しております。県、市の許可の内諾
をいただいております。
◆幹事報告　久保田 繁拡 幹事
　◇報告事項
１．第１回諮問委員会・ゾーンレベル会員委員会
　　８月２０日（土）１０：００～　ユアーズ
　　出席者　小松名誉顧問、２ＲＣ、２ＲＣＡ、会長、幹事、
　　　　　　会計、会員理事、　　　　　　 
２．リジョンレベル委員会　
　　８月２０日（土）１２：００～　ユアーズ
　　出席者　青少年委員長、環境保全委員長、
　　　　　　保健福祉委員長
３．２Ｒ親善ゴルフ大会　１０月１日（土）滝の宮カント
　　リークラブ　８時スタート
　　登録料　５，０００円クラブ負担
　　締切日　９月５日（月）（後日案内致します。多数の
　　　　　　参加お願い致します。）

４．ライオンズクラブ国際協会よりライ
オン高 橋   守へマイル

　　ストーン・シェブロン賞が贈られた。
　　これは 25 年の長きに渡り地域社会奉仕をしてきたラ
　　イオンに贈られる賞です。

５．ライオンズクラブ国際財団より我がクラブライオン
　　にメルビン・ジョーンズ・フェロー賞が贈られた。
　　受賞者の方は　ライ

オン田 村  征 夫、ライ
オン神 野  雄 太

　◇委員会報告
　計画財務委員会　村 上  博 昭 委員長　
　　10 月第２例会は家族会です。多くの方のご参加をお願
　　いします。
◆出席報告　土 岐  計 一 理事
　会員数５６名　出席５１名　欠席５名　出席率９１．１％
◆テール・ツイスタータイム　草 田 和 子テール・ツイスター
　ドネーション　７９，０００円　　ファイン　５００円　
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理事・委員長会報告

Ｈａｐｐｙ　ＢｉｒｔｈｄａｙＨａｐｐｙ　Ｂｉｒｔｈｄａｙ

・９月誕生日おめでとうございます
　　小松武道、真鍋憲夫、福山　宏、石川　稔、伊藤嘉秀
　　中村七和

ゾーン地区国際協会の動き

２Ｒ－１Ｚ　アクティビティ報告書 (８月分 )

GOLFGOLF ８月７日(日)　　新居浜ＣＣ

助け合う心と絆

８月８日（月）　商工会館３階　

・9月24日（土） ガバナー公式訪問  12:00 ～ウェディングパレスふじ

　大竹会長の挨拶「７月３１日の市民一斉清掃と第１回献
血・献眼登録奉仕が猛暑の中予定通り行われ、成果を上
げることができ充実したスタートを切る事ができまし
た。」 

　矢野道一基金をもとに国領川河川敷の運動公園に時計
台を設置する計画を進めていますが、具体的な局面を迎
えている旨報告されました。
　５件の審議事項、の説明と質疑があり承認されました。
詳細は第１例会報告に掲載しました。
主な委員会報告として、
・保健福祉委員会ライ

オン石川稔よりアクティビティーの実績報
　告がありました。献血では受付１６２名、採血１３８名　
　55,200CC。献眼登録者４７名。骨髄バンクドナー登録
　者３８名。
・会員会則委員会ライ

オン岡田より新会員５名の推薦候補者の　
　紹介がありました。
・５０周年特別委員会ライ

オン藤縄より記念事業「駅前モニュメ
　ント設置」新居浜市都市計画課の担当部長と打ち合わ
　への報告がありました。詳細は例会で報告します。
ライ
オン田村征夫より、「２ＲＣとして地区の例会訪問をしてい
ます。出席率を８０％以上をキープするよう努力しましょ
う」と気合いを入れられました。

出席者　24名
Ｌ大竹　Ｌ藤縄　Ｌ加藤　Ｌ真鍋　Ｌ久保田　Ｌ白石 　
Ｌ伊藤　Ｌ岡田　Ｌ有富　Ｌ福山　Ｌ近藤充　  Ｌ真木　
Ｌ新田　Ｌ山口　
Ｌ鈴木雅　Ｌ高橋守　Ｌ塩見　Ｌ高橋在　Ｌ田村　Ｌ永易　
Ｌ石川稔　Ｌ古川　Ｌ近藤盛　Ｌ村上博

８月第２例会　懇親会

・理事・委員長会及び例会
 理事･委員長会  9月12日 (月 ) １８：３０～ 商工会館3F
 第1例会  9月14日 (水 ) １２：１５～ ユアーズ　　
 第２例会  9月28日 (水 ) １８：００～ ユアーズ
・委員会
 環境保全委員会  9月   6日 (火 ) １８：３０～ 事務局
 会員会則委員会  9月   7日 (水 ) １８：３０～ 事務局
 計画財務委員会　  9月   1日 (木 ) １８：３０～ 事務局
 保健福祉委員会　  9月   8日 (木 ) １８：３０～　 興　慶
 青少年委員会　  9月   9日 (金 ) １８：３０～　 事務局
 PR広報 IT委員会  9月28日 (水 ) １８：３０～　 事務局　
 出席大会委員会  9月30日 (金 ) １８：３０～　 みなと
・クラブ行事予定
　9月21日 (水 )　交通茶屋「新居浜からアンダー60のうねり！」
　　人の輪人権作戦　15:00 ～16:00　「マルナカ新居浜本店」前
　9月29日 (木 )　第22回中学生英語スピーチコンテスト　　　
　　　　　　　　　　14:00 ～　新居浜市民文化センター   
・部会・同好会
　ゴルフ部会　　9月11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　偶数月の予定  　　　　　　　　　　  岡田  賢治
　くらげの会　　9月14日 (水 )　春香園  18:30 ～　  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

行　事　予　定

新居浜中央
新 居 浜

新居浜別子
新居浜ひうち

名 ％ ％ Ｈ 円

計

ＡＣＴ
労力奉仕 金額奉仕会員数 純出席率 メークアップ

56 363,186

160

89.4 93.5 0

1,609,131

42
34
28

81.0
89.7
72.0

90.5
98.6
75.0

83.0 89.4

68
680
0

748

219,675
1,026,270

0

準優勝
優 勝

3 位
ＢＢ賞

グロス ハンディ氏　名 アウト イン ネット
26.049 46 95土 岐 計 一 69.0

大 石 隆 憲
宇 野 博 文
伊 藤 嘉 秀

47
42
62

45
43
55

92
85
117

23.0
16.0
30.0

69.0
69.0
87.0



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

◇◇◇◇  ８月  第 1 例会  ◇◇◇◇
田村  征夫 (2R-RC）・川嶋  理之 (2R-RCA）　本日は例会訪問させて頂きます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　   お世話になります。
岡 田　茂（1Z-ZC）・若 狭　努（1Z-ZCA）　
受川  眞二（会員会則・エクステンション・指導力育成・プロトコール委員）
近藤  徹也（2R・YE・国際関係委員）
白石  公成（青少年・LCIF・地域奉仕・ライオンズクエスト委員）
伊藤  修一郎（PR・ライオンズ情報・大会参加・IT委員）
田尾   忠士（環境保全・保健福祉委員）
大竹   崇夫  　336-A地区2R より多数の役員の皆様のご来訪有難うございます。
　　　　　　心より感謝致します。
久保田繁拡    来訪者の皆様に感謝です。
白石   誠一　 来訪者に感謝です。
田村   征夫　 例会訪問させて頂きありがとうございました。今後も元気で頑張
　　　　　　ります。
岡田   賢治  　田村ＲＣ以下地区役員の方々の訪問を歓迎します。
加藤   久博　  来訪者の皆様に感謝して。
小松   武道 　 終戦後６６年戦中派の私にとりまして当時１７才で大阪専門学校
　　　　　　機械科在学中でした。
真鍋   憲夫  　来訪者を歓迎して。お盆の時期がやってきました。Ｌ北野孝夫様
　　　　　　はじめ亡くなられた方々の御冥福をお祈り申し上げます。
神野   雄太     ５／１２日前立腺ガンの告知を受け７／１５日帝京大学病院堀江教授
　　　　　　の執刀でガン摘出手術を受けました。今月より「新生」神野として
　　　　　　頑張ります。宜しく
藤縄   洲二　 来訪者の皆さんありがとうございます。
中村   七和　  7/31（日）献血に参加しました。先日、血液検査の結果が自宅に届い
　　　　　   ておりました。すべての項目で範囲内でしたのでホッとしており
　　　　　   ます。
有富   正治     336-A地区より、2R-RC田村さんをはじめ、多くの方々に例会訪問
　　　　　   を賜り誠に有り難う御座いました。
近藤   充徳　 7/31献血協力ありがとうございました。
矢野   和男　 来訪者を歓迎して。
高 橋  　守　 来訪者の皆様に感謝。暑い中ありがとうございます。
妹尾   光章　 ゴルフ部会の皆様のおかげで無事10位に入賞出来ました。
塩見   秀晴　 久しぶりに地鎮祭に立会しました。暑かったけど晴々とした気持  
　　　　　   ちになりました。
檜垣   孝志　立秋といえども暑いですネ。今年、最後の夏日だといいのです 　　
　　　　　   が・・・ネ！
近藤   盛文　 神野さん、元気でいいですねえ。おめでとうございます。
土岐   計一　 8月ライオンズコンペで優勝しました。3人が同ネットにて年齢に
　　　　　   て入賞しました。
宇野   博文　 暑い日が続きます。8 月 7 日にライオンズゴルフ大会に参加しま
　　　　　   した。そのゴルフの前に田村さんは道路の草取りをしてきたとの
　　　　　   ことです。感心させられると共に見習いたいものです。
古川   貴章　 あつーい日が続きますね 。
村上順一郎　 毎日暑いですね。暑いからと言って寝冷えに注意！
重橋   良昭　 夏の高校野球、残念ながら愛媛代表の今治西高校は一回戦敗退と
　　　　　    なりましたが、今年も暑い夏のドラマを期待しております。
鈴木   雅志　  神野さん復帰おめでとうございます。
田  川　 隆　  熱中症に気をつけて下さい。
林　 幸  央　  熱中症にご注意下さい。
武市   欣也　 例会訪問に感謝です。
山下   邦俊　 来訪者を歓迎致します。
伊藤   嘉秀      ご来訪者の皆様ようこそいらっしゃいました。   　
村上   博昭　 来訪者を歓迎致します。
　　　　　　真木   泰彦／大石   隆憲 / 碓井   良和／福山　宏／草田   和子／　
　　　　　　佐々木徹夫　 　　　   
宇賀　潔　早退します。誠に申し訳ありません。
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◇◇◇◇  ８月  第２例会    ◇◇◇◇
大竹　崇夫　村上博昭計画財務委員長はじめ委員会の皆様、夜間例会、懇親
　　　　　　会の設営ありがとうございました。
田村　征夫　夜間例会お世話になります。ＭＪＦ・フェロー賞いただきました。
白石　誠一　遅刻しました。
岡田　賢治　各委員会委員長さん、新会員1名の推薦を宜しくお願いします。。
真鍋　憲夫　残暑お見舞い申し上げます。お体ご自愛下さい。
古川　貴章　まだまだ暑いです。
石川　敏則　残暑おみまい申し上げます。
東  田   　実　第1例会欠席の為
加藤　久博　夜間例会に感謝して。
有富　正治　今年度、最初の夜間例会です。各委員会でお互いの絆を深めて
　　　　　　いただければと思います。
妹尾　光章　何時までも暑い日が続きますが、皆様と共に頑張ります。
藤縄　洲二　今日一日、建築の講習会に行って来ました。遅くなりました。
林　　幸央　高橋さん、田村さん、神野さんの栄誉を祝して。
田   川  　隆　夜間例会を祝して、尚夏バテしないように。　

川嶋　理之　村上博昭さん、ふじのビアガーデン、カラオケチャンピオン大
　　　　　　会３位おめでとうございます。沖縄には行けませんが、九州ぐ
　　　　　　らいまでは行けましたね！
重橋　良昭　お盆休み１４日（日）８年ぶりに三瓶高校同志会に出席。８年　
　　　　　　前より体重１０キロオーバー、髪型も変わっており女性陣より　
　　　　　　「だれ？」と言われました。頭も身体もシェープアップ、業績も
　　　　　　アップ出来るよう努力したい。
宇野　博文　世界も、日本も天候がおかしくなっています。災害対応へのボ
　　　　　　ランティア活動も大切なライオンズの取組だと思います。頑張
　　　　　　ります！！
神野　雄太　ＭＪＦ・フェロー賞をいただきました。ありがとうございます。
近藤　盛文　孫（小学２年生）剣道がんばってください。
石   川  　稔　暑かった中で取り組んだ献血からはや１ヶ月が経とうとしてい
　　　　　　ます。次回は１２月１１日の予定です。皆さんご協力をお願い　
　　　　　　します。
伊藤　嘉秀　残暑お見舞い申し上げます。皆様お体ご自愛下さい。
檜垣　孝志　木酢（すだち、かぼす、ゆず・・・など）がようやく沢山収穫
　　　　　　されだしました。食欲をそそりますネ！
村上　博昭　本日は第一回目の夜間例会です。懇親会では各委員会ごとに大
　　　　　　いに親睦を図って下さい。
増田　英夫　毎日暑いですね。皆様熱中症に気をつけましょう。
佐伯　澄男　ゴルフ部会最下位デビューと次回リベンジを目指して・・・
高   橋  　守　入会して２５年シェブロン賞をいただきました。
中村　七和　本日の親睦会の司会を致します。川嶋さんのように上手に出来
　　　　　　ませんがご協力宜しくお願いします
村上順一郎　暑かったり涼しくなったり皆さん体調を崩さないように。　
塩見　秀晴　暑い夏ももう少しです。がんばりましょう。
山下　邦俊　夜間例会楽しみましょう。
矢野　和男　今年度最初の夜間例会を祝して。
　 　　・・・残暑厳しいおり、皆様身体をご自愛下さい。・・・
　　　　　　久保田  繁拡／真木  泰彦／武市  欣也／鈴木  雅志／近藤  充徳
　　　　　　新田  久司／高橋  在錫／土岐  敏勝／近藤  眞而／碓井  良和
　　　　　　草田  和子／金谷  健司／大石  隆憲

　８月第１例会に地区の役員の方が大勢訪問いただきました。新居浜別子
LC の２R-１Z･ZC 岡田茂のスピーチがパンチのきいた内容でした。
＊「他のクラブのアクテビティーに参加しましょう。日程や、企画の内容、
規模、など情報を発信しましょう。２R内はちょうど距離的にも 1時間あ
まりの移動で参加可能。ライオンズマンの共有できるアクテビティーにし
ていこう。」
　１Ｒ（松山地区）方面も車で１時間の範囲でしょうか。他クラブのアクティ
ビティーに参加を呼びかけた岡田茂 ZC、そうですねえ、いろいろな交流が
クラブのなかで話題となって日頃のクラブ奉仕活動に弾みをつけたいもの
です。
　９月２９日は我がクラブの「中学生英語スピーチコンテスト」が開催され
ます。例年は生徒さんと、スピーカーに関係のある父兄の方の前でのスピー
チです。今年は一般の市民の方にも、他のクラブの方にも見ていただきた
いですねえ。


