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　先月１月１１日、ライオンズ国際
協会を通じたＹＥ事業により、昨年
１２月１９日、新居浜ライオンズクラ
ブよりイタリアに派遣しておりました
白石葉菜さん（１９歳）が無事、元気
に帰国致しました。

　イタリアの立派なライオンズクラブの管理をいただ
いているとはいえ、生活様式や文化の違う他国への若
い女性の派遣は心配なものであります。
　また、正月のニュースでは、イタリアで慣例となっ
ている、新年を祝う行事の花火で５００人が死傷・・
等と報道されました。心配になり調べてみると、ナポ
リやローマでの出来事であり、派遣先のシチリア島や
ベローナでは事件、事故がないとわかり、一安心いた
しました。
　そして、元気に帰国という事で、ほっとすると共に、
安心して肩の荷がおりた気がいたしました。
　しかしながら、『かわいい子には旅をさせろ』と言
います様に、リスクのあるものに敢えて挑戦し、新し
い事を見聞きし、大きく視野を広げていくのは成長の
礎となっている事も事実です。
　この事業の目的は、異なる文化的背景を持つ家庭
や地域社会の生活を体験させ、諸外国の同世代の青
少年と交流する事によって、その国の生活、文化を学
ぶとともに、自分の国の生活、文化を紹介することで、
相互理解、国際親善の増進に役立ってもらうという、
まさに日本からの『親善大使』として
派遣されているという事でございます。
　そのため、出発前のオリエンテーショ
ンでは、
①先方の生活習慣に従う事
②ホスト家庭のみならず、地域の人や
　ストア、レストランであっても、

“Thank you” の一言とスマイルを
③２０歳になっていても飲酒、喫煙は原則禁止
　等があった他、様々な細かな注意事項がございまし
た。このことも日本的だなと感じた次第です。
　視野を広げ一回りも二回りも成長した白石葉菜さん
が、２月第２例会でイタリアでの生活の報告会を行っ
てくれるそうです。私もメンバーも大変勉強になる事と
思いますので、楽しみにしたいと思います。
　また、『１００万本の植樹』事業も１月末時点で、『１
７２本』に達したそうでございます。皆様のご協力に
心より感謝致します。

ＹＥ事業と１００万本の植樹
　（白石葉菜さん  イタリアに派遣）

［白石葉菜さんホストファミリーとベローナにて］［白石葉菜さんホストファミリーとベローナにて］

『１００万本の植樹』『１００万本の植樹』
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第３９回  ２Ｒ親善スポーツ大会
スポーツ同好会　福　山　　宏　

　私は年に一度のこのソフトバレー
の大会を楽しみにしています。例年
大会日が近づくと数回ではあります
が夕方からクラブの選手の皆さんと
体育館で練習に汗を流す時間が楽し
くまた、それなりに強くなって来てい

るのを実感できるからです。
　但し今年は当クラブはホストクラブなので単純に試
合を楽しむ訳にはいきません。おまけに競技委員長と
いう役目をいただき大会の会場の手配に始まり対戦の
組合せ作成、その他雑用をなんとかこなし大会の運営
はなんとかなりました。少しはＲＣ、ＲＣＡに貢献でき
たかな？と自負しております。
　反省点としては対戦の組合せや各試合の手伝いの
段取りが意外に難しく、「大丈夫だろう。」と思ってい
ても当日いくつかのクラブさんにご迷惑をかけてしまっ
たことです。それと細かいルールまで把握出来ておら
ず判断に困る事も出てきました。
　時間に余裕をもって更に内容を煮詰めるべきだった
なと思った次第です。
　さて当クラブは今年、大竹会長の方針で当クラブか
ら２チーム出場する事になりました。

　大竹会長を中心とした新チームＡと我々の旧チーム
Ｂです。大会の結果はＡチームは二戦二敗、Ｂチーム
は二戦二勝となりましたがＢチームのブロックは強豪
が多かった為、連勝したのに残念ながら決勝トーナメ
ントに出場なりませんでした。その事実を知った時、
選手は非常に悔しがっておりました。
　今年は練習も少ない状況を考えるとＢチームは強
かったと思います。もちろんＡチームという新しいチー
ムが出来たのも嬉しい事です。
　今後は一軍、二軍という位置づけで切磋琢磨してい
く所存です。当大会の打ち上げ時に、お酒も入り誰が
２軍に行くかという話題で盛り上がったのも面白かっ
た。打ち上げ時にスポーツ同好会の監督兼ジュース係
りの私から塩見さんが新監督としてソフトバレーチー
ムを引っ張って行く事になりました。新監督は継続的
に年間を通じて練習をする。強化合宿を行う。等、厳
しくそしてやる気満々です。
　これまで参加されてない皆さんもいつでも結構です
から練習にご参加下さい。楽しいですよ。私もこれか
らは一選手として頑張ります。



助け合う心と絆

－３－

Ｌ矢野和男

Ｌ久保田繁拡

　最近のマイブームは読書です。
　本屋で少し立ち読みをして、自分で
面白いなという本を買います。どちらか
というと、短編より長編の本が好きで、
もうすぐ映画化や、テレビでドラマ化さ
れる本を選びます。
　作家は誰のファンとかは無かったので

すが、書店で、東野圭吾人気ナンバー１作品「流星の絆」
という文庫本が目に付きました。６００ページを超える大
作です。東野さんは、テレビドラマの原作者として、名前
は知っていましたので、ぜひ読んでみようと思い、早速
読み始めと大変面白く、寝るのも忘れて数日間で読み終
えました。
　読書の面白さは、いかにその作品にのめり込めるかだ

と思います。主人公や登場人物の容姿
や服装、そのひとの考え方、行動を自
分でイメージして、自分の頭の中で映
像化していくのです。読む本が面白け
れば、面白いほどイメージが広がり、
最後にどんなラストシーンを迎えるの
か、どんでん返しがあったり、悲しい
結末やハッピーエンドだったり、ちな
みに、「流星の絆」は３人の人が亡くなりましたが、幸せ
を予想させる結末でした。
　本を読むことにより、文章を書くのも上手くなるのでは
と思っていましたが、駄目みたいです。でも本を読む習
慣ができたので良かったと思います。これからもいろんな
分野の本を読み、人生の糧にして行きたいと思います。

読書を楽しむ
第一副会長　加　藤　久　博　

合い言葉は「ダメダメ。ゼッタイゼッタイ。」
環境保全委員会　石　川　敏　則　

Ｌ高橋在錫

Ｌ山口　泰

元会長・幹事の皆さん

Ｌ神野雄太

Ｌ高橋　守

 　２０１２年１月２８日１３：００～　伊
予市のウェルピア伊予にて薬物乱用防止
教育認定講師養成講座が催されました。
我がクラブから、２Ｒ－ＲＣ田村さん、Ｌ石
川稔さんと、私の3人で出席しました。
　会場は１Ｒ・２Ｒ・3Ｒから受講生１１
１名が参加し満席状態でした。 

　開講式の後、ビデオ講座「ダメ。ゼッタイ。」の薬物乱用
防止教育ビデオを観ました。
　医学博士万本講師の基礎講座「医学知識」、「薬物乱用と
身体への影響」のＤⅤDも参考になりました。
　専門講座として愛媛県の行政事情１､２､３､で「薬物犯
罪等の現状」「薬物乱用防止教育の現状」「薬物乱対策の
取り組み」そして、最後の実践講習は「ライオンズクラブ国
際協会における薬物乱用防止活動について」とのテーマで
広島フェニックスＬＣ坂本さんの講演までミッチリ４時間の
講座をうけました。
 　薬物乱用とは本来の使用目的以外に薬物を使うことであ
る。 乱用すると依存性が強いので、自分ではなかなか止め
られず、何度も繰り返すことになり、薬物の効果が切れると、
イライラしたり落つかなくなり、また薬物がほしくなって、自
分の意志によるコントロールがきかなくなる。そしてさらに、
薬物への欲求は激しくなり、身体依存の悪循環となり、深み
に入ってしまう。
 　薬物乱用は脳の破壊を引き起こし、精神や身体に障害を
あたえ、一度壊された脳は、決して元の正常な状態には戻
らない。一度薬物を乱用すると、自分の意志では止められず、
薬物依存症に陥る可能性が大きく、更には、薬物を入手し
続けるために、犯罪行為に及ぶことが多々あります。だから

薬物乱用は１回でも「ダメ。ゼッタイ。」というスローガン
が掲げられている。
 　特に、近年は、高校生、大学生等若年層にはびこってい
ます。薬物乱用を未然に防ぐためには、正しい知識を普及
させ、次の時代を担う青少年を薬物乱用しないように教育を
行って行かなければなりません。
 　そのために小学校５・６年生、中学校、高等学校で薬
物について正しい知識を与え「薬物を決して乱用してはなら
ない」という意識を啓発する事である。
 　今までは、各学校での講習は、警察官、保健所、薬剤師、
等が招かれていたが、近年ではライオンズのメンバーも、
薬物乱用防止教育認定講師の資格を取得しているため、全
国各地で薬物乱用防止教育を実施している。
 　愛媛県でも、薬物乱用防止運動をライオンズクラブが牽
引役をしてはどうでしょうか？ 
　我がクラブには資格者がいるので、やってみてはどうでしょ
うか？ 待っていても学校からの要請は絶対に無いそうです。
こちらから積極的に出かけ学校長と交渉しなければ講習は
無理でしょう。
　再度「ダメ。ゼッタイ。」

薬物乱用は１回でも「ダメ ゼッタイ 」というスローガン
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　　 古希祝ありがとう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保健福祉委員会　近　藤　充　徳　
　私は、平成１５年１月新居浜ライ
オンズクラブに入会しました。丁度
その年は還暦の歳まわりでした。今
月で９年目を向かえ、めでたく古稀
を向かえる歳となりました。
　中国の杜甫の詩の「人生七十古
来稀なり」の句から言われているそう

ですが、現代の長寿社会の中では長寿の実感はござ
いません。先の還暦の時は、家族、親族、友人で祝
ってもらいましたが、長寿老人という気持ちは尊い為、
長生きを祝うというよりもますます健康で、いられる
ようにという意味でいつもより派手めの誕生祝いとな
りましたが、その後２年程で信じられない事が起こり
ました。友人の４名の方が相次いで亡くなりました。
　彼らは私より１～５歳年下で、学生時代は運動部
で活躍し、卒業後は商店主として事業を興し、仕事
に遊びに全力投球で元気そのもので、内３名はゴル
フはシングルプレヤーとなり、およそ病気とは縁がな

い人達と思っておりましたが、自信過剰が仇となった
のではと思います。早く逝った友の分迄長生きし、楽
しい話を仕入れて行きたいと思います。
今後共、宜しくお願い申し上げます。　　

来

長寿のお祝い
古希（７０才）近 藤 充 徳　　傘寿（８０才）増 田 英 夫　　卒寿（９０才）妹 尾 光 章

　” 正月は冥土の旅の一里塚 めでた
くもありめでたくもなし” の言い伝え
を傘寿に置き換えてふと考えてみる。
　樹木も８０年を経ると老木、柱時
計に例えるならもう立派に古時計で
あると、ひとりグチるのもきっと歳の
セイなりや。

　ともあれ、人が生まれ順調に天寿を全うするとすれ
ば、医学の発達により今では一世紀近くを要するに
至った。
　昭和一桁に生まれ平成の二桁をも喃喃とするわが
身をふり返ると、彼岸もそう遠くではなきにしろ、過
ぎ越し方をみはるかせば、ぼんやり見えてくる昔があ
る。
　自分の存在の最古たるものは､支那事変の南京陥落
を祝し提灯行列を母の押す乳母車に乗り見に行った
かすかな思い出が最初である。
　その後太平洋戦争の勃発と敗戦、それによる教育
制度の改革と戦後不況の煽りをモロに受け、終戦後
の苛酷な大変革のうねりを大勢の同世代の人達と、そ
れぞれの立場で辛苦を舐めつつ凌ぎ、ひたすら生き
繋いでいる内に、いつの間にか戦後のわが国の復興
と繁栄に手を貸し好況の波に乗り好景気に酔い、や
がてバブルの夢弾け、今デフレ不況の波間に漂い人
生の黄昏に向かいつつある、とわが身を質し思うもの

の、かつては眩しく輝いた青春、嬉しい子孫の誕生と
独立、はたまた親族との悲しい別れなど、悲喜こもご
もの人生模様は個々に描き出されたおのおのの生きざ
ま模様でもある。
　まして歩んだ人生が幸か不幸かの判断に至っては
各自の主観と判断で充分と思えてならない。

　平均寿命で同胞の半分がこの世から去るとすれば、
生きとし生かされている吾が身の不思議と使命を、改
めて考えさせられる昨今である
　さて、長寿とは病気との背中合わせでもある。４０
代で糖尿病を発病５０代で胆嚢を切除しＣ型肝炎をも
治療、６０代で頚動脈拡張手術８０才を目前に癌発
覚、この草稿を練っているのも兵庫県立粒子線医療
センターの入院室である。
　当院は明るく清潔で近代的な立派な病院であるが、

　　傘寿の自分を見つめて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保健福祉委員会　増　田　英　夫　

セ

歩 人 幸 不幸 判断
各自の主観と判断で充分と思えてならない。
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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！！

　卒寿の原稿の依頼を突然受け、
何時の間にか歳月が過ぎたのか過ぎ
た年月の速さが夢に感じますので、
昭和初期の少年時代の思い出を語ら
せて頂きます。
　大日本帝国と呼称の当時は軍事優

先の官僚国家であり、当時の子供の遊びも兵隊ごっこ
が殆どで歌も「僕は軍人大好きよ、今に大きく成った
なら、勲章、付けて剣吊ってお馬にのってハイドウドウ」
教育も総べての小学校の正門に、少年二宮金次郎が
薪を背負い本を読みながら勤勉の銅像があり登下校
の時に、必ず脱帽一礼する事が規則でした。
　日本の経済も紡績会社の女工エレジーで地域も潤
えて、勤倹貯蓄の精神で昼夜を問わず「月月火水木
金金」ときびしい肉体労働が通常でした。バス、円
タクシー ( メーター制は無く初乗り１円料金も交渉 )
でフォード、シボレー車が主力で、日本車は未だ陰
は薄く自家用も町のお医者様が趣味でオースチンを
運転する程度で、良く勉強すれば一銭貰え駄菓子屋
へ飴玉を買いに走り、旧制の中学時代には大阪心斎

橋、道頓堀、千日前をブラ付く楽しみ、買う事も出来
ぬが百貨店で舶来の高級製品を眺めのんびり自由な
時間を過ごせた懐かしさ、終戦後統制経済も解け自
由経済となり電灯は電気に燃料の薪、木炭、練炭、
石炭はガス、石油に家庭用風呂設置でお風呂屋は姿
を消し、コンビニストア全盛と変わり２０～３０年サ
イクルで変転する世の中です。若い世代の皆様に舵
取りを委ね静かに見守りたい。さらなる進化を期待し
ています。

　  　今日も６０才のつもり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出席大会委員会　妹　尾　光　章　

周年行事の思い出 １９８５年～１９８６年　第２６期会長
　　　　　　　　　　東　田　　實

　昭和４２年（１９６７）入会して３年
目、昭和４５年　結成１０周年記念
の前日、近藤實会長は、リハーサル
の時受付に座り、風邪気味で熱もあ
り体調をくずされていたにもかかわら
ず、増田巌幹事をはじめ私達入会間
なしの会員を、てきぱきと指導され

翌日の本番にのぞまれたことを思い出します。又、近
藤会長からクラブ活動、ゴルフ、更に会報作りにと多
くのご指導、アドバイスを受けました。
　昭和５０年（１９７５）７月、新居浜ＬＣ結成１５周
年記念の年、近藤弘会長、東田幹事、藤井義春会計で、

就任早々７月に鳥取県米子市で三役スクール（船越
ガバナー、米子錦ＬＣ）があり、出席いたしました。
　翌年４月には、再び米子で第２２回３０２W－D 地
区年次大会があり、わがクラブから１３名が参加。米
子ＣＣでのゴルフ、翌日の記念式典、晩餐会を済ませ
て高速道もない時で、川沿いの暗い夜道を長時間か
けて南下、宇野廻りで午前２時３０分疲れ果ててやっ
との思いで帰新しました。
　１５周年は低成長時代へと移行の折、市民文化セ
ンター 中ホールでの記念式典のあと、アトラクション、
祝宴を取止め、京都大徳寺 大仙院住職 尾関宗園師
の記念講演「平常心」を行いました。因みにこの年

来院の患者は体のどこかに癌を抱える人達。ここは天
国と地獄の関所にも等しく院長はまさに閻魔大王であ
る。貴方は治療可能で入院、貴方は残念ながら治療
不可だと拒否されると人生は大逆転となる。総合病院
の様なざわめきや子供の泣き声も無くシーンと静まり
返り、ガラス張りの綺麗なロビーも看護師の笑顔も音
の無い絵本の一頁に見える。先進医療のお陰で私は
退院を数日後に控え、ここ２ヶ月に亘る入院生活はこ
れから先の生き方を考える思いがけぬ機会でもあっ

た。人に迷惑かけず役立つ事があれば手を差し出す、
出来る事はなるべく自分でやる､親切には感謝と笑顔
で応える、凡人の私にはこの３ケ条位しか思いつか
ぬが、次なる節目の米寿を、もし元気で正気で迎えら
れたならば、この原稿を是非読み返したいと願ってい
る。今はただこの世に生を受け傘寿を迎えられた事を
亡き両親に感謝し、現在の幸せを素直に喜び、目に
見えぬ何かに折にふれ合掌するのみである。
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ライオンズのこれから ２００６年～２００７年　第４７期会長
　　　　　　　　　塩　見　秀　晴

助け合う心と絆
の記念アクティビティの１つは、市民文化センター 中
ホール前広場の「少年少女二人群像」です。
　昭和５５年（１９８０）、結成２０周年記念の年は、藤
井義春会長で、２Ｒ－ＤＤＧ井上尚、ＺＣ近藤弘、Ｚ幹事 
東田で、多くの会合があり大変でしたが、第２回Ｒ会
議の折、ガバナーエレクト・ローテーション問題が浮
上、そのことが５年先の、新居浜ＬＣの山本哲也ガバ
ナー誕生のきっかけとなりました。
　又、３３６－Ａ地区の会員も増え、地区分割の希望
案が討議されましたが、沙汰止みのままで現在に至っ
ていると思います。
　２０周年記念アクティビティのメインは、新居浜市
庁舎１階ロビーに日本最初で最大の特製「銅滴」を
寄贈しました。
昭和６０年（１９８５）は東田・本庄・藤井の三役で新
居浜ライオンズクラブ結成以来２Ｒで初めて、山本哲
也ガバナーが誕生。キャビネットの構成、１０月１９
日第８回全国アイバンク運動推進協議会総会と研修
会を新居浜中央ライオンズクラブと合同でホスト、２
７日は、結成２５周年記念式典を盛会裡に開催、翌
年４月には地区年次大会を行いました。創立２５周年
記念事業としては、市民に献眼推進のＰＲとして、新
居浜中央ライオンズクラブとのホストにより、全家庭

にチラシを配布、又、国際森林年に協賛して、船木「市
民の森」キャンプ場予定地近くに、桜の苗木1,000
本を植樹しました。
　考えてみますと、浅学非才の私が、５年毎の周年
行事に関係し多忙で、苦労もありましたがすべてのメ
ンバーの絶大なご協力ご支援があったからだと、心か
ら感謝しています。　

　平成２年２月に入会して今月で満
２２年になった。２２年間で５２８回
例会出席したことになる。しかし年
次大会で例会連続出席１０００回を
ゆうに越える長老が表彰されるのを
見ると足元にも及ばない。大病をせ
ず、のっぴきならぬ行事がなかったこ

とが幸いした。家族みんなが元気でいてくれたことも
大きい。妻からは「何処にも連れて行ってくれない」
などとさらりと恨み言を言われるが、遠出の習慣がな
いのはあまり褒められたものでもあるまい。
　一回休んだ時のことを考えるとプレッシャーが大き
く反動が怖い。例会日や開催時間の変更には注意が
肝心であると心している。
　クラブの会報誌は入会以来保存している。会報誌
は過去の記録を紐解くには一番簡単、且つ明確であ
る。クラブ結成５０年を越え、これからも発刊は続い
ていくことだろう。会員の一番多い時には９２名だっ
たと記憶しているが今は５６名。2/3 のメンバーでの
運営は楽ではない。まして会員のもっと減っているク
ラブでは士気も上がりにくいのは容易に想像できる。
　低成長、高齢化、人口減少、過疎化どれをとって
も急激な改善の見込みがないとしたらこの難局をどう
乗り切るのがよいのか。会員増強を強く言われるがそ
う簡単なことではない。
　地区誌も手元に届くとすぐ目を通すことにしている。
キャビネット年度ごとの地区誌編集委員会の工夫が面

白い。まず表紙の写真に地域性や特徴が出る。今年
度は砥部クラブ出身の宗像編集委員長のイラストが
使われ、季節ごとの石鎚山は爽やかである。
　今期の地区誌の秀逸なところは２号で「楽しい例
会特集」、３号で「汗と笑顔の地域奉仕特集」４号
で「少人数クラブ特集」と次々に興味を持たせる構
成になっておりどんな内容が出てくるのか待ちどおし
い。各クラブに原稿を求め誌上展を組んだアイデアは
すばらしい。
　しかし「楽しい例会特集」に 1 ゾーンでわがクラ
ブだけが掲載されていないのは残念である。「おらが
クラブを自画自賛しよう」という原稿募集に不参加な
のか、没なのかは不明であるが、紹介された１０７ク
ラブの中に見当たらないのは少々悔しい。
　「事業を成功に導き、善良な生活を楽しみ常に微

島根県関の五本松で近藤  弘会長とＬ東田（昭和５０年）

ず

白 まず表紙 写真に地域性や特徴が出る 今年
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助け合う心と絆

輝く明日に向かって！ ２０１０年～２０１１年　第５１期会長

　　　　　　藤　縄　洲　二

　私は、近藤盛文さん・真鍋憲夫さ
んと一緒に平成８年４月に入会をさせ
ていただきました。
　入会時は、石川 卓さんが会長をし
ており９０名の会員を擁する大規模な
クラブでありました。そして、翌年の
９月度（７月）の会員数は８７名でした。

　しかし、当時の会員の内、１５年間に約７０％、６１
名の方が物故会員および退会されてゆきました。
　残った２６名と新会員３０名（退会された新会員は除く）
合わせて現在、５６名の会員数となっております。
　このように、大半の会員が入替ると共に、４９歳の若
い会長が誕生しました。( 来年の会長も４９歳です。) 同
様に、役員も若返りしてまいりました。経験豊富な諸先
輩のライオンズ知識が上手く受継いで行けるよう、更な
るご指導を宜しくお願いしたいと思います。
　今年度の、大竹会長の方針の中から抜粋。
・運営面…様々な変化に対応する為の改善を行う。
・事業面…今、必要とされているのは何か、継続事業等
　　　　　も含め、各委員会の新しい発想のもと進化さ
　　　　　せたい。
・５１年間に亘り、諸先輩が脈々と受継がれてこられた

守るべきもの、変えてはならない事を受継いでゆきたい。
　この会長方針を会員一同、胸に刻み、深く噛締め、
時代の流れ及び変化・会員数の減少等々考慮し、新居
浜ライオンズクラブの将来を担う若手会員さん達に改善・
改革を積極的にお願いしたいと思います。
　ただし、諸先輩方には脇道にそれないよう、お指導下
さることをお願いいたします。
　我が、新居浜ライオンズクラブが素晴らしいクラブとし
て益々の発展を願いながら筆をおきます。

入会して、もう１５年になりました！ ２００８年～２００９年　第４９期会長
　　　　　　　　　有　富　正　治

　思えば３５周年石川  卓会長の時
にはテーマー、４５周年真木会長の
時に幹事、そして５０周年では会長
を仰せつかり、まるでお祭り男のよ
うなＬＣの経歴があります。
　本人は至って謙虚控えめな性格

でして今年は直前会長として平穏な日々を送っており
ます。
　平成元年４１才の時、平山さんから新居浜ライオン
ズクラブの入会が認められたからと電話があって、何
も説明のないまま入会しました。
　同期としてはＬ鈴木健二は既に彼岸の人となり私
一人になってしまいました、寂しい限りです。
　会長の時の思い出と言うことですが、やはり５０周
年に尽きると思います。チャーターメンバーの北野さ
んに大会委員長をお願いしクラブの皆さんの素晴らし
い力によって見事新居浜ＬＣの底力を見せられたこと
であります。次の１００年に向かって今後とも２Ｒの各

クラブの規範となるよう、伝統を継承し新しいことに挑
戦し頑張って欲しいと思っています。
　４１才の若者ももう６４才になってしまいました。そ
ろそろバレーボールの選手を卒業したいのでよろしく
お願いいたします。お願いいたします。

笑みをたたえ」とは「ライオンと呼ばるる人」の一節
であるが地区誌巻末の物故会員の顔写真を見ている
と、６０歳代で亡くなった人も意外と多く、５０歳代も
いらっしゃる。天命ならしかたがないが、節制をすれ
ば防げる健康生活の維持も会員の喫緊の課題ではな

かろうか。
　会員数の減少や解散クラブが今後も出ることはある
程度仕方のないことかもしれない。食い止める方策
を研究し、再び会員増加に転ずる日を待ちたい。



第１２３１回　１月第１例会
１月１１日（水）１２：１５～　ユアーズ

例　会　報　告

第１２３２回　１月第２例会
１月２５日 ( 水 )   １２：１５～    ユアーズ　 

－８－

◆ライオンズの誓い　Ｌ矢野和男
　　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
　　皆様明けましておめでとうござい
　ます。今年は辰年で辰は実在しない創造上の神話の動
　物でありますが昇り龍と言われる様に飛躍の年でもあ
　ります。新しい年にあたり今年もアクティビティを精
　力的に行って参りたいと思いますので皆様のご協力を 
　お願い致します。
◆長寿のお祝い　
　三人の方、おめでとうございます。
　古希 (７０歳 ) のお祝いＬ近藤充徳
　傘寿 (８０歳 ) のお祝いＬ増田英夫
　卒寿 (９０歳 ) のお祝いＬ妹尾光章
◆幹事報告　久保田幹事　
　　全て承認される
　◇承認事項
　１．次期指名委員の任命について　
　２．２Ｒリーダーシップ研究会登録
　　　料、受講者について
　　　２月４日 ( 土 )　5,000 円／人
　３．Ｒレベル委員会第２回・第３回登録料について　
　　　２月４日（土）　3,000 円／人　（Rレベル委員会で
　　　懇親会出席の場合はプラス2,000 円）
　４．年末商戦決算報告について
　５．平和ポスター決算報告について
　６．ありがとう葉書決算報告について　
　７．上半期収支決算報告について　　
　◇報告事項
　１．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
　２．（社）新居浜青年会議所新年会　
　　　１月１３日（金）１９時～ リーガロイヤルホテル
　３．２Ｒ親善スポーツ大会　
　　　１月２１日（土）西条市総合体育館　
　　　９時３０分～ 受付　１０時１０分～ 開会式
◆委員会報告
　計画財務委員会　村上博昭委員長　
　　年末商戦の決算報告、２月第２夜間例会は不要品販
　　売を行います。多くの方のご参加をお願いします。
　青少年委員会　古川貴章委員長　
　　平和ポスター、ありがとうはがきの決算報告
　環境保全委員会　高橋在錫委員長　
　　苗木の手渡しについて
◆上半期収支決算報告　会計 白石誠一
◆監査報告　会計監査委員　永易明洋 収支中間決算書は
　　正確かつ適正に作成されている。
◆出席報告　土岐計一理事
　　会員数56名　出席49名　欠席７名　出席率87.5％
◆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　111,000 円

Ｌ矢野和男Ｌ矢野和男Ｌ矢野和男

Ｌ久保田繁拡Ｌ久保田繁拡Ｌ久保田繁拡

ダメ ゼッタイ

◆ライオンズの誓い　Ｌ高橋在錫
　　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
　　インフルエンザが多く発生しています。
　皆様手洗いの励行をお願いします。先日行われた２Ｒス
　ポーツ大会も滞りなく終わり、皆様のご協力、有り難うご
　ざいました。又植樹につきましても１７２本もの植樹を達
　成しました。
◆元会長、幹事を称える会
　　大竹会長がお礼の言葉として継続は
　力なり等を述べられた。元会長、幹事
　を称える会を代表して謝辞をＬ山口泰
　が述べられた。

◆幹事報告　久保田幹事
　◇報告事項
　１．( 社 ) 新居浜青年会議所新年会
　　　１月１３日（金）１９時～　リーガロイヤルホテル
　　　出席者　会長
　２．２Ｒ親善スポーツ大会　
　　　１月２１日（土）西条市総合体育館　参加者 ２２名
　３．新居浜別子ＬＣ例会訪問　
　　    １月２６日（木）１２時３０～  ウェディングパレスふじ
　　　出席者　会長、幹事
　４．薬物乱用防止教育認定講師養成講座
　　　１月２８日（土）１３：００～　ウェルピア伊予
　　　受講者　Ｌ石川敏則、Ｌ石川  稔、田村２Ｒ－ＲＣ
　５．愛媛県立新居浜特別支援学校開校記念式典　
　　　２月７日（火）10：00 ～　特別支援学校　
　　　出席者　会長
　６．第５８回地区年次大会（詳細は後日ご案内致します。）
　　　年次大会　４月１５日（日）13:00 ～　
　　　　愛媛県県民文化会館
　　　記念ゴルフ ４月１４日（土）　
　　　　奥道後ゴルフクラブ
　　　　エリエールゴルフクラブ松山
　７．２０１２年度～２０１３年度地区委員
　　　（ＰＲ・ライオンズ情報・大会参加
　　　　委員）　推薦者　Ｌ真木泰彦
◆出席報告　神野委員長
　　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　75,000 円

Ｌ高橋在錫Ｌ高橋在錫Ｌ高橋在錫

Ｌ山口　泰Ｌ山口　泰Ｌ山口　泰

元会長・幹事の皆さん元会長・幹事の皆さん元会長・幹事の皆さん

Ｌ神野雄太Ｌ神野雄太Ｌ神野雄太

Ｌ高橋　守Ｌ高橋　守Ｌ高橋　守
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MMARRIAGARRIAGE＆BIRTHDAYIRTHDAY
・２月  誕    生    日　大竹崇夫、加藤久博、高橋　守、草田和子
　　　　　　　　　矢野𠮷男、東田　実、白石誠一、山口　泰　
　　　　　　　　　山下邦俊　　　　　　　　
・２月 結婚記念日　大石隆憲、伊藤嘉秀

新 居 浜
新居浜中央
新居浜別子
新居浜ひうち

計

56 86.6 91.1   184　名 ％ ％ Ｈ 円416,183
42
33
28

92.6
89.4
76.7

96.5
98.5
84.0

       0　
   18
                     0          

0
49,018

0
465,201       159 86.4 92.5    　　　  202

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 月分 )

・２月　４日（土）Ｒレベル委員会　10:00～　
　　　　　  　　２Ｒリーダーシップ（指導力育成）研究会　 13:00～
・２月　７日（火）愛媛県立新居浜特別支援学校開校記念式典10:00～
・２月１８日（土）２Ｒアワード選考会
・２月２５日（土）第２回２Ｒ新会員オリエンテーション　

・理事・委員長会及び例会
 理事･委員長会  ２月　6日 (月 )１８：３０～ 商工会館3F
 第１例会　　　　 　２月　８日 (水 )１２：１５～　  ユアーズ
 第２例会（夜間例会） ２月２２日 (水 )１８：００～ ユアーズ

・委員会
 会員会則委員会  ２月　１日 (水 )１８：３０～ 事務局
 計画財務委員会  ２月　２日 (木 )１８：３０～ 事務局
 環境保全委員会　  ２月　７日 (火 )１８：３０～ 事務局
 保健福祉委員会　  ２月　９日 (木 )１８：３０～ 事務局
 青少年委員会　  ２月１０日 (金 )１８：３０～ 事務局
 PR広報 IT委員会  ２月２３日 (木 )１８：３０～ 事務局
 出席大会委員会  ２月２４日 (金 )１８：３０～ 事務局

・クラブ行事予定

・部会・同好会
　ゴルフ部会　　２月１２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　２月１７日 (金 )　   花篝   　　　　      岡田  賢治
　くらげの会　　奇数月の予定　　　　　　　  　   　高橋  在錫
　スポーツ部会　２月１０日・２４日 川東中19:30～     福山  　宏
　　　　　　　　２月１５日・２９日 宮西小 20:00～
　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

GOLFGOLF １月  ８日(日)　　新居浜ＣＣ
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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
１月１０日（火）　商工会館３Ｆ

行　事　予　定

　大竹会長より年頭の挨拶がありました。昨年度のアクティビティー
への感謝と今年も変わらぬ協力を御願いします。
　１２月１８日イタリアへＹＥ冬期交換留学生として出発しました大
学生の白石葉菜さんも無事帰国されようとしています。２月の第２
例会で皆さんにお礼のご挨拶と、体験を報告してもらいます。
　昨年、田村２Ｒ－ＲＣより会の運営について、提案していただきま
した。活発な意見交換をして出来ることから実行して元気な雰囲気
のクラブにしましょう。
■審議事項７件、詳細は例会報告に掲載、事務局に保管していま
　す。一部を紹介します。
１．【 次期指名委員の任命の件 】では、９名の委員を候補者に選
　出しました。委員長に直前会長、委員には現三役、副会長２名、
　次期三役、現会員理事、（従来９名または１１名の奇数で会長
　が任命）次期役員選出までのスケジュール。
７．【 上半期収支決算報告 】では、会計監査Ｌ永易より決算書が
　適正であることが報告されました。会計Ｌ白石より残高試算表の詳
　細が説明されました。質疑応答で、５０周年記念事業基金の項目
　を書類に計上するよう要望があり、追記することになりました。

■委員会報告では
・会員会則委員会・・会員増強、再度御願いします。
・出席大会委員会・・出席率向上、各委員会で呼びかけをお願い
　します。
・ＰＲ広報ＩＴ委員会・・１月号も本日印刷完成し予定通り配布い
　たします。
・計画財務委員会・・２月の夜間例会ではバザーを計画しています。
　家庭で提供していただける商品、協力御願いします。
・環境保全委員会・・「１００万本の植樹」キャンペーンの苗木を
　１月２５日（水）例会場で配布します。
・５０周年記念事業特別委員会・・駅前の整備計画が新居浜市よ
　り説明がありまして、具体的に進行しはじめました。ライオンズ
　のモニュメントも進めて参ります。
・リジョンの活動状況報告・・田村２Ｒ－ＲＣより２月４日（土）２Ｒリー
　ダーシップ研修会、Ｒレベル委員会の開催。
・１月２１日（土）２Ｒ親善スポーツ大会開催の直前準備状況の説明。

出席者
　Ｌ大竹会長、Ｌ藤縄、Ｌ加藤、Ｌ真鍋、Ｌ白石、Ｌ久保田、Ｌ伊藤
　Ｌ草田、Ｌ神野、Ｌ村上博、Ｌ近藤盛、Ｌ古川、Ｌ石川稔、Ｌ高橋在

　Ｌ永易、Ｌ　高橋守、Ｌ山口、Ｌ新田、Ｌ石川敏、Ｌ福山、Ｌ有富
　Ｌ土岐計、Ｌ岡田、　Ｌ田村、Ｌ塩見



例　会　日　毎月第２・４水曜日  １２：１５～１３：３０
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　　　　　　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  　　
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ドネーショントピックス

編集後記

◇◇◇◇ １月 第 1例会 ◇◇◇◇
大竹   崇夫  　長寿の祝い、古希、傘寿、卒寿という節目の年を迎えられ
　　　　　　ましたＬ近藤充徳、Ｌ増田英夫，Ｌ妹尾光章におかれましては
　　　　　　心よりお慶び申し上げます。今後とも健康でご活躍されます
　　　　　　ことを祈念致します。
小松　武道　今年私は辰年で８４才になりました。
妹尾　光章　知らぬ間に卒寿を迎えました。会長の挨拶、皆様よりの記念
　　　　　　品感謝で言葉がありません。有り難うございました。
田村　征夫　会報誌に若かりし頃の写真が、ありがとうございます。本年
　　　　　　も宜しくお願い申し上げます。
土岐　敏勝　明けましてお目出度うございます。
近藤　充徳　古希祝ありがとうございます。今後とも宜しくお願い申し上
　　　　　　げます。
岡田　賢治　新年を迎えました。会員の皆様、新会員の推薦宜しくお願い
　　　　　　します。
真鍋　憲夫　新年明けましておめでとうございます。本年もライオンズ活
　　　　　　動を共に頑張りましょう。龍の如く！　
高橋　在錫　新年おめでとうございます。昨年は心配をおかけしましたが
　　　　　　今は絶好調です。
石川　敏則　明けましておめでとうございます。本年もよろしく
有富　正治　会員の皆様、明けましておめでとうございます。当方の諸事
　　　　　　情により、年賀状のご挨拶が出来ませんでした事お詫び申し
　　　　　　上げます。申し訳ありませんでした。
藤縄　洲二　明けましておめでとうございます！おめでた続きでＬＣのゴ
　　　　　　ルフ優勝しました。スコアは聞かないで下さい！
東  田  　 實　今年が良い年になりますよう努力しましょう。妹尾さん増
　　　　　　田さん近藤充徳さん長寿おめでとうございます。
宇  賀   　潔　明けましておめでとうございます。本年もどうか宜しくお
　　　　　　願い致します。
塩見　秀晴　今日は例会場にきれいな花が、お正月らしく生けてありまし
　　　　　　た。ユアーズさんありがとう。一階入口の大きな大王松にも
　　　　　　驚きました。大王松は小さい頃ライオン松と言っていました。
　　　　　　ちょっと思い出したので。
武市　欣也　明けましておめでとうございます。入室するや直ちに事務局
　　　　　　の白石さんの爽やかな笑顔に対してドネーション！
佐伯　澄男　新年明けましておめでとうございます。今年一年が皆様に　
　　　　　　とって良い年でありますように
伊藤　嘉秀　近藤さん増田さん妹尾さん長寿のお祝いおめでとうございま
　　　　　　した。これからもお元気でご指導下さい。
白石　誠一　半期決算宜しくお願いします。
・・・新年明けましておめでとうございます。
　　　　　　　　　　　今年もよろしくお願い申し上げます・・・
加藤　久博／村上順一郎／矢野和男／矢野𠮷男／鈴木雅志／永易明洋／高
橋　守／山下邦俊／古川貴章／真木泰彦／碓井良和／林　幸央／草田和子
福山　宏／佐々木徹夫　
久保田繁拡　本年もよろしくお願いします。
宇野　博文　寒い日が続きます。この寒さに負けずにライオンズの活動を
　　　　　　頑張りたいと思います。
重橋　良昭　今年は「年男」です。公私ともに努力し良い年にしたいです。
川嶋　理之　この正月で体重８０ｋｇを越えました。このままでは田村ＲＣ
　　　　　　を追い越してしまいそうです。ＲＣ共々６月までにはやせて
　　　　　　ガリガリになってるかな。
村上　博昭　新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願
　　　　　　いいたします。ちなみに今日１／１１は２番目の孫、１／１３
　　　　　　は３番目の孫の誕生日です。夏頃には５人目ができそうです。
石  川  　稔　新居浜東高校野球部ＯＢの大井裕喜君が今年マンダリンパ　
　　　　　イレーツに入団しました。皆さんの応援をお願いします。
近藤　盛文　今年もよろしくお願いいたします。ウイ・サーブ！
田  川   　隆　本年もよろしくお願い致します。また誕生祝いありがとう
　　　　　　ございました。
檜垣　孝志　皆様明けましておめでとうございます。本年も宜しくご指導
　　　　　　ご 撻の程お願い申し上げます。皆様のご多幸ご健康を祈念
　　　　　　しております。
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◇◇◇◇ １月 第２例会   ◇◇◇◇
大竹　崇夫　元会長・幹事の功績に対しまして心よりの感謝と敬意を表し
　　　　　　ます。
久保田繁拡　元会長・幹事の皆様、これからも宜しくお願い致します。　
加藤　久博　２Ｒ親善スポーツ大会バレーボールに出場しました。まった
　　　　　　く活躍出来ませんでしたが、楽しかったです。
山  口  　泰　元会長・幹事を称える会で代表して謝辞を述べさせて頂きま
　　　　　　した。
岡田　賢治　会長・幹事を称える会を催して頂きありがとうございます。
　　　　　　まだまだ頑張りたいと思います。
神野　雄太　会長・幹事を称えてもらいありがとうございます。
田  川  　隆 　元会長・幹事を称える会をありがとうございます。
有富　正治　会長・幹事を称える会に感謝！ワイフが先週金曜日にインフ
　　　　　　ルエンザになりました。一緒に居ながら私はかからず、自身
　　　　　　の免疫力に驚きました。皆様も気をつけて下さい。
東   田 　實　元会長・幹事として称えていただき感謝いたします。
武市　欣也　元会長・幹事として
妹尾　光章　当然に拘わらず元会長・幹事として称えていただき感謝致し
　　　　　　ます。
永易　明洋　歴代の会長・幹事の皆様ご苦労様でした。２Ｒスポーツ大会
　　　　　　の参加された皆様お疲れ様でした。　

真鍋　憲夫　元会長・幹事の皆様のご苦労に対し感謝申し上げます。今後
　　　　　　ともお元気でご活躍下さい。スポーツ大会ご苦労様でした。
田村　征夫　リジョン主催のソフトバレー、ホストクラブとしてご協力と
　　　　　　ご支援ありがとうございました。まだまだ先が長い様に思い
　　　　　　ますが、今後とも宜しく！！
塩見　秀晴　レクバレー大会惜しかったです。予選で２勝しても決勝リー
　　　　　　グに進めなかったのは残念でした。年間を通して練習しない
　　　　　　と勝てないと思いました。反省です。
白石　誠一　予選リーグ敗退、残念！
福  山  　宏　ソフトバレー手伝いに試合にご苦労様でした。新監督塩見さ
　　　　　　んの方針で今週から毎週練習が始まります。頑張りましょう。
佐伯　澄男　先日のソフトバレーお疲れ様でした。来年は優勝目指して頑
　　　　　　張りましょう！
石  川  　稔　昨日、マスターズ甲子園の関係で中村知事を表敬訪問し、　
　　　　　　甲子園出場を報告しました。
高橋　在錫　寒波到来。お椿さんが近づくとさすがに寒いです。スリムな
　　　　　　私は骨までこたえます。
重橋　良昭　２月１日付けで移動で行員一名昇格し送り出すことができま
　　　　　　す。本人には今の気持ちを忘れずに。またお客様に感謝です。
近藤　盛文　苗木をいただきました。大切に育てます。感謝！
檜垣　孝志　沢山の苗木有り難うございました。社員宅や教習所に植えま
　　　　　　した。１０年後が楽しみです。一同歓んでおります！
宇野　博文　寒い日が続きます。世間ではインフルエンザが流行している
　　　　　　とニュースで報道されています。体調管理に努め、元気にラ
　　　　　　イオンズ活動に励みたいと思っています。
伊藤　嘉秀　会長・幹事経験者の皆様、いつまでもお元気で後輩のご指導
　　　　　　をお願い致します。
・・元会長・幹事に感謝申し上げます。スポーツ大会ご苦労様でした・・
　矢野和男／高橋　守／熊本賢二／佐々木徹夫／新田久司／中村七和
　山下邦俊／鈴木雅志／近藤充徳／林　幸央／村上順一郎／矢野𠮷男
藤縄　洲二　寒いですね！早退します。　

［白石葉菜さんホストファミリーとベローナにて］

『１００万本の植樹』

　先日、ゴロリとしながらＮＨＫのＴＶを見てました。途中か
ら座り直してメモをとりました。それは「脳のトレーニング法」
の紹介でした。まず、①軽く目を閉じます。②小川に落ち葉がヒ
ラヒラヒラをイメージします。③思い浮かんでくるモヤモヤをそ
の葉っぱに乗せて川に流します。④一日１０分毎日続けます。
すると、そのうち何年も山で難行苦行してきた人が到達するよ
うな心持ちになれるんだそうです。
　今年は、これでやってみようかと思っています。居眠りでは
ありません。楽しいライオンズ活動に、気分転換に皆様もいか
がでしょうか。


