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　７月１７日、四国地方は梅雨明け
しました。毎日暑い日が続いていま
す。野外でのスポーツや仕事をして
いる人が、熱中症で搬送されている
というニュースが毎日の様に放送され
ています。

　北九州地区では今までに経験したことがない大雨で、
土砂くずれや河川の氾濫など甚大な被害が出ました。
　被災された皆様に心からお見舞い申し上げると共に、
一日も早い復興をお祈りします。
　最近では、大陸でしか発生しないような竜巻が市街
地で猛威を振るい、木造住宅を基礎部分だけお残し、
吹き飛ばしました。ゲリラ豪雨は数時間で川を氾濫させ、
瞬く間に町を冠水させます。異常気象が日本列島を襲っ
ています。現在のインフラでは防ぎきれない災害から人
命を守るのは、行政からの早い情報伝達と避難誘導が
重要になっています。
　７月２０日には本年度初めてのアクト、角野小学校の
３年生、４年生にありがとう葉書の贈呈を行いました。
　ありがとう葉書とは、美しい日本の言葉「ありがとう」
をテーマとしたメッセージを生徒の皆さんから、担任の
先生に夏休み中に暑中葉書を差し出してもらい、メッ
セージを受け取った先生からは、生徒に対するありがと
うの気持をメッセージとして返事することで、先生と生

徒の「ありがとう」のキャチボールを行って頂くものです。
　先生と生徒が顔を合わせる機会が少ない夏休みに、
コミュニケーションの手段として使ってもらう一方、普段
口に出しにくい「ありがとう」の気持を文字で表現する
ことにより、青少年の健全育成に繋がると思います。実
際に子供たちに話を聞いてみると、葉書は年賀状を出
すぐらいで、ほとんど書かないという事です。
　今回で５回目となるありがとう葉書は４５０枚用意い
たしました。４年生は２回目の経験になります。　
　５年、６年生になった時に自分のお小遣いで暑中葉
書を購入して、担任の先生に「ありがとう」のメッセー
ジを送る生徒が一人でも多くなるように発展していけれ
ば、意義深いアクティビティになると思います。

ありがとう葉書贈呈式　７月２０日 ( 金 )　角野小学校
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　今期純増３名を目標に頑張ってまいります。
　各委員会で１名の新規会員の推薦をぜひともお願い
致します。現会員並びにスポンサーは新会員をサポー

トし世界最大の奉仕団体の一員である事の重要性と誇
りを認識してもらい立派な会員になって貰うよう努力し
て下さい。

会員会則委員長に就任して　                 会員会則委員長　碓　井　良　和

　７月２０日（金）1 0 : 0 0 から、角野小学校（小
野校長先生）で新居浜ライオンズクラブ恒例の「あ
りがとう葉書」の贈呈式を行ないました。
　当クラブからは、加藤会長、新田幹事、福山第２
副会長と檜垣の４人が参加致しました。
　加藤会長からは「夏休みの出来事や、先生への感
謝などいろいろな事、葉書に書いて送り合って下さ
い。」と優しく、にこやかなコメントを添えて、４５
０枚の葉書をプレゼント致しました。
　受け取った３年生、４年生それぞれの代表の児童
も、「葉書を書くのは慣れてないけど、感謝の気持ち、
ありがとうを書きたい」としっかり答えてくれました。

　傍らで、校長先生がにこやかに見守る中、贈呈式
は無事終了致しました。
　迎える夏休みが、この子達に実りの多い事を願っ
て、学校を後にしました。

ありがとう葉書贈呈式　　　　  青少年委員長　檜　垣　孝　志

運営委員会  委員長就任挨拶 GOLF

　今年度、加藤会長よりライオンテー
マーの大役を仰せつかりました鈴木
です。
　すでに、7 月度第 1・第２例会を
終え次第に緊張が高まってきました。
　テーマの職責は、例会の進行・プ

ロデュース・クラブの財産である備品の管理・会場設
営に至るまで多岐に渡ります。この 1 年間、3 役・テー

ライオン・テーマー就任挨拶　 ライオン・テーマー　鈴　木　雅　志

マ・計画財務委員会等と相談しながら和気あいあいと
した楽しい例会作り、会員相互の親睦と交流が図れる
ような会場設営、創意工夫をしてまいりたいと思いま
す。もちろん欠席も出来なくなりました。
　純出席１００％で例会のスムーズな進行に努め、微
力ではありますがクラブの向上に少しでも尽力していき
たいと思います。皆様のご協力宜しくお願い申し上げ
ます。

テール・ツイスター就任挨拶　  テール・ツイスター　高　橋　　守

　今年度、加藤会長さんからテール・ツ
イスターを任命され引き受けることになり
ました高橋　守です。
　私は新居浜ライオンズクラブへ入会し
て２５年が過ぎ会員皆様には大変お世話
になっており有り難うございます。

　今年も皆様のご指導と応援をいただき、楽しい例会を作
るよう頑張ります。会員必携（手帳）を読まれて知っている
と思いますが　◇ファインについては、会則に基づいて違反

があれば課すことが出来ます。
◇ドネーションについては、皆様の善意で出していただける
ものです。家族の祝い事、スポーツ、旅行、その他趣味等
で気持ちよく出していただければ、味わいと効果があります。
　テール・ツイスターも面白く、愉快に例会を運ぶようにし
なければなりません。楽しい一言をお願い申し上げます。な
お今年も会長さんの目標金額（１８０万）が達成出来るよう
頑張りますので皆様のご協力をお願い申し上げます。
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希望の光を求めてＷＥＳＥＲＶＥ

　本年度、ＰＲ広報ＩＴ委員会の委員
長を仰せつかりました久保田繁拡で
す。
　当委員会の役割と致しましては広
報誌の発行（月刊）、ホームページ
の充実、そして今日の高度情報化社

会の中でのＩＴ関連の促進だと思います。

　当クラブはメンバーの皆さんはご承知だとは思いま
すが、昨年からメンバーによる手作り広報誌をスター
トさせまして一年がたちました。本年も昨年同様に、『手
作り』にこだわり頑張っていきたいと思います。
　また昨年、非常に好評でした広報誌のトップページ
には加藤会長のライオンズ活動に対しての熱い思いを
掲載いたしたいと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＰＲ広報ＩＴ委員長　　久   保   田　繁　拡
委員長を仰せつかりました

 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出席大会委員長　　土　岐　計　一
純出席の向上とメークアップの実現を

 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計画財務委員長　　伊　藤　嘉　秀
委員長をさせていただきます

　今回委員長に指名され今年度会長
目標は純出席８５％以上、メークアッ
プ後９５％以上の出席目標です。
　過去６年間の純出席を調べてみま
した。１８年１５名、１９年１１名、
２０年１５名、２１年１６名、２２年

１５名、２３年１３名、平均 14.14％でした。

　なお、２３年度純出席率 83.4％、メークアップ後
88.7％、メークアップ率 5.3％、今年度はぜひメーク
アップ率向上を目標に、例会の前後それぞれ１３日間
以内に理事会、委員会に出れば出席と見なされます。
その他詳しくはライオンズ必携第５１版の１３７頁をご
覧下さい。会長スローガン、「希望に光を求めてＷｅ 
Ｓｅｒｖｅ」達成には会員皆様のご協力を願っています。

　本年度、計画財務委員長を仰せつ
かりました。
　入会４年目でライオンズのラの字
も理解していない私です。
　当然と言っては失礼に当たります
が、計画財務のケの字も体験していな

い私がさせて頂くことに不安を覚えながらお受けした
次第です。担当理事の白石誠一ライ

オンにもご相談いたしま
したら、「ワシも計画財務初めてよ。」と一笑され、相談

しなければ良かったと思い。
副委員長の古川貴章さんに、「頼むよ」と支えを依頼す
れば、「今年は、僕忙しいので、あまり出れんかも。」　ま
た頼りがいのあるお言葉を頂きました。
希望の光を求めて、絆の有り、無しを確かめる一年にな
りそうです。夜間例会、家族会など楽しい設営が出来る
よう努めてまいります。皆様のご指導と愛をお願い致し
ます。

　新会員の皆様にも委員会に参加し
てもらい新しい意見、アイデアを出し
てもらい、それをクラブに取り入れて
活性化を図りましょう。皆様にご協力
頂きますよう、宜しくお願い致します。
　今回委員長スクールに参加し次の

委員会運営方針が示されました。
★現ガバナーの重点目標として
　①会員の現状維持と純増１名の実現
　②会員一人が一人（友人）を招き、２００％例会出席。
　③リジョンを超えた合同例会を行う。
　の３点を要請されました。
★会員資質の向上
★会員増強とエクステンション

　①クラブの将来を託す若い会員の発掘。
　②女性会員の増強
　③記念事業としてのエクステンションを視野に入れる。
　④エクステンションの新クラブにはパソコンや例会備
　　品購入資金の助成
★会員維持
　①リーダーシップの研修会やメンタリングの研修会
　　の開催
　②例会を楽しくする活動の推進
　③ゾーンやリジョン内で行う親善スポーツ大会に会
　　員家族の参加を企画する。
　④クラブ同好会の活性化等です。
　この方針に沿って皆様にご協力いただいて運営して
いきたいと思いますので宜しくお願い申し上げます。
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　今期保健福祉委員長を指名されま
した近藤です。
　1 年間宜しくお願い申し上げます。
加藤会長のスローガン「希望の光を
求めて We　Serve」の通り献眼登
録をメインアクトに決定されました。

　また、目標 200 名以上と言うことでここ数年は 100
人余りの実績でございます。今迄の献血時の対応では
達成出来そうもありません。Ｌメンバー様２名以上の登
録をお願い申し上げます。
　６月２４日２Ｒ献血・献眼推進セミナー及びクラブ委
員長スクールが開催されました。
　血液センター松坂所長様の報告では県内献血者数
は平成３年の 10 8 , 0 0 0 人をピークに減り続け、２３
年度は 61 , 0 0 0 人（延べ人数）実人数は 38 , 0 0 0
人となり、中でも１０歳代、２０歳代の若年者の献血
者減少が著名です。それは若年人口の減少以上に献
血意識の減退が大きい原因と思われる。献血に最も適
した若年男子の協力が得られれば献血不足はかなり改

善すると考えられるとの説明がありました。
　次に愛媛アイバンク兵藤事務局長様より、献眼の報
告があり県内では毎年８０人～９０人前後の方が角膜
移植手術を受けている。県内の献眼では恒常的に不
足し、県外アイバンクからの融通や「輸入角膜」に依
存している。新たな献眼登録と家族での意思の共有を
お願いしたい。
　又、キャビネットから
　　・４献運動の推進
　　・薬物乱用防止の推進
　　・「禁煙」（ガバナーの重点目標）
　　　の要請がありました。
　平成２５年５月５月１日施工される健康増進法は受
動喫煙を防止するための法律です。
　生活習慣病を予防して健康寿命を延ばすために厚生
労働省の提唱により制定されます。
　愛煙家の皆様宜しくお願い申し上げます。
　この１年目標に向かって前進したいと思います。
皆様の一層のご協力をお願い申し上げます。

 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保健福祉委員長　　近　藤　充　徳
保健福祉委員長に指名されて

録

　今年、委員長を引き受けることに
なりました檜垣です。宜しくご指導、
ご協力の程お願い申し上げます。
　今年の活動は、例年と同様にあり
がとう葉書メッセージ、平和ポスター
募集、中学生英語スピーチコンテス

ト、えひめ学園との交流等々を予定しております。
　これらの活動は長年実施しておりますので、ちょっと
見は形骸化しているように思えますが、中身を見ると
意義深いものがあるように思えます。

　続けさせて頂き、実施して参ります。また、加えて加
藤会長の挨拶にもありましたが、児童虐待ゼロに向け
て、ライオンズクラブとして何か取り組みが出来ないか
検討してまいりたいと考えております。
　青少年委員会は文字通り子供達が相手ですので、子
供達の健全な育成に少しだけでも役立てば良いなと考
えております。
　今年一年、孫のような子供達と頑張ります。
　皆様の応援宜しくお願い致します！

 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青少年委員長　　檜　垣　孝　志
今年一年！

事業委員会  委員長就任挨拶

　また委員会の活動は広報誌の原稿要請、文書の電
子化、イラストレーターでの作成及びホームページの
更新、全体校正、紙折、ファイリング等、また例会、
理事会や各アクティビティに関しての写真撮影と様々
な役割がありますが、本年度の新しい取り組みとして
事務局からの例会、委員会等の案内はメールでの配
信化を薦め、通信費等の事務局経費削減に繋がれば

と思います。
　また会報誌やホームページに加えて、よりタイムリー
にライオンズ活動を Face Book から配信し、情報を
広く、正確に広報をすることにより地域の方のみなら
ず、多くの方にライオンズ活動が周知されると思います。
   今年も一年間メンバーの皆様のご協力、ご指導よろ
しくお願いいたします。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　環境保全委員長　　宇　野　博　文
「ウィ・サーブ」の原点は！！

　加藤会長から環境保全委員長を任

命されました。

　大役を拝命し不安の方が大きいの

ですが、幸い委員会には経験者も多く

皆さんと相談しながら環境保全活動を

頑張っていきたいと思っています。

　Ｌ田村先輩が日々暇を見つけては道路の草取りを

やっている事に頭の下がる想いです。そんな活動に少し

でも近づきたいと思い、自宅の草取り時に自治会の周辺

に少しだけ範囲を広げています。

　年４回計画しています「愛ロード愛リバー」の活動で

周辺の環境が改善されることに加え、この活動を市民の

皆さんに知っていただき一人でも多くの方が社会奉仕

活動に参加していただく意識を持っていただく機会に

なればと幸いと思うところです。

　また昨年会員の皆さまに数多くの植樹にご協力いた

だきましたが、いろんな工夫を凝らし健康に育っていく

応援をしていきたいと思っています。

皆さまのご協力、ご支援を宜しくお願い申し上げます。

　日本で国際大会の開催は３回目と

なった２００２年７月８日～１２日

（平成１４年）大阪ドーム（現京セラ）

に１２名のメンバーとライオネス４名

で参加し、ユニバーサル・ジャパン

でインターナショナルパレードに参加、開会式が盛大

に挙行されたことを思い出しました。

　今回の参加は３３６－Ａ地区より２人目の国際理事候

補者武久一郎ライオンの就任を応援する代議員投票と

インターナショナル・パレードに参加し武久一郎国際

理事の誕生に私達３３６複合地区会員１万５千人が期

待を背負って頂きたいと思い新居浜ＬＣより会長大竹

さん、幹事久保田さん、会計白石さん、岡田さん、檜

垣さん、佐伯さん、ＲＣ田村さん夫妻、山口夫妻、１０

名、新居浜ひうちＬＣの横井さん、田坂さん達１２名

で２２日早朝マイクロバスで高松空港へ、出国手続き

後、アシアナ航空１６５便にてソウル仁川国際空港へ

と出発しました。

　所要時間１時間４０分、国営航空会社とあってサー

ビスも良く天候に恵まれ快適な旅でした。

　ここで少し韓国を紹介します。

　韓国の面積は日本の１／４、人口は 5 , 1 0 0 万人で

ソウルは１３９４年から首都として役割を果たし約６０

０年の歴史を残しつつ最新の文化を創り出していて朝

鮮王朝の宮殿や伝統工芸、先端都市の風景と身近な

文化が共存するのがソウルです。

　韓国と日本との時差はなく、夏時間もありませんが

夜明けも遅く日没も日本と１時間遅くサラリーマンもこ

の時間帯によって官公庁、大手会社等、勤務時間も９

時～１８時のシステムになっています。

　韓国は人口に比例して土地は狭くソウル市内はマン

ションが非常に多く１５階～２０階以上が立ち並び車

社会の感じで狭い道路に乗用車が多く走りタクシーを

含め２０００ＣＣ以上クラスの現地メーカー現代自動車、

外車はベンツ、ＢＭＷ、輸入車はトヨタのレクサス等、

高級車種が走り廻りマナーは余り良くない感じがし、

日本では多い軽自動車クラスはほとんど見かけません

でした。

 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会　計　　山　口   　　泰
第９５回ライオンズクラブ（ 山）国際大会に参加して
２０１２年６月２２日（金）～２４日（日）韓国釜山市

希望の光を求めてＷＥＳＥＲＶＥ
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　仁川空港には１１時２０分無事到着、ＪＴＢ手配の現

地の旅行会社のガイド琴王姫さんの出迎えを受け貸し

切りのマイクロバスに乗りソウル市内を目指し、昼食

後市内観光に向かい大統領官邸府、靑互台に到着、

国賓の接待、大統領の声明発表等、外国からの接待

なども行われます。

　この後南大門市場へ散策フリーマーケットや小売商

店街等があり、街頭で大人用靴下６足をよりどりで

1 , 0 0 0 円（日本円）と安いので買いました。韓国の

通貨は 1 , 0 0 0 ウオンが日本円で７５円で空港でも両

替しましたが韓国では日本紙幣は通用しタクシーも商

店街等でも支払いができ便利でもありました。

　この後、ロッテ免税店に案内され田村夫人、私の家

内と二人でウインドウを覗き、旦那２人は腰掛けで眺

めている。

　この後、宿泊先のグラン・ハイアット・ソウルでチェッ

クインし、夕食は全員で料理店へ直行、カルビとサム

ギョプサルで食事、日本のビールをお願いし小ビンし

か無く、韓国のビールのホイップが違うのでやっぱりア

サヒのドライは美味しかったです。しかし値段が高く、

輸入品ですので日本の３倍でした。

　夕食の後、田村、山口夫婦はガイドさんの勧めで外

国人に人気の公演「ナンタ」を観劇、韓国伝統のサム

ルノリのリズムをテーマにしたノンヴァーパル・パ

フォーマンス。レストランの厨房で起こる出来事をコミ

カルに描かれていました。

　私達以外の若い人はソウル市内のカジノに見学に行

き中には夜明け近くにホテルに帰って来たと翌朝、聞

かされました。

　２日目５時過ぎに起床し、ホテルで朝食後ソウル駅

へ向かい 7 : 3 0 分発 山行きの高速鉄道（ＫＴＸ）に

乗車、最大運行速度３００ｋｍ／ｈと利用情報がありま

すが日本の新幹線と比較すると速度が遅くソウル駅か

ら 山駅までの距離が４４０キロで２時間４０分の運

行時間です。

　車内では朝の出発が早いのか昨晩の帰りが遅いの

か皆さん一斉に眠り込み一番若いＳさんのいびきは

高音、低音と奏でて気持ちよく眠りに入っていました。

山駅１０時４０分に到着したがパレードの会場が分

からず日本のクラブ団体に聞いても要領得ず、やっと

現地のタクシーの運転手により 山港近くのＢＥＸＣ

Ｏ： 山エキシビション・アンド・コンペション・セ

ンターだと判明、大型タクシーに１２名全員乗車すし

詰めで走ること３０分やっと会場に到着しました。

　しかし、全世界より５万人強の参加で日本のパレー

ドは１２時頃出発と聞いていましたが、早く出発して

いたらしく日本のパレード隊を追っかけ走ること４０

分過ぎやっと日本のパレード隊に合流、どの辺に３３

６複合地区が行進しているか分からず日本のメン

バーに隊列に邪魔だと怒鳴られ、大変不愉快な思い

をしつつ何とかパレード貴賓席前で国際会長、国際

理事に武久一郎国際理事候補を手を振ってアピール

する事が出来責任を果たす事が出来ました。

パレード参加後は人、人の波で皆さんにはぐれてはと

追いかけてもう全身に汗いっぱいメンバー全員確認し

てそれぞれのタクシーで 山駅集合に会場を離れ、

１５時３０分発の列車でソウルに戻り、市内の海鮮

料理店で打ち上げをしました。

　いよいよ３日目、前日の 山のパレードの疲れか

ホテルでの朝食に顔を見せない方々もいました。午

前中はフリータイムでゆっくりしているので私達両夫

婦はガイドさんの案内で有名なロッテ免税店に行き目

の保養と親しい人にお土産を買い込み１１時に全員
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希望の光を求めてＷＥＳＥＲＶＥ

第１２４３回　７月第１例会

例　会　報　告

◆物故会員に黙祷
◆会長就任挨拶　加藤久博会長
　この度、会長に就任いたしました。スロー
ガンは、「希望の光を求めてＷｅ Ｓｅｒｖｅ」
です。基本方針は、国際協会が進める献眼を
メインアクトとします。一人でも多くの方に光
を取り戻して欲しい。継続アクトは、すべて行
う予定です。クラブの伝統を引継ぎ、メンバー
の皆様と一緒に、一年間がんばっていきたいと思います。
◆前年度三役への感謝状、並びに記念品の贈呈
大竹前会長・久保田前幹事・白石前会計に感謝状と記念品が贈呈
されました。
◆今年度会計監査委嘱状伝達
武市会計監査委員・増田会計監査委員に監査委嘱状が伝達されま
した。
◆任命状伝達並びに感謝状贈呈
Ｌ小松武道・地区名誉顧
問　Ｌ真木泰彦・地区委
員に任命状が伝達され、
Ｌ田村征夫・前ＲＣに感
謝状が贈呈されました。
◆前年度会計報告並びに
退任挨拶
白石前会計より前年度会計報告の説明がありました。
退任挨拶：認識が甘い会計でしたが、一年間お世話になりました。
◆監査報告
近藤眞会計監査委員より監査報告がありました。
◆会計就任挨拶及び、新年度予算案

山口会計より予算案の説明がありました。
就任挨拶：4回目の会計です。ライオンズは、
指名されたらＮｏと言えません。あまり表に出
ないように会長・幹事の為にがんばっていき
ます。
◆幹事就任挨拶及び幹事報告　新田幹事
　◇審議事項
　・定例会の開催日時の件　
　理事会　第一例会の週の月曜日 18:30 ～
　新居浜商工会館３階
　委員長会　理事会と同時開催
　第一例会　第２水曜日 12:15 ～ 13:30　
　　　　　　ユアーズ
　第二例会　第４水曜日12:15 ～ 13:30　ユアーズ
　・取引銀行の件　愛媛銀行新居浜東支店とします。
　・事務局員雇用の件
　　白石康代さんをH24年 7/1 ～ H25 年 6/30まで雇用します。
　　給料支払日、雇用通知書に従い、月末締め、翌１０日支給と
　　する。
　・前年度決算報告と監査について
　・本年度予算について
　・会費等納入時期について年４回、徴収させていただきます。
　　（７月、１０月、１月、４月）
　・ 各種支払いについて　　月末締め翌月５日払いとします。
　・ 前年度三役への感謝状、記念品贈呈
　・ 会計監査委員への委嘱の件
　・ クラブ発行領収書等会計以外の連署人決定の件
　　規約通り連署人は幹事といたします。

集合してソウル市内の韓国料理「プルコギ」（日本の

焼き肉）を舌鼓しアサヒドライと焼酎で乾杯し韓国での

最後の祝宴をあげました。

　この飲み代は昨晩もカジノで、利益を得たという白

石誠一さんが支払ってくれ、感謝、感謝、で仁川空

港へ出国手続きしアシアナ航空１６６便で高松空港へ

到着、迎えのマイクロバスで無事新居浜に帰宅しました。

７月１１日（水）１２：１５～　ユアーズ
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第１２４４回　７月第２例会

　・ 委員会費の件　
　　委員会内の親睦を図り、奉仕活動の原動力としてください。　
　　　3,000 円／一人
　・ 例会時の服装について　クールビズ導入を推奨いたします。
　　7,8,9 月および翌年 6月の上着なし、ノーネクタイＯＫ。但し、
　　バッチ着用。
　・ 例会中は禁煙とします。
　・５０周年記念事業特別委員会の任命について。（別紙）
　・理事・委員長会へのオブザーバー参加について。
　・平和ポスター予算について　　　　　　　　50,000 円
　・ありがとうはがき予算について　　　　　　  50,000 円
　・愛リバー・愛ロード予算について7月２９日（日）20,000 円
　・献血・献眼予算について　　　　8月5日（日） 150,000 円
　・愛媛アイバンク賛助会費について　　　　　20,000 円
　・新居浜ユネスコ協会賛助会費について　　   10,000 円
　・「ダメ。ゼッタイ」国連支援募金運動への協力について5,000 円
　・新居浜ユネスコ寄席チケット購入について　
　　16,000 円（800 円×20枚）
　・2012 年度～ 2013 年度冬期 YE派遣生・受入希望について
　　期間 12/10 ～ 1/10 頃　派遣・受入予定国　イタリア・クロ
　　アチア・スロベニア・マレーシア・ペルー ( 派遣のみ )
　・委員会開催日の変更について　
　　出席大会委員会　７月２７日（金）→３０日（月）
　◇報告事項
　１．新居浜市環境美化推進協議会総会　
　　　６月２９日（金）14:00 ～　新居浜市　出席者　加藤会長
　２．第２３回英語スピーチコンテスト打合せ会
　　　７月２日（月）15:00 ～
　　　出席者　会長、幹事、青少年委員長
　３．第１期会費の引き落しについて７月１７日（火）43,000 円
◆幹事就任挨拶：一年間よろしくお願いします。会長とは、同級生
であり、ライオンズ入会月も同じです。

◆委員長就任挨拶並びに委員会報告
会員会則委員会　碓井委員長：会員純増 3名を目指します。
出席大会委員会　土岐計委員長
　純出席 85%・メークアップ後 95%を目指します。
計画財務委員会　伊藤委員長
　楽しい例会作りに努めてまいります。
ＰＲ広報ＩＴ委員会　久保田委員長
　手作りの広報誌を作成します。
青少年委員会　檜垣委員長
　委員会所属３年目です。児童虐待にも取り組みたい。

保健福祉委員会　近藤充委員長
　献眼がメインアクト、４献・禁煙・薬物乱用に取り組みます。
環境保全委員会　宇野委員長
　7月29日に愛リバー・愛ロードを行います。
◆会長承認
すべて承認されました。
◆出席報告　土岐計委員長
　会員数５４名、出席５０名、欠席４名、出席率 92 . 6％
◆テールツイスタータイム　高橋守テール・ツイスター
　今年も後ろから皆さんを見させていただきます。宜しくお願いし
　ます。　ドネーション　￥115,000
◆ライオンズローア　加藤会長

◆会長挨拶　加藤久博会長
　梅雨明けから、毎日、暑い日が続いています。熱中症、水の事故が、
起こっています。気を付けてください。ありがとう葉書の贈呈を角野
小学校で行いました。愛媛新聞に記事が掲載されています。1 回目
のアクティビティが無事に終了しました。本日、国際大会の卓話が
あります。愛リバー・愛ロード、献血と２週連続で事業があります。
　今年は、２００名の献眼登録を目標に行います。ご家族、社員さ
んにもお声掛けを、宜しくお願いします。
◆卓話　Ｌ田村征夫
「国際大会に参加して」写真を基に解
説をして頂きました。
◆幹事報告　新田久司幹事
　◇審議事項　なし
　◇報告事項
　１．ありがとう葉書贈呈式　７月２０日（金）角野小学校
　　　出席者　会長、幹事、青少年委員長、第２副会長
　２．愛リバー・愛ロード奉仕作業（市民一斉清掃）
　　　７月２９日（日）7:00 ～　商工会館集合
　３．第１回２Ｒ－リジョン会議　
　　　７月２９日（日）10:00 ～　西条国際ホテル
　　　出席者　小松地区名誉顧問、真木地区委員
　４．第１回献血・献眼登録　
　　　８月５日（日）10:00 ～　イオンモール駐車場
　５．第５１回東洋東南アジアライオンズフォーラム（福岡）につ
　　　いて　開催期間　１１月８日（木）～１１日（日）
　　　第一次〆切　９月１０日（月）／最終〆切１０月１０日（水）

◆委員会報告
　・青少年委員会　
　　檜垣孝志委員長　ありがとう葉書の贈呈式に行ってきました。
　　愛媛新聞とＣＡＴＶに出ています。
　・保健福祉委員会　
　　近藤充徳委員長　８月５日
　　献血・献眼、４献運動を行いま
　　す。献眼登録の申込書をお持ち
　　帰りください。
　・環境保全委員会　
　　土岐敏勝副委員長　
　　７月２９日（日）7:00 ～
　　愛リバー・愛ロード（市民一斉
　　清掃）を行います。
◆メンバーシップキー表彰
　　Ｌ碓井良和が受賞されました。
◆出席報告　土岐計一委員長
　会員数５４名、出席４７名、
　欠席７名、出席率 87.04％
◆テールツイスタータイム　
　高橋守テールツイスター
　　ドネーション　￥97,000
◆ライオンズローア　
　第一副会長　真鍋憲夫

７月２５日 ( 水 )   １２：１５～    ユアーズ　 
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・理事・委員長会及び例会
 理事･委員長会  ８月　６日 (月 )１８：３０～ 商工会館3F
　第１例会　　　　 　８月　８日 (水 )１２：１５～  　ユアーズ　
 第２例会（夜間例会） ８月２２日 (水 )１８：００～  　ユアーズ

・委員会
 会員会則委員会  ８月　１日 (水 )１８：３０～ 事務局
 計画財務委員会  ８月　２日 (木 )１８：３０～ 事務局
 環境保全委員会　  ８月　７日 (火 )１８：３０～ 事務局
 保健福祉委員会　  ８月　９日 (木 )１８：３０～ 事務局
 青少年委員会　  ８月１０日 (金 )１８：３０～ 事務局
 PR広報 IT委員会  ８月２３日 (木 )１８：３０～ 事務局
 出席大会委員会  ８月２４日 (金 )１８：３０～ 事務局

・クラブ行事予定
　８月　５日（日）　第 1回献血・献眼登録奉仕活動　
　　　　　　　　　　10 : 0 0 ～　イオン駐車場
　８月　８日（水）　第1例会　　　　 例会訪問（２ＲＣ）
　８月２２日（水）　第２例会（夜間）　例会訪問（１Ｚ地区役員）
・部会・同好会
　ゴルフ部会　　８月　５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　８月　８日（水）　春香園　　　　       岡田  賢治
　くらげの会　　奇数月の予定　　　　　　　  　　   宇野  博文
　スポーツ部会　８月１０日・２４日19:30～川東中   　

福山  　宏　　　　　　　　８月２９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

行　事　予　定

MMARRIAGARRIAGE＆BIRTHDAYIRTHDAY
・８ 月   誕    生    日　
　岡田賢治、神野雄太、田村征夫

新 居 浜
新居浜中央
新居浜別子
新居浜ひうち

計

54 89.7 94.4      50　名 ％ ％ Ｈ 円76,690
38
32
29

80.3
84.4
63.8

82.9
97.0
69.0

 69
 59
              16          

39,253
37,507

0
153,450       153 79.5 85.8    　　　194

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 (７月分 )

・８月２６日（日）　地区ガバナー公式訪問
  　　　　　　　　 ９：００～　ホテルグランフォーレ（四国中央市）
　　　　　　　　　　

ゾーン地区国際協会の動き

理事・委員長会報告
７月９日（月）　商工会館３Ｆ

希望の光を求めてＷＥＳＥＲＶＥ

　L 新田幹事の司会で今期初めての理事、委員長会が開催されま

した。

■加藤会長から挨拶「会長方針＜希望の光を求めて We Serve＞

をスローガンに掲げ今期はそのなかでも特に献眼登録などに力を注

ぎたい」と会長基本方針を説明しました。

■審議事項は２６項目ありました。全て承認されました。

詳細は事務局に保管しています「理事・委員長会議事録」に保管

しています。閲覧下さい。

④前年度決算報告と監査では、第５２期の会計収支決算書の詳細

　が前会計Ｌ白石より説明されました。会計監査Ｌ近藤眞而より適

　正に作成されている旨の報告がありました。

⑤新年度予算について、会計Ｌ山口泰より説明がありました。前期

　繰越金、今期会員数５７名（54名＋3名）で予算を組んだ。新しく、

　科目 (27) 第５１回OSEALフォーラム福岡参加費を計上した。　

⑭５０周年記念事業特別委員会の設置

■委員会報告

・会員会則委員会：L 塩見、会員純増 3 名、JC などの関係者に積

　極的にアプローチ。各委員会に1名の推薦をお願いする。

・出席大会委員会：Ｌ土岐計一、純出席８５％以上、メークアップ

　後９５％以上の出席を目標にします。他のクラブとの合同例会な

　ど出席率向上に努めます。

・計画財務委員会：Ｌ白石、魅力ある例会づくり、夜間例会、家族会、

　一日旅行など家族間の交流など楽しい例会を目指します。

・ＰＲ広報ＩＴ委員会：Ｌ久保田、今期も会報誌をクラブ内で製作し

　ます。ＨＰやＦＢなどの交流サイトを利用して活動を発進していき

　ます。

・青少年委員会：Ｌ檜垣、継続してきた事業を今期も取り組みます。

　ありがとうハガキ、平和ポスター、英語スピーチコンテスト、えひ

　め学園との交流など。

・保健福祉委員会：Ｌ近藤充徳、献眼登録をメインアクトとして取り

　組みます。四献運動、薬物乱用防止運動、禁煙に取り組みます。

・環境保全委員会：Ｌ宇野、前期の植樹の維持管理の取り組み、　

　継続事業として７月の市民一斉清掃、年三回の愛リバー、愛ロー

　ドに取り組みます。

加藤会長から、今期は「ライオンズローア」を復活させたいと提案

がありました。賛否たのしい意見交換となりました。今期はこの提

案が採用され復活することとなりました。

GOLFGOLF ７月８日(日)　　新居浜ＣＣ　
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◇◇◇◇ ７月 第 1例会 ◇◇◇◇
加藤　久博　本年度会長に就任しました。メンバーの皆様ご指導ご 撻、
　　　　　　宜しくお願い申し上げます。
新田　久司　本年度、加藤会長より幹事を仰せつかりました。一年間息切
　　　　　　れしないように頑張りますのでどうぞ宜しくお願い致します。
山口　　泰　会計就任しました。会員の皆様のご協力をお願い致します。
　　　　　　今日１１年ぶりに新車購入しました。トヨタのハイブリッド
　　　　　　カープリウスαSで低燃費で乗り心地がいいです。
白石　誠一　前年度決算有難うございます。７月度ゴルフ部会優勝しました。
塩見　秀晴　梅雨明けしたのかなと一瞬感じたのですが、梅雨明けしてな
　　　　　　かった。梅雨明けが待ちどおしくて－ドネーション！
真鍋　憲夫　加藤丸の船出を祝して！お体に気をつけられ頑張って下さい
　　　　　　ませ。応援させていただきます。
重橋　良照　今週、9 日の月曜日リーガロイヤルホテルにて当行の経営説
　　　　　　明会がありました。ご出席いただいた方有難うございました。
　　　　　　本日新頭取の下、「最初に相談される銀行」目指して努力し
　　　　　　ます。
武市　欣也　新しい年度のスタートに際し会員諸氏一体となって会長を補
　　　　　　佐しましょう。本年度の出席率目標は高いので万難を排して
　　　　　　出席を心がけましょう。
小松　武道　加藤久博会長就任に敬意を表しご活躍を　
東田　　実　２リジョンＰＲ委員の真木さん、加藤会長、役員、委員長の
　　　　　　皆さん一年間宜しく。
岡田　賢治　加藤丸の出航を祝して。頑張って下さい。
田村　征夫　本年は保健福祉近藤委員長と共に頑張って参ります。ご協力
　　　　　　の程宜しく！！
伊藤　嘉秀　計画財務委員長を仰せつかりました。楽しい例会づくりに努
　　　　　　めたいと思います。一年間宜しくお願い致します。
近藤　充徳　今期メインアクト献眼登録、ご協力お願いします。
神野　雄太　ライオンズ月例ゴルフ取切戦、優勝しました。メンバー、ハ
　　　　　　ンディ、天候に恵まれました。おまけにベスグロ賞（部会長
　　　　　　手作り焼酎の湯割り）いただきました。
藤縄　洲二　７月ゴルフで２位になりました。誠ちゃんに一打差で負けま
　　　　　　して残念！！
村上　博昭　指導している、新居浜スワローズ、今月末に行われる夏の全
　　　　　　国選手権に２年振りに出場します。また、加藤会長以下役員
　　　　　　の方々一年間宜しくお願い致します。
石川　　稔　７月１３日から夏の高校野球が始まります。球児の活躍を祈
　　　　　　念します。
檜垣　孝志　毎日、雨で嫌ですネ。早く梅雨が開ければいいですネ。
宇野　博文　新しい年度となり気持ちも新たにライオンズの活動に頑張り
　　　　　　たいと思います。
古川　貴章　今年度も宜しくお願いします。
近藤　盛文　今期も楽しくお願いします。役員の皆様ガンバって！！
田川　　隆　加藤丸の船出を祝して、新風を吹き込み意識改革とグレード
　　　　　　アップを期待申し上げます。
妹尾　光章　加藤久博会長、新田幹事、山口会計のご検討を祈ります。頑
　　　　　　張って下さい。
久保田繁拡　「希望の光を求めてＷｅ Ｓｅｒｖｅ」加藤新会長本年度一年間    
　　　　　　宜しくお願い致します。
鈴木　雅志　先日の亡き父のご葬儀にはたくさんのメンバーに方々にご会
　　　　　　葬賜り本当に有難うございました。又、孫が一人増えました。
　　　　　　ちなみに名前は詞（うた）と申します。
林　　幸央　加藤会長ガンバレ！
真木　泰彦　加藤丸一年間ガンバレ！
大竹　崇夫　加藤丸の船出を心より祝福致します。
福山　　宏　加藤会長、頑張って下さい。勉強させていただきます。
宇賀　　潔　加藤会長さん役員の皆さん一年間元気で頑張って下さい。
矢野　和男　新年度加藤丸の船出を祝福して！みんなで協力して頑張りま
　　　　　　しょう。
佐伯　澄男　加藤丸の船出に敬意を表します。
有富　正治　加藤船団の船出を祝して！
土岐　計一　新会長、幹事、船出をお喜び申し上げます。　
碓井　良和　加藤丸の出航を祝して
土岐　敏勝　加藤丸船出、おめでとうございます。
高橋　在錫　加藤丸の船出を祝して！
　・・・　加藤会長、新田幹事、山口会計一年間頑張って下さい　・・・
近藤眞而／佐々木徹夫／大石隆憲／村上順一郎／山下邦俊

新
居
浜
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
会
報
誌
　
創
刊
１９
６
４
年
１２
月
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◇◇◇◇ ７月 第２例会   ◇◇◇◇
加藤　久博　毎日暑い日が続いています。メンバーの皆様お体ご自愛下さ
　　　　　　い。Ｌ田村さん国際大会報告有難うございます。
田村　征夫　第９５回国際大会へ参加。おかげ様で卓話をやらせて頂きま
　　　　　　した。全員無事に帰ってきました。
妹尾　光章　暑い毎日ですね！互いに頑張りましょう。
佐伯　澄男　卓話に感謝！！
新田　久司　田村さんの卓話に感謝して。
岡田　賢治　暑い折です。熱中症に気をつけましょう。田村さんの卓話に
　　　　　　感謝！
田川　　隆　暑い日が続きますが、身体に気をつけてがんばりましょう。
有富　正治　今、スポーツ花盛りです。朝は大リーグ、日中は高校野球、
　　　　　　夜はプロ野球、夜中はオリンピック。本当に眠る暇がありま
　　　　　　せん。暑い毎日ですが、さらに暑くなりそうです。お体に気
　　　　　　をつけて下さい。
大竹　崇夫　暑い中ですが熱中症に気をつけて下さい。
高橋　　守　暑中お見舞い申し上げます。
久保田繁拡　豪快に食べて、飲まれた田村さん！本日の卓話に感謝です。
近藤　充徳　8/5 献血・献眼登録運動にご協力お願いします。　
伊藤　嘉秀　世界大会へ行かれた皆さんご報告有難うございました。私も
　　　　　　いつかは行けるようにがんばります。
石川　　稔　毎日暑い日が続きます。体調管理には気をつけましょう。
村上　博昭　毎日暑い日が続いています。体調に十分気をつけましょう。
　　　　　　27 日よりヤングリーグの全国大会へ行ってきます。
鈴木　雅志　電撃移籍ヤンキースのイチロー（38 才）がんばって貰いた
　　　　　　いです。会長三役も頑張って下さい。
山口　　泰　岡山の孫、小学生 5年生を 3週間預かりフジの水泳教室で特
　　　　　　訓します。今年で 6年続いています。
藤縄　洲二　孫一家が北海道に転勤になります。なかなか会えなくなり残
　　　　　　念です。
檜垣　孝志　いよいよ London オリンピックが始まりますネ。日本国の健
　　　　　　闘を願わずにはおられません。日本、日本、日本頑張れ！！
塩見　秀晴　暑い日はプールか種子川の自然プールに行って涼むとしますか。
真鍋　憲夫　暑中お見舞い申し上げます。どうぞお体ご自愛下さい。ロン
　　　　　　ドンオリンピックでの日本選手の活躍を祈ります。
重橋　良照　夏ですから、毎日暑いです。ついついクーラーをつけっぱなし
　　　　　　  で眠ってしまい体調が悪いです。体調管理を徹底したいです。
宇賀　　潔　毎日暑い日が続いていますが、身体に気をつけて下さい。
村上順一郎　毎日暑いですね。皆さん水分補給を忘れずに。
石川　敏則　7月 13 日の母の葬儀に際し過分なるご配慮有難うございま
　　　　　　した。
高橋　在錫　毎日暑いですね。熱中症に気をつけましょう。
近藤　盛文　暑いですが、元気に頑張りましょう。
草田　和子　暑さに負けず、頑張りましょう。
矢野　和男　卓話に感謝して。
・・・田村さんの卓話「世界大会参加報告」有難うございました・・・
白石誠一／碓井良和／真木泰彦／林　幸央／山下邦俊／福山　宏／
佐々木徹夫
神野　雄太　早退します。

８

高橋　　守　テールツイスターを一年間おおせつかりました。ドネーショ
　　　　　　ンのご協力をお願い致します。

　梅雨も明け毎日暑い日が続きますね～　最高気温が 25℃以上
の日を " 夏日 " 30℃以上の日を " 真夏日 " 35℃以上の日を " 猛
暑日 " ということになっているそうです。皆さんも体調には十分お
気をつけて下さい。話は変わりますが、今月号は恒例の加藤会長
のトップページをはじめ、各委員長さんの本年度方針等を中心に
広報誌を作成しました。また最終ページにはドネーションのトピッ
クスがあります。その中で記事の中でオレンジ色での紹介があり
ます。皆さんお気付きですか？？おもに、おめでとう～や良かった
ですね～とか、羨ましいな～などの喜ばしいことにオレンジ色で
インパクトをつけてます。メンバーの皆さん、年間通じて１、２回
いや２、３回いやいやいや何度もオレンジで登場してくださいね！！


