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新居浜ライオンズクラブ会長　大  竹  崇  夫
　　　 スローガン「助け合う心と絆」
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会長退任挨拶　感謝

◇◇ ◇◇

　昨年７月に新居浜ライオンズクラ
ブ第５２代会長に就任させていただ
き、はや１年が経ちました。過ぎ
去った月日は早く感じ、私も今月６
月末をもちまして、会長としての任
期を終え、次年度役員へバトンを

渡します。
　「変える勇気」と「守る責任」を基本方針とし活
動させて頂きましたが、どれほどのことが改善でき、
また守るべき責任が果たせたのかわかりません。
　しかし、一つだけ言える事は、「継続は力なり」
です。５０年余りの歴史と伝統は目に見えない、そ
して説明の出来ない大きな力となってクラブを支
え、つき動かしている事を常に感じておりました。 
　それは、クラブに対する長年の信用や信頼であっ
たり、地域社会の期待なのかもしれません。
　また、事業においては、大先輩から新会員まで
一丸となって取り組んで頂きましたし、クラブ内の
諸課題についても委員会の枠をこえて、協力
しあう団結力をもって対処して頂きました事、
そして微力な私をメンバー全員で支えて頂き
ました事を心より感謝いたします。ありがとう
ございました。
　また、本年度３役の久保田幹事には、ク
ラブ内庶務全般を取り仕切って頂き、白石会
計には、予算や決算を担当して頂き大変苦
労をかけたと思っております。そして、５役
の草田テール・ツイスターには美しい声と明
るい語り口で予想を遥かにこえるドネーショ
ンを集めて頂きましたし、伊藤テーマーには
外部講師による卓話例会やバイオリンやピア
ノ演奏による癒し例会等、例会組立全般を
行って頂きました。それぞれのポジションで

独自性を発揮し、私を強力にバックアップして頂き
ました本年度５役の皆様にも心よりの感謝を申し上
げます。
　そして次期会長に加藤久博さんが正式に決定し、
次年度の準備も着々と進んでいるようでございます。
　先月５月２０日に広島県呉市で行われた３３６複
合地区年次大会に参加した帰り道で大三島の大山
神社に立ち寄り、次年度加藤会長と共に来期新

居浜ライオンズクラブの発展とメンバーの健康を祈
願致しました。
　私も来期はメンバーの１人として、全面的に協力
をして参りたいと思 いますし、引き続き「We  
Serve」を実践して参る所存であります。
　新しく船出をする加藤丸を祝福し、メンバーに感
謝を致し、会長としての最後のあいさつとさせて頂
きます。
　一年間にわたり、稚拙な文章をご覧頂き誠に有
難うございました。
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幹事退任の挨拶
幹　事　久　保　田　繁　拡　

会計退任の挨拶
会計　白　石　誠　一　

　幹事を退任するにあたり一言ご挨
拶申し上げます。
　皆様方の温かいご理解、ご協力
を頂き無事、幹事の大役を勤めさ
せていただきました事をまずもって
厚く御礼申し上げます。
　本年度、大竹会長の『助け合う心

と絆』のスローガンのもと、多くのアクティビティーを
行い、私自身もいろいろと出席させていただきました。
　まずはウィンクン・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、環境保全委員会の
メンバーが多くの方々にお声がけ頂きまして、合計１
７２本の植樹を行う事が出来ました。
　よってガバナーズアワードでは環境保全部門では金
賞、またＰＲ広報ＩＴ委員会自作の広報誌を月刊発
行しました広報誌部門においても金賞、年間３回の
献血、献眼運動を実地しました保健福祉部門では優

秀賞と数々の表彰を頂きました。
　また、環境保全委員会の年３回の愛リバー愛ロー
ドの奉仕作業、また、ありがとうハガキ、平和ポスター、
中学生英語スピーチコンテスト、えひめ学園との交流
等、委員長を中心に数々のライオンズ活動に邁進さ
れました青少年委員会の事業活動も忘れることは出
来ません。
　私自身、在籍も浅く、全く何をどうしていいか分か
らず大変苦労しましたが、皆様方のご指導をいただ
きまして、一年間無事に任期を終えることができ大変
嬉しく思っております。
　これからも、加藤次期会長はじめ、メンバーの皆
様方と協力し、少しでも新居浜ライオンズクラブの発
展のために尽くしたいと考えております。
　今後とも宜しくお願い申し上げます。一年間大変お
世話になりました。
　メンバーの皆様に対し、感謝！感謝！！感謝！！！です。 

　昨年の７月に、新居浜ライオン
ズの会計に就任させて頂き、早いも
ので一年が過ぎようとしています。
　思い起こせば、大竹会長に会計
を命ぜられ、「はい、喜んで !!」と、
一言で返答をしたのが、ついこの      
　間のように感じられます。

　私自身、会計部門が苦手な分野でありましたので、
昨年６月の今年度予算に際し、すごく頭を痛めてい
たことが、よい思い出となり、懐かしく感じられます。
　特に、今期予算に関しましては、６０人を切った

スタートでしたので、例年より会費収入が少なく、運
営予算も出来る限り切り詰めた考えがあった為、各
事業費に付きましては、事業計画予算、そして事業
終了後の決算報告を早期に提出審議して頂きました
ので、会計部門と致しましては、大変助かりました。
　最後になりますが、今年一年間、大竹会長のスロー
ガンでありました『助け合う心と絆』のお言葉どおり、
メンバーの皆様に助けられ会計職を過ごせました事
を感謝させて頂き退任のご挨拶に代えさせて頂きま
す。ありがとうございました。

　一年間ライオン・テーマーをさせ
て頂き、皆様にご指導・ご協力賜り
まして誠にありがとうございました。
　テーマーの役割を全く理解できて
いないまま、例会を２４回過ごすだ
けの事しかできませんでした。
　多くの方々にご迷惑をお掛け致し

まして誠に申し訳ございませんでした。中でも、例会

中に突然、ライオンズの誓い音読をご指名させて頂
いた方々には、心よりお詫び申し上げます。
　嫌な顔一つせずに、演台へ登壇頂き、快く誓いを
音読頂きましたこと感謝申し上げます。ありがとうご
ざいました。多くの方にご協力を頂きまして大役を未
熟ながら終えることが出来ました。　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合掌

ライオン・テーマーを終えて
ライオン・テーマー　伊　藤　嘉　秀　



助け合う心と絆

－３－

　平成２４年５月２０日に呉市において開催された、
３３６－複合地区年次大会に参加してまいりました。
　当日は早朝より分科会が開催される為、前日の午後
に現三役と、次期会長、幹事の５人で出発しました。
　新居浜ライオンズクラブはメンバー数が５５名以下に
なり、代議員資格が５名分しかないからです。約３時
間半で、呉市のホテルに到着しました。宿泊したホテ
ルは呉森沢ホテルで、創業１００年を超える老舗のホ
テルで、造船業で発展した、呉を象徴する建物でした。
　夜になり、街中を散策していると、博多の屋台を想
像させる、屋台街があり、多くのお客さんで賑わってい
ました。私達はその屋台の一軒にはいり、広島風お好
み焼きをいただき、楽しい時を過ごすことが出来まし
た。
　翌日は、早朝８時に会場の呉市総合体育館に到着
し、各分科会、代議員総会、大会式典と参加してまい
りました。主な議題として、２０１２～２０１４年国際理
事候補者として、徳島城山ライオンズクラブ所属の武
久一郎さんが承認されました。また複合地区会則・規
則の改正が行われました。

　これは皆様の記憶
に残っている、東日
本大震災の義援金の
横領事件の影響をう
け、複 合 地 区ガバ
ナー協議会議長を解
任する事が出来る議
案です。余りにも不
名誉なことなので、
事件の事実関係の説
明を求める質問も出ました。再発防止にむけ最善の努
力をしてもらいたいです。
　複合地区会費は現状維持となり、会計報告、そして
次回開催場所として広島市が決定されました。会議終
了後は大和ミュージアムに行きました。家族会以来２
回目でしたが、特別絵画展などもあり、歴史好きの私
にとっては、興味深く時間をかけて、見てまいりました。
３回目の複合地区大会でしたが、次期への活力となる
充実した大会でした。

第５８回３３６複合地区年次大会に参加して

第一副会長　加　藤　久　博　

　２Ｒの１８クラブの皆様との交流を
増進する為、例年開催されている２Ｒ
親善ゴルフ大会本年は２０１１年１０
月１日（土）に晴天に恵まれ滝の宮
カントリークラブで１３クラブ１０９名
が参加され実施致しました。ゴルフ部

会の皆様のご協力により無事終了する事が出来ました。
御礼申し上げます。
　特筆すべき事は賞品の配送を宅急便に頼む事を考え
たのですが、メンバーの山口泰さんのご意見で各クラ
ブの事務局へ直接持参すれば早く手渡す事が出来るの
では・・・という事で西方面は山口さん、東方面は田
村が分担して受賞された他クラブの事務局へ。直接手
渡した事により他クラブの事務局の場所やら事務局員さ
んと面談出来たりで記憶に残る作業でした。お疲れ様！！
　次に２０１２年１月２１日（土）２Ｒソフトバレー大会
が開催されました。登録総数３０７名、チーム数１７ク
ラブ、２３チームの参加となりました。会場は西条市総
合体育館で福山競技委員長の指導のもと競技は進行致

しました。
　前回優勝の西条ＬＣ優勝旗返還、選手宣誓は新居浜
ＬＣ久保田繁拡氏で試合となり、熱心な応援と選手の
頑張りで賑やかな会場となりました。結果は今治東ＬＣ
が優勝、伊予土居ＬＣが準優勝となりました。私も選
手の一人としてコートに入りましたがソフトバレーは
ボールを触る位で経験はないのですが、今回は選手で
入るようにとの指示で入ってはみましたが、身体が動か
ない、おまけに尻もちをついたりで踏んだり蹴ったり
散々でした。しかし良い経験でした。
　最後に２Ｒボウリング大会を２０１２年５月１２日（土）
にワンダーボウル西条店にて開催。ボウリングは子供
から年寄りまで幅広い体験者が多いのが特徴です。雨
天にも左右されず主催者は段取り良く開催出来ます。
　今回のボウリング大会は２リジョンでは初めての開催
と思いますが、手順は先ず各ゾーンで団体として優勝、
準優勝、個人戦は上位４位迄を決勝戦に送り込んでも
らう。１～４Ｚの選出された選手により決勝戦が行われ
ました。

２Ｒスポーツ大会を終えて
２Ｒ－ＲＣ　田　村　征　夫　

２０１１～２０１２
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　一年を振り返って　　　　   　 出席大会委員長　神　野　雄　太　
　出席大会委員会の期首の目標として、昨年度より
も出席率の向上と、メークアップ後１００％としてい
たのですが、上半期純出席率 84.4％　メークアップ
後 89.0％でした。下半期も４月までですが、純出席
率 81.8％　メークアップ後 87.2％と上半期に比較
してみると、両方とも少し悪くなっております。
　一番良い純出席率は８月の 89.4％　メークアップ
後 93.5％で、最悪は今年４月の純出席率 75.0％
メークアップ後 82.7％でした。

　大竹会長の下、会員会則委員長を拝命して早一年
が過ぎました。当初５５名の会員数でしたが現在１名
減の５４名です。
　委員会の役目（任務）は主として会員増強です。し
かし会長にも、又会員皆様にも期待に応えることが出
来ず大変申し訳なく思っています。役目を離れてもク
ラブのためには頑張りたいと思っていますのでこれか
らもよろしくお願いいたします。
　ここで改めて会員会則委員会の役目を「会員必携」
「ライオンズ必携」より抜粋しておきます。ライオンズ
活動において会員皆様のご参考になればと思います。
　当クラブの会員会則委員会は、ライオンズ必携（第
５１版２０２P ～２０４P 参照）の運営委員会の項目
「（k）指導力育成委員会」「（ｆ）会員委員会「（ｂ）
会則および付則委員会」で構成されています。
★役目の概要
（ｋ）指導力育成委員会
　指導力育成プログラムを作製し、この分野において
クラブ会長を補佐する。指導力の重要性について会
員の認識を深めるよう努力し、指導力講習会や、地
域社会リーダーの集いを企画する。
（ｆ）会員委員会
　達成可能な会員増強目標を揚げ、会員となる見込

みのある人の名簿を常に更新する。入会見込者の資
格を審査し、入会が決まったときには意義のある入会
式を行い、スポンサー会員が少なくとも６ヶ月間その
新入会員の面倒をみることを確かめる。
（ｂ）会則および付則委員会
　主としてクラブ理事会の諮問機関としての役割を持
つ。クラブの会則が常に最新のものであるように注意
し、改正または追加事項は速やかに会員に通達する。
会則および付則の変更を要する事態が生じた場合、
それを検討し、国際会則および付則の趣旨に反しな
い場合は、本委員会の推薦書を添えて理事会に報告
する。計画委員会の協力を得て、年１回会則に関す
る例会を開く。

　今期一年を振り返って　　　　 会員会則委員長　岡　田　賢　治

　４０名の参加で和気あいあいと賑やかにリジョン内の
歓声が場内に響き渡ったひとときでした。
　団体戦の優勝は新居浜別子ＬＣ（合計１１７８点）、準
優勝は西条ＬＣ（合計１１７７点）、個人戦では１位高橋
耕治氏（新居浜別子ＬＣ）が３３９点、２位植木光夫
氏（西条ＬＣ）３２５点、３位寺田昌直氏（西条石鎚ＬＣ）
３２０点でした。団体戦はわずか１点差で・・・泣くに
泣けないかなぁ！！表彰式はアサヒビール園で和やかな
一時でした。
　２Ｒの地区役員そしてクラブ役員の皆様にも大変なご

協力とご支援を頂きました事厚くお礼申し上げます。
　また、ホストクラブである我が新居浜ＬＣの皆様、物
心両面に渡り本当にお世話になりました。川嶋ＲＣＡと
共に感謝、感謝です。
　因みに、１Ｚ予選会では、我がクラブのＬ永易明洋
が１４８点＋２５５点の４０３点で優勝、３位にＬ高橋
在錫が１４５点＋１７１点の３１６点でした。Ｌ永易が決
勝戦に参加していたら・・・？

年を振り返 て

委員長退任挨拶
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　今期のガバナーズアワードで、会報優秀賞が金賞、
ホームページ賞で銀賞を賜りましたことはこれまでの
委員会活動が評価され、今後の Lions 活動の励みと
なります。ありがとうございます。
　大竹会長が毎月表紙に登場いただきありがとうご
ざいます。会長の意志が伝わりやすく楽しませてくれ
ました。
　今期は会報誌作成の取り組み方を大胆に変えるこ
とが出来ました。それによって予算面でも圧縮に貢
献できたものと思っています。編集、ページの割付
やデザイン、校正、印刷、仕上げの折り込みと穴明
けなど、全工程を委員会で手がけました。事務局の
コピー機も有効に活用できたと思います。新たにＰＣ
本体、編集用のソフトを購入していただきありがとう
ございます。
　増ページも４回計１０ページとなりました。以前よ
りアクティビティーがタイムリーに翌月の会報誌に掲

載できるようになりました。
　月末の委員会（編集会議）から翌月の理事会まで
に完成させる事を目標にして、１２ヶ月連続の委員会
活動でした。ホームページはまだまだ進化の余地を
残しております。引き続き来期に向けての課題とした
いと思います。全国の元気なライオンズクラブのホー
ムページを参考にして皆さんで参加できる楽しいホー
ムページにしていきたいと思います。応援ください。

    会報紙とホームページへの取り組み ＰＲ広報ＩＴ委員長　近　藤　盛　文　

　純出席率で９０％を超えた月は一度もなく、メーク
アップ後も９０％を超えた月は８月、１０月、１月の
三回でした。
　今後とも例会にはかならず出席する。もし仕事の
都合等で欠席する場合かならずメークアップをするよ
うに、皆様が自覚を持って行動していただけるよう節
にお願い申し上げます。
　会員数も期首５５名いたのですが、１名入会２名
退会し５４名と減少しております。

　出席率の悪かった方が退会されたのですが、出席
率としては余り変化ありませんでした。
　先日松山にて地区年次大会が開催され１８名もの
多くの方が出席され大変うれしく思っております。　
又、アワードで例会出席賞にて昨年に続き銀賞をい
ただきました。
　会員の皆様に感謝しております。来年こそは金賞
を取れるように頑張りたいと思います。

　委員会活動を振り返って               計画財務委員長　村　上　博　昭　
　昨年の今頃、現大竹会長より委員長の依頼を受
け早一年が過ぎようとしています。
　初めての委員長と言うこともあり、当初皆なから
「計画財務は一番忙しいぞ」と脅かされていました
が、Ｌ高橋在錫、Ｌ川嶋より「何でも聞いて協力する」
と心強い言葉をもらい何とかなるだろうとスタートし
ました。
　主な行事としては、年２回の家族会、年末商戦、
物品販売など、最初は、今までにない様な事を・・・
と言う思いもありましたが、終わってみれば考える余
裕もなく例年とほぼ同じような内容をこなすので精一
杯でした。
　特に家族会に関してはメンバーのご家族に本当に
楽しんで頂けたのか心配でなりません。４月の家族
会は屋外での開催ということで当初からお天気の心

配がありましたが、案の定、前日に場所の変更を余
儀なくされ、大変ご迷惑をおかけしました。（場所の
変更で漁師さん自慢の刺身を食べられたのは良かっ
た）なにはともあれ、初めての委員長を担当理事は
じめ委員会のメンバーに支えて頂き無事終わろうとし
ていることに感謝いたします。
　本当にご協力ありがとうございました。



－６－

助け合う心と絆

　一年を振り返って　　　　   　 青少年委員長　古　川　貴　章　
　今期、青少年委員長をさせて頂きました古川貴章
です。
　事業内容といたしましては、「ありがとう葉書」７
月２０日角野小学校の３年生・４年生の生徒と先生
分４３０枚の葉書を渡し夏休み期間に葉書を通して口
では言えない、ありがとうの言葉のキャッチボールが
出来たと思います。
　次に、平和ポスターの実施、北中学校対象にエン
トリーしてもらいました。結果は、出展数４枚、事前
説明不足のためポスターに文字が入り、新居浜ＬＣ
での審査表彰に致しました。次回に課題が残る結果
となりました。
　「第２２回新居浜市中学生英語スピーチコンテス
ト」実施、場所：市民文化センター中ホールにて（主
催）新居浜ライオンズクラブ・新居浜市教育委員会
で行いました。開催日は、９月２９日（木）市内全
中学校対象、スピーカー（弁論者）１２名にて行い
ました。毎年レベルが上がっています。
　「えひめ学園との交流」では、３月３日高知県安
芸市営球場にて、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、生徒２４名・
教員６名・ＬＣメンバー１２名にて大型バスにて行い

ました。
　振り返えりますと、スタートからすぐに事業が始ま
る忙しい委員会でした。不安の中、委員長になり「あっ
と」言う間に過ぎた１年だったと思います。
　どの事業も印象深いものでしたが、特に印象に残っ
たものはえひめ学園とのプロ野球観戦です。プロ野
球観戦や出店で買い物をしたり生徒にとっても楽しい
思い出になったと思います。
　笑顔あふれる事業を、と思い進めてきた初めての
青少年委員会だったのですが、どうにか一年間務め
ることが出来ました。福山理事、委員会メンバー方
や皆様にご指導頂きありがとう御座いました。
　今後ともよろしくお願いします。

　献血、人の命に関わるアクティビティ   保健福祉委員長　石　川　　稔
　保健福祉委員会として、この任期中に３回の献血
を行いました。
　１回目は７月３１日の炎天下。第２回目は寒さを
感じる１２月１１日。そして最後は桜の便りが聞かれ
る４月１日。
　振り返ると夏、冬、春という季節感を感じるには十
分な献血、献眼でした。
　この３回で受け付けが５０２人、採血者が４３５人、
アイバンク登録が１３０人、骨髄バンク登録が１１９
人という大きな成果を得ることができ、この一連の取
り組みの中できっと多くの命を助け、光を得ることが
できたものと思います。
　まさに人の命に関わる社会的アクティビティーだっ
たと思います。
　この任期中に実際に私も緊急の手術という輸血問
題に直面し、改めて献血の重要性を認識しました。
　当たり前と思っていた血液も多くの方々の献身的な

協力と努力がなければその需要を満たすことができ
ないと認識させられました。
　今後もこの任から離れてもこの間の貴重な経験を
無にすることなく、命に関わるアクティビティーに積
極的に参加したいと思いますし、今後にわたってもラ
イオンズの皆さんの格段のご支援・ご協力を心から
お願いし、保健福祉委員長退任の挨拶にさせて頂き
ます。



－７－

助け合う心と絆

　この度は第二副会長にご指名をい
ただきまして有難うございます。
　我がクラブの結成５０周年に幹事
を務めさせていただいた時から遠い
将来には覚悟しておりましたが予想
より遥かに早く、ついに来る時が来
たという感じであります。

　歴史と伝統ある新居浜ライオンズクラブの会長を務
める時が二年先に決定していると考えますと早くも私
はプレッシャーを感じております。
　私が新居浜ライオンズクラブに入会させていただい
て早くも約９年もの年月が経っておりました。飽きっ
ぽい私がここまで続けてこられたのも「WE  SERVE」

の旗印の下に集まった崇高な志を持った先輩方に可
愛がっていただいたお陰だと思います。
　「人情に勝るもの無し」という言葉を最近ある人か
ら聞きまして大変気に入っているのですが正に新居浜
ライオンズクラブの活動は「人情に勝るもの無し」だ
と感じています。
　そんな新居浜ライオンズクラブへわずか一年です
が恩返しが出来るのならと思い謹んでお受けしまし
た。
　歴代の会長さんのように立派に務めれる自信はあり
ませんがとにかく一生懸命させていただくつもりです。
これから副会長として二年間来るべき日の為に勉強さ
せていただきます。

第二副会長はこれから勉強します
次期第二副会長　福　山　　宏　

た

　苗木はうまく育っていますか？　 環境保全委員長　　高　橋　在　錫
　木々の緑が日ごとに深まる今日この頃ですが、皆様
に植えていただいた苗木達はどうですか？
しっかり根付いていますでしょうか？
　今期、私が環境保全委員長になって唯一できた新し
い取り組み、それがウィンクン・タム国際会長の提唱し
た「100万本植樹キャンペーン」への参加でした。
　175本の苗木を自宅や会社に植えてくれた会員の
皆様に感謝いたします。
　何か新しいことをはじめるということは本当に難し
いことです。
　今回この植樹の事業をやり遂げれたことは大変うれ
しい思い出となりました。
愛ロード・愛リバー（地域住民と行政とが協力して美し
い地域環境を創り出そうとする取り組み）も3回実施し

ました。
皆様のおかげです。来年もこの調子でライオンズに積
極的に活動していきたいと思います。
　この一年、環境保全委員会へのご理解、ご協力、本
当にありがとうございました。

　一年間が、あっという間に過ぎてしまいました。
新居浜ライオンズクラブのメンバーの皆様今年度は
皆様のご協力で、ドネーションも半期で１００万円
を超え胸をなで下ろし、また５月末現在では目標の
２００万円をきっと達成出来ている事と確信してお
ります。
　一年間を通しドネーションが２００万円を超える
というクラブは、他のクラブではありえない、超越
している金額であると思います。これもクラブ結成
５０余年の歴史あるメンバーの先輩方の意識の高さ
を培ってこられたから成し得ていることであると感
謝いたします。
　本来ならテール・ツイスターが色々なショーを演
じたり、各テーブルを回りドネーションを集めたり
と時間がある限り努力するらしいのですが、何もお

願いに回らなくても
メンバーの皆様が各
自ドネーションの青
い封筒をお持ちくだ
さ り、沢 山 の メ ッ
セージを添えてド
ネーション下さる事
に、メンバー各位にあらためて感謝と誇りを感じて
おります。
　残り一ヶ月で私のテール・ツイスターのお役目も
終えますが、私をいつも助けて、色々なアドバイス
をしてくださいました名テール・ツイスターのＬ高
橋 守様に心から感謝！感謝です。また、一年間ご
協力下さいましたメンバーの皆様本当にお世話にな
り有り難うございました。

　テール・ツイスター退任のご挨拶 　テール・ツイスター　  草　田　和　子



第１２３９回　５月第１例会
５月９日（水）１２：１５～　ユアーズ

例　会　報　告

第１２４０回　５月第２例会
５月２３日 ( 水 )   １２：１５～    ユアーズ

－８－

◆ライオンズの誓い　Ｌ永易昭洋
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　　大竹崇夫会長
次期の役員及び委員会構成表（案）が
発表されます。今期も後わずかですが
がんばりましょう。先日の地区スポーツ
大会でも優秀な成績を残しました、おめ
でとうございます。
　先日、Ｌ佐々木徹夫さんが瑞宝双光章
を叙勲なされました。誠におめでたく、心よりの祝いを申し
上げます。Ｌ佐々木さんは保護司として、永く社会に貢献さ
れてきました。
◆幹事報告　久保田繁拡幹事
　◇審議事項
　１．クラブ新会員オリエンテーション
　　　登録料について予算  85,000 円
　　　５月９日（水）
　２．１Ｚ年次会合並びにゾーンレベル委員会登録料につ
　　　いて　予算 50,000 円　５月２６日（土）
　３．次期クラブ三役オリエンテーション登録料について　
　　　34,100 円　６月２日（土）
　◇報告事項
　１．２Ｒ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、Ｌ永易、Ｌ藤縄、
　　　　　　　　　　田村２ＲＣ、川嶋２ＲＣＡ）
　　　成績（優勝）新居浜ＬＣ （準優勝）新居浜別子ＬＣ
　　　　　  （３位）新居浜中央ＬＣ
　２．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
　　　出席者　Ｌ重橋、Ｌ佐伯、三役、第一・第二副会長、
　　　　　　　会員会則委員、各委員長、田村２ＲＣ
　３．２Ｒ親善ボウリング大会決勝戦　
　　　５月１２日（土）16:00 ～　ワンダーボウル西条
　４．複合地区年次大会　５月２０日（日）  呉市
　　　出席者　現三役、次期会長、幹事、田村２ＲＣ
　５．夏期ＹＥ来日生ホストクラブ・ホストファミリー
　　　の募集について　
　　　キャビネットより　締切５月１０日（木）
　６．２０１２年７月～２０１３年６月　
　　　役員及び委員会構成（案）について
◆出席報告　神野委員長
　会員数５４名　出席４６名　欠席８名　出席率 85.2％
◆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　￥100,000

◆ライオンズの誓い　Ｌ碓井良和
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
　３３６－複合地区年次大会が広島県呉市にてありました。
参加者の皆様、ご苦労様でした。帰任時、近くの神社に立
ち寄り次期の加藤会長体制の祈願をしてきました。今日は
バイオリンの西岡様、ピアノの荒井様の素晴らしい、美しい
音色を堪能していただけたらと思います。
◆演奏者の紹介　加藤久博第一副会長　
◆演奏者であるバイオリンの西岡様、ピアノの荒井様による
　ミニコンサートが行われた。
・バイオリン演奏者の西岡史絵様　東京音楽大学を卒業さ
　れ、現在、瀬戸フィルハーモニー交響楽団団員として多
　数の演奏活動を行っております。
・ピアノ演奏者の荒井仁美様　東京純心女子短期大学を卒
　業され、現在、新居浜市民合唱団伴奏ピアニストとして
　幅広く演奏活動をしております。

◆幹事報告　久保田繁拡幹事
　◇報告事項
　１．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
　　　出席者　重橋さん、佐伯さん、三役、第一・第二副
　　　会長、会員会則委員、各委員長、田村２ＲＣ
　２．２Ｒ親善ボウリング大会決勝戦　
　　　５月１２日（土）１６：００～　ワンダーボウル西条
　　　成　績　（団体）７位　（１Ｚ選抜）５位
　３．３３６複合地区年次大会　５月２０日（日）呉市
　　　出席者　現三役、次期会長、幹事、田村２ＲＣ
　４．１Ｚ年次会合並びにゾーンレベル委員会　
　　　５月２６日（土）１５：００～　ふじ　
　　　出席者  小松地区名誉顧問、田村２ＲＣ、川嶋２ＲＣＡ、
　　　次期真木地区委員、現・次期三役、会員理事
　５．次期クラブ三役オリエンテーション　
　　　６月２日（土）１３：００～ 高知  出席者  次期三役
　６．２０１２年７月～２０１３年６月　
　　　役員及び委員会構成　　原案通り実施します
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MMARRIAGARRIAGE＆BIRTHDAYIRTHDAY
・６月  誕    生    日　川嶋理之、土岐計一、近藤盛文、古川貴章
・６月 結婚記念日　東田　実、林　幸央　
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２Ｒ－１Ｚ　アクティビティ報告書 (５月分 )

６月　２日（土） 次期クラブ三役オリエンテーション
   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３：００～  高知
６月１５日（金） えひめ学園ひびき分校等関係機関連絡会議
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０：００～
６月１６日（土） 次期リジョン協議会　　　１０：００～ ふじ
   　　　　 　　準備リジョン会議　　　　１１：１５～ ふじ
　　　　　 　　Ｒレベル委員会　　　　    １０：００～  ユアーズ
　　　　　 　　リジョン年次会合・懇親会１３：３０～  ユアーズ
６月２２日（金）  第９５回国際大会　                                    釜山
６月２４日（日） ２Ｒ献血・献眼セミナー　  １３：００～ グランフォーレ
　　　　　　　次期クラブ委員長スクール　１４：００～ グランフォーレ
６月２９日（金）  新居浜市環境美化推進協議会総会  １４：００  市役所

・理事・委員長会及び例会
 理事･委員長会          ６月１１日 (月 )１８：３０～   ユアーズ
 第１例会　　　　 　       ６月１３日 (水 )１２：１５～   ユアーズ　
 第２例会（引継夜間例会） ６月２７日 (水 )１８：００～   ユアーズ
　次期準備理事･委員長会   ６月２１日 (木 )１８：３０～   商工会館3F
・現委員会
 PR広報 IT委員会  ６月　１日 (金 )１８：３０～ 興　慶
 環境保全委員会  ６月　５日 (火 )１８：３０～ 事務局
 会員会則委員会　  ６月　６日 (水 )１８：３０～ 事務局
　（現・次期合同）
 計画大会委員会　  ６月　７日 (木 )１８：３０～ 事務局
 青少年委員会　  ６月　８日 (金 )１８：３０～ 事務局
 保健福祉委員会  ６月１４日 (木 )１８：３０～ 事務局
 出席大会委員会  ６月２９日 (金 )１８：３０～ 吾　秀
　（現・次期合同）
・次期委員会
 PR広報 IT委員会  ６月　４日 (月 )１８：３０～ 事務局
 環境保全委員会  ６月　５日 (火 )１９：３０～ 事務局
 会員会則委員会　  ６月　６日 (水 )１８：３０～ 事務局
　（現・次期合同）
 計画大会委員会　  ６月１２日 (火 )１８：３０～ 事務局
 保健福祉委員会　  ６月１４日 (木 )１９：００～ 事務局
 青少年委員会  ６月１９日 (火 )１８：３０～ 事務局
 PR広報 IT委員会　 ６月２８日 (木 )１８：６０～　  事務局　 
　出席大会委員会  ６月２９日 (金 )１８：３０～ 吾　秀
　（現・次期合同）　
・部会・同好会
　ゴルフ部会　　６月１０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　６月　８日 (金 )    夕桐（リーガＲＨ）  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　６月　８日・２２日19:30～川東中   　

福山  　宏　　　　　　　　６月１３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
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大 石 隆 憲 ４７
田  川 　隆
白 石 誠 一

４４ ４２
５３

４７
５１

４７
４９

　８６
１００
　９４
１００

１８．４
　７．８

１１．９
　９．０

７８．２
８１．６
８２．１
９１．０

宇 野 博 文
準優勝
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
５月７日（月）　商工会館３Ｆ

行　事　予　定

■会長挨拶
５月連休明けの出席有り難うございます。家族会も滞りなく
終わりました。ご協力に感謝いたします。そして、Ｌ佐々木
徹夫さんが瑞宝双光章を受賞されました
■審議事項７件承認されました。　
１．クラブ新会員オリエンテーション登録料について
　　５月９日（水）　１７名参加　予算 85,000 円　
２．２０１２年次会合並びにゾーンレベル委員会登録料
                                                   　予算 50,000 円
３．  次期クラブ三役オリエンテーション
                                 登録料及び資料代 34,100 円
■報告事項
１．２Ｒ親善ボーリング大会１Ｚ予選会
　　４月２８日（土）　１６：００～　ワンダーボウル
　　参加者：Ｌ塩見、Ｌ高橋在、Ｌ永易、Ｌ藤縄、Ｌ田村、Ｌ川嶋
　　１位　新居浜　２位　新居浜別子　３位　新居浜中央
２．２Ｒ親善ボウリング大会決勝戦　
       ５月１２日（土）ワンダーボウル西条
３． ３３６複合地区年次大会　５月２０日（日）　呉市　
　　出席：現三役、次期会長、幹事、田村２ＲＣ
４．夏期ＹＥ来日生　ホストクラブ、ホストファミリーの募集  
　　について　キャビネット締切　５月１０日（木）
５．２０１２年７月～２０１３年６月　
       役員及び委員会構成（案）について
■委員会報告
出席大会委員会　出席率及びメーキャップに協力ください。
ＰＲ広報ＩＴ委員会　第一例会に５月号広報誌を配布いたし
　　　　　　　　　ます。　
■その他の出向報告
１．第４回ゾーンレベル会員委員会　５月６日（日）開催
２．２Ｒ年次会合　６月１６日（水）　開催予定

理事・委員長会出席者
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伊藤、Ｌ真木、
Ｌ古川、Ｌ近藤充、Ｌ神野

◆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　66,000 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

ドネーショントピックス

編集後記

◇◇◇◇ ５月 第 1例会 ◇◇◇◇
大竹　崇夫　春の叙勲において瑞宝双光章を受賞されました佐々木徹夫さ
　　　　　　んに敬意と心からのお喜びを申し上げます。おめでとうござ
　　　　　　います。
佐々木徹夫　メンバーの皆様のおかげで表彰されることになりました。
　　　　　　ありがとうございます。
田村　征夫　２Ｒ－１Ｚのボーリング予選会で我がクラブ優勝です。永易さ
　　　　　　んの活躍はすばらしい！！５月１２日リジョン決勝戦で頑　
　　　　　　張ってください。
岡田　賢治　本日午後６時半よりクラブ新会員オリエンテーション開催し
　　　　　　ます。ご参加の方々宜しくお願いいたします。
小松　武道　本年は私の辰年で８４才になりました。
永易　明洋　家族会に多数の方の参加に感謝します。ゾーンのボーリング
　　　　　　大会で過去最高の得点が出ました。少しうれしい。
有富　正治　家族会での会員皆様のご協力に感謝いたします。今日、例会
　　　　　　に来る途中金網でズボンのすねを傷つけ気分が少しブルーで
　　　　　　す。気晴らしにドネーション。
加藤　久博　次期役員及び委員会構成（案）発表させていただきました。
　　　　　　宜しくお願いします。
藤縄　洲二　さくらんぼがたくさんなりました。少し酸っぱいですが。
真鍋　憲夫　今朝の雷鳴には驚かされました。初夏の新緑が美しい時期に
　　　　　　なりました。元気で頑張りましょう。　
塩見　秀晴　５月連休はもっぱら自宅の植木の手入れやの他であっと言う
　　　　　　間に終わってしまいました。
武市　欣也　次年度の構成メンバー、ガンバレ！
檜垣　孝志　連休中に亀戸天神（総武線亀戸）に藤を見に行きましたヨ。
　　　　　　藤もですがすぐ側にスカイツリーがあります。とても素敵で
　　　　　　すヨ！
重橋　良昭　４／２２より南予いやし博が始まりました。南予は魅力ある所
　　　　　　が沢山あります。是非一度行って見てください。宇和島まで
　　　　　　道路も整備され早くなりました。
宇  賀   　潔　佐々木徹夫さん叙勲おめでとうございます。
近藤　盛文　佐々木徹夫様、瑞宝双光章叙勲されましたことおめでとう　
　　　　　　ございます。NICE！
村上順一郎　先月の家族会はお世話になりました。大変楽しかったです。
田   川　  隆　佐々木さんおめでとうございます
真木　泰彦　佐々木徹夫さんお目出度う
山下　邦俊　佐々木徹夫さんの瑞宝双光章受賞お目出度うございます。
石   川  　稔　佐々木徹夫さんの叙勲を心からお祝い申し上げます。
宇野　博文　ゴールデンウイークに遊びすぎて体重が３ｋｇ増えました。
　　　　　　ボランティア活動に頑張り元の体重に戻したいと思います。
古川　貴章　今朝の雷すごかったですね。
佐伯　澄男　暑くなってきました。体調を崩さないように気をつけてくだ
　　　　　　さい。
鈴木　雅志　佐々木さん大変お目出度うございます。
高  橋  　守　佐々木さんの叙勲の受賞、永易さんのボウリング優勝、白石
　　　　　　さんのゴルフ優勝お目出度うございます。
村上　博昭　自宅から歩いて１分の所に４月末より次男の家の新築工事が
　　　　　　始まりました。７月末に完成予定ですが長男次男ともどうし
　　　　　　て親の近くに帰りたがるのでしょうか？うれしいやら悲しい
　　　　　　やら贅沢な悩みでしょうか。
土岐　敏勝　今朝は大きな落雷がありました．大きな竜巻があり夏は近い
　　　　　　ですね。
白石　誠一　久保田君早くタバコをやめましょう。
伊藤　嘉秀　今日の例会は久しぶりに卓話などない通常例会でした。今月
　　　　　　の第２例会はすばらしい女性演奏家によるバイオリン演奏を
　　　　　　お聴きいただける予定です。お楽しみにご出席ください。

　・・・佐々木徹夫さんの瑞宝双光章受賞おめでとうございます・・・
　　草田和子／石川敏則／林　幸央／久保田繁拡／神野雄太／近藤充徳　
　　福山　宏
東  田 　実　４月第２例会欠席しました。
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◇◇◇◇ ５月 第２例会   ◇◇◇◇
大竹　崇夫　バイオリニストの西岡史絵様、ピアニストの荒井仁美様本日
　　　　　　は素晴らしい音色をお聴かせいただき有り難うございまし　
　　　　　　た。感動しました。
加藤　久博　西岡さんのバイオリンと荒井さんのピアノ、癒やされました。
　　　　　　有り難うございます。　
久保田繁拡　本日のコンサート西岡様、荒井様有り難うございました。
塩見　秀晴　今日はよい音楽を聴かせて頂きました。愉しいサービスに感
　　　　　　謝して。
小松　武道　例会出席ができるようになりました。
白石　誠一　西岡史絵さん、荒井さん素晴らしい演奏有り難うございまし
　　　　　　た。
永易　明洋　目に青葉の季節になりました。さわやかな日があり楽しくな
　　　　　　ります。私は 3 月決算の処理で忙しくて机にしがみついてい
　　　　　　ます。
真鍋　憲夫　東京スカイツリーも開業し新しい東京の新名所が誕生。一度
　　　　　　見たいなあ～！今日は素晴らしい演奏を聴かせて頂き有り難
　　　　　　うございました。
田村　征夫　２Ｒでのボーリング大会決勝戦にご協力いただき御礼申し上
　　　　　　げます。コンサートに感謝
有富　正治　一昨日の金環日食は曇りにて半ばあきらめかけていました
　　　　　　が、奇跡的に見ることが出来ました。この天体ショーは如何
　　　　　　なるショーより素晴らしくしかも無料でした。拝観料として
　　　　　　ドネーション。
矢野　和男　バイオリン、ピアノの素晴らしい演奏有り難うございます。
佐伯　澄男　バイオリンとピアノのコンサートを楽しみにしています。　
土岐　敏勝　バイオリンとピアノでよい例会に成ります。
石川　敏則　西岡さん荒井さん素晴らしい演奏有り難うございました。
伊藤　嘉秀　西岡史絵さん、荒井仁美さん素晴らしい演奏有り難うござい
　　　　　　ました。
村上　博昭　バイオリンとピアノのミニコンサートに感謝！
妹尾　光章　西岡さん荒井さんありがとう、大変に癒やされました。
藤縄　洲二　遅刻しました。申し訳ありません。西岡さんのバイオリン素
　　　　　　晴らしかったです！
高橋　在錫　ソフトバレーボールの練習きついけど楽しいです。ダイエッ
　　　　　　トにはなっていないようですが・・・
近藤　盛文　おお！音楽会。有り難うございます。バイオリン＆ピアノ、
　　　　　　NICE！
宇野　博文　花粉も少なくなり季候も良く過ごしやすい季節となりまし　
　　　　　　た。庭の草引きに頑張っています。ボランティア作業にも頑
　　　　　　張りたいと思っています。
檜垣　孝志　白石誠一さんゴルフ大会優勝おめでとうございます！祝賀会
　　　　　　には参加させて頂きます！
重橋　良昭　２３年度下期個人表彰で当店行員二名が表彰されます。お客   
　　　　　　様に感謝です。
石  川      稔　来期の加藤丸の船出に乾杯！
・・・西岡さんと荒井さんの演奏素晴らしかったです。感謝です！・・・
草田和子／近藤充徳／神野雄太／山下邦俊／高橋守／碓井良和／真木泰彦
／新田久司／村上順一郎
福  山       宏　早退します。すみません。
佐々木徹夫　早退します。

５月第２例会では、バイオリンとピアノのミニ演奏会は良い音色で楽し
かった。ドレス姿も綺麗で、芸術に秀でた女性は品があっていいですねえ。
アイネ・クライネ・ナハトムジーク。水色のワルツ、月の砂漠、ＴＶで良く
聞くエトピリカに情熱大陸、どれも良かった。高木東六さんの＜水色の
ワルツ＞は高校時代の音楽の授業を思い出しました。＜アイネ・クライネ・
ナハトムジーク＞は学生時代、下宿の隣部屋の先輩がレコードを夜な夜
な聞かせてくれた思い出の曲でした。イントネーションをムジークの所を
変に強調して発音していた事など、演奏を聴きながら若い頃を思い出し
ました。Feeling happy.　予定通りに６月号まで漕ぎつけました。ＰＲ広
報ＩＴ委員会の活動を支えていただき感謝しています。来期もホームペー
ジ共々応援を宜しくお願いします。


