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Month l y    Bu l l e t i n

Lions Club

　だんだんと涼しくなりました。１０月
に入り秋本番です。
　秋は食欲の秋、読書の秋と言われて
います。私も寝る前に本を読んでいま
す。３０分もすれば睡魔に襲われ寝て
しまいます。睡眠薬代わりになります。
　翌日同じ本を読んでいるのに、あら

すじが思い出せません。もう一度読み返して、なかなか前
に進めません、自分のペースで物語を読んでいくのは楽
で楽しいものです。
　さて本年度の長谷川ガバナーが最も力を入れているの
が、２００パーセント例会の開催です。聞き始めは意味が
分りませんでした。会員が、一人、会員以外の人を例会に
連れてくる例会を、２００パーセント例会とすると言うもの
です。目的としては会員増強です。会員数日本一の準地
区を目指しておられます。
　新居浜ライオンズクラブの規約、新会員の手続内規第
４条には、理事会の承認を得た後、例会に報告しすみや
かに入会の招請を行う、と有ります。入会は入会候補者の
意志を確認する前に、会員会則委員会、理事会で、入会
に適した人物か判断をして、適格であると認められて初
めて招請に入るという、厳格な決まりがあります。
　長谷川ガバナーは、８月２６日に開催されたガバナー
公式訪問で、入会はあくまで、招請のみで行うと明確に発
言されました。それでは２００パーセント例会の意義を今
一度考えれば、入会する可能性が少しでもある人に例会
に出席頂き、ライオンズクラブの活動や例会の雰囲気を
肌で感じていただき、興味を持って頂くに留めなくてはな

らないと思います。
　あまり偉そうなことを書くと、キャビネットからお叱りを
受けるかも知れませんので、ここでライオンズ必携にある
ライオンズクラブ国際協会の目的を確認したいと思いま
す。
１．世界の人びとの間に相互理解の精神をつちかい発展
　　させる。
２．よい施設とよい公民の原則を高揚する。
３．地域社会の生活、文化、福祉および公徳心の向上に
　　積極的関心を示す。
４．友情、親善、相互理解のきずなによってクラブ間の融
　　和をはかる。
５．一般に関心のあるすべての問題を自由に討論できる
　　場を設ける。ただし、政党、宗派の問題をクラブ会員
　　は討論してはならない。
６．奉仕の心を持つ人びとが個人の経済的報酬なしに社
　　会に奉仕するようはげまし、また、商業、工業、専門職
　　業、公共事業および個人事業の能率化をはかり、道
　　徳的水準をさらに高める。
以上６項目が明記されています。この目的を達成するた
めに、世界各地で活動する 46,318クラブがあります。
　本年度ウェイン･Ａ･マデン国際会長は「奉仕の世界」
をテーマに、私達の共通する価値観「われわれは奉仕す
る」です。
　自分たちの地域において、この目的を見失わないよう
に、会員が一致して奉仕を実践して行き、地域で社会的
な評価を得ることにより、新居浜ライオンズクラブの発展
に繋げていきたいと思います。
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　高知キャビネット長谷川憲男ガバ
ナー「心ひとつ」相手の立場でＷｅ 
　Ｓｅｒｖｅのガバナースローガンで
２Ｒ、１８クラブ一斉の全体会議が開
催されました。
　ガバナーの公式訪問は各クラブ訪

問が規約となっていますが従来ゾーン単位で訪問と
なっています。
　リジョン訪問ですと３３６－Ａ地区は９リジョンで公式
訪問ですみますが、会議の内容やクラブ運営や奉仕活
動に積極的に参加していただく事項等、ガバナーのメッ
セージが参加クラブの役員に浸透出来るか、時間的制
約もあり質疑応答等出来ないと思われます。
　出席者は地区ガバナー、キャビネット幹事、会計、
第１副、第２副地区ガバナー、２Ｒ出身元地区ガバナー
宇高昭造、小松武道、高岡祐三、２Ｒ－ＲＣ、２Ｒ－１Ｚ、
２Ｚ、３Ｚ、４Ｚ、ＺＣ、地区委員長、地区委員、クラ
ブ３役、第１副会長、会員会則委員長、等１２０名参
加で会議が始まりました。
　最初に長谷川地区ガバナーの運営基本方針９項目
について紹介致します。

１）会員増強

　　会員の増強と維持はあらゆる手段、方法を尽くす。
　　例えば一つの方法として友人、知人を招いての２００％
　　例会を実施、リジョンを超えての合同例会の実施

２）東日本大震災復興奉仕活動

　　奉仕活動での支援金ばかりでなく、物や人的援助
　　等、　色々のアイデアを出し工夫して実行しよう。

３）ＰＲについて

　　会報を発行している地区内のクラブは、より地域

　　に根ざした記事を掲載し、多くの地域住民の方に
　　読んでいただき、ホームページを開設しているク
　　ラブは更にインターネットを活用してＰＲして頂き
　　たい。

４）青少年活動

　　児童虐待ゼロに向けて親が子を虐める等、児童虐
　　待の増加について発生がゼロになるように手助け
　　出来ないかクラブで具体的に検討して頂きたい。
　　平和ポスターコンテストは、次代を担う青少年達
　　が真剣に考える有意義なコンテストです。全クラ
　　ブの取り組み参加を要望します。

５）保健福祉について

　　今期はタバコの害を更に訴え「禁煙」運動を推進し、
　　献血、献眼を始めとする四献運動を更に推進しよう。

６）環境保全について

　　前期国際会長の提案により多くのクラブの植樹を
　　実施された。この維持、管理に特に注意し放置さ
　　れることのないように取り組んで頂きたい。

７）ＹＥ事業について

　　「世界の人々と交流し相互理解を図る」有意義な
　　事業です。出来る限り多くの青少年を派遣し、受
　　け入れて頂きたい。

８）ガバナー公式訪問

　　今年度はリジョン単位で行い、活動方針について
　　委員長自ら各クラブに語って頂き限られた時間の
　　中で活動状況、要望事項等、出来る限り多く聴け
　　るように進行していきます。

９）周年行事・記念式典

　　５０周年・２５周年を迎えられるクラブ、その他の
　　節目を迎えられるクラブの記念式典に出来る限り

 

　平成２４年　８月２６日（日）　於ホテルグランフォーレ　　　　　　　会　計　　山   口   　泰

３３６－Ａ地区  地区ガバナー２Ｒ公式訪問を迎えて
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　　出席しお祝いを申し上げ、共に慶び合いたいと思
　　います。
　以上の運営基本方針を示され、唯一度の人生であり、
ライオンズクラブの要職であります。絶え間ない努力を
積み重ねたいと思い皆様方のご支援とご厚情を心より
お願い申し上げます。
　次に第１副地区ガバナー松前龍宗よりＧＭＴとＧＬＴ
（女性会員フォーラム・支部創り）の説明がありました。
　２０1１年度からこれまでの協会の成長を担ってきたＭ
ＥＲＬ（メンバーシップ・エクステーション・リテンショ
ン・リーダーシップ）プログラムが発展的に解消され、
新たにグローバル会員増強チーム（ＧＭＴ）とグロー
バル指導力育成チーム（ＧＬＴ）の２チームでクラブ
の活性化と強化を目指す新体制がスタートしました。

・主たる目的

　ＧＭＴ　①ライオニズムの高揚　②新会員獲得
　　　　　新クラブ結成　③会員維持、退会防止
　ＧＬＴ　①ライオニズムの高揚　②リーダーの発掘  
　　　　　養成　③リーダーシップ研修、その他

・クラブでの取組

　ＧＭＴ及びＧＬＴの地区チームからは、クラブ活性
化の助けとなる様々な情報やツールが提供される。
　しかし会員を維持し増やすのも、リーダーとなる人
材に機会を与え経験を積ませ、クラブのやる気があっ
てこそ成し遂げられるものである。
　ＧＭＴでは、クラブサクセスを実施するためにディス
カッションを主体にしたワークショップの開催を勧めて
いる。

　クラブ内の指導力育成にはメンター・プログラムが
有効でそうしたツールを積極的に取り入れ、活用し、
クラブの活性化につなげる。
　つづいて３３６－Ａ地区ライオンズクラブ・ブランチ
フォーラムｉｎ高松フォーラム９月１４・１５日の案内
がありブランチ（支部）、フォーラム交流等の説明があ
りこれからの地区推進に向けていきたいとの事です。
　最後にキャビネット幹事濱田利男より今年７月より
ＭＪＦ献金は基本５分野いずれかひとつを指定の上、
これら以外の用途指定は出来なくなりました。
　①最もニーズの高い分野　②災害　③視力　
　④青少年　⑤人道です
詳しい内容は各クラブに通知しています。
　以上３時間を超える会議が終了。
各ゾーン単位でガバナー中心に記念撮影し散会しまし
た。疲れました。　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　            　第二副会長　　福   山   　宏
 「あ り が と う ハ ガ キ 贈 呈 」

　ありがとうハガキとは暑中葉書を利用して先生と生徒
の心の交流をしていただくという趣旨で小学３年生と
４年生を対象に暑中葉書をプレゼントします。
　夏休みに生徒は先生へ、先生は生徒へ「ありがとう」
という言葉をキーワードに手紙のやりとりをしていただ
き普段言葉では伝えにくい感謝の気持ちを手紙で交わ
していただきます。
　今年度も角野小学校の３年生と４年生の生徒さん
２２０名用に２２０枚、先生から生徒さんへの返信
用に２２０枚で合計４４０枚プラス予備で１０枚
の合計４５０枚の暑中はがきをプレゼントしまし
た。
　終業式の日の７月２０日に校長室にて会長、幹
事、青少年委員会委員長より生徒さんへの授与式
を行い愛媛新聞やケーブルテレビも取材に来て
いただき盛大に行えたことと思います。

　夏休みが終わり校長先生に何点かクラブへの提出を
お願いしておいたところ２学年８クラスの８枚の生徒
さんから先生に送った暑中葉書を校長先生自らお持ち
いただきました。
　夏休みの楽しい出来事を一生懸命に絵と言葉にして
書かれた葉書を拝見させていただき心と心のキャッチ
ボールが出来てる様子で嬉しく思いました。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     ＰＲ広報ＩＴ委員長　久 保 田  繁 拡
 交 通 茶 屋 に 参 加

９月１２日（水）１２：１５～　ユアーズ第１２４７回　９月第１例会

例　会　報　告

◆会長挨拶　加藤久博会長
　本日は、故増田英夫さんの奥様とご長男増田忍様にお越しいただ
いております。本日の例会は、増田さんを追悼する例会にしたいと思
います。10月24日のつれづれの会で病気の話を聞きました。手術以
外の先進医療を受ける為に東方西走されたと通夜の席で奥様よりお
話がありました。闘病中も新居浜LCのことを気に掛け、例会に出席し
たいと言っておられたそうです。本日は、元地区ガバナー小松武道さ
んと元キャビネット幹事武市欣也さんに追悼の言葉を頂きます。また
、本日の審議事項にございます増田英夫基金を創設させていただき
たいと思います。ご葬儀の翌日、奥様と増田忍様お二人で、私の自宅
に訪問いただき、主人からの申し付けですと100万円をお礼としてお
預けいただきました。基金として、今後の事業に有効に使わせていた
だきます。本日も宜しくお願いします。
◆増田英夫様奥様挨拶　
　皆様、この度は、葬儀にたくさんの方にご参列いただきまして、あり
がとうございました。主人は、ライオンズクラブに40年いましたが、最
初は、時間に苦労をしておりましたが、晩年は、ライオンズが楽しみに

なっていました。小松さん、武市さん、岡田さんと国際大会に夫婦で
参加した際には、大変お世話になりました。四国各地を回りライオン
ズを楽しんでいました。久留米、鹿児島、兵庫に治療に行きましたが、
最後は、自宅療養をしていました。今日で葬儀が終わって35日になり
ます。1000ドル献金をあと２回します。ありがとうございました。

　秋の交通安全運動に伴い、９月２１日（金）に平形

橋東詰で行われました交通安全運動『人の輪作戦』

に加藤会長はじめＬ山口さん、Ｌ武市さん、Ｌ真木さ

んと久保田で参加しました。

　今回は新居浜市交通安全推進協議会、新居浜交通

安全協会、新居浜安全運転管理者協議会の合同で人

の輪作戦を開催し、市内の関係団体が一丸となり交

通安全を呼びかけました。
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第１２４８回　９月第２例会 ９月２６日 ( 水 )   １２：１５～    ユアーズ　 

◆増田忍様挨拶
　父が生前、お世話になりました。ライオンズの活動は、すばらしいと
思いました。痛みを感じず、家族みんなで見送ることができました。あ
りがとうございました。
◆追悼の言葉　元地区ガバナー小松武道
　増田さんとは、2000年に地区ガバナーにな
った時からの付き合いです。当時、高松にキャビ
ネット事務局を置いていた。国際大会、東洋東
南アジアフォーラムに、ご夫妻で参加されたこ
とを、懐かしく思います。永遠の眠りにつかれる
ことをお祈りします。
◆追悼の言葉　元キャビネット幹事武市欣也
　ライオンズ入会前からの付き合いです。懇親
会では、いつも、なみなみとお酒を注いでくれ
た。公式訪問、キャビネット会議等、各地を訪問
しました。あの世へ行っても幸せあれ。
◆幹事報告　新田久司幹事
　◇審議事項
　１．増田英夫基金について
　２．新居浜中央LC結成35周年記念事業後援について
　３．第１回献血・献眼決算報告について
　４．８月第二夜間例会決算報告について
　５．英語スピーチコンテスト予算案について　９月２７日（木）
　６．２Ｒ親善ゴルフ大会登録料について
 　　協賛金3,000円  登録料32,000円（2,000×16人）
　７．事務局員傷害保険継続について　　13,060円
　◇報告事項
　１．ガバナー公式訪問　
　　８月２６日（日）  9:00～　ホテルグランフォーレ（四国中央市）
　　出席者  小松地区名誉顧問、真木地区委員、会長、副幹事、会計

　　真鍋第一副会長、碓井会員理事
　２．第１回ゾーンレベル会員委員会･地区ガバナー諮問委員会
　　９月８日(土)  13：30～  ウェディングパレスふじ
　　出席者　小松地区名誉顧問、真木地区委員、三役、碓井会員理
　　　　　　事
　３．第２３回英語スピーチコンテスト　
　　９月２７日（木）14:00～　市民文化センター中ホール
　４．第51回OSEAL 東洋･東南アジア･ライオンズ・
　　フォーラム（福岡）について　11月８日（木）～11日（日）　
　　※11月９日（金）～10日（土）参加予定。　参加締切１２日（木）
　５．人の輪作戦(全国交通安全運動）
　　９月２１日(金)10時30分～11時30分　平形橋東詰
◆委員会報告
　計画財務委員会　伊藤嘉秀委員長　
　　８月第二夜間例会決算報告
　ＰＲ広報ＩＴ委員会　久保田繁拡委員長　
　　９月広報誌内容説明
　青少年委員会　檜垣孝志委員長　
　　英語スピーチコンテスト予算説明
　保健福祉委員会　近藤充徳委員長　
　　第１回献血献眼決算報告
◆会長承認　加藤久博会長
　　すべて承認されました。
◆出席報告　土岐計一委員長
　　会員数 ５３名、出席 ４５名、欠席 ８名、出席率 84 .9％
◆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　￥78,000.
◆ライオンズローア　山口 泰会計
　　「天国の増田さんまで届くようにウィ・サーブ」

◆来訪者紹介　大竹崇夫直前会長
（財）愛媛アイバンクより兵藤建二事務局長と池田鈴子様が来られて
います。後ほど、卓話をしていただきます。
◆会長挨拶　加藤久博会長
本日は（財）愛媛アイバンクより、兵藤事務局長、池田様にお越し頂き
ました。私のスローガン、希望の光を求めてWe Serveのもと、メイン
アクトとして、200名の献眼登録を達成したい。今月第一例会で、増
田英夫さんを偲ぶ会を行いました。MJF献金を続けて行きたいとい
う、増田さんの遺言により、キャビネットに問い合わせをしたところ、
故人としても受付していただけるということで、22回目の献金をして
いただきました。また、岡田賢治さんにも、献金いただきました。あり
がとうございます。さて、本日は、平和ポスターの選考会を行います。
お忘れなく、投票をお願いします。明日は、英語スピーチコンテストが
開催されます。多くの皆様の参加をお願いします。本日も宜しくお願
いします。
◆卓話　（財）愛媛アイバンク　兵藤建二事務局長
新居浜LC創立50周年の時には、寄付を頂
き、ありがとうございました。年間約200件
の献眼登録がありますが、約半分が、新居
浜です。LCとの関わりが強い。ヘレンケラ
ー女史の「ライオンズよ　闇を切り開く盲
人の騎士になれ」という言葉がある。S61
年に愛媛アイバンクができた。受眼者は、高齢の方が多い。自分の意
思表示をすることが必要。他、現状、提供者の制限等、説明をしてい

ただきました。
◆幹事報告　新田久司幹事
◇審議事項
　なし
◇報告事項
１．人の輪作戦（全国交通安全運動）
　９月21日（金）10時30分～11時30分　平形橋東詰　参加者5名
２．２R親善ゴルフ大会　9月30日（日） 滝の宮カントリークラブ
３．世界ライオンズデー（早朝例会）10月8日（月）１Z-４クラブ合同
　　6時30分～7時00分　   マリンパーク新居浜を清掃
　　7時00分～7時30分　   合同例会
　　7時30分～　　　　　  クラブ10月第一例会
４．10月理事・委員長会　10月5日（金）18時30分　商工会館３F
◆委員会報告
計画財務委員会　伊藤嘉秀委員長　
   10月24日家族会出欠確認、多くの出席を宜しくお願いします。
◆ご会葬お礼　L高橋在錫　母の葬儀に多数ご参列いただき、あり  
　がとうございました。
◆出席報告　土岐計一委員長
    会員数 ５３名、出席 ４５名、欠席 ８名、出席率 84 .9％
◆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  ￥87,000  　ファイン  ￥1,500
◆ライオンズローア　Ｌ碓井良和　
　　「元気よく　We  Serve  ！！」



－７－

・理事・委員長会及び例会
 理事･委員長会      　 １０月　５日 (金 ) １８：３０～  商工会館3F
　第１例会（早朝合同例会）１０月　８日 (月 ) 　６：３０～  マリンパーク新居浜　　
 第２例会（夜間家族会）    １０月２４日 (水 ) １８：００～  ユアーズ

・委員会
 環境保全委員会  １０月　２日 (火 ) １８：３０～ 事務局
 会員会則委員会  １０月　３日 (水 ) １８：３０～ 事務局
 計画財務委員会　  １０月　４日 (木 ) １８：３０～ 事務局
 保健福祉委員会　  １０月１１日 (木 ) １８：３０～ 事務局
 青少年委員会　  １０月１２日 (金 ) １８：３０～ 事務局
 PR広報 IT委員会  １０月２５日 (木 ) １８：３０～ 事務局
 出席大会委員会  １０月２６日 (金 ) １８：３０～ 事務局

・クラブ行事予定
　世界ライオンズデー　                         マリンパーク新居浜
　　   　１０月８日 (月 )　６：３０～　清掃奉仕
　　　   　　　　　　　　 ７：００～　１Ｚ合同例会
　　　　   　　　　　　　 ７：３０～　１０月第１例会

・その他行事予定
　えひめ学園秋期運動会　
　　　　　１０月１２日 ( 金 )　１０：００～　えひめ学園グランド

・部会・同好会
　ゴルフ部会　　　９月３０日 (日 )　　滝の宮ＣＣ 　  久保田繁拡
　囲碁部会　　　未定　　　　　　　　　　　　 　       藤縄   洲二
　つれづれの会　１０月２９日 (月 )　　浜満蝶    　       岡田   賢治
　くらげの会　　奇数月の予定 　　　 　   　              永易   明洋
　スポーツ部会　１０月１２日・２６日19:30～川東中 　

塩見   秀晴　　　　　　　　１０月３１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
・１０ 月   誕    生    日　
　大石 隆憲、土岐 敏勝、佐々木 徹夫、重橋 良昭
・１０ 月   結婚記念日
　塩見 秀晴、鈴木 雅志、土岐 敏勝、山下 邦俊、藤縄 洲二
　田村 征夫

新 居 浜
新居浜中央
新居浜別子
新居浜ひうち

計

53 84.9 90.6         0 名 ％ ％ Ｈ 円189,600
40
34
28

72.5
86.8
69.6

88.8
95.6
76.8

     81　
        5
                  60          

95,319
1,000
38,000
323,919        155 78.4 87.9    　　　   146

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 (９月分 )

GOLFGOLF ９月９日(日)　　新居浜ＣＣ　

岡 田 賢 治 ４４
山 口  　泰
佐 伯 澄 男

４４ ４５
４７

４９
５１

４８
６０

　８９
　９１
　９７
１１１

２４．０
２４．３

２６．０
３０．０

６４．７
６７．０
７１．０
８１．０

近 藤 眞 而
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

理事・委員長会報告
９月１０日（月）　商工会館３Ｆ

希望の光を求めてＷＥＳＥＲＶＥ

●審議事項
１．増田英夫基金について
２．新居浜中央 LC 結成 35 周年記念事業後援について
３．第１回献血・献眼決算報告について
４．８月第２夜間例会決算報告について
５．英語スピーチコンテスト(9 月 27日）予算案について　
６．2R 親善ゴルフ大会登録料について
７．事務局員傷害保険継続について　　
８．200％例会開催について、

■200％例会開催について出席者からの意見交換、一部を紹介
します。
会員会則理事、Ｌ碓井さんより＜200％＞例会の説明がありま
した。
・会員が 1 名の友人を誘って、例会に出席してもらって、ライオ
　ンズクラブの紹介、理解者を増やし、会員増強につながれば
　との発案です。
・出席大会委員会と一緒に立案したいと思っています。
出席者からの主な意見を紹介します。
・ライオンズクラブの例会を経験してもらって、活動などに興味
　を持ってもらえれば、意義はあるのでは。
・例会に来てもらって、勧誘するのは難しいのでは。
・目的を、会員増強なのか、活動の理解なのか、はっきりさせて
　検討しては。
・数だけ集めるのでは意味がないのでは。
・ライオンズを知ってもらう事は意義があるので、なんでもやっ
　てみては。
・ガバナーの方針にそって努力してみるのも大事では。
・目的をはっきりさせて、検討すべき。
・会員増強につながるように、誘うことは難しいのでは。
今後も、＜200％例会＞開催をどうするか、継続案件として例会
でも意見を出してもらうようにしました。

●報告事項
１．ガバナー公式訪問　
　 8 月26日（日） 9:00 ～ ホテルグランフォーレ（四国中央市）
２．第１回－１Ｚゾーンレベル会員委員会
　  第１回－１Ｚ地区ガバナー諮問委員会 
    9 月 8日 ( 土 ) 13:30 ～ ウェディングパレスふじ
３．第 23 回英語スピーチコンテスト   
    9 月 27日（木）14:00 ～ 市民文化センター中ホール
４．第 51 回 OSEAL 東洋･東南アジア･ライオンズ
　フォーラム（福岡）について　11月 8日（木）～ 11日（日）



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　加　藤　久　博　  　幹  事　新　田　久　司　  　会  計　山　口　　泰
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  久保田 繁拡

ドネーショントピックス

編集後記

◇◇◇◇ ９月 第 1例会 ◇◇◇◇
加藤　久博　故増田英夫さんのご冥福をお祈り申し上げます。
小松　武道　故増田英夫さんのご冥福をお祈りします。
武市　欣也　故増田英夫の思い出話をさせていただき感謝します。
岡田　賢治　だいぶ涼しくなりました。故増田英夫さんを偲びます。
田村　征夫　故増田英夫さんを偲ぶ会が滞りなく終了致しましたが、皆　
　　　　　　さんお疲れ様でした。実は私の入会のきっかけは増田さんが
　　　　　　スポンサーでした。残念です。
山口　　泰　故増田英夫さんに対する追悼の言葉を述べていただき小松武
　　　　　　道さん、武市欣也さん有難うございました。
伊藤　嘉秀　増田英夫さんのご冥福とご家族の繁栄をお祈り致します。
有富　正治　増田英夫様を偲んで　
高橋　　守　故増田英夫さんのご冥福をお祈り申し上げます。
鈴木　雅志　故Ｌ増田英夫さんを偲んで。ご冥福を心からお祈り申し上げ
　　　　　　ます。
真鍋　憲夫　残暑お見舞い申し上げます。故増田英夫様のご冥福を心より
　　　　　　お祈り申し上げます。
新田　久司　増田英夫さんのご冥福をお祈り致します。
福山　　宏　増田さんのご冥福をお祈りいたします。
真木　泰彦　故増田さんのご冥福をお祈り申し上げます。
妹尾　光章　会報卓話の愚かな顔写真知らぬ間に歳をとりました。
檜垣　孝志　敬老の日に「餅つき大会」に参加します。皆さん健康で長生
　　　　　　きをして下さい。
佐伯　澄男　週末、子供の運動会があります。親子競技に参加してきます。
村上　博昭　8/30 に 5 番目の孫（女の子）が誕生しました。これで男の
　　　　　　子３人、女の子２人になりました。女の子は特にかわいいで
　　　　　　すね。また 9/8 に 2 番目の孫の保育園の敬老会に出席したと
　　　　　　ころ塩見さんと遭遇しました。
石川　　稔　残暑お見舞い申し上げます。先月の全国都道府県議会親善野
　　　　　　球大会で 4 回連続のブロック優勝し連勝を２２に伸ばしまし
　　　　　　た。
中村　七和　今月で５０歳になりました。人生の折り返しのつもりで健康に
　　　　　　留意していきます。
藤縄　洲二　増田さんのご冥福をお祈りします。先月の月例ゴルフで最下
　　　　　　位でした。馬券買ってくれた方々損させて申し訳ありません。
重橋　良昭　パラリンピックでの選手の活躍を見ていると、五体満足な私
　　　　　　達はもっともっと努力しないと行けないと思いました。何事
　　　　　　も前向きに取り組みたいと思います。
白石　誠一　加藤会長京都にてご苦労さんです。
宇野　博文　残暑厳しい日が続きます。少し涼しい時間帯を選んで田村さ
　　　　　　んのまねをしています。
塩見　秀晴　9.11 は大きな事件がなくて良かった。
近藤　充徳　残暑お見舞い申し上げます。
神野　雄太　まだまだ暑い日が続きそうです。体調に気を付けましょう。
古川　貴章　まだまだ寒い日が続きますね。
矢野　和男　残暑厳しい毎日です。体調に気を付けましょう。
　・・・故増田英夫さんのご冥福をお祈り申し上げます・・・
　近藤眞而／碓井良和／山下邦俊／草田和子／久保田繁拡／土岐敏勝／
　宇賀　潔　
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ライオンズクラブ国際協会３３６-Ａ地区２Ｒ-１Ｚ　新 居 浜 ライオンズクラブ

◇◇◇◇ ９月 第２例会   ◇◇◇◇
加藤　久博　本日は愛媛アイバンクより兵藤事務局長、池田様、ご来訪　
　　　　　　有難うございます。
真鍋　憲夫　来訪者を歓迎して！献眼運動を推進しましょう。
大竹　崇夫　愛媛アイバンク事務局長兵藤氏はじめ池田様のご来訪を心か
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　　　　　　ら感謝致します。
近藤　充徳　本日は兵藤さん有難うございました。献眼登録ガンバリます。
　　　　　　ご協力お願い致します
岡田　賢治　卓話に感謝。
小松　武道　在籍４５年です。
有富　正治　愛媛アイバンク兵藤様の卓話に感謝して。遅刻しました。
久保田繁拡　愛媛アイバンクの兵藤様、池田様の卓話に感謝です。
塩見　秀晴　スポーツ部会からレクバレーの練習をしております。9/28 日
　　　　　　( 金 ) は会場の都合でキャンセルになりました。10 月に入った
　　　　　　らまた宜しくお願いします。月例行事予定表の中にあります。
永易　明洋　卓話に感謝します。前回の例会欠席しました。申し訳ありま
　　　　　　せんでした。
村上　博昭　来訪者を歓迎して。
白石　誠一　卓話有難うございます。　
重橋　良昭　２３日、妻と娘と三人で四国カルストへ行ってきました。弁
　　　　　　当を持って行きましたが寒くて、車の中で食べました。もう
　　　　　　すっかり秋ですネ。実りの多い秋にしたいです。
伊藤　嘉秀　皆様１０月２４日第２例会後、家族会の出席を宜しくお願い
　　　　　　致します。
檜垣　孝志　先週はお彼岸でした。お墓参りは済ませましたか。何と言っ
　　　　　　ても、神様、仏様、ご先祖様です。
武市　欣也　昨夜、妹尾さんにご馳走になりながら旧帝国軍人の話を承り
　　　　　　大変快適な夜を過ごすことが出来ました。妹尾さんに最敬礼！
田村　征夫　２Ｒ親善ゴルフ大会が近づきました。（９月 30 日）クラブの
　　　　　　名誉の為頑張りましょう。
川嶋　理之　先日福山さんとしまなみ海道を自転車で大三島まで約４０km
　　　　　　程行ってきました。ライオンズで行くときは皆さんの救護班
　　　　　　で出動します。発足者の藤縄さんの独占担当になるかもしれ
　　　　　　ませんが・・・
藤縄　洲二　長女に孫が出来ました！女の子です。
田川　　隆　良い季節になり歩いて出席しました。なお来訪者に感謝して。
中村　七和　卓話に感謝。アイバンク登録しております。
高橋　在錫　先日はお忙しい中亡き母の為にご参列いただき又お心遣いを
　　　　　　いただき本当に有難うございました。
高橋　　守　卓話に感謝です。あと２０日で新居浜太鼓祭りです。皆様、
　　　　　　楽しい祭りにして下さい。

・・・愛媛アイバンク兵藤事務局長、池田様のご来訪を歓迎致します。・・・
東田　実／神野雄太／新田久司／佐伯澄男／草田和子／鈴木雅志／真木泰
彦／碓井良和／山下邦俊／宇賀　潔／福山　宏／宇野博文

　本日はライオンズ・デーですね。１９６２年、日本の各地区

大会において、１０月８日 (１９１７年の第１回大会の開催日 )

を「ライオンズ・デー」とすることが決議され、１９７０年７月、

当時のマッカロー国際会長は就任あいさつの中で、これを「世

界ライオンズ奉仕デー (World Lions Service Day)」として、

この日は、単に奉仕を記念する日というだけでなく、ライオニ

ズムを履行する日です。

　また、会員が、自分の所属するクラブの存在する理由と、何

がライオンズを独特なものにしているかを改めて考える機会

であると同時に、地域社会の人々に対して、ライオンズクラブ

は真に実行派の人々の集まりであるということを実証するの

に最適な機会でもありますので、メンバーの皆さん、本日のマ

リンパークの清掃作業頑張りましょう！！


