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　今日、１１月３日、国領川河川敷トラックフィール
ドに時計台を寄贈させて頂きました。本格的な競技用
トラックではありますが、時計がなく不便であるとの
要望もあり、セイコータイムシステム社製太陽電池式
電波時計を設置致しました。

　この陸上トラックでは、多くの学生が日夜練習に励
み、また多くの市民が健康増進の為、ランニングや
ウォーキングを行っております。そして、このトラッ
クで猛練習を行い、オリンピック選手として２名の方
が日本代表として活躍されたそうです。聞くところに
よれば、バルセロナオリンピックに渡辺高博氏が、そ
して、アテネオリンピックに向井裕紀弘氏が出場され
たそうです。
　贈呈式の日は、中学生駅伝大会の日でもあり、どの
選手の顔も真剣そのもの、ゴールを目指しひた走る姿
は、迫力と力強さが伝わってまいります。近い将来こ
の中から、また世界で活躍される人が育つことを感じ
させてくれ、私も大きなエネルギーをいただきました。
　私達は人生のゴールへ向かって時を刻んでいます。
これは、どんな立場の方でも、老若男女、今日生まれ
た赤ちゃんもみんな同じです。日本でもカバーされて
いるアメリカンソング「大きなのっぽの古時計」はお
じいさんが生まれた朝に動き出し、９０年の生涯を終
えた後、動かなくなりました。
　今回寄贈させていただいた時計台は、高さ約５．５ｍ、

時計の直径が７０ｃｍのステンレス製です。そして、太
陽電池式電波時計は今は最新式ではありますが、９０年
後はまさに「大きなのっぽの古時計」になっているこ
とでしょう。
　そして、人生にリハーサルはなく、今見たもの、今
感じた事、まさに「今」の連続が人生だと言わんばか
りに、この駅伝大会の朝、動き出しました。
　この陸上トラックで、頑張っている人がいる限り、
永遠に見守りつつ時を刻んでほしいものです。
　最後に、この時計台を寄贈するにあたり、多額の献
金を戴いた新居浜ライオン
ズクラブの大先輩でありま
す、矢野道一氏に心より感
謝申し上げます。

大竹会長より佐々木市長に目録贈呈大竹会長より佐々木市長に目録贈呈大竹会長より佐々木市長に目録贈呈
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　大竹会長の開会ゴングで始まった早
朝例会。
　正面には、いつもとは違うユニーク
な日章旗があり、これで、私の寝ぼけ
まなこもパチッと開き、五体にスイッチ
が入りました。
　本日は、世界ライオンズデーです。

世界中のライオンズメンバーが、各地域において自主的
に清掃奉仕を実施する今日は、我々にとって特別な一日
である事を改めて自覚する事ができました。
　我がクラブは清々しい気持ちのまま、商工会議所周辺
の「愛ロード・愛リバー」を二班に分かれ、
清掃奉仕活動を行いましたが、皆様の
チームワークで地域はみるみるうちに、

秋立つ朝の奉仕活動
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　環境保全委員会　鈴　木　雅　志

綺麗になりました。ウィサーブ精神のもと、談笑を交えな
がら和気藹々と行う清掃は、爽やかな達成感を与えてく
れました。
　またメタボ気味の身体も気のせいか軽く感じられ、自
分にとってはうれしい成果でした。
　これからも感謝の気持ちを忘れる事なく、皆様や地域
の方々との交流を大切に、心を一つにした奉仕活動に努
力して参りたいと思います。
　本日は３９名の参加、本当にありがとうございました。
ご苦労様でした。

参加者
Ｌ大竹、Ｌ藤縄、Ｌ加藤、Ｌ真鍋、Ｌ久保田
Ｌ白石、Ｌ伊藤、Ｌ神野、Ｌ土岐計、Ｌ宇賀
Ｌ田村、Ｌ妹尾、Ｌ有富、Ｌ宇野、Ｌ田川
Ｌ永易、Ｌ佐伯、Ｌ近藤盛、Ｌ矢野和、Ｌ真木
Ｌ東田、Ｌ小松、Ｌ山下、Ｌ岡田、Ｌ碓井
Ｌ塩見、Ｌ古川、Ｌ福山、Ｌ林、Ｌ檜垣、Ｌ重橋
Ｌ山口、Ｌ熊本、Ｌ高橋在、Ｌ村上順、Ｌ土岐敏

Ｌ近藤真、Ｌ川嶋、Ｌ鈴木雅
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助け合う心と絆

ありがとう葉書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青少年委員会　福　山　　宏

　角野小学生の生徒さんが今年も夏休みにありがとう葉書で先生と
「ありがとう」のキャッチボールをしていただけたようです。
　楽しい夏休みの様子が書かれた素晴らしい葉書を各クラスから
一枚選んでいただき校長先生から預かってまいりました。

世界平和ポスターコンテスト

新居浜ＬＣ 優秀賞
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「１００才までお願いします」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（財）骨髄移植推進財団
                                                        　　　　　　　　　　　　　地区普及広報委員　

　父の仕事の関係で新居浜で
生まれ育ちました。
　幼い頃近所の県議をしてい
た人と風呂で一緒になること
が多く生前葬をしたとか瀬戸
内海を泳いで渡ったとか、は
たまたその昔、住友化学の職

場へ馬で通勤していたとの話を湯船の中で聞く中、「私が死
んだら医大に遺体を献体する」と云うことが耳に残り私も大
人になって死んだらそうしようと考えておりました。４０才前
後に愛媛大学医学部が開設され献体の窓口を知り愛媛大学
白菊会(愛媛大学医学部へ献体する会)へ入会し現在に至っ
ておりますが入会当時は医学発展の為、学生による解剖に
理解を示す人は少なく教授、職員、役員による会員勧誘に
奔走しましたが現在に至ってはその心配も少なくなっていく
傾向の中、当時マスコミや献血をしている中で若者が白血
病で命を絶って行く記事が多く「ドナー登録者の普及に」と
云う記事が目に止まり早々と申し込んだとこ
ろ中四国普及広報委員に任命され香川のＭ
君と私が四国の担当でにわかに骨髄の勉強

をしたものです。( ニワカ勉強はダメですネ、今だに苦労し
てます )
　元来、貧乏性な私は自分の身体で皆様のお役に立てれば
いいなぁ～と常々考え本業 ( 保険代理店 ) の中でもお一人
お一人のお客様が私の行動を見て協力と理解をしていただ
いて今日まで私を生かせて助けてくださっておりますことは
自負できるところです。新居浜ライオンズクラブ様にも同じこ
とが言えます。
　誌面をお借りして多大な物心両面のご援助いただいてお
りますことを感謝申し上げます。「ありがとうございます」い
たらぬ所が多いので助けてくださいませ。
　最後に白髪 になっても新居浜っ子の一人として１０月は
落ち着きなくなっております。愚息も小学校入学前に転出し
ましたが仕事のツテで太鼓台を担がせてもらいに毎年仕事
を放り出し松山から通っているそうで、迷カメラマンの私も
皆勤しておりますので声をかけて下さい。　
　皆様のご多幸を念じ 　　　　　　　　　　　合掌

日 本 骨 髄 バ ン ク

骨髄バンクが届けるのは、生きる希望
そして、希望の種を育てるのは皆さんの善意

　１０月１日（土）は、快晴の中２Ｒ親
善ゴルフ大会が開催されました。
　私達、新居浜ライオンズクラブの参加
メンバーはＡＭ7:15 に会場である滝宮カ
ントリークラブに集合し、受付などのお
手伝いを田村さん、川嶋さんを筆頭に、
ゴルフ部会が中心となり行いました。そ

の後、順調に第１組目がスタートして行きました。
　参加人数も１２０名と多く新居浜ＬＣは、ホスト役でしたの
で最初と最終組に入って最終組の人は、約３時間の待ち時
間となりゴルフ部会及び参加メンバーの皆さんは、大変お
疲れ様でした。
 　又、当クラブは団体戦で２位、個人戦は金谷君が３位に
入賞するなど、２１名参加し１０名が入賞しました。私をの

２Ｒ親善ゴルフ大会に参加して
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青少年委員会　　新　田　久　司  

ぞけば皆さん良かったのではないでしょうか？　私自身２Ｒ
親善ゴルフ大会は、２回しか参加したことがなく今回参加し
て、２Ｒのメンバーの方が多数参加していてこのようなゴルフ
を通しての交流は大変、意義のあることだと感じました。
　また、来年はもう少し練習して参加したいと思います。そ
して、当日は、パートナー及びクラブメンバーの皆様に恵ま
れ本当に楽しいゴルフとなりました。ありがとうございました。

森　実　栄　一  
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－ふるさと紹介－　　　　                                     　           卑弥呼の墓が見えるとこ　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計画財務委員会　中　村　七　和

 　新居浜ライオンズクラブに入会しては
や１年が経過しました。振り返ってみれ
ば、月日の経つのも早く感じられます。
　私は、奈良県桜井市の出身です。桜
井市について紹介させていただきます。
　まず全国版でもニュースになるようなこ
とといえば古墳の発見です。弥生時代末

期から古墳時代前期にかけての大集落遺跡である纏向遺跡
（まきむくいせき）その中には６つの古墳があります。中で
も有名なのが、邪馬台国の女王「卑弥呼」の墓との説もあ
る箸墓古墳（はしはかこふん）です。

　いわゆる邪馬台国近畿説としても有名です。桜井には、
いたるところに古墳があり、その当時の勢いが感じられます。
　この纏向遺跡の前にそびえる三輪山（みわやま）は、三
諸山（みもろやま）とも言われますが、標高467.1ｍの山です。
　三輪山伝説として、古い書物『記紀』には、山中にある
大神神社の祭神・大物主神（別称三輪明神）の伝説が載
せられており、三輪山は神の鎮座する山、神奈備（かんなび）
とされています。
　この大神神社周辺で盛んに作られているのが、三輪そう
めんです。９年前になりますが、産地表示違反問題が発生
しましたが、今は大丈夫です。
　次に紹介したいのが、真言宗豊山派総本山長谷寺です。

本尊十一面観世音菩薩立像は、重要文化財に指定されてお
り、その本堂は、国宝です。他にも重要文化財の仏像があり、
一日では見切れないほどです。又、５月の連休頃は、ちょ
うど牡丹、そして秋には紅葉が見事です。
　このほかにも、藤原鎌足を祀る「談山神社（たんざんじ
んじゃ）」や、蘇我氏の一族である蘇我倉山田石川麻呂（そ
がのくら（の）やまだのいしかわ（の）まろ）が建てた山田
寺など、神社・寺しか見ていただくものはありませんし、お
土産のそうめんも重いですが、興味がある方、是非一度、
桜井を探検されてはいかがでしょうか？

この静かな水面の向に邪馬台国の女王「卑弥呼」は眠っているのでしょうか

藤原鎌足をお祀りする談山神社

大
和
路
の
花
の
お
寺
　
長
谷
寺
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第１２２５回　１０月第１例会
１０月８日（土）６：３０～　商工会館 3F 

例　会　報　告

第１２２６回　１０月第２例会
１０月２６日 ( 水 )   １８：００～    ユアーズ　 

◆ライオンズの誓い　
　　ＰＲ広報ＩＴ委員長　近藤盛文
　　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
◆授章　メンバーシップアドバンスメントキー賞
　　Ｌ岡田賢治、Ｌ有富正治
◆幹事報告　久保田繁拡幹事
　◇報告事項
　１． 第２２回英語スピーチコンテスト
　　　９月２９日（木）14:00 ～ 新居浜
　　　市民文化センター 出席者２０名
　２． ２Ｒ親善ゴルフ大会　
　　　　１０月１日（土）滝の宮カントリークラブ
　　　参加者　２１名　団体戦　2位入賞
　３． ２０１１年～２０１２年冬期ＹＥ生派遣について
　　　派遣生：白石葉菜さん (ライオン白石誠一長女）
　　　派遣先：イタリア
　　　期間（予定）２０１１年１２月１０日～２０１２年１月１０日
　４． 第２期会費の引落について
　　　　１０月１７日（月）　43 ,000 円　
◆委員会報告
　青少年委員会　古川貴章委員長　英語スピーチコンテス　
　　トへのご参加、ご協力ありがとうございました。
　環境保全委員会　高橋在錫委員長　本日の愛リバー・愛　
　　ロード清掃奉仕作業よろしくお願いします。
◆出席報告　神野雄太委員長
　　会員数５６名  出席４２名  欠席１４名  出席率７５％
◆テール・ツイスタータイム　
　　　ドネーション  65 ,000 円　
　　　ファイン 　　　   ５００円　

◆ライオンズの誓い　青少年委員長　古川貴章
　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
　時計台の建設、今月完成予定です。メ　
　ンバー皆様のご協力お礼申し上げます。
　１００万本の植樹を進めており、予算の組み替えを計画してい
　ます。例会後に計画財務委員会主催の家族会が開催されます。
◆国際協会よりメルビンジョーンズフェロー賞がＬ増田英夫に授
　与されました。２１回目の受賞です。
◆幹事報告　久保田繁拡幹事
　◇審議事項・・・全項目承認される
　１．英語スピーチコンテスト決算について
　２．時計台設置予算について
　３．３３６－Ａ地区記念植樹予算について
　４．１０月第２例会家族会予算について
　５．１Ｚ合同例会登録料について　
　　　　　　　１，０００円／人（１０月末会員数で登録）
　　　１１月１０日（木）１２：１５～　ふじ結婚式場
　６．世界ライオンズデー決算報告について
　７．計画財務委員会の委員会日変更について　
　　　１１月３日（木）から１１月４日（金）へ変更
　◇報告事項
　１．伊予三島ＬＣ５０周年記念式典　
　　　　１０月２２日（土）１５：３０～　グランフォーレ 
　　　　出席者　小松地区名誉顧問、田村２Ｒ－ＲＣ
　　　　　　　　会長、幹事、会計
　２．新居浜･西条経済研究会創立３０周年記念祝賀の集い　　
　　　１０月２８日 ( 金 )１７：００  リーガロイヤルホテル
　　　　出席者　大竹会長
　３．１Ｚ合同例会（１１月第１例会）
　　　１１月１０日（木）１２：１５～　ふじ結婚式場
　４．時計台贈呈式　１１月３日（木）　東雲競技場
◆委員会報告
　計画財務委員会　村上博昭委員長　
　　　家族会予算案について
　青少年委員会　　古川貴章委員長　
　　　英語スピーチコンテスト決算につい
　　　て、平和ポスター、ありがとうはがき
　　　の展示をしています。　
　環境保全委員会　高橋在錫委員長
　　　愛リバー・愛ロード清掃奉仕　決算報告
◆出席報告　神野雄太委員長
　　会員数５６名　出席５４名　欠席２名　出席率 96.43％
◆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　　102 ,000 円
　　　　 ファイン　　　　　     500 円　

「 家  族  会」10 月 26 日 ( 水 )
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MMARRIAGARRIAGE＆BIRTHDAYIRTHDAY
・１１月  誕    生    日　塩見秀晴、真木泰彦
・１１月 結婚記念日　鈴木重行、田川　隆、村上順一郎
                          　  　村上博昭、岡田賢治、近藤盛文、永易明洋

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 85.7 93.8 50名 ％ ％ Ｈ 円220,884
42
34
28

80.7
88.3
64.3

87.9
95.6
70.0

  134　
46
                21          

71,240
103,678

0
395,802       160 79.7 86.8    　　　 251

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
Ａ  Ｃ  Ｔ

２Ｒ－１Ｚ　アクティビティ報告書 ( 1 0 月分 )

GOLFGOLF １０月１日(土)　　滝の宮ＣＣ

岡田 賢治
永易 明洋
新田 久司

５０
４３

４７
６１

　９０
　９１
　８９
１１７

２３
２２

２１
３０

６８
６８
６８
８７

田川　隆
準優勝
3　位
ＢＢ賞

赤石 別子 グロスハンディネット氏　   名
優　勝

助け合う心と絆

理事・委員長会報告
１０月１１日（火）　商工会館３階

・１１月１０日（木）  １Ｚ合同例会　１２：１５～　ふじ結婚式場
・１１月１３日（日）  第２回キャビネット会議
・今治ライオンズクラブ５０周年
　  １１月１９日 (土 )  記念ゴルフ大会　　　  今治カントリー倶楽部
　  １１月２０日 (日 )  記念式典・祝宴　１６：００～  今治国際ホテル
・１１月１９日 (土 ) ＹＥ冬期派遣生オリエンテーション  　 　    松山

・理事・委員長会及び例会
 理事･委員長会   １１月　７日 (月 )１８：３０～ 商工会館3F
 第１例会 (１Ｚ合同）    １１月１０日 (木 )１２：１５～  ふじ結婚式場　
 第２例会 (夜間例会 ) １０月２２日 (火 )１８：００～ ユアーズ

・委員会
 環境保全委員会  １１月　１日 (火 )１８：３０～ 事務局
 会員会則委員会  １１月　２日 (水 )１８：３０～ 事務局
 計画財務委員会　  １１月　４日 (金 )１８：３０～ 事務局
 保健福祉委員会　  １１月１０日 (木 )１８：３０～ 事務局
 青少年委員会　  １１月１１日 (金 )１８：３０～ 事務局
 PR広報 IT委員会  １１月２４日 (木 )１８：３０～ 事務局
 出席大会委員会  １１月２５日 (金 )１８：３０～ 事務局

・クラブ行事予定
　１１月　３日 (木 )　時計台贈呈式　　８：００～　東雲競技場
　１１月３０日 (水 )　平成２３年度えひめ学園文化祭　　
　　　　　　　　　　    １０：００～　市民文化センター中ホール　  
・部会・同好会
　ゴルフ部会　　１１月１３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　　１１月１８日 (金 )　花園　　　　   　神野  雄太
　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
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　大竹会長の挨拶で理事会が開催されました。１０月度は
いつもと違って第１例会（ライオンズデー早朝例会）の後
から本日の理事・委員長会開催となりました。

　「時計台設置」と、「100 万本植樹」について現状の報告
をします。
　矢野道一基金をもとにして、国領川河川敷の、東雲陸上
競技場に時計台を設置の案件を関係部局との日程調整もほ
ぼ煮詰まってきました。１１月３日の市内駅伝大会の開会式
に贈呈式が催されるように、近日、基礎工事他の現地工事
を着工をします。
　植樹のアクティビティー展開は（ライオン誌、8 月号）に
紹介文が掲載されています。環境保護を目的として、「100
万本の木を植えよう！」と国際協会あげてキャンペーンをし
ています。
　植樹は誰にでもできる地域参加型の奉仕で、地元のかた
に呼びかけてライオンズと市民が力を合わせて取り組む絶
好の機会である。336-A 地区ガバナー菅武廣より直接、植
樹の取り組み方など具体的な要請を受けました。
　クラブとしても環境保全委員会活動として取り組んでほし
い。樹木の専門家の石川敏則理事に指導願いたい。出席
者から、「どこへ、どのくらいの本数を、いつ頃までに、予
算は、」など自由活発な意見が出された。
　その後、審議事項、予算および決算、委員会日程変更計
７件・報告事項と進行しました。審議の案件はすべて承認
されました。
　委員会報告では、計画大会委員会より、１０月第２例会
の家族会の説明がされ、出席者から、多くの発言があり、「当
日は、希望に叶う家族会になるように企画したい」と中村副
委員長が答えました。
　ライオンズデーの１０月８日（土曜日）が早朝例会となり、
「愛リバー清掃奉仕」ご苦労様です。それで理事会がその
後になりました。

出席者
Ｌ大竹、Ｌ藤縄、Ｌ加藤、Ｌ真鍋、Ｌ久保田、Ｌ白石、Ｌ神野
Ｌ中村、Ｌ近藤盛、Ｌ石川稔、Ｌ永易、Ｌ山口、Ｌ新田、Ｌ近藤充

Ｌ石川敏、Ｌ古川、Ｌ岡田、Ｌ高橋在、Ｌ伊藤、Ｌ高橋守

Ｌ田村、Ｌ塩見
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編集後記

◇◇◇◇ １０月 第 1例会 ◇◇◇◇

大竹   崇夫  　世界ライオンズ奉仕デーへの参加ありがとうございます。
田村   征夫　 世界ライオンズデーに参加しました。２Ｒゴルフ大会
　　　　　　本当に有り難うございます。
永易　明洋 　ご苦労様です。
檜垣　孝志　来週は新潟・佐渡と沖縄に続けて行きます。何が美味
　　　　　　しいでしょうか？楽しみです。
佐伯　澄男　１０/２６家族会です。宜しくお願いします。
岡田　賢治　世界ライオンズデーです。早朝例会、清掃楽しみましょう。
小松　武道　ライオンズデーに祝福

塩見　秀晴　ライオンズデー！早朝に掃除が出来る喜びを感じたい。
田川　　隆　別子コースよりスタート、セルフだったのでたいへん悪
　　　　　　いスコア。石鎚コースはキャディが付き、スコアもまと
　　　　　　まって月例ゴルフ優勝、２Ｒ親善ゴルフ大会は１６位で
　　　　　　した。又、本日は世界ライオンズデー奉仕を祝して！
妹尾　光章　世界ライオンズデー早朝例会楽しい想い出でした。
有富　正治　お祭りが近くなりました。お互い怪我の無いよう、気
　　　　　　をつけましょう。遅刻しました。
白石　誠一　おはようございます。
宇野　博文　本日（８日）早朝のＮＨＫの放送で、横浜の山下公園の
　　　　　　ボランティア活動を紹介されていました。今日は久しぶ
　　　　　　りの清掃活動を頑張りたいと思っています。
久保田繁拡　本日はライオンズデー。皆さん早朝よりご苦労様です。
檜垣　孝志　来週は敬老の日にお彼岸ですネ。夫々多用です。
藤縄　洲二　２Ｒのゴルフ大会１０５位、後ろにあと４人・・・
真鍋　憲夫　２Ｒ親善ゴルフで素晴らしい賞品を戴きました。ありが
　　　　　　とうございます。
伊藤　嘉秀　皆さん、おはようございます。
東田　　実　遅刻しました。
　　  ・・・世界ライオンズデーに参加して・・・
　　　　　　加藤久博／重橋良昭／高橋在錫／宇賀　潔／神野雄太
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◇◇◇◇ １０月 第２例会   ◇◇◇◇
大竹　崇夫　我々がライオンズ活動を行えるのも、家族の皆さんのご
　　　　　　理解、ご協力のおかげです。感謝致します。
岡田　賢治　家族会楽しくやりましょう。計画財務委員会の皆様、ご
　　　　　　苦労様です。
田村　征夫　家族会、本年も孫達出席です。お世話かけます。
　　　　　　今月は結婚記念日です。４７回目かなあ・・・
宇賀　　潔　孫が結婚します。
真鍋　憲夫　秋祭りも終わり朝晩寒くなってまいりました。お体に気
　　　　　　を付けてお過ごし下さい。遅刻しましたので
有富　正治　ご出席のご家族の皆様、家族会を充分楽しんで下さい。

妹尾　光章　久しぶりの家族会、楽しく過ごせました。
永易　明洋 　家族会にたくさんの出席ありがとうございました。
久保田繁拡　本日は家族会。家族の皆様に感謝です。
塩見　秀晴　今日は家族会を楽しみたいと思います。
村上　博昭　１０月２４日に次男に２人目の子供が誕生！これで男３
　　　　　　人女１人の４人のおじいちゃんです。
宇野　博文　今日は楽しみにしていた家族会です。お世話いただい
　　　　　　た皆様ご苦労様でした。明日から頑張りたいと思います。
小松　武道　家族会の盛会を祝して。　

高橋　　守　家族会を楽しく。計画財務委員会の皆様ありがとう。
重橋　良昭　初めて新居浜太鼓祭りを見ました。新居浜市民のパワー
　　　　　　を体感しました。来年も楽しみにしております。
田川　　隆　本日は夜間例会、おめでとうございます。また、太鼓テー
　　　　　　プお買い上げありがとうございました。ドネーション
　　　　　　します。
伊藤　嘉秀　今年も祭りが終わりました。新居浜太鼓祭りごとに毎
　　　　　　年前科者が生まれますこんな祭りでええのかと考えさ
　　　　　　せられます。
加藤　久博　家族会に感謝して。
石川　敏則　木の散髪はするけど自分のは久しぶりです。チョット
　　　　　　切りすぎたかな！頭がすずしいのがよりクールになっ
　　　　　　た気がします。
檜垣　孝志　今年の家族旅行は沖縄でした。「かりゆし」が似合いま
　　　　　　したネ。
古川　貴章　こんにちは！
近藤　盛文　家族会楽しみましょう。
　　　・・・本日は家族会です。家族の皆様に感謝です・・・
佐々木徹夫／真木泰彦／山下邦俊／高橋在錫／中村七和／新田久司
近藤充徳／福山　宏／神野雄太／草田和子
白石　誠一　遅刻してすみません。

田村　征夫　１等賞、２等賞当たった、当たった。申し訳ありません。
石川　敏則　２等賞が当たりました。　

真鍋　憲夫　特別賞です。

　秋のお祭りも終わりました。今年はほうぼうで太鼓の鉢合わせ
がありましたが、どうなっているんでしょうかねえ。
　スポーツの秋では、新しく発足した同好会「しまなみ海道をい
つか走破する会」がサイクリングを企画しています。また国際協
会が今年度、世界のＬＣに呼びかけている「100 万本の木を植
えよう」の目標も、この秋が植え付けの絶好の機会です。
　我がクラブでも100 本の苗木を植える計画も進んでいます。
芸術の秋、読書の秋です。3 月の東北の震災に続いて、トルコ
の地震、タイの洪水など地球規模で自然の猛威を受けている昨
今です。ですが、この美しい日本の秋の風景を体一杯吸い込んで、
気分新たにやりましょう。

大竹会長より佐々木市長に目録贈呈


