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　新年明けましておめでとうございます
２０１２年の幕開けでございます。
本年が皆様にとって、輝かしい年となり
ます事を、心より祈念申し上げます。
　今年は壬辰年（みずのえたつどし）で
す。壬（みずのえ）は水の事で、我々に
とってはなくてはならない命の源です。辰

は十二支の中では５番目に数えられますが、唯一、人々が
創造した神話上の動物『龍』で、神の使いと崇められてい
ます。
　昇り竜、神竜・・・と龍には『落ちてくる』イメージが似
合いません。まさしく、今年は命の源の全てを育む水の霊
力を全身にまとい、活力をみなぎらせ振い立たせる龍の
様に、天にも昇る勢いのある飛躍の年になることを願って
止みません。
　さて、旧年中は公私ともに、ご指導ご協力を頂き、誠に
有難うございました。
　昨年末１２月にも、第２回献血活動を行い大きな成果
を得る事ができました。
　さらに、『１００万本の植樹活動』や文化センター前の
「少年少女像」の補修、また、１８日にはＹＥ事業により、
白石葉菜さんをイタリアに派遣する事ができました。

　そして、これら多くの事業を支えて下さった先輩方が長
寿のお祝いを迎えられました。
　ライ
オン近藤充徳が古希、ライオン増田英夫が傘寿、ライオン妹尾光章が
卒寿でございます。心よりお祝い申し上げます。
　また、歴代会長、幹事の皆様にも、長年にわたり、多くの
アクティビティを積み重ねられ、大きな功績や名誉を受け
継いでこられました事に敬意を表しますと共に、感謝申し
上げ、新しい年のスタートとさせて頂きたいと思います。
　辰年といえば、頭に思い浮かぶのは、その名の通り辰年
に勃発した戊辰戦争です。前年の混乱の中行われた大政
奉還に続き、明治元年（慶応４年）この戦争を経て、明治
維新が行われ、新しい近代的な世の中へと激変しました。
　『登竜門』いう言葉がありますが、これは『竜門』という流
れが急な川を上った鯉は、龍になる、といわれる伝説から
来ているそうですが、まさに当時は『龍になった時代』だっ
たのです。
　様々な分野で閉塞感のある現在の社会情勢ではありま
すが、私達は英知と勇気をもって多くの問題を乗り越え、
新しい世の中を創造していかなければなりません。
今、新たな『龍になる時代』を築く時が来たのです。
　本年も皆様のご協力、ご指導を頂きながら、地域及び日
本の明るい未来へ願いを込め、更なる『社会奉仕』に精進
して参りたいと思いますので、どうぞよろしくお願い致し
ます。

ＹＥ派遣生白石葉菜さんイタリアへ出発ＹＥ派遣生白石葉菜さんイタリアへ出発

”１００万本の植樹活動” まずは１０本から

補修し蘇った銘板［青少年に愛と希望を］
この文字は合田隆三さん（号  桂翠）に揮毫して
もらったものです

献血・献眼登録奉仕活動献血・献眼登録奉仕活動



－2－

MARRIAGE＆BIRTHDAY

GOLF

　前回の献血が７月３１日の炎天下、
照り返しのきつい中で行われました。
　そして第２回目がそれから４カ月余
を経て行われ、南に仰ぐ四国の山々に
は白い雪が降り積み、夏から冬への季
節の移ろいも感じながらメンバー２１人
の協力を得ての献血、献眼となりました。

　この日の受け付けは１７４人、不採血者は１９人で採
血者は１５５人ということになり、「アイバンクの登録はメ
ンバーに依る「営業努力」の甲斐もあって４８人、更に
骨髄バンクの登録は森實さんの尽力もあり４３人となりま
した。
　因みに前回は受付が１６２人、採血者が１３８人、不
採血者が２４人で、アイバンク登録が４７人、ドナー登
録が３８人で、押し並べて前回の数を凌駕したようです。
　寒い中、９時からの準備、本番、午後４時までの活動、
そして片付けを含め長時間にわたってご協力を頂いたメン
バーの皆さんには心からお礼を申し上げたいと思います。
　このように献血を実施しても慢性的な血液不足が言わ
れています。血液の保存は長期間出来ず、血小板に至っ
ては保存期間が４日しかないわけですから、常に献血を
し、新しい血液を補充しなければなりません。

寒空の下での第 2回目の献血
とき：平成２３年１２月１１日 ( 日 )　ところ：イオンモール新居浜　　　保健福祉委員長　石　川　　稔　

　私ごとで恐縮ですが、第１回の献血の貴重な経験を
させて頂くと共に、日赤の友澤さんの「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。愛媛における献血は新居浜ライオンズクラブのみな
らず、今や県内ライオンズクラブの協力無くしてあり得な
い」旨の感想を拝聴し、９月県議会で質問もさせて頂き、
県の理事者の考えを質しました。
　これまでライオンズのみなさん達の献血という分野で
の多大な貢献に心から敬意を表したいし、この活動によっ
てどれほど多くの命が助かったのだろうかと思いを馳せ
ました。今後においても皆さんの格段のご協力を心から
お願いし、報告に代えたいと思います。

第２回献血・献眼登録奉仕　
平成２３年１２月１１日　イオンモール新居浜
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　２０１１年１２月３日 ( 土 ) にユアー
ズにおいて開催されました新会員オリ
エンテーションに出席させていただき
ました。２Ｒ－ＲＣ田村征夫の開会宣
言のもとオリエンテーションが始まりま
した。講師には、元地区ガバナー・地
区名誉顧問・新会員オリエンテーショ

ン・チーム・チームメンバー（２Ｒ担当）西原　透様を
お迎えし、ライオンズ必携とスクリーンを使って分かりや
すく説明をして頂きました。また、新会員が発言できる機
会もあり、楽しく参加することができました。その後の懇
親会も、同じリジョン内の新会員の方々と話をしたり、名
刺交換をしたりして、交流を深めることができました。また、

新会員オリエンテーションに参加して
高校卒業以来の同級生と再会することもできました。今
回のオリエンテーションに参加したことを今後のライオン
ズ活動に十分に活かしてまいります。最後になりました
が、お忙しい中、私の引率者として、出席いただきまし
たＬ碓井良和様、ありがとうございました。

　今年第２回目の２Ｒ－リジョン会議が開かれ、最初に
第１回新会員オリエンテーションと併用することで開
会ゴング、開会宣言、役員の紹介をし、地区名誉顧問、
２Ｒ－ＲＣ、２Ｒ－ＺＣ、地区委員等２Ｒ内の役員全員が揃
い新会員も紹介されました。式次第終了後、リジョン
会議は別室に移動し始まりました。
議題
１）会員増強目標、例会純出席率目標の確認
　　２Ｒ内では１０月末で多少の会員増となっている。
　　例会出席についてはクラブにＲＣが出席の向上に
　　努めるようお願いしております。
２）薬物乱用防止教育認定講師養成講座の案内
　　２０１２年１月２８日（土）に１，２，３Ｒ合同で実
　　施予定
３）２Ｒ親善ボウリング大会について
　　各ゾーンで予選を行いゾーン代表で決勝を行う

４）２Ｒ親善スポーツ大会開催について
　　２０１２年１月２８日（土）西条市体育館で実施し
　　ます。各クラブに参加の案内状を出してお願いし
　　ています。
５）確認事項　アワードについて
　　２Ｒ内で各クラブの例会をしているがライオンズ
　　クラブのルールが統一されていない点を統一化を
　　して戴きたい。
６）日本のライオンズ会員の動向
　　６月末会員数 103,582 名でしたが、９月末で　
　　104,828 名で純増 1,246 名となっている。
７）第９５回ライオンズ国際大会参加要請について
　　２０１２年６月２２日より２６日、韓国・ 山で開
　　催されます。この大会で武久一郎国際理事候補応
　　援の為、３３６－Ａ地区で５００名の確保となってい
　　ます。Ａ地区では国際理事選出は二人めとなって
　　いる為に多くの会員の投票をお願いします。
　最後に地区名誉顧問ライ

オン高岡祐三の講評がありました。
　　　　　　　　　　                                         　 （文責  ２Ｒサポート委員）

第２回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２Ｒ－リジョン会議開催される

　盛大で厳粛ななかでの新居浜ライオンズクラブ結成５０
周年記念式典が終わって１年、新しい５０年に向かって
大竹会長のもと力強く歩み始めています。さて、記念事
業としています「街が銅の美術館プロジェクト」ですが、
その後の経過を報告しておきます。寄贈するモニュメント
ですが新居浜市駅前周辺ということにしていまして、市が
設置する駅前と斜め道路のモニュメントとの調整をしてい
ましたが、市のモニュメントが一般公募を行うと方向転換
され、その募集方法及び審査基準の概要がまとまるのを
待っていました。我がクラブもその方向で位置及び方針
を決定しようと言うことです。
　この度駅前のモニュメントの公募がようやく始まり概要
が決定されました。市のホームページに掲載されていま
すので興味のある方は見てください。これによって初期の

目的であります街が美術館構想が一歩実現前進しました。
　いよいよ我がクラブのプロジェクトも発車出来ることに
なりましたが、設置場所等まだ未定ですので市と協議し
実現に向けて頑張っていきたいと思いますのでよろしくお
願いいたします。

計画財務委員会　佐　伯　澄　男

もうすぐ！！
５０周年記念事業委員会　藤　縄　洲　二

”卓話” 新居浜市総合文化施設準備室  赤尾室長”卓話” 新居浜市総合文化施設準備室  赤尾室長
市へ寄贈するモニュメントもこの近くに設置予定

河端副課長

赤尾室長

Ｌ塩見秀晴

２Ｒ－ＲＣ田村征夫
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　昭和４７年に新居浜青年会議所を
卒業する前後頃実はロータリークラブ
からお誘いを受けたのだが、当時の
小生仕事もしたが遊び好きで ( これは
ＪＣの影響もあったし友人も悪かった？
ことによるかも ) ロータリークラブのよ

うに毎週例会出席を義務付けられるのはタマラン！それ
より当時仲良しだった吉村院長・井手社長・小松社長
達の所属していたライオンズを選んだ次第です。
　入会したときの会長は故北野氏の時期でした、会長
はともかく入会当時、表現困難な程の猛烈ライオンが
１名おられメンバーはその方全く頭の上がらない有様
……ことライオンズクラブに関しては極めて博学、クラブ
内では相当以上の権力をほしいままに振舞い人を人とも
思わない態度で接する方が居られました、然しその方お
かげでライオンズの知識・奉仕活動・服装を正す・儀
礼等々様々な教えを身に着けることが出来たのは今思え
ば心底感謝しております。さて或る日、小生その猛烈ラ
イオンと議論をしたことがあり彼に負けじと勉強した甲斐
あって先方が「参りました」といさぎよく謝られたのが益々
尊敬の念を抱いたものでした。
　次に苦労話しになりますが、昭和５２年井手会長のも
とクラブ幹事を勤めたとき急に事務局員が居なくなり事
務局も行わざるを得なく、その時期にエクステンション
を実施することが重なり新居浜中央ライオンズクラブを
誕生させ結成会では多数の来賓を迎えなおかつ、会の

司会を仰せつかったりで、当時は体がいくつあっても足
らない状況に置かれ昼夜の別なく苦労の連続でしたね。
　次に、小松ガバナーのもとキャビネット幹事を受けた
とき、キャビネット事務局は高松市に置いたままで幹事
の職務をこなすことは大変なことでリジョン・ゾーンへの
連絡、質疑応答、事務局との連絡にも極めて不便をき
たした為、当社の一室にＰＣを据え対処したことが思い
出されます。…これは大変なことでした。更に複合地区
の会合において韓国で開催されるオリエンテーションに
出席を指名され、東洋東南地区と共に一週間 山のホ
テルで缶詰状態に置かれ、国際本部役員の講義を朝か
ら晩までしかも宿題付きでライオンズクラブに関すること
のみ叩き込まれたことでした。外出は勿論、好きなアル
コールにもありつけずクタクタになって帰国したものの、
教え込まれたことの半分も今は記憶してません。
　このテーマにはもう少し字数が必要なことを痛感して
キーボードから離れます。

ライオンズで特に思い出すこと １９８６年～１９８７年　第２７期会長
　　　　　　　　　武　市　欣　也

私が新居浜ライオンズクラブに入会
した当時と現在の社会情勢も歴史と時
代の進歩、進展により大きく異なり、
特に文化、環境、経済等は言葉で語り
尽くせず想像も及ばぬ程かけ離れ、遠
い昔の思い出となりました。
　一般市民の方々はライオンズとは何を

するクラブか殆ど知る人はなく聞けば金持ち達の集まりで
社会奉仕事業や寄付を行う団体程度の認識に誤解されて
いる程度の人達が殆どで、誠のライオンズの実情を理解
していただく事は時間を掛けて会員を増強しクラブの強
化発展、アクトの賛同アピールに勉める事でした。またメ
ンバーの大半が明治生まれの先輩で、大正、昭和生ま
れは何事に於いても総てＹｅｓが答であり、Ｎｏは一切通
じず、ご無理ご尤もが規則、規定でプライドを誇り行事
の際、等の服装は背広にネクタイを締めた正装、上着の
襟にＬ字のバッジ、頭にライオンズキャップ ( 米軍人の
ギャルソンキャップ ) を冠り厳正なスタイルを維持せねば

メンバーとしての品格を保て、ライオンズマンとしての資
格を罵られる事も有り、愚生は野戦で軍人生活を経験し
ていたお陰で、この程度は通常の馴れ歩んだ行程と全く
苦にせず過ごせました。
現在はクラブ数、メンバー数共に増加し社会の認識も

実在通り高揚げしライオンズを知らぬ者は皆無となりまし
た。我れわれも所詮、難しい事は一切無しで何事も同列
同輩として話し、語り合い、愉快に楽しく生涯のメンバー
を目標に一層の切磋、琢磨し互いに譲り合って団結、ク
ラブ発展に萬全の努力を期し頑張りましょう。

時代の変転 １９８３年～１９８４年　第２４期会長
　　　　　　　　　妹　尾　光　章

元会長元会長よりより熱きエール熱きエール「助け合う心と絆助け合う心と絆」でがんばろうでがんばろう！！

キ ボ ドから離れます。

ラブ発展に萬全 努力を期し頑張りましょう。
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　１９７４年１０月入会式をヤクルトビ
ル５階で行い、その時は緊張感いっ
ぱいで「入会させていただき有りがと
うございます。皆様のご指導よろしく
お願いします」と挨拶したことを思い
出します。
　出席委員会にて、昼食の弁当お茶

沸しを１時間前ぐらいに準備をし、大先輩の指導で、８ヶ
月過ぎ各委員会に指名され、３年後１９７７年７月ライ
オンテーマに指名され大変でした。会員は、指名されれば
ＮＯはなし、時間は分刻みオーバーすれば例会終了後
先輩に指導され大変でした。
　３年後の１９７９年に幹事を、おおせつかりました。
越智会長とは、親しくお付き合いもなかったのですが、
お会いして、話しの中で「君のやりかたで幹事職をお願
いしたい。何があっても私が責任持つから」と言ってく
れました。　それで、心強く思い引き受けました。その
後は各委員会にて過ごし１９９０年会長に指名され、私
は何も知らずにＮＯはできないとの思いでした。受けた
後、結成３０周年記念の年でした。
　大変です記念事業を考えなくては、と新聞を見て全国
中学英語弁論大会で、新居浜北中学校の星加良司君が、
第一位に入賞したとの記事を見て、教育委員会に出向き、
伊達教育委員長にお願いし、新居浜市中学校英話スピー
チコンテスト第一回を、消防庁舎コミュニュティーホール

で市内中学校生１０名が熱弁、終了後に星加君に、全
国大会でのスピーチをお願いし、これからは国際化の時
代ではと思い、伊藤市長に会いライオンズクラブ３０年記
念事業の目的として、新居浜市国際交流基金として、百
万円の寄贈を申し出ました。市長は「国際性豊かな人
づくりに新居浜市としても、協力致しましょう。」と心よく
受けていただき、現在も継続されています。
　振り返って見れば、悔しい事、嬉しい事がありました。
役職について感じた事は、人ほど冷たいものはないが、
又人ほど暖かいものはない、あなたにも役職指名があれ
ば、「自ら燈明せよ」の言葉を与えられるので、推薦さ
れればＮＯはなしでね。

ライオンズ３７年間の回想 １９９０年～１９９１年　第３１期会長
　　　　　　　　　土　岐　計　一

　私は１９７２年（ 昭和４７年）に
兄Ｌ増田 巌 の奨めで L 野 勉のスポ
ンサーにより新居浜ライオンズクラブに
入会しました。
　以後たゆまぬ年月の流れはとどめよ
うも無く 気が付けば４０年もの歳月が
経過し、私をいざなった２人も既に鬼

籍の人であります。
　入会後間もなく勉強会で三重苦の聖女ヘレンケラー女
史が「ライオンよ､盲人の たれ」と唱えた事を知り、
私はＡＣＴの目標を視力障害者に置き、盲導犬の導入に
着眼しました。
　早速数人のメンバーを組織し､和歌山県田辺市の盲導
犬訓練所に 数年間何度も訪れ、見学と勉強を重ね やっ
と盲導犬を確保し 寄贈の段階で、当市には受け取る該
当者がなく 空振りに終わった残念な経験があります。
　しかし成就はしなかったが､当時の会長や仲間と情熱
を傾けた日々は､今 振り返ると私のライオン史には 輝い
て残る日々でもありました。
　又これは献眼運動にも繋がる案件でもあり、今後並行
して続行すれば意義は活かされると考えます。今は自分
のｉＰＳ細胞を活用して角膜を再生する研究が進められ
ていると聞きます。 従って今は昔の物語となる日もそう遠

くは無かろうと思いますが、私の両親も 兄も献眼した実
績は、未開発の時代の支えの上に成り立つ｢完成｣を思
えば、大事な奉仕であったと思います。
　そして日の目を見ない過程のすべからくは、その努力
の積み重ねこそ意義ある行為として 光って見える時が必
ず来ると信じます。
　今は後輩の活躍を頼もしく眺める立場でありますが､
私の総括として、４０年間ライオンズクラブに所属し毎年
仲間と あれこれ活躍して来た年月は、仕事一筋で通し
た日々に比べると ずっと幅広く味わい深い充実した人生
であった、と間違いなく申せます。
　この実感が若いこれからの人達に 私からの｢贈る言葉｣
として伝われば、まことに幸いです。

贈る言葉
私のライオン史を振り返って

１９９２年～１９９３年　第３３期会長
　　　　　　　　　増　田　英　夫

－

として伝われば、まことに幸いです。

助け合う心と絆
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　３月１１日東日本の未曾有の大震
災によって今、日本は国難と対峙する
まったく違う国になってしまった。
　連日報じられる被災地の様子に胸を
つまらせ、大地震、大津波が想定外
とは言え原発の事故は想像を超えるも
のがある。今年は地デジの関係で東京

へ６回出張、東日本の各県理事長と対話、地域と絆の
大切さを痛感した中で、平穏に暮らせている自分に負い
目を感じることがしばしばあります。
　今思えば会長の時、家族例会をかねて伊方原発へ見
学に行った事を想い出す。昼食は海鮮料理の大岩荘で
交流を深めた事。又地熱発電がいたる所にあるニュー
ジーランドに行った時ライオンズクラブの国際協会の目
的に世界の人々の相互理解の精神をつちかい発展させ

ると、ありますので新居浜ライオンズをバックにチャレン
ジ精神で、クライスト チャーチ ノースライオンズクラブ
の例会訪問をした事が一生の思い出になっている。
　最近入会されたメンバーの方々にはこの国の問題点を
しっかり考えながらライオンズ活動を変革していただき
たいと思っています。

　私の会長就任は１９９４年 ( 平成６
年７月 ) で、もう１７年の歳月が過ぎ
当時の想い出の感想をと原稿依頼を
いただき、少し時間をと思い楽しかっ
たこと、苦しかったこと等、想いに時
間がかかり原稿締切に遅れて申し訳あ
りません。昭和５２年４月取引先のスポ

ンサーに強引に入会をさせられライオンズではＮＯは絶
対ダメ、先輩の教えは忠実に守り奉仕とクラブの活動に
精進し、役職についてもクラブの為に引き受ける事と教
育されました。
　この様なライオンズの仕組みには若さから少し抵抗が
ありましたが会長就任前より先輩の教え等で役員構成に
は多くの会員の方々よりアドバイスと協力を得ることがで
きました。又、会長就任しますと必ずメインアクトを実地
する事が義務とされていましたので、私は青少年問題に
関心があり、小中学生を対象とした青少年健全育成講
演会の開催を委員会、理事会に提案し議決を得て講演
会資金獲得の為にチャリティー陶芸展を１１月２５～２７
日の３日間ユアーズで開催し有田焼の青木龍山氏や、
永平寺副貫首楢崎一光氏の色紙「陶版」を有田焼で作
成し展示販売し多くの資金を獲得し、１２月２日文化セ
ンター中ホールで講演会を開き講師として比叡山三宝延
住職、栢木寛照師を迎え「大人が育てば子も育つ」の
題で会場満席で大変皆さんに喜ばれたことが思い出しま
した。
　しかし私の在任中に悲しい出来事があり大変なショッ
クをうけました。平成６年１１月第２移動例会で伊方発
電所見学を池田さんと一緒に楽しい旅行をしました。帰
宅後に急逝された、故ライオン池田正さんです。２４日
朝訃報の電話があり自宅にお伺いし余りの事で言葉もあ

りませんでした。翌２６日には会員揃ってご葬儀に参列
しお別れの弔辞を読ませて頂きあの元気なお姿を思い
涙がとまりませんでした。
　又、平成７年１月の阪神・淡路大震災で救援につい
て３３６複合地区での指導を待ってどうするか議論中、
２Ｒ内他のクラブでは水の不足を聞きタンクローリーで、
タオル等日用品の不足を聞き緊急の対応をしているとの
情報があり、当クラブとして物資等の援助を検討中に、
現地では復興支援が必要との要望が強く義援金５０万円
を、被災された市民の方に送ることに決定し、３３６－Ａ
地区キャビネット事務局を通じて送金し、４月の年次大
会で阪神・淡路大震災に対する救援活動特別功労賞を
受賞しました。
　その他の奉仕活動で市内史跡案内版の補修し、第５
回市内新居浜市中学生英語スピーチコンテストを実施、
会員増強では１０月２６日第２例会で４名、７年４月２
６日第２例会５名の新会員の入会式があり年度末で会
員数８８名で会長職を卒業しました。
　今、想えば私がライオンズに在籍していられるのもご
指導して戴いた先輩や、会長在任中ご協力下さった会
員の皆様のお陰と感謝しています。今後は若い会員の
活動の手助けをしていきたいと思います。

会長在任一年間での想い １９９４年～１９９５年　第３５期会長
　　　　　　　　　　山　口 　　泰

ライオンズの思い出 ２００１年～２００２年　第４２期会長
　　　　　　　　　田　川　　隆

たいと思っています。

りませんでした 翌２６日には会員揃ってご葬儀に参列
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助け合う心と絆

　「ＧＥＴ   ＢＡＣＫ」をスローガンに意
気揚々と船出した日を昨日のように想
いだします。会長に就任していた時、
特に心に残った事は３つあります。　
　第一は献眼です。「ヘレンケラー女
史の盲人に愛の光を」我がクラブは献
眼に力を入れていました。知人の母親

が危篤なのでもしもの時献眼をしたいと連絡をいただき、
一応準備はしていたのですがライオンズの月例ゴルフの
日、朝クラブハウスに到着した時に永眠しましたと電話を
いただき、急遽キャンセルし病院へ駆けつけました。あ
いにく日曜日なのでアイバンクへの連絡がなかなかつか
ず少し遅れたのですが、愛媛大学からタクシーで担当医
が駆けつけてくれ無事角膜を取出して二人の人に愛の光
を届ける事ができました。
　この数年献眼がないのでこれからも力を入れてもらい
たいものです。
　第二は会員増強です。一時９０余名のクラブ会員が在
席していた時もあったのですが、私がクラブに入会した頃
より会員減少が続き会長引継ぎの時６０名を割る非常事
態でありました。しかし当時の会員・会則委員長と東奔
西走し６名もの新会員の同志を得ることができ、やっと
会員減少に歯止めがかかったと大喜びしました。しかも
その当時入会した人達が現在当クラブの重要なポストを
占めているのは、喜びに堪えません。

　そしてどうしても忘れられない出来事は、新居浜地区
に１００年に１度あるかないかのゲリラ集中豪雨被害に
二回も遭遇した事です。被害地区に対して市内４クラブ
合同で復旧ボランティァ活動をしました。その被害に対し
スポンサークラブである松山ホストライオンズクラブ会長
より再三励ましの電話をいただき、見舞金まで頂戴しました。
　又、ボランティア活動の拠点である社会福祉協議会駐
車場に「槙の木」を記念植樹し、その横に「奉仕の輪」
と石碑に刻みました。しかし翌年梅雨に降雨が非常に少
なく暑い夏に植樹した槙の木が弱っているのを見、毎日
夕方ポリタンクに水を５０リットルほどライトバンで運び、水やり
したのですが努力のかいもなく残念ながら枯れてしまい
今は代わりの木になってしまいました。いろいろな出来
事がありましたが、ほんとうに充実した一年間でした。事がありましたが、ほんとうに充実した 年間でした。

会長の時の思い出 ２００４年～２００５年　第４５期会長
　　　　　　　　　神　野　雄　太

履歴　入会　S.61 年 4月　45才
　　　スポンサー　Ｌ増田英夫
役員歴　2002 年度平成 14年  会長
  2006 〃 平成 18年　ＹＥ地区委員
  2009 〃 平成 21年　ＩＺ－ＺＣ
  2011 〃 平成 23年　２Ｒ－ＲＣ
　「光陰矢の如し」入会して２５年が
あっという間に経過しふり返ってみると

会社の行事と例会が重なり欠席する事がたびたびでした
が、子供達が帰ってきて会社の仕事をこなしてくれて時
間も取れるようになり、少しづつクラブの活動や組織の
事、又会員の三大義務 (1) 例会出席、(2) 会費の納入
(3)奉仕活動の重要性などの基本的知識を教わりました。
会長になったきっかけは、第一副会長 ( 次期会長予定者 )
が突然病気入院し辞退という状況になり、当時の田川会
長責任のもと私に依頼があり第１第２副会長の実績もな
い、その上、人事も予算・組織図も出来上がった５月頃
のことでした。　「やぶれかぶれ」とは云いませんが、
準備期間や自信もなく具体策もないままに引き受けさせ
てもらいました。それはライオンズの辞書には「ＹＥＳ」
しかなくて「ＮＯ」はありません・・・と。おかげ様で
いろいろの人達との交流や地域での奉仕活動など知らな
い世界を見たように感じました。
　家庭や事業所では出来ない奉仕活動を毎年地域でメ

ンバーの皆様と頑張って取り組んでいます。
　東北大震災でいろいろの方が日本人だけでなく外国人
もいっしょにになって復旧・復興に汗している人々を見て
いると、我々も義援金だけでなく他に出来る事もあるの
ではと考えさせられます。
　若い人達に助けてもらいながら年寄りも仲間に入れて
もらって、クラブ活動の活性化や運営に努力し、まずは
健康で、前向きに皆さんと努力しあってわがクラブを歴
史と伝統のある「１００年に向かってウィ・サーブ」と胸
を張って云えるよう一日一日頑張ってまいります。最後に
なりますが、家族の協力、理解はもちろん健康である事
に感謝！感謝！で～す。

ライオンズ人生
本物志向でウィサーブ

２００２年～２００３年　第４３期会長

　　　　　　田　村　征　夫
元会長より熱きエール 助け合う心と絆 でがんばろう！！



第１２２９回　１２月第１例会
１２月１４日（水）１２：１５～　ユアーズ

例　会　報　告

第１２３０回　１２月第２例会
１２月２７日 ( 火 )   １２：１５～    ユアーズ　 

－８－

”卓話 ” 新居浜市総合文化施設準備室  赤尾室長

◆ライオンズの誓い　会計　白石誠一
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　大竹会長
　献血、献眼多くの方のご協力有り難うございます。１５０本越える
植樹、ＹＥ交換留学など皆様の協力のもと、行っております。本日、
新居浜市役所より第５期長期計画につき説明があります。意見交換
会も実施します。
◆来訪者の紹介　藤縄直前会長
　新居浜市　総合政策課　
　　　　　　　副課長　河端晋治 様
　　　　　　総合文化施設準備室　
　　　　　　　室長　赤尾恭平 様
◆第５期長期総合計画説明会
　別紙第五次新居浜市長期総合計画
　概要版に基づきスライドを使い概要説明
　が行われました。
　概要は次ぎの通りです。
１．目標年次の平成３２年度に向け長期
　　総合計画を実施していく。
２．計画の構成として基本構想（政策）、
　　基本計画（施策）、実施計画（事務事業）となっている。
３．基本構想は長期総合計画の最上位に位置し、今後１０年間のま
　　ちづくりについて基本的な考え方を示すものです。
４．6つのフィールド別にまちづくりを進めていく。
　　１．快適交流 ２．環境調和 ３．経済活力 ４．健康福祉
　　５．教育文化 ６．自立協働
　　これら 6 つのフィールドにつき、詳しくスライドに基づき概要説
　　明がされた。
　新居浜駅前に長期総合計画基づく大きなビルが建ち、駅前も様変
　わりする。
◆幹事報告　久保田幹事
　◇審議事項・・・全て承認されました
　１．１１月夜間例会決算について
　２．第２回献血・献眼決算について
　３．文セン前銅像銘板修繕決算について
　４．２Ｒ親善スポーツ大会1月２１日(土 )登録料について　
　　　　４万円 (15名迄 )１名毎に千円追加　
　５．１月第１例会長寿のお祝いについて　予算１万円
　６．薬物乱用防止教育認定講師養成講座について
　７．(社 )新居浜青年会議所新年会について　 会費５千円
　８．委員会開催日の変更について
　　・出席大会委員会１２月２３日（金）→１２月２７日（火）
　　・環境保全委員会　１月　３日（火）→　１月２３日（月）
　　・会員会則委員会　１月　４日（水）→　１月　６日（金）
　９．次期地区役員の選出について（ＰＲ・ライオンズ情報・大会
　　　参加委員）
　◇報告事項
　１．えひめ学園文化祭
　　　１１月３０日（水）１０：００～　新居浜文化センター
　　　出席者　会長、幹事、青少年委員長、石川委員長（来賓）
　２．１２月３日（土）ユアーズ　１５：１５～
　　・第２回リジョン会議　　　　
　　　出席者　小松名誉顧問、田村２Ｒ－ＲＣ、川嶋２Ｒ－ＲＣＡ　
　　　　　　　山口２Ｒサポート委員
　　・第１回新会員オリエンテーション
　　　出席者　小松名誉顧問、田村２Ｒ－ＲＣ、川嶋２Ｒ－ＲＣＡ　
　　　　　　　大竹会長、碓井会員会則委員、Ｌ佐伯澄男
　３．第２回諮問委員会・ゾーンレベル会員委員会　

　　　１２月１０日（土）１２：１０～　ふじ結婚式場
　　　出席者　小松名誉顧問、会長、幹事、会計、塩見会員会則委員、
　　　　　　　田村２Ｒ－ＲＣ、川嶋２Ｒ－ＲＣＡ
　４．第２回献血・献眼　１２月１１日（日）９：４０～
　　　イオンモール新居浜　参加者２１名
　５．１２月第１例会　第５期長期総合計画についての説明　
　　　新居浜市　総合政策課　　　　　副課長　河端晋治 様
　　　　　　　　総合文化施設準備室　室　長　赤尾恭平 様
　６．平成２４年新年互例会　１月４日（水）１１時～
　　　リーガロイヤルホテル　　出席者　大竹会長
　７．１月理事会は１月１０日（火）開催です。
　８．月次決算報告について
　９．東平周辺の清掃について（岡田１ＺＣより案内）
　　　３月１０日（土）午前９時～
◆委員会報告告
　計画財務委員会　村上博委員長　１１月夜間例会決算について
　保健福祉委員会　近藤充担当理事　
　　　　　　　　　第２回献血、献眼決算報告について
　環境保全委員会　高橋在委員長　植樹、苗木の手渡しについて
◆出席報告　神野委員長
　　　会員数５６名　出席４６名　欠席１０名　出席率８2.14％
◆テール・ツイスタータイム　 　草田テールツイスター
　　　ドネーション　66,000円

河端副課長河端副課長

赤尾室長赤尾室長

◆ライオンズの誓い　Ｌ塩見秀晴
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　大竹会長
　今年も残す所、数日となりました。
今年を振り返りますと東日本大震災が
あり、大阪では維新の会で現状打破の
動きがあり、ライオンズ活動では多くのアクティビティを実施し、今
年度のスローガンである「助け合う心と絆」の絆が今年の締めくくり
の言葉に選ばれました。
　今年１年アクティビティにご協力有り難うございました。来年も皆
様のご協力をお願い致します。
◆田村２Ｒ－ＲＣより卓話及びリジョン中間報告
　２Ｒ－ＲＣのお役は２０年前に小松さんがされて私は２０年振りと言
う事になります。３３６－Ａ地区、２Ｒ・１８クラブの組織等につき説明
がなされた。
　私は任をお受けした時、本物志向で行こうと考えました。例会運
営の仕方（ゴングの鳴らし方）、銀行振り込み、ゾーンとリジョンの
違い韓国、台湾でのウォーと言う発声は日本と違い桁違いに大きい。
　本物志向へのポイント提言として
　1. 献血、献眼事業について
　2. 英語スピーチコンテスト
　3. 振込手数料の軽減
　4. 家族会や夜間例会の運営
　5. 出席率向上
　6.えひめ学園支援について
　7. 事務局について
　これらの内容につき詳細に説明、解説された。
◆幹事報告　久保田幹事
　◇審議事項　なし
　◇報告事項
　　冬期ＹＥ派遣生  白石葉菜さん
　　　　１２月１９日（火） ～１月１０日（火）　イタリアへ

Ｌ塩見秀晴Ｌ塩見秀晴

２Ｒ－ＲＣ田村征夫２Ｒ－ＲＣ田村征夫
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MMARRIAGARRIAGE＆BIRTHDAYIRTHDAY
・１月  誕    生    日　石川敏則、田川　隆、鈴木重行　　　　　
・１月 結婚記念日　佐々木徹夫、草田和子、久保田繁拡

新 居 浜
新居浜中央
新居浜別子
新居浜ひうち

計

56 81.3 85.8 25名 ％ ％ Ｈ 円116,989
41
33
28

73.8
92.7
66.1

85.7
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75.0

   55.5　
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                74          
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Ａ  Ｃ  Ｔ

２Ｒ－１Ｚ　アクティビティ報告書 ( 1２月分 )

・１月２１日（土）　　９：３０～　西条市総合体育館
　　２Ｒ親善スポーツ大会　
・１月２８日（土）　１３：００～　ウェルピア伊予  
　　薬物乱用防止教育認定講師養成講座　

・理事・委員長会及び例会
 理事･委員長会  １月１０日 (火 )１８：３０～ 商工会館3F
 第１例会　　　　 　１月１１日 (水 )１２：１５～  　ユアーズ　
 第２例会　　　　　１月２５日 (水 )１２：１５～ ユアーズ

・委員会
 計画財務委員会  １月　５日 (木 )１８：３０～ 事務局
 会員会則委員会  １月　６日 (金 )１８：３０～ 事務局
 保健福祉委員会　  １月１２日 (木 )１８：３０～ 事務局
 青少年委員会　  １月１３日 (金 )１８：３０～ 事務局
 環境保全委員会　  １月２３日 (月 )１８：３０～ 事務局
 PR広報 IT委員会  １月２６日 (木 )１８：３０～ 事務局
 出席大会委員会  １月２７日 (金 )１８：３０～ 事務局

・クラブ行事予定
　１月１１日 (水 )　第１例会　長寿のお祝い
　１月２５日 (水 )　第２例会　元会長・幹事を称える会　
　１月１０日 (火 )　中間会計監査 

・部会・同好会
　ゴルフ部会　　１月　８日 (日 )　新居浜ＣＣ　　　 　  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　　２月の予定　　　　　　　　  　   　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
・その他行事予定
　１月　４日 (水 )　１１：００～　リーガロイヤルホテル　
　　　平成２４年新年互礼会　
　１月１３日 (金 )　１９：００～　リーガロイヤルホテル
　　　(社 ) 新居浜青年会議所新年会　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

GOLFGOLF １２月　４日(日)　　新居浜ＣＣ

山  口 　泰 ４９
伊 藤  嘉 秀
田  川  　隆
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宇 野  博 文
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3　位
ＢＢ賞

アウト イン グロス ハンディ ネット氏　   名
優　勝

ゾーン地区国際協会の動き

助け合う心と絆

理事・委員長会報告
１２月１２日（月）　商工会館３Ｆ

行　事　予　定

　大竹会長の冒頭の挨拶では、「１２月１１日（日）第２回目の献血、
献眼登録奉仕活動に多数の会員の参加、骨髄バンク登録でも、前
回同様良い成果をあげることができました。次回もがんばりましょ
う。」１００万本の植樹アクティビティーでは苗木配布が１月２５日第
２例会日に実施される予定です。１２月１８日、ＹＥ冬期派遣生の白
石葉菜さん（１９才）がイタリアへ出発します。皆様の要望、ご意見
を聞き事業に反映させます。折り返し地点の１２月です。心新たに
日々の行事に取り組みましょう。

審議事項１０件、詳細は例会報告、及び事務局で閲覧出来るように
保管しています。
主なものでは、
・来年、長寿のお祝いを迎えるおめでたい会員はＬ近藤充徳（古
　稀７０才）、Ｌ増田英夫（傘寿８０才）、Ｌ妹尾光章（卒寿９０才）
　のお祝いを迎えます。還暦の会員はいない。
・１月２８日「薬物乱用防止教育認定講師養成講座」にＬ石川敏則、
　Ｌ石川稔が受講されます。
・次期地区役員の選出について（ＰＲ・ライオンズ情報・大会参加
　委員）次期高知キャビネットより要請があり、Ｌ加藤第一副会長を
　委員に選出します。
・３月の東平周辺の清掃奉仕は自由参加として、ＬＣとしては関与し
　ない。
委員会報告として、
・保健福祉委員会より、第２回献血、献眼登録、骨髄バンク登録の
　結果報告。
　　400cc 献血：１５５人　計 62,000cc　　
　　献眼登録：４８名　　　骨髄バンク登録：４３名
・環境福祉委員会より、植樹キャンペーン、苗木を１月２５日第２
　例会会場で配布予定です。
田村２Ｒ－ＲＣより、リジョン活動として１月２１日のソフトバレーが
紹介されました。

◆委員会報告
　計画財務委員会　村上博委員長　
　　年末商戦のご協力有り難うございました。
　環境保全委員会　石川敏理事　
　　１００本の植樹行事については１５７本の希望がありました。
◆出席報告　神野委員長
　　会員数 56名　出席 45名　欠席 11名　出席率 80.36％
◆テール・ツイスタータイム　 草田テールツイスター
　　ドネーション　　86,000 円　　ファイン　  500 円　



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

謹 賀 新 年

ドネーショントピックス

編集後記

◇◇◇◇ １２月 第 1例会 ◇◇◇◇

大竹   崇夫  　議会中のお忙しい中、総合文化施設赤尾室長及び総合政策課
　　　　　　河端副課長様、お越し戴き誠に有り難うございました。
久保田繁拡　４５才になりました。
伊藤　嘉秀　本日はお忙しい中、赤尾さん、河端さん有り難うございました。
檜垣　孝志　水仙が一杯咲いてきれいですよ！世相もこうだといいのです
　　　　　　が・・・。
近藤　盛文　卓話に感謝。PR広報 IT委員会へのご協力に感謝します。
有富　正治　献血・献眼奉仕。寒かったです。保健福祉委員会の皆様お世
　　　　　　話様でした。
田川　　隆　新居浜総合文化施設、卓話に感謝して。いよいよ年末です、　
　　　　　　カゼを引かないよう元気で頑張りましょう。
田村　征夫　皆様のご支援とご協力でＲＣの責任を一つづつこなしていま
　　　　　　す。引き続きお願いします。　
宇野　博文　今年も残り１ヶ月弱となりました。年末のボランティア活動
　　　　　　にも頑張りたいと思っています。
永易　明洋　今年も少しとなりました。この一年の反省はどうでしたか？
佐伯　澄男　我が母校新居浜東高校２０１２マスターズ甲子園出場決定！！　
　　　　　　万歳！！
藤縄　洲二　年末になりました。今朝も小さな地震がありました。気をつ
　　　　　　けましょう。来訪者に感謝！
白石　誠一　ライオンズの誓いありがとう。
加藤　久博　卓話に感謝して。
東  田　   実　第２回献血・献眼アクティビティを欠席、申し訳ありません
　　　　　　でした。
真鍋　憲夫　来訪者を歓迎して！卓話に感謝して！皆様お体ご自愛下さい。
近藤　充徳　第２回献血・献眼奉仕ご協力ありがとうございます。
塩見　秀晴　今年は大きな災害があり国内中が落ち着かない一年でした。
　　　　　　来年はきっと明るい良い年になりますよう、祈念して。
重橋　良昭　毎週水曜日をボランティア清掃とし、今日も朝店周りの掃除
　　　　　　を全員でしました。銀杏の葉がたくさん落ちていて大変でし
　　　　　　たが、きれいになり気持ちの良いスタートとなりました。皆
　　　　　　様も、毎週水曜日の朝清掃しませんか？
武市　欣也　尊敬する妹尾さん、武市に逢うてこいとエンマさんに追い返
　　　　　　されたとか、お元気で何よりと存じます。　
妹尾　光章　寒くなってまいりました。健康に注意してお互いに頑張りま
　　　　　　しょう。
村上順一郎　寒くなりました。皆さん風邪をひかない様に！
山下　邦俊　卓話に感謝して！良いもの建てて下さい。
　・・・新居浜市総合文化施設準備室室長赤尾恭平様、総合政策課　　　
　　　　　　副課長河端晋治様のご来訪を歓迎して・・・
　 　　矢野和男／村上博昭／真木泰彦／宇賀　潔／高橋　守／近藤眞而　
　　　佐々木徹夫／鈴木雅志／神野雄太／高橋在錫／新田久司／草田和子
土岐　敏勝　早退します。　
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◇◇◇◇ １２月 第２例会   ◇◇◇◇
大竹　崇夫　今年はメンバーの皆様に大変お世話になりました。来年もどう
　　　　　　ぞ宜しくお願い致します。
久保田繁拡　みなさん良いお年を！！
白石　誠一　平成２３年お世話になりました。
小松　武道　年末年始健康に気をつけて良いお年をお迎え下さい。
岡田　賢治　今年も皆様にはお世話になりました。来年こそ新会員の紹介宜
　　　　　　しくお願い致します。

田村　征夫　今年一年間お世話になりました。ＲＣとして残り半年間健康で
　　　　　　頑張りたいと思います。今後ともご支援ご協力をお願いします。
加藤　久博　一年間お世話になりました。来年も宜しくお願いします。
石川　敏則　皆さん良いお年を！
藤縄　洲二　寒いですね～　だけど冬はこうでなくっちゃ！！　
土岐　敏勝 　今年一年お世話になりました。
妹尾　光章　今年も残り４日来年も何卒宜しくお願いします。
武市　欣也　田村征夫氏の奮闘を祈念して。
真鍋　憲夫　今年最後の例会になりました。この一年お世話になり有り難う
　　　　　　ございました。来年もどうぞ宜しく！
宇  賀   　潔　今年も大変お世話になりました。来年も宜しくお願いします。
塩見　秀晴　平成２３年も終わろうとしています。大きな災害に対する心構
　　　　　　えを問われたように思います。何があっても驚かないくらいの
　　　　　　覚悟が必要ですね。　

有富　正治　先日の全国中学駅伝に於いて東中の女子が優勝しました。日本
　　　　　　一は良いですね～。おめでとう！今年一年お世話になりました。
　　　　　　来年も宜しく、良いお年を！
石  川   　稔　祝甲子園出場、今年３６チームが参加して行われたマスターズ
　　　　　　甲子園愛媛大会で新居浜東高校野球部ＯＢが優勝しました。　
　　　　　　来年、甲子園での全国大会に出場してきます。
永易　明洋　寒い日が続きます。健康で新年を迎えましょう。
林　   幸  央　皆さん良いお年を！
矢野　和男　皆様年末年始健康にお過ごし下さい。
村上　博昭　年末商戦！たくさんの方のご協力有り難うございました。
宇野　博文　ライオンズの活動を一年間頑張ってきました。来年も益々頑張
　　　　　　りたいと思っています。
伊藤　嘉秀　今年も何とか年を越せそうです。来年も宜しくお願い致します。
重橋　良昭　先週の連休、久しぶりに釣りへ行って来ました。あいにくの天
　　　　　　候でしたが４５ｃｍのグレをゲット。リフレッシュ出来ました。
　　　　　　皆様来年も宜しくお願い致します。
田  川   　隆　本年は大変お世話になりました。来る年の幸せ祈る
近藤　充徳　一年間お世話になりました。皆様良き年をお迎え下さい。
高  橋   　守　一年間お世話になりました。新年度もお元気で、大竹会長の  
　　　　　　スローガン「助け合う心と絆」で頑張りましょう。
近藤　盛文　PR広報 IT委員会へ応援有り難うございます。感謝！
土岐　計一　今年も無事終わりそうです。次年も宜しく出席にご協力お願い
　　　　　　します。
神野　雄太　今年も残りわずかとなりました。来年も皆様の例会出席を宜し
　　　　　　くお願い致します。
山下　邦俊　卓話に感謝致します。本年は大変お世話になりました。来年も
　　　　　　宜しくお願い致します。
古川　貴章　寒いですね
・・・今年は大変お世話になりました。来年も宜しくお願い致します・・・
　　　　　　鈴木雅志／草田和子／真木泰彦

　明けましておめでとうございます。
１月号と２月号で元会長を称え、「当時の苦労話やライオンズへの
思い」を募り企画掲載しました。懐かしいアクティビティーや例会
の模様など寄せていただきましたが誌面の都合で掲載出来なかっ
た写真もあります。ＨＰにアップさせていただきます。７月号から会
報誌のスタイルが変わりました。いかがでしょうか。ご意見や、ご
要望、アドバイスなどを聞かせていただき次号に生かしたいと思っ
ています。励みになります。ＰＲ広報ＩＴ委員会一同がんばりますの
で、ご愛読よろしくお願いします。

ＹＥ派遣生白石葉菜さんイタリアへ出発

献血・献眼登録奉仕活動


