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第５８回 ３３６－Ａ地区年次大会

◇◇ ◇◇

　先月４月１５日第５８回ライオン
ズクラブ国際協会３３６－A 地区（四
国地区）の地区年次大会に代議員
として参加して参りました。
　これはライオンズクラブ２０１１～
２０１２年度の活動の総決算ともい

うべき会合であります。昨年の年次大会では、新居
浜ライオンズクラブ５０周年の年でもあり、記念す
べき年次大会参加にと思っておりましたが、３・１１
東日本大震災の発生により、悲痛な気持ちでの参加
となり、大会自体も自粛ムードと重たい雰囲気とな
りました。
　私達クラブも約１５０万円の義援金の送付を決め、
地区でも義援金やボランティアを集う等の活動の最
中でありましたが、阪神淡路大震災の時とは明らか
に異なる不安を感じておりました。それは原発事故
であり、放射能拡散の恐怖を情報公開等のまずさが
さらに拍車をかけておりました。その様な状況の中、
私は「助け合う心と絆」を会長スローガンとし、今
期をスタートさせて頂きました。新居浜ライオンズク
ラブが一丸となり、震災への支援はもとより、青少
年の健全育成事業や献血、献眼活動、そして１７０
本以上に及ぶ植樹等の環境保全事業等を年間を通
して行って参りました。ガバナーズアワードでは、環
境保全部門において金賞、保健福祉部門において
優秀賞、そしてＰＲ広報ＩＴ委員会のこの広報誌部
門において金賞等あわせて１１の部門での受賞とな
りました。私達は受賞を目指して活動をしているわ
けではありませんが、これだけの部門で表彰を頂く
と、さすがに励みになると共に、委員長を中心とし
た各委員会の活動に敬意と感謝の気持ちで一杯でご

ざいます。
　平素より、「我々は奉仕する」のモットーの下、地
域社会のために活動し、またそのネットワークを世
界に広げ活動を行ってきたことに、大きな意義を感
じる所であり、当クラブ５１年目の本年は、それま
での５０年間の活動と信頼の上に成り立っていると
強く感じた大会でありました。
　本大会に寄せた野田内閣総理大臣の祝辞には、
震災におけるライオンズクラブの支援活動に対する
謝意と政府として力の限りを尽くして復興事業をこ
れまで以上に加速させていく旨がございました。ま
た中村時広愛媛県知事からは、前向きな気持ちと思
いやりの心が結集した「笑顔」の輪を広げて参りた
いとのご挨拶もございました。
　私達ライオンズクラブは変わらぬモットー「We 
Serve  私達は奉仕する」を憲法とし、地域社会が
よりよいものとなります様願いを込めて、今後とも
「助け合う心と絆」を広げて参りたいと思います。
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第５８回地区年次大会に参加して
幹　事　久　保　田　繁　拡　

　『「坂の上の雲」を目指して夢発信
「愛」ある未来へＷｅ Serve』の大会
スローガンのもとに４月１５日（日）
に松山（ひめぎんホール）で行われ
ました。
　第５８回地区年次大会に大竹会長
はじめ１８名で参加させていただきまし

た。私自身は早朝より指名選挙会で次期役員への投票
を終え、３つに分かれてました代議員分科会の中の第
２分科会（青少年・ＬＣＩＦ・地域奉仕・ライオンズク
エスト委員会）に次年度幹事の新田さんと出席し、委
員長挨拶の後、ＹＥ派遣等の活動報告がありました。そ
の後、代議員総会、昼食後大会式典へ出席しました。
その中で３３６－Ａ地区諸会計収支報告等、そして次期
ガバナーに長谷川憲男（高知桂ライオンズクラブ）さん
が承認されました。また地区ガバナーズアワードの当ク
ラブの表彰は
　会報優秀賞・環境保全賞 　　　　　・・・金賞
　グッドスタンディング優秀賞・例会出席賞
　マスコミ報道優秀賞・ＨＰ賞・ＭＪＦ賞・・・銀賞
　保健福祉賞・ＹＥプログラム優秀賞　・・・優秀賞

と各委員会の多くのメンバーのご尽力、ご努力により
数々の賞を受賞することが出来ました。
　私ごとではありますが、今思い返せば１年前（四国
中央市）に前福山幹事から幹事という大役のバトンを
受け、何もわからずライオンズ活動に励みましたが多く
のメンバーのご協力に助けていただき、あと２ヶ月を残
すだけになりました。感謝！感謝！！です。ちょっと気が
はやいぞ！！っていわれそうですが、１年後には次期加
藤会長はじめ、３役の方を高知の地で精一杯ねぎらい
たいと思います。次期加藤会長、１年間頑張ってくださ
い ! また前日、当クラブの月例も兼ねて行われました記
念ゴルフ大会（エリエールゴルフ松山 /180 名参加）
では白石会計がダブルで優勝とすばらしい成績を収め
られました。おめでとうございました。

  「坂の上の雲を目指して夢発信」「愛
ある未来へＷｅ Ｓｅｒｖｅ」のスロー
ガンのもと、ひめぎんホールにて開催
されました。２Ｒ―ＲＣの役目は指名選
挙委員長として代議員による選挙を適
正に運営・管理する事でした。

　投票箱は３つあり投票用紙にそれぞれ地区ガバ
ナー、第一副地区ガバナー、第二副地区ガバナーの賛
否を記入の上投票、地区ガバナーエレフトとして長谷
川憲男、第一副地区ガバナーエレフト松前龍宗、第二
副地区ガバナーエレフト木内千春が信任されました。
　はじめてのことで投票箱を開けて、チームの人々と数
合わせし適正と確認出来る迄時間がかかった様に感じ
ました。この結果発表は大会式典で指名選挙委員長と
して皆さん全員の前で発表させていただきました。
　次に分科会の事を少し書いておきます。
２Ｒの事例発表が第一分科会にて西条石鎚ＬＣから「あ
りがとう・こゝ ろをつないで森づくり」が近藤晴雄会長
より発表されました。第三分科会に於て今治ＬＣ河津桜
植樹事業を菅道就委員長が発表され、我々２Ｒより２
つの事例発表が出来ました事はすばらしい実績であり、
関係者の皆様のご苦労をねぎらいたいと思います。

　又地区ガバナーズアワードの我がクラブの実績はグッ
ドスタンディング優秀賞（銀賞）、例会出席賞（銀賞）、
会報優秀賞（金賞）、マスコミ報道優秀賞（銀賞）ＨＰ
賞（銀賞）、ＭＪＦ賞（銅賞）、環境保全賞（金賞）、
保健福祉賞（優秀賞）、ＹＥプログラム（優秀賞）など
多くの賞をいただきました。クラブの役員はもちろんの
事、メンバー全員が協力をし、汗を流し知恵を出しあっ
て、その結果だと思います。ご苦労様でした。
　任期も残り少なくなってまいりましたが、次期への引
き継ぎに万全を心がけ、もうひとぶんばり頑張ってまい
ります。メンバーの皆様方の御支援と御協力に感謝申
し上げます。

地区年次大会を終えて
２Ｒ－ＲＣ　田　村　征　夫　

第５８回３３６－Ａ地区
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季節の移ろいの中で第 3 回目の献血
保健福祉委員長　石　川　　稔　

　４月１日、この任期中３回目で
最後の献血が行われました。
　１回目は７月３１日。炎天下、照
り返しのきつい中、水分を補給しな
がらの献血でした。この時の受け付
けが１６２人、採血者１３８人、アイ

バンク登録４７人、ドナー登録３８人でした。第２回
目はそれから４カ月余を経て１２月１１日に行われ、
１回目とは打って変わって、南に仰ぐ四国の山々に
は白い雪が降り積み、頬を伝う風は冷たく感じる中で
の献血でした。この時の受け付けが１７４人、採血者
１５５人、アイバンク登録４８人、ドナー登録４３人。 
　そして最後は４月１日。南の山にはまだ雪が残る
中ではありましたが、桜の便りが聞かれ、春の訪れ
を感じさせるには十分な中での献血でした。受け付
けが１６６人、採血者１４２人、アイバンク登録３５人、
ドナー登録３８人という結果でした。振り返るとまさに
夏から冬へ、そして春という季節の移ろいを感じなが
らの献血・献眼でした。
　献血に協力を頂いた方は早い人で朝の９時から
で、片付けなどもすると午後４時半までというロング
ランになりますが、多くの皆さんのお陰でこの１年間
で大きな成果を上げることができ、私はこの一連の
取り組みの中できっと多くの命を助けることができた
と信じて疑いません。
　さて、日本の献血の歴史をひも解いてみると、我
が国では１９５２年、日本赤十字血液銀行東京事務所
が開設され、血液事業がスタート。１９５５年には民
間商業血液銀行による売血が盛んとなって献血者が
激減。その売血常習者の血液は血球部分が少なく、
黄色い血漿部分が目立つ所謂「黄色い血」と呼ばれ、
輸血に効果が無いばかりか、輸血後に肝炎などの副
作用を起こしがちとなり、この売血が大きな社会問題

となりました。
　そして、１９６４年の閣議決定で献血によって輸血
血液を確保するようになり、この業務を日本赤十字
社が行うこととし、１９７４年には民間商業銀行が預
血制度を廃止し、ようやく我が国において１００％の
献血体制が確立されました。
　それから３８年の星霜を経て、今日に至りますが、
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らず、それだけに慢
性的な血液不足は今も否めないようです。
　私はこの任に就き、貴重な数々の経験をさせて頂
くと共に、日赤の「ライオンズクラブの協力があった
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
感想を拝聴したことが今も強く印象に残っています。
　今後においても新居浜ライオンズクラブの皆さんの
格段のご協力を頂きますことを心からお願いし、最
後の報告に代えたいと思います。
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4 月 22 日（日曜日）に垣生漁協にて
家族会が行われました。計画当初より
屋外での開催のため、天候の心配があ
りました。週間予報はあいにくの雨予
報で最悪の展開。ぎりぎりまで順延に
するのか、場所を変えるのか、それと

も強行するのか迷いました。最後は委員長の決断次第と
言うことで、強行することになりました。前日になり天気
予報は最悪の予想。それから、てんやわんやで場所探し、
何とか垣生漁港を借りることが出来まして一件落着とな
りました。さすがはライオンズのメンバーは顔が広い。
しかし、当日になると雨風の影響もあまりなく、「これな
らマリンパークでも出来たかなあ・・・」と言う声もちら
ほらと聞こえました。これも委員長の日頃の行いが悪い
と言う事でご勘弁下さい。
さて、家族会のほうは、焼き肉あり、新鮮な魚ありで漁
師さんに包丁の腕を振るっていただいた刺身の美味しい
こと。また、L高橋在特製のチヌ飯（本当は鯛飯のはずだっ
た）も評判良く、最初はどうなる事かと心配でしたが、
最後には皆様から「お疲れさん」の声をいただき何とか

家族会
計画財務委員長　村　上　博　昭　

無事終了出来ました。これでよかったのかなあと言う思
いもありますが、委員会のメンバーの皆様本当にご苦労
様でした。それとＬ高橋在、Ｌ川嶋には最初から最後まで
ご協力いただき本当にありがとうございました。

家族会参加は
メンバー39名　家族大人39名　子供16名
合計94名　でした。
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克己心
写真家　三　浦　　聖　

　ドラマは日の出と日の入りに起こ
ることが多い。
とりわけ、厳冬期の霧氷をピンクに
染める夜明けはすばらしい。
　石鎚山系の山々に登り写真を撮
り始めて、はや

４０年もが過ぎてしまった。深い霧の間から差し込む
わずかな日の光やまとわりつくようなような雨にひっ
そり咲く花など息をのむようなすばらしい出会いは幾
つもあった。とりわけ、空の色が刻々と変わりながら
明けていく日の出や、燃え立つような空から余韻を
残しながら暮れていく夕焼け・小焼けなどは飽くこと
なく撮影し続けている。
　撮影に行く前日には、頭から足先までの防寒用具、
アイゼンなどの登山道具、食料、バーナーなどの調
理具まで念入りにチェックして準備を進める。冬季の
忘れ物は、ライターのような小物でも登山を断念せ
ざるをえなくするものもある。すべてのものをザック
に詰め込み、明日からの天気予報を最終チェックし
て準備は完了する。
　午前２時頃目を覚ますが、夜来からの風の音が気
になり、これは今日行っても曇りで写真にならないの
ではないか、当然山沿いでは雪も降ったことだから
車はいつものポイントまで走れないのではないかな
どと負のイメージだけが頭をよぎり始める。布団から
離れられないで、ぼんやり数分を過ごし、そのまま
朝まで寝入ってしまうこともある。気象条件が厳しい

ときほど負のイメージは大きくふくらむ。しかし、負
のイメージからは何も生じない。
　撮影の朝は、目が覚めるといくら寒くても一度布団
の中から出て服装を着替えてから再度出発するかど
うかを考えることにしている。苦心惨憺して撮影した
結果を皆さんに見てもらわなければ誰も感激などし
ない。安易な気持ちで撮影をするな、もっともっと真
剣に取り組めと言い聞かせ、弱い自分の気持ちに
打ちながら撮影に出かけることにしている。
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助け合う心と絆

全国優勝を経て
新居浜市立東中学校　阪　本　佳　子　

　今どきの子ども達は、自分で考
えて行動できない、自分の意見を
はっきり伝えることができないた
めに、人間関係を築くことが苦手
です。それがトラブルの原因とな
ることが多々あります。そんな時

に「ライオンズクエスト」に出会いました。今では各
学年で授業実践をして、職員研修も行っています。
子どもたちで考え、子どもの言葉でお互いが成長で
きるように考えられた教材のおかげで、生徒達は適
切な人との関わり方を学ぶことができます。
　昨年１２月、山口県のセミナパークで第１９回全国
中学校駅伝競走大会が行われました。アップダウン
の厳しいクロスカントリーのコース１２ km を５人で
襷を繋ぎます。本校に、駅伝部はありません。希望
者を募り夏休みからトレーニングを始めます。今年
度は１１月３日に新居浜市の駅伝、２３日に県の駅
伝が開催され、両方とも大会新記録で優勝すること
ができました。憧れの全国大会では８位入賞を目標
にしていましたが、何と１位でゴールテープをきるこ
とができました。まさに奇跡です。しかしその瞬間か
ら、師弟ともに生活は一変しました。取材慣れしてき
た頃のことです。恐れていたことが現実になってしま
いました。ある日の河川敷で見たさぼっている子ども

達・・・。地域の方々の温かい応援にも感謝を忘れ
天狗になっている姿に言葉を失いました。この時も
保護者の方の協力を得て、時間をかけて気持ちを伝
えました。
　毎年、春に入部してきた生徒とともに、その保護者、
家族と出会います。そのご縁でさらに多くの方々と出
会うことができます。私にはそれが一番の宝物です。
　てつじょうという方の詩に、
　『なかなか言えない　ありがとう　なかなかわから
ぬ　おかげさま』があります。この言葉をかみしめて、
ライオンズクエストで培った伝えあう力を絆に変えて
子ども達とともに切磋琢磨していきたいと思います。
これからもご声援よろしくお願いいたします。

「交通茶屋」に参加
とき：平成２４年４月６日　ところ：平形橋東詰

「新居浜よりアンダー６０のうねりを！　人の輪作戦」　
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1 6 年ぶりの大連訪問
出席大会委員会　宇　野　博　文　

　昨年１６年振りに中国大連を訪問
しました。１６年前に飛行機の窓か
ら見えたのは数多くの赤いレンガの
建物でした。また飛行機を降りると
日本語も聞こえ、初めての中国に多
少安心もしました。一方食べ物は独
特の香辛料の臭いがあり、食事は

少し抵抗があったことを憶えています。
　さて、今回の訪問でまず驚いたのは大都会への変
貌振りでした。大連の人口が６００万人を越え、市街
地はビルが建ち並び開発区と呼ばれる工場地帯には
海外企業が多数進出していました。
　交通の便も格段に改善され道路は舗装され、鉄道
も整備されまもなく大連市内と開発区を結ぶ電車も
運行されるとの事です。
　市街地には現在も建設機械が立ち並びホテル、マ
ンション等の建設ラッシュ中でした。
　開発区には住友化学の農薬プラントが稼動してお
り、続いて液体メチオニンの工場が建設中でまもなく
完成するとの事でした。
　大連市内には日本で名の知れた飲食店が数多く出
店し、日本食に事欠く事も無く単価は日本の約半分

程度です。また大連は治安も良く、観光、ゴルフ等
のレジャーを楽しむ日本人が数多く訪れているようで
す。大連空港でゴルフバッグを持った新居浜の知人
グループにもお会いしました。
　新居浜から広島空港まで車で移動し、直通便を利
用すると約６時間後には大連の地に立っています。
　大連は日本の仙台と緯度が同じで、夏は湿度が低
く木陰は涼しく感じられます。
　新居浜ライオンズクラブのみなさま、後学のため
に一度訪問はいかがでしょうか！！

　６０代半ばになると長年使わせていただいた体もあ
ちこち変調をきたし体調も悲鳴を上げてきます。足腰
の痛み、更なる肩こり、見にくくなる視力など人にも
よりますが、大なり小なり症状が出てくるのではない
かと思います。神様から授けられた体を大切に使わさ
せていただく為に私なりに体調の維持管理を実践して
おります。その体調管理の一つが「昼寝」です。
　その昼寝のきっかけは今から７，８年前に仕事をし
ていた現場でめまいが起こり現場より救急車で病院に
搬送された事がきっかけです。病院での診断結果は
過労が原因と診断されました。確かにめまいがした頃
は仕事量がかなり多く無理をして仕事をしていた記憶
があります。それ以来、どんなに仕事が忙しくても過
労を防止する意味もあり昼寝を行い体調を整える様に
しております。すると不思議と頭がスッキリするので
す。その結果、その昼寝が現在まで毎日欠かさず続
いております。
　私は一日のスタートは早く朝５時頃、場合によって
は４時頃から仕事を始めますのでお昼頃は普通の人
で言う夕方に相当し、体もかなり疲れてきております。
その時に昼寝をすると、スカッとした気持ちで次ぎの

「昼寝」
ＰＲ広報ＩＴ委員会　矢　野　和　男　

仕事に取りかかる事が出来る事です。もう今では昼寝
は一日の仕事の一部となっており、どこかに出かけた
時も車の中で必ずちょっと昼寝をしています。有り難
い事です。
　自由に昼寝など難しい人の多い中で、自分に自由
な時間が与えられ昼寝が出来る事に感謝しておりま
す。神様から与えられた体です、いつまでも大切に元
気で使わせてもらい、生涯、現役をモットーに仕事が
出来ればと考えています。

・・大分県日田祇園山鉾会館にて・・



第１２３７回　４月第１例会
４月１１日（水）１２：１５～　ユアーズ

例　会　報　告

第１２３８回　４月第２例会
４月２２日 ( 日 )   ９：３０～    マリンパーク新居浜　 

－８－

◆ライオンズの誓い　Ｌ佐伯澄男
　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。
◆副会長挨拶　加藤久博第 1副会長
　５０周年の記念事業でご縁が出来ま
した県立新居浜特別支援学校の行事に招かれまして、学校
行事に行って参りました。また、えひめ学園との交流も継続
しております。青少年育成事業の取り組み方を皆さんで考え
ていきたいと思います。
　また、本日は歌劇「天空の町」実行委員長Ｌ大橋勝英先
生がご来訪いただきました。先生のお話も楽しく聞かせてい
ただきましょう。
◆卓話　歌劇「天空の町」上映に当たり　
　　実行委員長　大橋勝英様
　別子銅山二代目総理事、
伊庭貞剛によって緑が蘇った
別子の山の物語、歌劇「天
空の町」　～別子銅山と伊庭
貞剛～の新居浜上演に向け鋭意準備しています。新居浜人
からしますと初演は新居浜の他に考えられません。
　この歌劇は、採掘や精錬が原因で、別子の農地や山々が
荒れ果てていった光景に心を痛め、毎年１００万本を超える
という植林事業で、緑の大自然に戻そうと尽くした伊庭貞剛
の生涯を描いたものです。「１００年以上も前に公害で荒廃
した別子の山に緑を復活させた伊庭貞剛を主人公にした歌
劇を創作して、世界各地に届けて下さい」という、一新居
浜市民の依頼を受けてから５年を経て、ＮＰＯ法人東京オペ
ラ協会代表の石多エドワード氏による作曲・台本が完成しま
した。この歌劇は産業と自然と自然の共生を考える時宜を得
たものとして、共鳴・賛同して頂けるものと確信しております。
　　　と　き：５月２６日・２７日
　　　ところ：新居浜市文化センター大ホール
◆幹事報告
　◇審議事項
　１．えひめボランティア助成金「愛・ウエーブ 2012」
　　　への寄付金について　１万円
　２．家族会予算（案）について
　３．献血・献眼決算報告について
　４．オレンジジャンバーの購入について
　５．委員会開催日の変更について
　　　・環境保全委員会　５月　１日（火）→　８日（火）
　　　・計画財務委員会　５月　３日（木）→１７日（木）
　◇報告事項
　１．退会者について
　２．優待会員について
　３．第３回献血・献眼　
　　　４月１（日）９：４０～　イオンモール駐車場
　　　受付 165 名、採血 142 名　
　　　献眼登録 35名、骨髄バンク登録 38名
　４．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うねりを！人の輪作戦 」
　５．第５８回地区年次大会
　　　４月１４日（土）記念ゴルフ大会　エリエールＧＣ

　　　４月１５日（日）年次大会　　松山ひめぎんホール
　６．次期地区役員・委員研修会
　　４月２１日（土）１３：００～　ホテル日航高知旭ロイ
　　ヤル　出席者　Ｌ真木泰彦
　７．第４期会費の引落について　
　　４月１６日（月）43,000 円
◆委員会報告
　・会員会則委員会　岡田委員長
　　退会者及び優待会員の件。
　　5月9日（水）新入会員オリエンテーリング開催します。
　・計画財務委員会　村上博委員長　
　　家族会、予算案の説明。
　・保健福祉委員会　石川稔委員長
　　今期累計、受付者 502 名、献血 435 名、　アイバンク
　　登録 130 名、骨髄バンク登録 119 名。
　・環境保全委員会　高橋在委員長
　　４月２２日、マリンパーク家族会で清掃奉仕します。
◆出席報告　神野委員長
　会員数 ５４名、出席 ４５名、欠席 ９名、出席率８３．３％
◆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　￥93 , 5 0 0　ファイン　￥50 0
 

◆ライオンズの誓い　Ｌ近藤充徳　　
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。
◆会長挨拶　Ｌ大竹崇夫会長
天気予報が週末コロコロ変わりまして、
本日の例会と家族会開催では会場設営や、食材の準備など
計画大会委員会の皆様ご苦労様です。一日楽しく過ごしま
しょう。
４月１５日（日）松山で地区年次大会が開催されました。
今期の活動を報告しましたところ、アワードを頂きまして、
皆様の日頃の奉仕活動を評価していただけました。今期も
後わずかですがご協力お願いします。
アワード受賞
　１．グッドスタンディング賞　　　　　　　　  銀賞
　２．例会出席賞　　　　　　　　　　　　    銀賞
　３．会報優秀賞　　　　　　　　　　　　    金賞
　４．マスコミ報道賞　　　　　　　　　　　  銀賞
　５．ＨＰ賞　　　　　　　　　　　　　　　  銀賞
　６．ＭＪＦ賞　　　　　　　　　　　　　　   銀賞
　７．環境保全賞（Ｂ）植樹・ＣＯ２削減部門　　金賞
　　　保健福祉賞（四献運動部門）
　８．　（Ａ）献眼協力部門　　　　　　　　優秀賞
　９．　（Ｂ）献血協力部門　　　　　　　　努力賞
１０．　（Ｃ）骨髄バンク、骨髄提供部門　　 努力賞
１１．ＹＥプログラム優秀賞　　　　　　　　  優秀賞
◆幹事報告　久保田幹事
　◇報告事項
　１．第５８回地区年次大会
　　　４月１４日（土）記念ゴルフ大会　
　　　　　エリエール松山ＧＣ　　　参加者１３名
　　　４月１５日（日）年次大会　
　　　　　松山市ひめぎんホール　　参加者１８名



－９－

MMARRIAGARRIAGE＆BIRTHDAYIRTHDAY
・５月  誕    生    日　有富正治、村上博昭、鈴木雅志、宇野博文
・５月 結婚記念日　大村　敬、福山　宏、小松武道、大竹崇夫
　　　　　　　　　真木泰彦、神野雄太、川嶋理之、石川　稔
　　　　　　　　　古川貴章、中村七和　

新 居 浜
新居浜中央
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２Ｒ－１Ｚ　アクティビティ報告書 (４月分 )

・５月１２日（土）　２Ｒ親善ボウリング大会　決勝戦
   　　　　　　　　　　１６：００～　西条ワンダーボウル
・５月２０日（日）　複合地区年次大会　　呉市
・５月２６日（土）　１Ｚ年次会合・第４回ゾーンレベル会員委員会
　　　　　　　　　　１５：００～　ふじ　　

・理事・委員長会及び例会
 理事･委員長会  ５月　７日 (月 )１８：３０～ 商工会館3F
 第１例会　　　　 　５月　９日 (水 )１２：１５～  　ユアーズ　
 第２例会（家族会）　５月２３日 (水 )１２：３０～  　ユアーズ

・委員会
 会員会則委員会  ５月　２日 (水 )１８：３０～ 事務局
 環境保全委員会  ５月　８日 (火 )１８：３０～ 事務局
 保健福祉委員会　  ５月１０日 (木 )１８：３０～ 事務局
 青少年委員会　  ５月１１日 (金 )１８：３０～ 事務局
 計画財務委員会　  ５月１７日 (木 )１８：３０～ 事務局
 PR広報 IT委員会  ５月２４日 (木 )１８：３０～ 事務局
 出席大会委員会  ５月２５日 (金 )１８：３０～ 事務局

・クラブ行事予定
　クラブ新会員オリエンテーション
　　　５月　９日 (水 )　１８：３０～　ユアーズ

・部会・同好会
　ゴルフ部会　　５月１３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　　奇数月の予定　　　　　　　  　   　高橋  在錫
　スポーツ部会　５月１１日・２５日19:30～川東中   　

福山  　宏　　　　　　　　５月１６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 ４月１４日(土)　　エリエール松山

岡 田 賢 治 ４４
久保田繁拡
田  川  　隆
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3　位
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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
４月９日（月）　商工会館３Ｆ

行　事　予　定

■会長挨拶
4 月 6 日の交通茶屋に 8 名の参加をいただきました。4 月
第１例会での選挙会において、次期役員が決定されます。
■審議事項７件承認されました。　
１．退会者の件
２．優待会委員について
３．  愛媛ボランティア助成金「愛・ウェーブ 2012」への
　　寄付金について
４．家族会予算案について
５．  献血・献眼　決算報告について
６．オレンジジャンパー購入について
７．委員会開催日の変更について
　　環境保全委員会　５月１日（火）　→　８日（火）
　　計画財務委員会　５月３日（木）　→ １７日（木）
■報告事項
１．第３回献血・献眼　４月１日（日）　イオンモール
２．交通茶屋　４月６日（金）　１１：００～　平形橋東詰
３． 第５８回３３６－Ａ地区年次大会　
　　　記念ゴルフ大会　４月１４日（土）
　　　年次大会　　　　４月１５日（日）
４．次期地区委員研修会　４月２１日（土）　高知
５．４月第１例会　卓話　歌劇「天空の町」上映にあたり
　　　実行委員長　大橋勝英様
６．第４期会費の引き落としについて　
■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９日
計画財務委員会　４月２２日（日）家族会宜しくお願いし
　　　　　　　　ます。　
保健福祉委員会　献血・献眼登録結果報告

ＰＲ広報ＩＴ委員会　会報紙は第１例会に配布します。
田村２ＲＣ報告　ボウリング大会　予選会４月２８日（土）
　　献血献眼登録の詳細なデーターわかりやすく良かった
　　です。なお臓器提供登録のデーターも加えてください。
出席者
Ｌ大竹会長、Ｌ久保田幹事、Ｌ白石会計、Ｌ藤縄、Ｌ加藤、Ｌ
真鍋、Ｌ村上博、Ｌ近藤盛、Ｌ石川稔、Ｌ永易、Ｌ鈴木雅、Ｌ山口、
Ｌ高橋守、Ｌ新田、Ｌ福山、Ｌ土岐敏、Ｌ有富、Ｌ岡田、Ｌ伊藤、
Ｌ草田、Ｌ真木、Ｌ田村

　２．次期地区役員・委員研修会
　　　４月２１日（土）１３：００～　
　　　ホテル日航高知旭ロイヤル　出席者　Ｌ真木泰彦
　３．２Ｒ親善ボウリング大会１Ｚ予選会　
     　  ４月２８日（土）１６：００～　ワンダーボウル西条
　　　参加者６名（Ｌ塩見、Ｌ高橋在、Ｌ永易、Ｌ藤縄　　
　　　田村２ＲＣ、川嶋２ＲＣＡ）
◆出席報告　神野委員長
　会員数５４名、出席３６名、欠席１８名、出席率６６．７％
◆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　￥43,000

月 日 受 付 採血者 アイバンク 骨髄バンク登録

第１回
第２回
第３回
合計
平均

7月31日 162人 138人 47人 38人
12月11日  　 174人 155人 48人 43人
4月　1日 166人 142人 35人 38人

502人 435人 130人 119人 
167人 145人 43人 39人



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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ドネーショントピックス

編集後記

◇◇◇◇ ４月 第 1例会 ◇◇◇◇
大橋　勝英　卓話をさせていただきます。

大竹　崇夫　大橋先生の卓話に感謝いたします。
田村　征夫　去る 4月 4日東予ＬＣの観桜例会に出席。
　　　　　　登録１００％出席を達成。頑張っていました。
岡田　賢治　大橋先生の卓話に感謝！
久保田繁拡　卓話に感謝いたします。
宇  賀  　潔　ひい孫が誕生しました。
塩見　秀晴　今年は滝の宮公園のサクラの下でのお花見、日程
　　　　　　が合いませんでした。来年は是非やりましょう。
加藤　久博　大橋先生の卓話に感謝して。
有富　正治　日曜日広瀬公園へ花見に行きました。満開でした。
　　　　　　家族会に多くの家族の方のご参加宜しくお願いい
　　　　　　たします。
藤縄　洲二　いそがしくてお花見出来ませんでした。どこかで
　　　　　　うば桜でも見ます！　
永易　明洋　卓話に感謝します。４／２２（日）の家族会に参加の   
　　　　　　方宜しくお願いします。
真鍋　憲夫　桜も満開で花見楽しめたでしょうか。新学期も始ま
　　　　　　り新たな気持ちで頑張りたいと思います。大橋先生
　　　　　　の卓話に感謝します。
東   田      実　有意義な大橋先生の卓話に感謝して。
近藤　充徳　献血ご協力ありがとうございました。
白石　誠一　卓話に感謝いたします。
宇野　博文　週末に年次大会に参加します。しっかり勉強して
　　　　　　きたいと思います。
近藤　盛文　４月号会報紙原稿ありがとうございます。これか
　　　　　　らも宜しくお願いします。ＰＲ広報ＩＴ委員会
檜垣　孝志　４／８日、日曜日。社員一同と花見をやりました。
　　　　　　うーん！！今年は最高でした！！
神野　雄太　日本一の桜の名所千鳥ヶ淵の満開の桜を観てきま
　　　　　　した。きれいかった！
重橋　良昭　せっかく、きれいに咲いた桜の花を今週の雨で散っ
　　　　　　てしまいそうです。残念でなりません。皆さん花
　　　　　　見はされましたでしょうか？
石   川  　稔　１年間献血献眼にご協力をいただきありがとうご
　　　　　　ざいました。
高橋　在錫　タケノコ、タラの芽・・・これから春の山菜採り
　　　　　　が楽しみです。
佐伯　澄男　昨日、４２才になりました。これからも頑張るぞ！！
村上　博昭　一番上の孫が４月から小学校に入学しました。ピ
　　　　　　カピカの一年生です。
高   橋　 守　卓話に感謝。今年の桜きれいでしたが今日の塩見　
　　　　　さんのネクタイの色には桜も負けたでしょう。
　　・・・大橋先生の卓話に感謝します・・・
草田和子／碓井良和／大石隆憲／山下邦俊／村上順一郎／中村
七和／鈴木雅志／古川貴章／真木泰彦
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◇◇◇◇ ４月 第２例会   ◇◇◇◇
大竹　崇夫　計画財務委員会の皆様、悪天候の中、家族会の設
　　　　　　営ありがとうございました。
田村　征夫　突風の中、家族会お世話になります。　
妹尾　光章　年次大会の帰路、加藤第１副会長の車に同乗させ
　　　　　　ていただきＪＲの運賃が不要になりました。
近藤　充徳　計画財務委員会の皆様、お世話になります。
久保田繁拡　本日は家族会、計画財務委員会のメンバーの皆さ
　　　　　　んお疲れ様です。
加藤　久博　家族会に感謝して。
武市　欣也　４／９交通安全人の輪作戦に小生がテレビに映って
　　　　　　いたのでドネーションを出すよう妹尾さんに言わ
　　　　　　れたので。
真鍋　憲夫　家族会を祝して！先日の年次大会（松山市）に出
　　　　　　席約 2,200 名もの出席者で盛大でした。
白石　誠一　年次大会のゴルフで優勝しました。月例でも２冠
　　　　　　達成！
石川　敏則　雨で残念ですけど、楽しい家族会ありがとう。
矢野　和男　本日の家族会への出席出来ず残念です。次回を楽し
　　　　　　みにしています。
田  川   　隆　先日年次大会大変お世話になりました。前日のゴ
　　　　　　ルフ大会、我がＬ白石くん優勝おめでとう。エリ
　　　　　　エールゴルフ場、桜が見頃で良かったです。なお
　　　　　　本日の家族会を祝して！　
土岐　敏勝　お天気は今一ですが良い家族会になりますよう。
近藤　盛文　朝、雨降ってない。良いですねえ、今日も宜しく
　　　　　　お願いします。
伊藤　嘉秀　計画財務委員会の皆さん悪天候の中、家族会の準
　　　　　　備お疲れ様です。
檜垣　孝志　今日は美味しい魚を期待しております。ゴチにな
　　　　　　ります！
神野　雄太　本日の家族会、役員、計画財務委員会の皆様、ご
　　　　　　苦労様です。
碓井　良和　家族会の感謝して。

　第５８回３３６－Ａ地区年次大会でアワード環境保全賞の植樹
部門と会報優秀賞で金賞でした。パチパチパチ。そのほかに
も色々な分野での活動を評価していただき受賞しました。ほめ
られることは嬉しいですねえ、励みになりますねえ。
　最近の Wｅｂで某雑誌に紹介されたアンケート結果が気にな
りました。それは世田谷区内の６５才以上の高齢者、１０万人
について調べた結果だそうです。日中（朝９時から夕方５時ま
で）を過ごす場所としては「ほとんど家で過ごす」という人が４２．
５％で、「自分の部屋のなか」という人が３．６％、まとめると
一日中、自宅の敷地内で過ごして、一歩も家を離れない人は７２．
４％に達したそうです。おそらく８０代、９０代以上の人は家に
閉じこもっている人が多いからこう言う数字になるのではと解説
していました。明日はわが身か、考えさせられるデーターでした。
＜むむ、「消極的な人生はもったいない」と思いたいのですが、
将来もずっと自分から外に出て行って人の輪に参加していける
かは自信はありません＞。外からの呼び掛けで、勢いをつけて
もらって、社会奉仕に出かけて行く。そのためにライオンズの
事業委員会も、運営委員会もウイサーブです。自宅敷地内に
いる善良な住人に、「たまには一緒に社会奉仕、街に出よう」
とＰＲしましょう。


