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平成２４年度のスタートを迎えて

　４月に入りすっかり春本番、桜の
季節となりました。入学式や入社式、
そして官庁や多くの企業が新年度事
業に着手し、慌ただしくもあり、ま
た野山には新芽が出始めるこの季節
は、正月とは異なる事実上の事始め

でございます。
　期待と不安を胸に新しいスタートを切った方も多く
いると思いますし、反面望まない形でのスタートと
なった方も多いでしょう。
　しかし、月日は待ってくれる事なく流れて参ります。
　そして、私の会長としての任期も残す所あと二ヶ月
余りとなりました。この会報誌においては、事業委員
会の様々な活動を紹介して参りました。
　先月にも第３回となる愛リバー愛ロード制度に基
づく道路河川清掃や有志による「東洋のマチュピ
チュ」として人気を集める東平道路清掃、そして今
月１日にはこれもまた第３回となる献血・献眼登録
活動をイオンにて行っていただきました。

　年間を通して継続したたゆまぬ努力とそのアクティ
ビティーに敬意を表する所でございます。
　そして、その様な活動を支えているのが４つの運
営委員会です。
　会員会則委員会は新会員の招請や新会員研修等、
クラブにとって最も基本的かつ重要な役割を担って頂

いておりますし、出席大会委員会では例会や各種会
合への出席要請や出席率の向上、そして私達三役
へのご意見番としての役割を担って頂いております。
　計画財務委員会では、夜間例会懇親会の設営や
各種資金獲得事業を行い、又日頃私達メンバーの活
動を支えて下さっている家族に対して感謝の気持ち
を込めた家族会の企画運営を行って頂いております。
　今月２２日にも今期第２回目の家族会をマリン
パークにおいて行っていただけることとなっており、
漁師さんによる獲れたての魚料理や焼き肉等盛り沢
山で、私の家族も楽しみにしておりますし、私達の
活動に理解を頂ける基礎ともなっております。
　そしてＰＲ広報委員会はこの広報誌を見て頂けた
ら説明はいらないと思います。これだけの広報誌を
委員会メンバーの手作りで毎月発行して頂いており
ます。記事の取りまとめや校正等大変なご苦労であ
るにも関わらず、いつも明るく笑顔で活動をして頂い
ております。
　この様な４つの運営委員会がしっかりと役割を果
たして頂いているからこそ、事業委員会も順調に事
業を行う事ができ、私達三役も順調にクラブ運営を
行う事ができます。このことに感謝の気持ちを持ち、
改めて私達のモットー「We  S e r v e　我々は奉仕
する」を再認識し、残りの任期を全うしたいと思い
ますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
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　３月３日（土）高知県安芸市営
球場（安芸タイガース球場）にて、
プロ野球オープン戦阪神タイガース
ＶＳオリックスバファローズの観戦を
いたしました。
　当日は、雨の日々が続く中、天候
にも恵まれ試合開催となり大変嬉し

かったことを今思います。えひめ学園：生徒（２７名
中２４名参加）教員６名とライオンズクラブメンバー
１２名８時３０分商工会議所に集合、大型バスにて
えひめ学園に移動、９時１５分出発、バスの中では
えひめ学園生徒とライオンズメンバーがいっしょに座
り自己紹介をして打ち解けた雰囲気の中、球場に１１
時３０分到着致しました。
　ライトスタンド側、阪神応援席側自由席でしたが座
ることが出来ました。持ち込んだお弁当を食べたり、
グッズを買ったり練習を見たり試合開始まで生徒たち
はとても楽しんでいたと思います。試合中もメガホン
で応援したり７回では、ジェット風船を飛ばしました。

　試合結果は、タイガースが０－４で敗れ、もう一つ
盛り上がりに欠けた感じでしたが、生の阪神タイガー
スの応援は私にとっても楽しかったです。終始笑顔で
良い思い出が出来たと思います。さすがに帰りのバ
スは、疲れていたと思います。大竹会長におかれま
しては、救護のための伴走車にてのご同行ありがとう
ございました。
　今回は、えひめ学園が野球に力を入れていまして、
是非プロの試合を生で生徒に見せたいと言う学園側
とライオンズ側の意見が一致して出来た事業です。
　委員会及びライオンズメンバー様におかれまして
は、現地での十分な計画もなくご迷惑をおかけ致し
ました。
　午後７時までの長丁場はございましたが、私にとっ
ても良い経験が出来ました。最後までありがとうござ
いました。
参加者　Ｌ大竹、Ｌ加藤、Ｌ金谷、Ｌ久保田、Ｌ佐伯
Ｌ高橋在と奥様、Ｌ田川、Ｌ檜垣、Ｌ福山、Ｌ古川
Ｌ真鍋　　　　　　　　　　　　　　　計１２名　

えひめ学園交流事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２０１２年オープン戦観戦
青少年委員長　古　川　貴　章　

えひめ学園の皆さんよりのお礼状
竹本学園長はじめ全生徒の皆さんより頂きました

男
子

女
子



助け合う心と絆
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　３月４日、この日は愛リバー・愛ロー
ドの清掃作業の日でした。だいぶ暖か
くにはなって来ましたが、この日はあい
にくの小雨模様で、参加者も余り居な
いと思っていましたが、集まってみると
多数の参加数にビックリ致しました。川
の中で作業をする人、道路のゴミを拾う

人、お疲れ様でした。
　以前から比べると河川や道路のゴミも少なくは成って
来ていますが、やっぱりナイロン、タバコの吸い殻などが
落ちていました。一人一人がゴミ、タバコ等を捨ててはい
けないと自覚をしない限りゴミはなくならないなぁとつく
づく感じました。
　作業が終了しライオンズ事務所に戻ると楽しそうな笑
い声がしていました。恒例に成りつつあるＬ土岐敏さんの
ぜんざいを、待っている人達が今か今かと、ワイワイガヤ
ガヤ。土岐さんは温めながらつぎわけ、Ｌ高橋在委員長と
事務局さんはもちを温めひっくり返すのに必死でした。も
ちが温まりぜんざいの中に入ると次から次へと、いただ

きますの声が。食べている人達からは旨いと言う声が。後
は笑顔で雑談をしたりふざけたりと、楽しんでいました
が、ぜんざいも今回限りと言うＬ土岐さんの笑みながら
の言葉が、準備の大変さを感じました。まだまだ頑張って
ぜんざいをやってもらいたいなと思いましたが、これば
かりは無理は言えません。土岐さん美味しいぜんざい
を、どうもありがとうございました。
　そして奉仕作業に参加下さいましたメンバーの皆様ど
うも有り難うございました。
　参加者　Ｌ大竹、Ｌ藤縄、Ｌ加藤、Ｌ真鍋、Ｌ久保田、Ｌ白石、
Ｌ神野、Ｌ田村、Ｌ高橋守、Ｌ中村、Ｌ有富、Ｌ永易、Ｌ近藤盛、Ｌ山下、
Ｌ塩見、Ｌ古川、Ｌ福山、Ｌ重橋、Ｌ増田、Ｌ高橋在、Ｌ村上順、Ｌ川嶋、
Ｌ土岐敏、Ｌ鈴木雅、白石事務局員さん、Ｌ村上順ご子息　合計 26名。

奉仕作業と後の楽しみ
環境保全副委員長　村  上   順  一  郎　
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　愛媛新聞におもしろい記事（慶応大
看護医療学部教授　加藤眞三氏）が載
っていました。我が身を振り返って “な
るほど !!” と思ったので、自戒の念をこ
めて僭越ではございますが抜粋紹介さ
せて頂きます。

　　　　　　　　　　　記
　一般に酒に弱い人は二日酔いを経験することは少な
い。二日酔いになるほど大量の酒を飲めないからだ。
　二日酔いと言っても、血中アルコール濃度はほとんど
ゼロの場合がよくある。二日酔いは、大量にお酒を飲んだ
後におきる心身の傷痕と考えればよい。建築物が洪水で
構造や強度の弱い部分が被害を受けるように、個人の心
身の弱いところがやられる。
　二日酔いの症状には、倦怠感、のどの渇き、頭痛、筋肉
痛、吐き気、嘔吐、胃痛、不眠、光や音に対する過敏、めま
い、動悸、うつ状態や不安などの気分の障害…など数多く

ある。ただ、それが個々人によって現れる症状が違うの
は、その人の弱い部分ということになる。
　これらの症状は、アルコールによるさまざまな作用で現
れる。そのため、いつでも誰にでも効くという万能の二日
酔いの薬は残念ながらない。
　二日酔いは時のたつのが唯一の確実な治療である。た
だ、脱水状態の改善に、水分をとることは必要。頭痛に対
する鎮痛剤は、胃にも優しいアセトアミノフェンがおすす
めだ。
　二日酔いに迎え酒は症状を悪化させる。睡眠時間が不
足ならベッドなどでからだをやすめたい。
　実は、二日酔い対策を研究する医師はいない。二日酔
いの予防は大量の飲酒につながりかえって健康を害する
からだ。二日酔いは「これ以上飲みすぎないように」とい
う、からだの発するイエローカード。じっくりとその苦しさ
を味わい、もう二度と二日酔いにならないのが最善策だ。

二日酔い
会員会則委員長　岡　田　賢　治　

　「よし、マラソンに出てみよう。」と
思ったのは平成２２年の夏頃だった。
　私は数年前から自転車に少し凝って
おり仕事から帰宅しては毎日のように
走り次第に体力が出来てきて休日には
自転車で自宅から観音寺まで走ってみ

たり、しまなみ海道を尾道まで走ってみたり、別子山を越
えて伊予三島に抜けて帰ってみたりと自力で移動するこ
とが面白くて一日の自転車での行動可能距離は１２０～
１３０ｋｍと自信を持っておりました。
　この調子ならフルマラソンも走れるかも知れないと思
い始めマラソン用の靴を買いマラソンのトレーニングの
本を読み、ちょろちょろとランニングの練習を始めた。
　ところが愛媛マラソンにエントリーして「いよいよやる
ぞ」と意気込んでいたのですがエントリーが出来ません
でした。愛媛マラソンは人気が高くそう簡単にエントリー
できるものでは無いとその時初めて知った次第です。
　出鼻を挫かれて、私は一気にやる気を無くしてそれか
らしばらくは一切マラソンの事は考えておりませんでし
た。
　そして平成２３年の夏頃より再びふつふつとマラソン
への興味が出始めて９月１日には仕事を休んで愛媛マ
ラソンに参加する為に正午よりパソコンの前に待機し夕
方までかかって何とかエントリー成功。大会は平成２４
年２月５日。
　出場が決まれば気合が入る。エントリーができた９月

よりぼちぼちと走り始めました。ランニングは自転車より
はるかにしんどくて、とにかく５ｋｍと思い。しかし５ｋｍを
走るのも容易な事ではなく走っては歩き、歩いては走り
を週２、３回帰宅後にトレーニングしていました。そのこ
ろは私はまだ喫煙しておりまして、ランニングに行くのに
タバコを持って出掛ける始末でところどころで一服して
おりました。しかし喫煙してると走れないと実感してタバ
コもすっぱりと止める事が出来ました。
　愛媛マラソン当日は大きなお祭りに参加しているよう
な気分になり大変興奮しました。
　前を見ても後ろを見てもランナーだらけ。私は最長
１０ｋｍしか走っておらず十分に練習できたとは言い難く
タバコを止めた為に逆に体重が増えてしまい、１０ｋｍ
走ったらもう駄目だろうと思っていた。ところが沿道で応

愛媛マラソンに参加してみました
青少年委員会　福　山　　宏　
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助け合う心と絆

私の趣味
計画財務委員会　永　易　明　洋　

　私の釣り歴は、新居浜ライオンズク
ラブの歴史と同じくらい長いのです
が、祖父が幼い私と弟を船から落ち
ないように、腰にロープを結び船釣り
に連れていってもらったことから始まり
ます。ロープをつけていた記憶はあり

ませんが、祖父がよく釣りに連れて行ってくれたことは
覚えています。船は、垣生の船大工さんが造った木造
船でヤンマーの小型エンジンを搭載し（当時、動力を
搭載している小型船は珍しく手でハンドルを回しエンジ
ンを掛けていました。）そして手漕ぎの櫓がついていま
した。よく櫓を漕がしてもらいましたが、これがなかな
か難しく、初めは船が揺れるだけで前には進んでくれま
せんでした。これも腰や力の入れようのコツがあって、
それを覚えると船が前に進むようになりとても面白くて
楽しかったことを思い出します。
　以前、新居浜の大島で釣りをして帰る途中に船外機
が故障し、垣生港まで櫓を漕いだことがありました。潮
の流れや風があり帰るまでに２時間ぐらいかかり、へと
へとに疲れ果てました。大横綱双葉山が、二枚腰と呼
ばれ足腰が非常に強く膝関節が柔軟だったのは、幼い
ころ家業の海運業を手伝って櫓を漕いでいたからだと言
われています。私ももっと櫓を漕いでいたら、何とかなっ
たかもしれません。
　私の釣り方は、櫓を使った流し釣りで、エンジンを掛
けっ放しにして前進後進のスイッチを交互に使い潮の流
れに合わせポイントを攻めていきます。櫓は流す方向を
微妙に調整するのに使い、移動は船外機で行うので櫓
を漕ぐことは以前よりかなり少なくなり大変楽になりまし
た。
　釣り場は、主に垣生と大島周辺ですが、たまには四
阪島や魚島など沖に出かけ、春は鯛、メバルに始まり、
夏はキス、秋はカワハギ、アオリイカなど季節の魚を狙っ

ています。例年１１、１２月には、トラフグのカットウ釣
りに出かけます。昨年は２回行き運よく４０㎝級を二匹
釣りました。なかなか釣れないのが非常に面白く、なん
といっても釣った天然トラフグを捌いて食べるとこれまた
美味であり、だから釣りはやめられないのです。（料理
のプロのように薄くは造れませんが、家族には好評です。
そして全員いまだ生存中！）先日も鯛釣りに出かけ、４
０㎝位のが一匹だけでしたが、久しぶりに海へ出ての
んびりしてきました。
　開高健の著書の中で、中国の古諺として「一時間幸
せになりたかったら酒を飲みなさい。三日間幸せになり
たかったら結婚しなさい。八日間幸せになりたかったら
豚を殺して食べなさい。永遠に幸せになりたかったら釣
りを覚えなさい。」という記述があります。永遠に幸せに
なるために釣りを始めたわけではありませんが、広い海
で糸を一本垂らし、船に揺れている時間は私にとってと
ても幸せな時間です。
　藤井先生より事業を引き継ぎ、得意先の方よりゴルフ
を勧められ現在は釣りよりゴルフの回数の方が多くなっ
ていますが、趣味はと聞かれれば「やっぱり、船釣りで
す。」答えます。

援してくれる皆さんに励まされて気がついたら２０ｋｍ
走ってました。しかし練習不足は厳しい現実を突き付け
てくれます。２０ｋｍを超えた辺りから足がまともに動か
ず、燃料も燃え尽きたようで耐えがたい程の空腹感を感
じ、それでもほぼ歩きで進んではいたのですが２６．５ｋｍ
の第五関門で時間オーバーとなりバスで回収されてしま
いました。バスにしばらく揺られて出発地点に戻ったとき
にバスから降りるのも困難な程に足が痛む事に気がつ
いた。周りを見渡すと同じように足を引きずった人だら
け。「皆、頑張ったんだな。」「俺も駄目だったけど結構頑
張ったよ」と、ちょっとセンチメンタルになっていた。
　そして「また出来るならば来年も出るぞ！」と考えてい
ます。次回は準備万端で必ず完走します。



第１２３５回　３月第１例会
３月１４日（水）１２：１５～　ユアーズ

例　会　報　告

第１２３６回　３月第２例会
３月２８日 ( 水 )   １２：１５～    ユアーズ　 
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◆ライオンズの誓い　
　　副幹事　Ｌ新田久司
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
　えひめ学園との交流、愛リバー・愛ロード奉仕作業、皆様の
ご協力有り難うございます。心よりお礼申し上げます。えひめ
学園からはお礼の手紙が届いております。3月28日には次期
指名委員会が行われます。皆様のご協力お願い致します。
◆来訪者の紹介　直前会長 藤縄洲二
　来訪者　写真家で西条在住の三浦聖 様
◆卓話　写真家　三浦聖 様
　石鎚山の希に見る自然の風景
写真（スライドで大写し）を写しな
がら、その写真の意図している心の
動きなどを説明された。
◆幹事報告
　◇審議事項
１．献血・献眼予算（案）について４月１日（日）イオンモール
２．ＰＲ広報ＩＴ委員会ソフト購入について63,000円
３．第２夜間例会決算について
４．愛リバー・愛ロード決算について
５．えひめ学園との交流会決算について
６．ＹＥ冬期派遣決算について
７．道路拡張に伴う樹木の撤去について（イオン北側付近）
８．委員会開催日の変更について
・ＰＲ広報ＩＴ委員会　  ３月２２日（木）→２９日（木）
・出席大会委員会　　　３月２３日（金）→３０日（金）
　◇報告事項
１．退会者について
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ＲＣ、川嶋ＲＣＡ
　　　　　　山口サポート委員
３．愛媛県立新居浜特別支援学校卒業証書授与式　
　　３月１日（木）10 : 0 0～　出席者　加藤第１副会長
４．ＹＥ冬期派遣報告会　
　　３月３日（土）14 : 3 0～　いよてつ会館
　　出席者　白石会計
５．第３回愛リバー・愛ロード清掃奉仕作業　
　　３月４日（日）7 : 0 0～　参加者２５名
６．平成２４年新居浜市消防観閲式　
　　３月４日（日）9 : 0 0～　出席者　大竹会長
７．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 : 3 0～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ＲＣＡ
８．東平道路清掃奉仕作業　
　　３月１０日（土）  9 : 0 0～　マイントピア別子集合
　　参加者　会長、幹事、会計、田村２ＲＣ、塩見さん
９．まち美化キャンペーン　
　　３月１６日（金）7:20～8 :10　JR新居浜駅前

◆委員会報告
会員会則委員会　岡田委員長 
　退会者の件、新会員オリエンテーションの件説明
計画財務委員会　村上博委員長 
　２月第２例会の決算報告、マリンパークでの家族会の件
青少年委員会　古川委員長
　えひめ学園交流会の決算報告
保健福祉委員会　近藤理事
　４月１日献血、献眼のご協力お願いします
環境保全委員会　高橋委員長
　愛リバー・愛ロード奉仕作業の決算報告
◆出席報告　神野委員長
　　会員数 55名　出席 48名　欠席 7名　出席率 87.3％
◆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　73,000円

◆ライオンズの誓い　
　計画財務委員会　Ｌ永易明洋
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
　４月１日（日）に第３回献血、献眼が行われます。活発なア
クティビティに対して心より感謝したいと思います。今日は全
国中学校駅伝大会で初優勝に導いた監督である阪本先生を
お忙しい中来ていただいており貴重なお話が聞けると思い
ます。この貴重なお話を参考に今後のライオンズ活動に生か
して行きたいと思います。本日は次期役員の指名委員会があ
ります。ご協力宜敷お願い致します。
◆来訪者の紹介　直前会長 藤縄洲二
　来訪者　新居浜市立東中学校女子駅伝チーム
　　　　　監督　阪本佳子様
◆卓　話　
　東中学校女子駅伝チーム監督
　　阪本佳子 様
　女子駅伝チームの精神的な指導も
　含め全国優勝に導いた　秘話を
　ご披露していただきました。
◆幹事報告　久保田幹事
　◇報告事項
　１．第３回献血・献眼登録
　　　４月１日（日）９：４０～　イオンモール駐車場
　２．交通茶屋　
　　　４月６日（金）11:00 ～ 12:00 平形橋東詰
　　　「新居浜からアンダー６０のうねりを！人の輪作戦 」
　３．平成２４年度愛媛県立新居浜特別支援学校入学式　
　　　４月１０日（火）10:00 ～ 出席者  加藤第一副会長
◆委員会報告
計画財務委員会　有富正治理事４月２２日の家族会の出欠
を至急出して下さい。
保健福祉委員会　石川稔委員長 4月１日の献血・献眼、多
くの方のご参加をお願い致します。
◆指名委員会　 藤縄洲二委員長より次期役員候補者リスト
につき読み上げ了承が得られた。



－７－

MMARRIAGARRIAGE＆BIRTHDAYIRTHDAY
・４月  誕    生    日　増田英夫　　　　　　
・４月 結婚記念日　土岐計一、増田英夫、高橋　守、山口　泰
　　　　　　　　　宇野博文、檜垣孝志
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２Ｒ－１Ｚ　アクティビティ報告書 (３月分 )

・４月　６日（金）　交通茶屋（人の輪作戦）平形橋東詰　   １１：００～
・４月１０日（火）　愛媛県立新居浜特別支援学校入学式　１０：００～
・４月１４日（土）　地区年次大会記念ゴルフ大会　 松山
・４月１５日（日）　地区年次大会　　　　　　　　 松山
・４月２１日（土）　次期地区役員・委員研修会　　 高知　１３：４５～
・ ４月２８日（土）　２Ｒ親善ボウリング大会
　　　　　　　  　１Ｚ予選会　西条ワンダーボウル 　　１６：００～

・理事・委員長会及び例会
 理事･委員長会  ４月　９日 (月 )１８：３０～ 商工会館3F
 第１例会　　　　 　４月１１日 (水 )１２：１５～  　ユアーズ　
 第２例会（家族会）　４月２２日 (日 )　９：３０～  　マリンパーク

・委員会
 環境保全委員会  ４月　３日 (火 )１８：３０～ 事務局
 会員会則委員会  ４月　４日 (水 )１８：３０～ 事務局
 計画財務委員会　  ４月　５日 (木 )１８：３０～ 事務局
 保健福祉委員会　  ４月１２日 (木 )１８：３０～ 事務局
 青少年委員会　  ４月１３日 (金 )１８：３０～ 事務局
 PR広報 IT委員会  ４月２６日 (木 )１８：３０～ 事務局
 出席大会委員会  ４月２７日 (金 )１８：３０～ 事務局

・クラブ行事予定
　４月　１日 (日 )　９：４０～　イオンモール新居浜　駐車場
　　　　　　　　　第３回献血・献眼登録奉仕作業　
　４月２２日 (日 )　第二例会　９：３０～　新居浜マリンパーク　 
　　　　　　　　　 家族会　 １０：００～  
・部会・同好会
　ゴルフ部会　　４月１４日 (日 )年次大会記念ゴルフ    白石  誠一
　囲碁部会　　　未定　　　　　　　　　　　　　　    藤縄  洲二
　つれづれの会　４月２４日 (火 )　和よし　   　　　     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　4月１３日・２７日19:30～川東中   　

福山  　宏
　

　　　　　　　　4月１８日　　　　20:00～宮西小
　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 ３月 １１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
３月１２日（月）　商工会館３Ｆ

行　事　予　定

■会長挨拶
　３月３日に行われました青少年委員会による、えひめ学
園交流会と、３月４日の雨の中での愛リバー・愛ロード清
掃奉仕にご参加頂きありがとうございました。
■審議事項９件承認されました。　
１．退会者の件
２．第３回献血・献眼登録　予算（案）
　　 ４月１日（日）　イオンモール　予算　150,000 円
３．  ＰＲ広報ＩＴ委員会　ソフト購入について
　　 予算　63,000 円
４．３月第２例会（夜間例会）決算の件
５．  ＹＥ冬期派遣　決算の件
６．愛リバー・愛ロード清掃奉仕　決算の件
７．えひめ学園との交流会　決算の件
８．県道拡張に伴う樹木の撤去について（イオン北側）
　　 イチョウの木　１６本
９．委員会開催日の変更について
　　　ＰＲ広報ＩＴ委員会　３月２２日～２９日（木）
　　　出席大会委員会　　  ３月２３日～３０日（金）
■報告事項
１．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　Ｌ重橋、岡田会員理事、田村２ＲＣ、
　　　　　　　川嶋ＲＣＡ、山口サポート委員
２．愛媛県立新居浜特別支援学校卒業証書授与式
　　３月１日（木）　10:00 ～　出席者 加藤第 1副会長
３． ＹＥ冬期派遣報告会　
　　 3月3日（土）　14:00 ～　いよてつ会館
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．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 ～　ウエディング
　　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ＲＣＡ、
６．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
７．まち美化キャンペーン　
　　 ３月１６日（金）　7:20 ～ 8:10　ＪＲ新居浜駅前
８．３月第 1例会　写真家　三浦　聖様の卓話
■委員会報告
会員会則委員会　新会員オリエンテーション５月第１例会
　に開催予定
計画財務委員会　４月２２日（日）家族会の案内　
　多数の参加お願いいたします。小学校参観日と重なる方
　は午後からの参加をお願いします。
保健福祉委員会　４月１日（日）　献血・献眼の協力要請
環境保全委員会　４月２２日（日）　家族会で清掃奉仕を
　致します。
出席者
Ｌ大竹会長、Ｌ久保田幹事、Ｌ白石会計、Ｌ加藤、Ｌ真鍋
Ｌ藤縄、Ｌ神野、Ｌ村上博、Ｌ近藤盛、Ｌ高橋在、Ｌ古川、Ｌ鈴木雅

Ｌ山口、Ｌ石川敏、Ｌ岡田、Ｌ伊藤、Ｌ真木、Ｌ田村、Ｌ塩見

◆出席報告　土岐計一理事
　会員数 55名　出席 41名　欠席 14名　出席率 74.5％
◆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　71,000 円
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編集後記

◇◇◇◇ ３月 第 1例会 ◇◇◇◇
大竹　崇夫　三浦聖様の卓話に心より感謝致します。
田村　征夫　今月８日市民文化センターで明治大学マンドリンクラブの演
　　　　　　奏がありました。チケットをいただいた２枚を持って家内と
　　　　　　２人で第１部古典音楽、第２部懐かしき日本の詩、第３部マ
　　　　　　ンドリンファンタジーなどなど懐かしい名曲ばかり、気持ち
　　　　　　だけは十分若返りました。
岡田　賢治　来訪者を歓迎します。
久保田繁拡　卓話に感謝です！！
重橋　良昭　本日、県民球団愛媛マンダリンパイレーツ交流会があります。
　　　　　　今年は宇和島出身の橋本選手、元巨人軍の河原投手の入団も
　　　　　　発表されています。皆様、応援しましょう。
塩見　秀晴　３／１０の東洋のマチュピチュの道路清掃は爽やかで気持ちの
　　　　　　良いものでした。まだ、雪が残っていた。寒かったけど楽し
　　　　　　かったので。
石川　敏則　久しぶりに京都で同窓会がありました。昔話に花が咲き楽し
　　　　　　い一時を過ごしました。
有富　正治　３月７日、義父（妻の父）を亡くしました。３年前に義母を
　　　　　　亡くした折、多くの会員様にご会葬を賜り、いつも感謝をし
　　　　　　気にしておりましたので、変わりにお礼を申し上げます。あ
　　　　　　りがとうございました。
高橋　在錫　先日のえひめ学園の子供たちとのプロ野球観戦。なかなか楽
　　　　　　しかったですよ。古川君ご苦労様でした。　
古川　貴章　えひめ学園交流事業、参加ありがとうございました。
山  口       泰　３月ライオンズ月例ゴルフでハンディに恵まれ２年ぶりに優
　　　　　　勝しました。同じ組で２位東田さん、３位田川さん、全員入
　　　　　　賞です。ありがとうございました。
永易　明洋　卓話に感謝します。所得税確定申告も明日３月１５日で終わ
　　　　　　ります。何とか期限内に提出することが出来そうです。
村上順一郎　愛リバー・愛ロード清掃奉仕作業は大変お世話になりました。
白石　誠一　久保田君が煙草を吸っていたらご一報下さい。
武市　欣也　やっと抜釘が終わり、退院することが出来ました。
檜垣　孝志　昨年、桜の木を２４本植えました。今年の春を楽しみにして
　　　　　　おります。教習所の桜は綺麗ですよ！一度見に来て下さい。
佐伯　澄男　寒暖の差が激しく体調を崩しやすい時期です。気をつけて下
　　　　　　さい。来月は家族会があります。宜しくお願いします。
宇野　博文　春の足音が聞こえてきました。新居浜市内ではインフルエン
　　　　　　ザがＡ型に続きＢ型が流行しています。体調管理に努め元気
　　　　　　で春を迎えたいものです。
土岐　敏勝　少し暖かくなりますかね。
中村　七和　今、花粉で大変です。早く普通の生活に戻ってほしい今日こ
　　　　　　の頃です。
伊藤　嘉秀　本日は三浦先生、私達が日常生活で見ることが出来ない別世
　　　　　　界の景観を見せて戴きましてありがとうございました。
藤縄　洲二　三浦さんの講話に感謝して！
妹尾　光章　三浦先生の石鎚山の神秘の映像感激しました。ありがとうご
　　　　　　ざいました。
村上　博昭　来訪者に感謝して！
近藤　盛文　卓話に感謝します。
矢野　和男　来訪者、三浦聖様を歓迎して。
・・・三浦　聖様の卓話に感謝します・・・
東田　実／高橋　守／真木泰彦／林　幸央／佐々木徹夫／神野雄太／新田
久司／福山　宏／碓井良和
加藤　久博　仕事の為早退します。申し訳ございません。
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◇◇◇◇ ３月 第２例会   ◇◇◇◇
大竹　崇夫　阪本佳子先生の卓話に感謝致します。
田村　征夫　アワードの審査も終わり、年次大会も近づいてまいりました。

　　　　　　皆様方のご協力で順調に進んでいます。残り 3ヶ月となりま
　　　　　　した。引き続きご支援、ご協力をお願いします。　
伊藤　嘉秀　阪本先生今日はお忙しい中ありがとうございました。連続優
　　　　　　勝の期待が高まりますが、選手と監督の心のつながりを大切
　　　　　　にしながらガンバッて下さい。
妹尾　光章　阪本先生の卓話久しぶりに戦前の厳しい教育を思い浮かべ感
　　　　　　激しました。
田   川  　隆　先日東京で全国電機商業組合創立 50 周年記念式典で全国中
　　　　　　小企業団体中央会会長表彰されました。また、本日の卓話に
　　　　　　感謝して。
白石　誠一　久保田君タバコを止めましょう。
真鍋　憲夫　第 1 例会風邪で欠席してすみません。皆さんも身体に気をつ
　　　　　　け下さい。卓話に感謝して！
塩見　秀晴　花見の季節になりました。滝の宮公園のライオンズの桜の元
　　　　　　で今年も花見を致しましょう。
檜垣　孝志　初鰹の時期です。大好物です。おいしいですよ！
藤縄　洲二　さくらんぼの桜の花はもう散り始めました。何でも散るのは
　　　　　　淋しいものです。
土岐　敏勝　だいぶ暖かくなり桜の開花がすぐそこです。良い時期となっ
　　　　　　てきます。
近藤　充徳　４／１今期最後の献血です。ご協力お願い致します。　
石  川  　稔　４月 1日の献血・献眼のご協力をお願いします。
山下　邦俊　阪本先生の卓話に感謝致します。
矢野　和男　卓話にかんしゃして！
永易　明洋　卓話に感謝します。
有富　正治　先日、東平のマチュピチュに行きましたが悲しいことに花粉
　　　　　　症になったみたいです。鼻水タラタラ、目がかゆく困ってお
　　　　　　ります。花粉に気をつけて下さい。
近藤　盛文　東中学女子マラソン全国大会優勝大慶賀。阪本先生の卓話に
　　　　　　感謝
宇野　博文　駅伝大好きです。一本のタスキを全員が何としてもつないで
　　　　　　行く姿に胸を打たれます。
加藤　久博　卓話に感謝して、私も東中卒業者です。光栄に思います。
村上　博昭　阪本先生の卓話に感謝して。
佐伯　澄男　阪本先生の卓話に感謝します。
・・・東中学校　駅伝チーム監督　阪本先生の卓話に感謝して・・・
高橋  守／神野雄太／東田  実／石川敏則／岡田賢治／武市欣也／真木泰彦
鈴木雅志／林  幸央／久保田繁拡／佐々木徹夫

東日本大震災から一年が過ぎました。ＴＶの特別番組などでも当
時の状況や、この一年、住民皆さんの復興への願い、運動が紹介
されています。「LIONS 誌」でも東北への支援活動が毎月紹介され
ています。余震は相変わらずで、最近でも地震速報や津波予報な
どが、臨時ニュースは突然、流れます。そのたびに地元のショック
を思うと心が痛みます。いろいろな場所に募金箱があります。信頼
できる団体で、有意義に使ってもらえるものと信じて募金箱に入れ
ます。現地へ行っての労力奉仕は難しいですが、復興に少しでも
参加したいです。２リジョン内にも現地に出向いて継続して支援
活動をしているクラブもあります。長期戦、がんばろう。


