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「えひめ学園との交流」

　今月３月３日、めずらしく高知、
安芸の空は晴天に恵まれました。
　この日、この安芸タイガース球場
において、プロ野球阪神タイガース
対オリックスバッファローズのオープ
ン戦が行われました。

　えひめ学園の児童、生徒２５名と先生６名そして新
居浜ライオンズクラブのメンバー１２名の総勢４３名が
大型バスに乗り込み球場へと向かいました。
　出発式ではいささか緊張ぎみの子供達の表情が、
球場へ入ると一変、いきいきとした表情に、そしてプ
ロのプレーを見て興奮気味の表情へと変わっていきま
した。それは私達ライオンズメンバーも同じでした。
　阪神キャンプ地、安芸球場という事もあり、阪神の
応援一色の中、試合結果は４－０の完封負けを喫し
てしまいました。
　心ないファンが罵声を浴びせたり、早々と帰路につ
く人々のいる中、子供達は私設応援団と共にゲーム
セットの声をきくまで、応援を続けました。
　一生懸命頑張っても、うまくいかない事は沢山あり
ます。寧ろうまくいかない事だらけです。
　私達はえひめ学園児童自立支援施設関係機関連絡
協議会のメンバーでありますが、支援しているという
感覚よりも、一緒にいろいろな事を体験し、共に勉強
し、成長していこうという意識があります。
　私も子育ての経験上、最初は親が子供の面倒を一
方的にみているという気持ちがありましたが、ある時

から実は親自身も子供から沢山の事を学ばせてもらっ
ている事に気づきました。そうなのです。お互いが共
に生活し、勉強し、成長をしておりますし、そのため
に一番必要なのは、お互いの信頼関係なのだと思い
ます。
　しかしながら、様々な家庭環境や問題をかかえて入
園してくる子供達を支援されております先生方のご苦
労は私達には分かり得ない、想像を絶するものがある
と思います。そのためか、どの先生方も人間的に私な
どより数段上だなと感じ、また一つ私も勉強になりまし
た。
　学園到着後の閉会式では、私達メンバー全員と子
供達全員が一言ずつ声をかけながら握手を致しまし
た。　多くの子供達の表情がとても和やかなものとなっ
ておりました。実は阪神ファンの私は、試合内容に若
干不満な気持ちがありましたが、子供達の和やかな表
情に癒され、とても清々しい気持ちで一日を終える事
が出来ました。

から実は親自身も子供から沢山 事を学ばせ もら
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ＹＥ生冬期派遣  Ｅ生冬期派遣  　　　　　　 期間：２０１１年１２月１９日～２０１２年１月１１日

白石葉菜白石葉菜さんさんイタリアイタリアへ

     青山学院大学　１回生  白 石 葉 菜（１９才）
　私はこの度ライオンズの派遣生として約３週間イ
タリアに行ってきました。初めてのイタリアであり、
初めてのホームステイ。出発するまで不安要素はた
くさんありましたが、たくさんのかけがえのない思
い出と共に無事帰国しました。
　最初の１０日間はシチリア島のモンタニャレアー
レという街に滞在しました。ホストマザーはエンジ
ニアの仕事をしながら市長もつとめるアンナさんと
いう方でした。州都から車で２時間位かかる所だっ
たのですが、毎日仕事の合間に島中の様々な場所
に連れて行ってくださいました。また、クリスマス
シーズンだったため毎日パーティーが開催され、と
ても楽しく過ごしました。ご飯はだいたいアンナの
お母さんの手料理で、イタリア本土とも少し違った
シチリア島の味を堪能しました。そして、同時期に
１０人程の派遣生がシチリア島に滞在していたた

め、何度か集まる機会があり皆のホストファミリー
と交流することができました。
　２つ目のホームステイ先は、ヴェローナの近くの
マリアナマントヴァーナという所でした。ホストブラ
ザーが同じ年だったため、その友達とも仲良くさせ
てもらいました。ミラノやヴェネチアにも連れていっ
てもらい、修学旅行気分でした。ホストマザーは美
容師の方で、毎日髪の毛を可愛くセットしてもらい、
スーパーなどにも一緒に連れてってもらい、ご飯の
作り方も教えてもらっていました。ファミリーは皆、
本物の娘のように可愛がってくださいました。
イタリアでの経験は私にとって最高の人生経験とな
りました。このような機会を与えてくださり、本当に
ありがとうございました。

2

人程 派遣生が チリア島 滞在 て たた
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　この度のライオンズクラブの海外派遣の機会を与
えていただきありがとうございました。
　今回の派遣先がイタリアになり、娘にとって初めて
の国であり、初めての一人旅にもかかわらず、娘は何
ら不安に感じる事もなく、本当に楽しそうに旅立ちま
した。
　親として、無事に着くのか、ステイ先のホストに気に
入ってもらえるのか、英語しか喋れない娘に会話がで
きるのかといろいろ心配しましたが、娘は滅多に私た
ち家族に連絡することもなく、有意義な２４日間を過
ごして元気に日本に帰ってきました。
　後からいろいろな話を聞き、ホストのみなさんにと
ても優しく親切にしていただいたことを知り、感謝の
気持ちでいっぱいです。
　大学進学のため一人暮らしを始めて早一年。

何もできない娘が何とか一人で生活をはじめ、このよ
うな機会を与えていただいたおかげで、単身イタリア
にも行き、知らぬ間に成長していることを実感し、淋し
くも親として嬉しく思います。
　私もライオンズクラブの一メンバーとしてこのよう
な事業を展開していくことは素晴らしいことだと思い
ます。
　娘のような貴重な体験を一人でも多くの方に経験
していただきたいと思います。

う
に
く

娘のホームステイを終えて
会　計　白　石　誠　一

　２月４日、ユアーズにてリー
ダーシップ研究会が開催されまし
た。参加者は、２Ｒ・１８クラブの
会員３８名。我がクラブからは、
私とＬ岡田賢治の２人でした。
　西原透元地区ガバナー（今治中

央ＬＣ）による３時間あまりの講義を受けました。
　与えられたテーマについて他のクラブのメン
バーとも討論をし、色々な角度からの見解を知る
ことが出来ました。対応策を話し合えたことは、
私にとって興味深い経験でした。良いリーダーと
は、精力的で信念を持ち、知的で粘り強く、そし
て自分の意志を貫く能力を持つことである。

２Ｒリーダーシップ（指導力育成）研究会
第二副会長　真　鍋　憲　夫　

　魅力あるクラブにしたい！
　皆様の知恵の結集を求めたいと再認識させられ
た研究会でした。
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２Ｒレベル委員会
PR 広報 IT 委員長　近　藤　盛　文　

時：２０１２年２月４日 ( 土 )　場所：新居浜市商工会館３Ｆ　
　第２回のＲレベル委員会は全体会
議形式でＰＲ広報委員グループと、
青少年、ＬＣＩＦ、ＹＥ委員グループ、
環境保全、保健福祉委員グループ合
同の会議でした。
　１・２・３ＺのＺＣが講師で進行し

ました。「ライオンズ・スクール、クラブ運営の基礎知識」
のテキストではアクティビティーの事例報告がされまし
た。前年度アワードで優秀な成績をあげたクラブ関係
者から説明を受けました。Ｌ近藤充徳理事より新居浜
ＬＣの献眼登録年間１５０人の会員登録、現地での勧
誘方法や取り組み方などを紹介しました。
　ゾーンとして数でまとまった具体的なアクティビ
ティーへの取り組み方などが、もっと話し合えれば良
かった。

　午後より、第３回委員会はそれぞれの委員会ごとに
分かれての会議となりました。
ＰＲライオンズ情報・大会参加・ＩＴ委員会に出席し
ました。
■テーマは、１．会報、２． マスコミ報道、３．ＩＴ、４． 
ホームページ運営、の４項目でそれぞれのクラブから
現状と問題点などが報告されました。
　１．会報では
我がクラブからは、今期会報作成を自前で全て製作し
ようと挑戦していること。予算の削減が第一目標であ
ることを報告しました。それぞれのクラブの事情で会
報に対する力の入れ方や、予算の配分は違いますが、
それにはこれまでの歴史があり、会報作成の担当の委
員さんはメンバーが固定化で、なかなか自由に、気軽
に引き受けてくれる委員会では無いようでした。編集、
校正など全てを自前でやっているクラブの会報誌は何
よりも価値があると思いました。
　２．マスコミ報道では
アクティビティーの地方の新聞ＴＶ局、ＣＡＴＶ、市政便
りなどへの働きかけが紹介されました。取りあげられ
た回数や、メディアの種類などで順位を競うことはあま
り意味のないことと思いました。
　３．ＩＴのクラブでの利用度、取り組み方では
連絡網と言う面では、ＦＡＸやメールはどのクラブも同

様に運営されていますが、前回もｆａｃｅｂｏｏｋへの
利用が話題となりました。賛否両論でした。それぞれ
のクラブがクラブの体力、ＩＴ能力にあったレベルで取
り組むべき事であろうと思います。否定的な面では、
クラブ内にも個人情報の理解度やＩＴ技術レベルがバ
ラバラで、差があり、全員で共有できる道具では現在
はない。将来的には進化するのでしょうが、ここ数年は、
現実的にはクラブとしては対応は難しいと思われます。
　４．ホームページでは
　地区委員さんは、未開設のクラブはまず開設するこ
とを要望しました。現状のホームページもそれぞれ歴
史と、予算の事情や、熱心な技術者の移動など、運
営していくことは難しいことです。また、どうやって活
動や、ライオンズの融和を育てる場に出来るかなど、
運営方針も色々です。有料で更新などの運営を委託し
ているクラブもあるようです。（我がクラブのホームペー
ジも２００１年から開設してからもう、１２年です。スタ
イルもそのままで、当初から、自前でやろうと、こだわっ
てきましたが、昨年の５０周年の節目の年に、斬新な
リニューアル、そんな気配も感じないまま、今日となり
ました。）
　どなたか、あっさり、目も覚めるような、鮮やかなホー
ムページに進化させてみてください。
■いいなあ、と思った発言では
・今回の震災を経験して、地域の防災について、ライ
　オンズとしてどのように広報してゆくかを計画してい
　る。
・平和ポスターの活動の呼び掛け、その後愛媛新聞
　へ取りあげてもらうための活動報告。
・会報誌の方向性（クラブ関係者向けか、広く市民向
　けか）
・ドネーションなど、どのように会報に取りあげている
　か。（個人情報と金額について）
どこのクラブも共通しているのは、ＰＣを自在に操れて、
会報など、文字を書いたり、編集したり、デザインや、
写真などの趣味の会員さんは、限られた人が持ち回り
で運営されているようでした。
　色々な作業分野で、少し練習はいるかもしれません
が、会報誌やホームページに参画してください。

第２回・第３回



－５－

　ライオンズ必携に会員はクラブ、
地区及び国際協会の役職に就く権
利、並びにあらゆる表決を要する事
項に対する投票権を持ち、また例会
出席、速やかな会費納入、クラブ
活動参加およびクラブが地域社会に

より印象を与えるような行動の義務を負う、と例会出
席の大切さを明記されております。
　さて、上半期が経過し我がクラブの例会出席率は
どうだろうと調査してみました。各月純出席率は、最
低が 80.4％で最高が 89.4％で各月 80％を超えて
おり良好と思われますが、一度も 90％を超える月が
無かったのが残念であります。
　又、上半期純出席率の平均は 84.4％で、１ゾー
ンの平均は79.0％でありました。当初目標としてメー
クアップ後 100％としていたのですが、メークアップ
した人は少ない月で３人、多い月で９人平均月に５
人の人しかしておりません。上半期メークアップ後の
出席率は、89.0％でありました。１ゾーンの平均は
86.7％であり、いずれも１ゾーンの平均を上まわっ
ていたが某クラブが、出席率・メークアップ後とも良

くなかったので、当クラブは平均点であります。出席
メークアップ規則として例会の前後１３日間以内に、
他クラブの例会・所属クラブの理事会・常設委員会・
クラブアクティビティ・リジョンまたはゾーンの会合・
国際大会・東洋東南アジアフォーラム・複合地区、
地区大会等の出席した場合、例会に出席したものと
みなされます。
　したがって出席率の向上の為、下半期より例会欠
席した人に各委員会でのメークアップお願い文章を
ＦＡＸしております。どの委員会に出席してメークアッ
プするか返答いただき、ご協力よろしくお願い致しま
す。
　次にもう一つ４月１４日、１５日に地区年次大会が
松山で開催されます。ぜひ会員の皆様の出席よろし
くお願い致します。当クラブでは地区年次大会最多
出席者は、小松ライ

オンの３９回です。次点は増田ライ
オンの　

３８回です。３０回以上の出席者は５人もおります。
又この５年間連続出席者は１３名もの方がおられま
す。

　「坂の上の雲」の町、松山へ
　　　　　　　是非ご一緒に行きましょう。

出席率の向上及び地区年次大会出席のお願い
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出席大会委員長　神　野　雄　太



－６－

助け合う心と絆

１００万本の木を植えよう　　　　　　　　　　　　　　　　　幹　事　久保田繁拡

　　　　　　　　  田村征夫
さざんかの終わりの状況がバック
に写っていますが、手前に２本植
樹しました。成長すれば良いので
すが。

　　　　　　　　  塩見秀晴  
ちょっと狭苦しいけどがまんしてね
大きくなって立派な実をたくさんつ
けてね　
肥料たくさん入れました
愉しみだな

　　　　　　　　　　近藤盛文
大切に育てます。お水と、肥料と、
日光と。何年かして「100 万本の
植樹」の年にライオンズの苗木を
みんなで庭に植えた時のことを思
い出したり、そのうち孫達の背丈
より高くなるだろうなあ、と楽しみ
にしています。
がんばって育てるぞ！

花
が
咲
く
の
か
？ 

人
生
が
終
わ
る
か
？

　　　　　　　　　　　山口　泰
ツバキ３本庭の南側に植えました。
太陽の光をうけて早く花が咲くの
を楽しみにしています。

　　　　　　　　　　　山下邦俊
レモンの実はいつ頃楽しめるので
しょうか。大事に育てます。

　本年度、ウィンクン・タム国際会長は１００万本の植樹を呼びかけられた経緯もあり、新居浜ＬＣは
合計１７２本の植樹を行うことが出来ました。下記のメンバーをはじめ、多数の方のご協力、ありがと
うございました。

　「１００万本の木を植えよう」キャ
ンペーンによせて、私事ですが、
仕事の関係で木材を使用していま
す。その基となる木を植える事に
私が、人一倍感じる所が有りまし
て、多くの苗木を、お願いしたの
でした。今の冬期は、落葉して幹
だけで背丈も小さく可愛らしいです

が、今から３ヶ月もして少し暖かく
成ると、新芽が出て、葉が付いて
来る日が待ちどうしいです。
ところでニュースを見ていましたら
１００年前日本からアメリカに桜の
木を３０００本送られ毎年桜の花
が、咲いて賑わっているのですが、
そのお返しに、東北の地にハナミ
ズキの木が３０００本、送られて来
る様です。今回、私もこのハナミ
ズキを、お願いして植える事が出
来ました。楽しみは、５年～１０
年後ですが先を考えながら、水や
りや剪定をして参ります。今朝、
先日植えた「すだち」に新芽がぷっ
つり、ふくらんでました。秋が楽し
みです。

土岐敏勝

熊本賢二

さ
ざ
ん
か
・
す
だ
ち
庭
に
植
え
ま
し
た
。

大
切
に
手
入
れ
を
し
、
大
き
く
成
長
し
て

ほ
し
い
。

花
も
実
も
楽
し
み
た
い
。（
人
生
も
）

近藤充徳
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くらげの会「雪景色とグルメ旅」
出席大会委員会　土　岐　計　一　

　「くらげの会とは一体何の会だろ
うか？」と思われるようです。
　平成１１年にクラブ内の親睦会を
作る発案があり、温泉旅行会でユ
ニークな名称をと温泉マークを
引っ繰り返しくらげの会に決まり

ました。
　早くも１３年あまりになります。今年は二泊三日
の温泉とグルメ旅を計画し「富山の寒ブリ」「越前
ガニ」「源泉の温泉」に 1 月２７日出発しました。
　新大阪から氷見まで雪見酒。１４：４０、氷見駅に
到着一面の雪景色で出迎えているようです。旅館
よりの送迎バスに乗り込み、到着早々、雪見露天
風呂で富山港に霞み降る雪に感動、部屋に帰ると
ブリのフルコース。豪華さに驚き、まずブリしゃ
ぶに手をつけたものの口中で蕩けて最高でした。
　磯波風館（いそっぷかん）は女将がブリしゃぶ
を考案し氷見に広めたそうです。ブリには捨てる
ところはないそうです。明朝金沢に向けて出発、
兼六園の雪化粧は素晴らしい風景でした。昼食は
近江市場の老舗鮨で富山港の魚と酒で大満足でし

た。あわら温泉に向かい、送迎バスで三国観光ホ
テル着、温泉とカニと酒を味わい、明朝みくに文
化遺産館を見学しタクシーで東尋坊へ、雪景色は
見事に美しい眺めでした。昼食は予約していたお
料理屋で素晴らしい料理と酒で最後は大満足でし
た。駅まで徒歩で三分ほどで三国港駅での待ち時
間で可愛い車掌に出逢い楽しい思い出にと一緒に
写真を撮り楽しい三日間で帰路につきました。「雪
景色とグルメ旅」大感動でした。

　なお、「くらげの会」会員募集中です。
奇数月に夕食会と年一回の旅行。
「グルメと温泉旅」「ゴルフと温泉旅」の案もあり
ます。旅は友情と健康に若返りの源です。
新会員を待ってます。



第１２３３回　２月第１例会
２月８日（水）１２：１５～　ユアーズ

例　会　報　告

第１２３４回　２月第２例会
２月２２日 ( 水 )   １８：００～    ユアーズ　 

－８－

◆ライオンズの誓い　L福山 宏
我々は知性を高め、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
◆来訪者紹介　藤縄直前会長
　四国電力㈱新居浜支店
　　総務部長　住田尚茂様　総務課長　石川千宏様
◆会長挨拶　大竹会長
寒さ厳しい毎日ですが元気に頑張っておられることと思います。県立新
居浜特別支援学校開校記念式典に出席しました。５０周年の記念事業
でもご縁があり、今後とも何かの形で役立ちたいと思います。本日は電
力の安定需給について勉強したいと思います。また、昨年より「１００
万本の植樹」の運動にクラブとして１７２本の苗木を植えることができ
ました。育てていきましょう。
◆幹事報告　久保田幹事
　◇審議事項
　１．第２回新会員オリエンテーション登録料について　
　　　　　２月２５日(土 )
　２．第３回愛リバー・愛ロード予算（案）について　　
　　　　　３月4日(日 )
　◇報告事項
　２．薬物乱用防止認定講師養成講座受講　
　　　１月２８日（土）１３：００～　ウェルピア伊予
　　　出席者　L石川敏則、L石川稔、L田村ＲＣ
　３．２月４日（土）
　・第２・３回Ｒレベル委員会　商工会館　１０：００～
　　出席者　L近藤盛　L古川、L近藤充、L高橋在、L田村RC、
　　　　　　L川嶋RCA、L山口
　・２Ｒリーダーシップ研究会　ユアーズ　１３：００～
　　出席者　L真鍋第二副会長、L岡田会員会則委員長、
◆卓話
四国の電力需給について
四国電力（株）新居浜支店
　　　　　　総務部長 住田尚茂氏
１５項目の資料が配付され、プロジェク
ターを使って説明をうけました。
・発電所からどのように工場やビル、商店、家庭に流れてゆくか。
・発電と消費のバランス
・一日の電気の作り方（ベースは経済的安定した原子力、水力。変動
　調整がしやすい石炭、石油など）
・電源別発受電の電力量の構成比率（原子力が約４割）
・四国電力の発電設備（約７００万KW弱）
・需給バランスと供給対策
　発電と消費のバランスはどうなっているか、また四国電力の電源別
電力の構成比率はどうなっているか、現在の発電している実態を説明
されました。電力は需給のバランスがうまく保たれるかどうかが問題

です。今、ベースは経済的で安定して発電できる原子力と自流
式水力、発電量の調整が安易な石炭、LNG、石油などが電力源
のこれまでの考え方で、設備も計画もそのように組み立てられていた。
約４割が原子力発電です。現在は伊方発電所の３基同時停止してい
ます。長期停止していた火力発電所の点検などを繰延べするなど、さ
まざまな対応を講じています。
　新聞には「今夏　安定需給難しい」とショッキングな見出しが出て
います。h24.02.02でんき予報（電力使用状況）では本日の最大電力：
５５２万ｋｗで使用率９７％だったそうです。
　発電設備を増設するとか、発電の比率を修正するなどの案は、すぐ
に使う電力には間に合わず、中長期的な戦力の話しである。
当面の電力需要をどのように対応してゆくのかその後、質疑応答となり
ました。
◆出席報告　神野委員長
　　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　草田テール・ツイスター
　　ドネーション　84,000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
　ＹＥ事業で大学生の白石葉菜さんが、イタリ
アより帰国され、その報告をしてくれます。体験を生かして立派な社会
人に成られることでしょう。今後の活躍を期待します。
　また治療のためお休みされていた増田英夫ライ

オンが、今日の例会に出席
されました。ご退院おめでとうございます。小松武道ライ

オンも検査も良好で
近日中に退院されるそうです。会員の皆様ご自愛ください。
◆幹事報告　久保田幹事
　◇審議事項
　１．えひめ学園との交流会予算について　
　　　３月３日（土）　プロ野球オープン戦観戦（高知安芸）
　◇報告事項
　１．新居浜ひうちＬＣ例会訪問　
　　　２月２１日（火）１２：３０～ ウェディングパレスふじ
　　　出席者　会長、幹事、会計
　２．第２回新会員オリエンテーション
　　　２月２５日（土）１５：１５～　ユアーズ
　　　出席者　重橋さん、岡田会員理事、田村２ＲＣ、川嶋２ＲＣＡ、
　　　山口サポート委員
　３．  ＹＥ冬期派遣報告会　
　　　３月３日（土）１４：３０～　いよてつ会館
　　　出席者　白石会計
　４．第３回愛リバー・愛ロード清掃奉仕作業　
　　　３月４日（日）７：００～
　５．平成２４年新居浜市消防観閲式　
　　　３月４日（日）９：００～　出席者　大竹会長
　６．第3回ゾーンレベル会員委員会、
　　　地区ガバナー諮問委員会  ３月１０日（土）１２：３０～
　　　ウェディングパレスふじ　出席者　会長、幹事、会計、岡田会
　　　員理事、田村２RC、川嶋2RCA
　７．東平道路清掃奉仕作業　
　　　３月１０日（土）９：００～　マイントピア別子集合
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・３月  誕    生    日　大村　敬、林　幸央、近藤眞而、熊本賢二
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・３月　１日（木）　１０：００～　
　　　　　　　  　愛媛県立新居浜特別支援学校卒業証書授与式　
・３月　３日（土）　ＹＥ報告会　　 　　 １４：３０～　松山  
・３月　４日（日）　新居浜市消防観閲式　９：００～　山根グランド
・３月１０日（土）　東平清掃奉仕作業　　９：００～
・３月１０日（土）　１２：３０～　ウェディングパレスふじ
　　　第３回ゾーンレベル会員委員会・地区ガバナー諮問委員会　
　　　

・理事・委員長会及び例会
 理事･委員長会  ３月１２日 (月 ) １８：３０～ 商工会館3F
 第１例会　　　　 　３月１４日 (水 ) １２：１５～     ユアーズ　
 第２例会　　　　　３月２８日 (水 ) １２：１５～ ユアーズ

・委員会
 計画財務委員会  ３月　１日 (木 ) １８：３０～ 事務局
 環境保全委員会  ３月　６日 (火 ) １８：３０～ 事務局
 会員会則委員会　  ３月　７日 (水 ) １８：３０～ 事務局
 保健福祉委員会　  ３月　８日 (木 ) １８：３０～ 事務局
 青少年委員会　  ３月　９日 (金 ) １８：３０～ 事務局
 PR広報 IT委員会  ３月２９日 (木 ) １８：３０～ 事務局
 出席大会委員会  ３月３０日 (金 ) １８：３０～ 事務局

・クラブ行事予定
　３月　３日 (土 )　えひめ学園との交流会　９：００～　
　　　　　　　　   プロ野球オープン戦観戦　　高知県安芸市　
　３月　４日 (日 )　愛リバー・愛ロード清掃奉仕作業　７：００～ 
・部会・同好会
　ゴルフ部会　　 ３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　　 ３月予定   　　　　　　  　   　      高橋  在錫
　スポーツ部会　 ３月９・２３日 １９：３０～   川東中　  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

GOLFGOLF ２月 １２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
２月６日（月）　商工会館３Ｆ

行　事　予　定

会長挨拶：本年度の事業約７０％が終わりました。会員の皆様の
ご協力に感謝致します。なお、今後は三役共々会員の増強に頑張
りたいと思います。
・審議事項
１．第 2回新会員オリエンテーション登録料について
　　　2月25日（土）　5,000 円×2人＝10,000 円　
２．第 3回愛リバー・愛ロード　予算について
　　　3月4日 (日 )　　20,000 円
３．家族会　予算について
　　　4月22日 (日 )　家族の登録料を検討中、来月に ( 予算案 )
　　　の報告をします。
　　　2月の夜間例会　予算案審議　承認される
　　　3,800 円×55名
４．記念樹の決算報告　承認される
・委員会報告
１．会員会則委員会　会員の増強、委員会各推薦のお願い
２．出席大会委員会　今年度の総出席率 80.4％～ 89.4％です。
　　平均 84.4％　例会欠席者のメークアップをお願いします。
３．保健福祉委員会　献血・献眼は4月1日 (日 ) 予定です。
４．環境保全委員会　ゼンザイを食べよう。ついでに清掃しよう。
　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神野、Ｌ近藤盛、Ｌ古川、Ｌ高橋在、Ｌ永易、Ｌ高橋守、Ｌ山口
    Ｌ新田、Ｌ石川稔、Ｌ福山、Ｌ有富、Ｌ鈴木雅、近藤充、、Ｌ草田　　　
　Ｌ土岐計、Ｌ岡田、Ｌ田村、Ｌ塩見

ＹＥ生冬期派遣  　　　
白石葉菜さんイタリアへ

ＹＥ生冬期派遣報告

◆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82.1％
◆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　102,000円

２月２２日（水）　ユアーズ

臨時理事会報告

審議事項
１．えひめ学園との交流会について
　　平成２４年3月3日 (土 )　高知県安芸市　９：００～
　　プロ野球オープン戦観戦（雨天決行）
　　阪神タイガースＶＳオリックスバッファローズ
　　予算244,000円で承認されました。
２．東平道路清掃奉仕作業について
　　有志による個人参加とする。（保険加入）
　　例会に報告することを承認されました。
　出席者
　Ｌ大竹会長、Ｌ久保田幹事、Ｌ白石会計、Ｌ草田、Ｌ伊藤、Ｌ有富　　
　Ｌ石川敏、Ｌ岡田、Ｌ鈴木雅、Ｌ古川、Ｌ土岐計、Ｌ近藤充、Ｌ真鍋、Ｌ藤縄
　Ｌ新田、Ｌ加藤久、Ｌ山口、Ｌ真木



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  　　
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編集後記

◇◇◇◇ ２月 第 1例会 ◇◇◇◇
大竹   崇夫  　大変お忙しい中、四国電力より住田部長様、石川課長様、　
　　　　　　ご来訪及び卓話をいただき誠に有り難うございました。
田村　征夫　２リジョンの事業にご協力、ご支援いただき感謝申し上げま
　　　　　　す。クラブの活動も順調に進んでいるようで頑張って下さい。
岡田　賢治　卓話に感謝
白石　誠一　卓話に感謝です！
久保田繁拡　四国電力 ( 株 ) の住田様、石川様の卓話に感謝です。
真鍋　憲夫　寒さに気をつけ乗り切りましょう！来訪者を歓迎して。
藤縄　洲二　指名委員会から、宜しくお願いします。声がかかったらＮＯ
　　　　　　と言わないで下さい。
土岐　敏勝　寒いですね！先日植樹をさせて戴きました。色々な木を植え
　　　　　　ることが出来ました。上手に大きくしたいものです。　
加藤　久博　誕生日のお祝い有り難うございます。49才になりました。
武市　欣也　卓話に感謝します。
妹尾　光章　薬の飲み過ぎで目眩、立ちくらみしますが、Ｌ武市との約束
　　　　　　により出席しました。
塩見　秀晴　僕は寒い冬が好きだ。寒い冬よどんとこいと謳った高村光太
　　　　　　郎の様に元気に冬を過ごしたい。ということで。
有富　正治　1月 31 日～２月２日まで、大分県の宇佐市へ行って来ました。
　　　　　　小さな町でしたが、八幡様の総本山宇佐神宮、双葉山の生誕
　　　　　　の地で記念館また周辺にはアフリカンサファリ、キティちゃ
　　　　　　んのハニーランド等が有り、見所が多くありました。皆様も
　　　　　　是非。
伊藤　嘉秀　四国電力 ( 株 ) の住田部長様、石川課長様今日はお忙しい中
　　　　　　有り難うございました。四国の電力エネルギーを宜しくお願
　　　　　　い致します。
田   川  　隆　四国電力 ( 株 ) 総務部長住田さんの卓話に感謝して。寒い日
　　　　　　が続きますがカゼをひかないように！
佐伯　澄男　インフルエンザが流行しています。予防対策をしっかりして
　　　　　　仕事に頑張りましょう。
重橋　良昭　インフルエンザが流行しています。手洗い、うがいを励行し
　　　　　　て気をつけたいと思います。皆様も体調管理お気をつけて。
高橋　在錫　この冬の冷え込みにはがっかりです。釣りに行っても魚が食
　　　　　　いつきません。
宇野　博文　インフルエンザが流行しています。他人事ではありません。
　　　　　　我々の職場でも多くの方々が休んでいます。うがい、手洗い
　　　　　　のれいこうを。睡眠、栄養の十分な補給に心がけたいものです。
・・・四国電力 ( 株 ) 住田部長様の卓話に感謝して・・・
林　幸央／永易明洋／近藤眞而／石川敏則／高橋　守／真木泰彦／鈴木雅
志／草田和子／大石隆憲／碓井良和／新田久司／中村七和／佐々木徹夫　
神野　雄太　クラゲの会で豪雪の北陸温泉巡りをしてきました。食べ物は
　　　　　　美味しいし雪の兼六園他最高でした。
村上　博昭　昨日阪神の安芸キャンプに行ってきました。ホージャの企画
　　　　　　で続木コーチと対談してきました。大変懐かしかったです。
近藤　盛文　Ｌ福山さん！愛媛マラソン頑張ってましたねえ！来年もね
福   山  　宏　愛媛マラソン残念ながら26.5km で第５関門でつかまり、リ
　　　　　　タイヤしました。完走するまでやり続けると心に誓いました。
　　　　　　来年はきっと楽勝です。
石  川   　稔　４月１日の献血のご協力をお願いします。
古川　貴章　四国電力様ありがとうございます。
山下　邦俊　卓話に感謝！誕生祝い有り難うございます。
東   田  　実　早退します。
宇   賀  　潔　早退します。
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◇◇◇◇ ２月 第２例会   ◇◇◇◇
大竹　崇夫　増田先輩ご退院おめでとうございます。心よりお慶び申し上
　　　　　　げます。
白石　誠一　ＹＥ事業、私の娘には本当に人生の中で大変貴重な経験をさ
　　　　　　せて戴きました。本当にお世話になりました。　
岡田　賢治　寒い折ですが、風に気をつけましょう。
増田　英夫　健康に勝る財産なし。お見舞いありがとうございました。

新居浜ライオンズクラブのホームページのアドレスは　　　
　http://homepage3.nifty.com/ni-lions/ です。
２００１年からもう１１年目でしょうか、アクティビティーを
発進継続中です。会報誌はＰＤＦ画面で以前のも見ることが出
来ます。例会の活動報告も掲載しています。掲示板も設営し
ています。会報誌とはちがった形でライオンズ活動を伝えれ
ればと思っています。「facebook のボタン」を押してみてく
ださい。「facebook ページ」をクラブとして開設しました。
ヨチヨチ歩きの勉強中です。また「ライオンズリンク」のボ
タンを押していただくと全国のライオンズクラブの活動状況
もホームページで見えます。全国のライオンズマンはどんな
活動をしているのか、興味が湧いてきます。是非クラブのホー
ムページを１日１回のぞいてください。お願いします。

田村　征夫　２Ｒでのアワード選考終了。近日中にキャビネットで確定す
　　　　　　ると思います。ご苦労様でした。
久保田繁拡　禁煙１０日目。絶対に成功させるぞ・・・オー　　無理かも
加藤　久博　夜間例会に感謝。
塩見　秀晴　第１２３４回の例会を祝して。２００７年１月１１日の１１１１回
　　　　　　例会もそうでしたが二度とありませんね。
真鍋　憲夫　古川委員長おめでとうございます。（おじいちゃんになられ
　　　　　　て）母子ともにお元気に成長されますようにお祈り致します。
藤縄　洲二　白石さん、ＹＥお疲れ様でした！
有富　正治　白石葉菜さん、おかえり！ＹＥの経験を今後の人生に役立て
　　　　　　て下さい。
妹尾　光章　白石さんのお嬢さんのイタリヤの体験談のスライド勉強にな
　　　　　　りました。ご苦労様でした。　

重橋　良昭　自分の身長より１１０をひいた数字が理想の体重だそうです。
　　　　　　皆様いかがですか？私は１０ｋｇ減量が必要です。
永易　明洋　２／１６より所得税の確定申告が始まりました。３／１５まで
　　　　　　忙しい時期です。体調に気をつけ何とか乗り切っていきます。
古川　貴章　３月３日えひめ学園交流事業あります。皆さんお願いします。
真木　泰彦　計画財務委員会の皆様本日はご苦労様です。
土岐　敏勝　３月４日は愛リバー・愛ロード清掃作業です。例年のように
　　　　　　ゼンザイを予定してます。多くの方々の出席をお願いします。
檜垣　孝志　２月（如月）寒い日が続きますネ。如月は寒いので衣を更に
　　　　　　着るという事で衣更着とも書くようです。風邪などひかない
　　　　　　ようにお体ご自愛下さい。
佐伯　澄男　本日、計画財務委員会で物品販売を行います。ご協力をお願
　　　　　　いします。
石  川       稔　三寒四温、確実に春の足音が聞こえてきてます。
伊藤　嘉秀　最近、例会卓話が続いています。３月の第１・第２例会にも
　　　　　　素晴らしい方をお願いしております。年度末のお忙しいとき
　　　　　　ですがお楽しみに出席して下さい。
石川　敏則　増田さんご退院おめでとうございます。
新田　久司　夜間例会の計画財務委員会の皆様ご苦労様です。
村上　博昭　白石葉菜さんの貴重な体験談を聞き私も一度イタリアへ行き
　　　　　　たくなりました。
高橋　在錫　計画財務委員会の皆様本日はご苦労様です。
近藤　盛文　白石さんＹＥ事業でイタリアへ、そして無事帰国おめでとう。
　　　　　　その体験を生かして頑張って下さい。
草田　和子　計画財務委員会の皆様ご苦労様です。
・・・本日の夜間例会、計画財務委員会の皆様ご苦労様です。・・・
近藤充徳／神野雄太／高橋　守／碓井良和／村上順一郎／山下邦俊


