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　新居浜ライオンズクラブが創立以

来、５０年以上の歴史において、例会

に多くの一般の方々を招待して例会

を開催するのは、初めてのことです。

　この記念すべき例会をオープン例

会として、メンバー１人が１人の友人、知人を招待する

形でご参加頂きます。「ライオンズクラブ」名前は聞いた

ことがあるが、どんな活動をしているの？　こんな疑問

をもち、具体的に活動内容を知りたいと思っている人

は、数多くいらっしゃると思います。そんな疑問にお答

えするのが、オープン例会です。ライオンズクラブ国際

協会は２０７カ国、１３５万人の会員を擁する世界最大

の奉仕団体です。約 40 , 0 0 0 のクラブがあり、その１

つが新居浜ライオンズクラブです。新居浜市内にも他に

３クラブあり、合計４クラブがあります。

　世界共通のモットーは「We  Serve （われわれは奉仕

する）」を基本に活動しています。We はライオンズクラ

ブのメンバーの事です。新居浜ライオンズクラブは１９

６０年１０月４日、日本国内２０４番目のクラブとして結

成されました。創立５３年目を迎えます。７月から翌年

６月までが年間の活動期間で、アメリカンスタイルで

す。私も７月に会長に就任して、４か月が経ちました。

　本年度の会長スローガンは「希望の光を求めて We  

Serve」で献眼登録をメインアクト（最も力を入れる事

業）としています。愛媛県における平成２３年度の献眼

登録数は１８７名で、角膜移植を受ける事が出来た人

は２０名でした。まだ多くの人が角膜移植を待っていま

す。本年度新居浜ライオンズクラブでは２００名の献眼

登録者を集める事を目標にしています。昨年の愛媛県

全体の登録数より多い人数です。是非ご協力をお願い

します。

　新居浜ライオンズクラブでは現在５３名の会員が所

属して、運営委員会、４委員会、事業委員会、３委員会

と７委員会を組織して、各委員会が年間の事業計画を

もとに、アクト（事業）を行っています。継続事業と新規

事業がありますが。最も長い継続事業として、第２３回

新居浜市中学生英語スピーチコンテストを９月２７日

に行いました。市内各中学校から１１名の生徒の皆さ

んに、自分の思いや経験や体験をもとに英語でスピー

チして頂きました。２３年の歴史を感じさせる、ハイレ

ベルなコンテストとなり、県大会、全国大会と活躍が期

待できます。この様に新居浜ライオンズクラブでは多く

のアクトを年間通して行っています。オープン例会にご

参加頂いた皆様が、少しでも新居浜ライオンズクラブの

活動を御理解頂きましたら、会長として幸いに思いま

す。
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　　　　　　        とき：平成２４年９月２７日（木）　ところ：新居浜市市民文化センター 中ホール

第２３回 新居浜市中学生英語スピーチコンテスト
The 23rd Niihama City Junior High School English Speech Contest

英語は楽しい？
　　　　　　     　　青少年委員会　藤  縄  洲 二

　毎年素晴らしいスピーチをしてくれ
る生徒達に対して驚きと共に、夏休み
にもかかわらず熱心に指導してくださ
る先生方に敬意を表したいと思いま
す。今年は寺澤 響さん（西中）がゴー
ルデンライオンプライスの栄冠をつ

かみました。2 位は福井芹奈さん（北中）3 位は宮崎芽
依さん（南中）で、あまり英語の解らない私にも上手だ
なと思った方々でした。
　グローバル化の世の中英語がしゃべれるということ
は本当に有利なことで、参加された生徒達の今後の人
生にとって有意義であると思うとともに、本当に良い事
業であると確信しました。
　2 年前、英語で呼ばれるため聞き逃さないようにと緊
張し、ステージの上に上り賞状を渡したことを思い出し
ながら、加藤会長もきっと緊張しているだろうなと思い
つつ挨拶を聞かせていただきました。今後の展開とし

て青少年委員会でも話題に登りましたが、ＹＥ派遣と、
この英語スピーチとをコラボして、今まではいろんなと
ころにお願いしていた派遣生を、このコンテストの参加
者に対して案内し、ぜひ外国の生活を体験して頂いた
らと言うことでした。なかなかの良いアイデアではない
かと思います。ということで英語スピーチコンテストが
さらに発展するよう願っています。

11 名の素晴らしいスピーチを聴くことが出来ました

優勝旗は寺澤さんへ
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It’s time ... for English !　　 「イングリッシュ　タイム｣     　　                  　  東中学校　谷 口 実 咲
楽器を弾くこと、音楽を聴くこと。好きなことはいろいろある。今一番興味があるのが『英語』。流暢に英語を
話す人にあこがれ、留学したいという気持ちが芽生えた。英語検定にもチャレンジ中、英語の先生に自分が書
いたアルファベットを褒めてもらったことが、英語に興味を持ったきっかけだった。将来は、英語に関係ある
職業に就きたいと思って、勉強を頑張っている。夢がある。その夢に向かって努力するって、とてもステキな

　　　　　　　ことだと私は思う。

Never Give up        ｢あきらめない｣　　　　　　　　　　　　　　　　　大生院中学校　尾 野 成 尚
消極的な自分を変えたい、学校を自分の手でよりよくしたいという思いで生徒会役員になった。仕事を進め
ていく中で、他の役員と意見が合わなかったり、生徒会役員の仕事のため野球部の練習に参加出来なかった
りして、両者を両立させることは不可能ではないかという焦りが出てきた。そんな時ニュースで聞いた｢自
分の好きなこと、やり始めたことは最後まで追求する｣というスティーブ・ジョブズの言葉が頭の中をよ
ぎった。この言葉のおかげで、生徒会役員の仕事と野球部の練習を両立させ、消極的な自分を変えることもできた。
　

Dear Yugejima　　｢大好きな弓削島へ｣　　　　　　　　　　　　　　川東中学校　夛 田 瑠 璃 子
弓削島は、私の大好きな祖父の島です。祖父は弓削島の海を守る為の活動を仲間と続けています。私もいつか
祖父のように、仲間を集めて大好きな弓削を助ける活動をしたいです。今日、私がお話しした弓削のことにつ
いて、皆さんも一緒に考えて下さいませんか？

　

Stuttering and Me　　｢吃音と私｣　　　　　　　　　　　　　　　　　　泉川中学校　池 田 美 幸
自分の名前を言うことが出来なかった私は、病院へ行き吃音があることが分かりました。言葉が出にくくて
も、話し終わるまで待ってくれる家族、先生、友だちのおかげで、私は吃音になってうれしいとさえ思いま
す。それは、普通の人には味わうことの出来ない苦しみや、何度努力しても治らない悔しさに悩む私を支え
てくれる人たちがいたからです。辛い思いもしましたが、今、私は自分の吃音のことを話すことが出来ます。
治ることのないと言われている吃音と、これからも私は戦っていきたいと思っています。
　

The Best Way to Express Yourself　　｢伝えたい心｣　　　　　　　　　　南中学校　宮 崎 芽 依
私には顔も声も知らない友だちがいる。めぐみといい、山口県に住む同じ年の女の子で、三年前から文通を続
けている。今まではメールの方が楽でいいと感じていたが、めぐみと出会い、やりとりを続けているうちに、
手紙の暖かさやメールでは伝わらないものがあることを知った。感謝の気持ちを伝えたいとき、正直な気持
を知ってもらいたいとき、メールではなく手紙で伝えてみてほしい。きっとあなたも手紙が好きになるは

　　　　　　　ずだ。

Sakura’s Lesson　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　船木中学校　近 藤 健 太
祖父母が飼っていた犬のサクラが今年 5 月に病気で死にました。小さい頃からずっと彼女と一緒でした。彼
女が死んだその日、僕は野球の試合の応援に行っていました。それまでに、彼女に何か自分ができることは
なかったか、自分自身への答えが見つからずにいたある日、テレビで、スティーブ・ジョブズ氏のスピーチ
を聞きました。｢今日が人生最後の日と思って生きる｣という内容がとても印象に残りました。彼のスピーチ
とサクラの死は、僕にいろいろなことを教えてくれました。

　

Dogyo Ninin　　｢同行二人｣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別子中学校　秋 山 明 泉
中学一年のある日、父の発表により家族でお遍路を始めました。最初は気が進みませんでしたが、今では
｢行ってよかった｣と思います。行く先々で受ける温かいお接待。四国各地のおいしい食べ物。お寺を参拝した
後に感じる清々しさ。どれも私にとって貴重な経験となりました。そして、｢同行二人｣の心は、これからの私
の人生に大きな影響を与えました。いつでも支えてくれる人がいる。そう思うと何でも乗り越えられる力が

　　　　　　　湧いてきます。

中学生英語スピーチコンテスト
演題・スピーチ和訳文及び弁士（弁論順）
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　通称平和ポスターコンテストとは平和が何を意味するかを独
創的に表現するよう１１歳から１３歳の子供に奨励する国際的
コンテストであります。
　今年度のテーマは「平和を想像しよう」でした。
会長や青少年委員長が夏休み前の中学校にお願いにまわり新
居浜市立北中学校から４枚、新居浜市立船木中学校より３枚の

作品を提出いただきました。
　どの作品も個性豊かですばらしい作品でありそれぞれの子供たちが夏休みに平
和について真剣に考えて取り組んだ事が良くわかりました。
　どれもすばらしい作品なのですがコンテストに提出する為にどうしてもひとつの
作品に絞るしかありません。
　例会にて投票を行い、その結果新居浜市立船木中学校の２年生 吉田元春君の
作品を当クラブから高知キャビネットに提出しました。

 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第２副会長   福  山  　宏
ライオンズ国際平和ポスター

Many Drops Make a Shower　　｢ちりも積もれば山となる｣　　　　　　角野中学校　近 藤 里 菜
近年。地球温暖化の問題が取り上げられている。この問題に対して、私は自分一人の力では何も変わらないと
思っていたが、地球上のみんながＣＯ２削減を意識することで、大きな変化が現れている。小さなことでも、こ
つこつと積み重ねれば、すばらしいことが起きる。様々な困難に打ち勝つにことは大変なことだが、｢ちりも
積もれば山となる｣という言葉を忘れずに、自分の夢に向かって全力を尽くしたい。
　

A Small Step to a Big Change　　｢大きな変化の一歩｣　　　　　　　　中萩中学校　峯  里 佳 子
最初は、人前に出るのが大嫌いでした。でも、部活動のキャプテンになって様々な出来事を経験し、大切なこ
とをたくさん学びました。そして、今では人前に出ることは楽しいと気づきました。これは、自分が変わった
からだけでなく、周りの人のおかげでもあります。自分を変えることは難しいですが。そうすれば、見える景
色はきっと変わってくるはずです。勇気を出して一歩前へ踏み出しましょう。
　

Another World　　｢私達の知らない世界｣　　　　　　　　　　　　　　　北中学校　福 井 芹 奈
私は以前インドネシアに住んでいました。その国でストリートチルドレンと呼ばれる路上で生活している子
供達をたくさん見ました。教育環境がまだ整っていない上に、貧しいため学校に行けない子供が多いのです。
だから就職出来ないという悪循環が続いています。日本に住んでいる私たちも関係がないわけではありませ
ん。まずはいろいろな問題について知ることが大切です。世界中の人々が幸せな明るい未来を創るために。
　

The Experience of Singing French Songs　　｢フランス語の歌を通して｣　　西中学校　寺 澤  響
歌うことが好きです。合唱部に入り、多くのコンクールに出場してきました。昨年冬のアンサンブルコンテ
ストで、初めてフランス語の歌に挑戦しました。最初は、単語も読めず、意味も分からず、ただ悩んでいるだ
けでした。しかし、歌詞の意味を理解し、歌の情景を表現することの大切さに気付いたのです。国境を越え
て、人を感動せせることができるすばらしい歌を私はこれからも歌い続けていきたいです。

入選　船木中学校 2年生 吉田元春
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　            　会　長　　加　藤　久　博
２Ｒ親善ゴルフ大会に参加して

　９月３０日（日）台風１７号が四国地方に接近により、
風雨のなか２Ｒ親善ゴルフ大会が、滝の宮カントリーク
ラブで開催されました。
　新居浜ライオンズクラブからは、４組１５名の参加で
大会に臨みましたが、総合４位に入賞することが出来
ました。個人では近藤眞而さんが８位入り、クラブ内で
は最高位でした。大石隆憲さんが６０位の飛び賞に入
り、山口泰さんがドラコン賞を受賞されました。午後か
らは少し天気も回復しましたが、風雨なかでプレーされ
たメンバーの皆様お疲れ様でした。

　平成２４年１０月１２日、えひめ学
園グランドにて秋期運動会が開催
されました。

　新居浜ライオンズクラブも招待
を受け、加藤会長と私が参加しまし
た。

　当日は、朝１０時からということでゆっくりした
開会となりましたが、その頃には、朝ぐずついていた
天候も日差しが出る運動会日和りとなり「良かった
な！」とまずは安堵致しました。
　準備の方は、昨日と今朝とされたのか、校門から校
舍への桜並木も清掃され毅然とした通路に感心させ
られました。運動場も観客の皆さんを迎える心行き
届いた環境を作り出されており、日頃の精進の様子
を伺えることが出来ました。
　運動場のトラックの西側には、運動会のスローガ
ン「和～心ひとつに～」が大きく書かれ、学生、教師、
職員の皆様の意気込みが組み取れます。
　また東側にも、南側にも学生が製作した立派な大
きな絵が設置され運動会を盛り上げていました。
　さて、いよいよ１０時、学生達の入場です。学生は
総勢１９名で少ないのですが、保育園児、父兄、来賓
合わせて３００名と多勢の参加で入場行進にも出場
され、スタートから盛り上がっていました。
　開会式ですが、学生がそれぞれ役割分担されス
ムーズな運びと、一生懸命さに爽やかさを見ました。 
　午前の部のプログラムは１～８部です。船木保育

園児の可愛いダンス、学生と父兄の演技・実に楽し
い時間のようです。午前の部は教職員と学生の衣装
も立派なダンスで締め括りました。
　午後の部のプログラムは９～１３部です。最初を
飾つたのは学生、教職員の和太鼓でした。自分たちで
創作したものも披露され、学園に和太鼓の音が響き
渡りました。感動以外ありません。
　午後の部の花は、なんと言ってもリレーです。市内
中学校招待リレーが予選決勝と執り行われた結果、 
えひめ学園男子は２位となり見事入賞です。良かっ
たですね。
　いよいよ閉会です。 中学３年生の国旗、園旗、校旗
の降納で閉会です。

　総勢１９名の学生のスローガン通り 「和～心ひと
つに～」 の運動会でした。 今日は加藤会長と清々し
い一日を過ごすことができました。ありがとうござ
いました。

　やや足早に紹介致しましたが、 えひめ学園のそん
な秋期運動会風景でした。

 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　青少年委員長     檜　垣　孝　志
え ひ め 学 園 秋 期 運 動 会 に て
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第１２５０回　１０月第２例会 １０月２４日 ( 水 )   １８：００～    ユアーズ　 

世界ライオンズデー早朝例会（１Ｚ合同例会）
１０月８日（月）６：３０～　マリンパーク新居浜第１２４９回　１０月第１例会

例　会　報　告

◆マリンパーク新居浜を清掃しました。
◆ラジオ体操
◆開会挨拶　新居浜ひうちLC　大西健司会長
◆物故会員に黙祷　故増田英夫さんに対し黙祷
◆会長挨拶　新居浜 LC　加藤久博会長
　本日は、１Z４クラブ合同の例会ということで、早朝より、お集まり
頂き、ありがとうございます。本年度は、長谷川ガバナーの方針の中
に、２００％例会の開催があります。新居浜 LCでは、若干、方針を変
えて、開催をする予定です。また、２月には、２回目の合同例会が開
催されます。宜しくお願い致します。
◆田尾忠士１Z　ZC挨拶　
本日は、早朝より、ご苦労様です。１１月には、２R親善スポーツ大会
があります。また、１Zで、ボーリング大会も予定しています。宜しくお
願いします。

◆真木泰彦２R-PR・ライオンズ情報・大会参加委員挨拶
　広報誌の作成をお願いしていますが、現実は、なかなか難しいよう
です。１１月初めには、福岡で東洋・東南アジアフォーラムが、開催さ
れます。まだ、登録できますので、多数の皆様の登録をお願いします。
◆出席報告　新居浜 LC　土岐計一出席大会委員長
　会員数５３名、出席４３名、欠席１０名、出席率 81.1％
◆閉会挨拶　新居浜中央 LC　河端 寛会長
◆また会う日まで

◆来訪者紹介　大竹崇夫直前会長
　新居浜中央 LCより河端会長、千葉幹事、鈴木会計、白石３５周年
記念大会委員長が来られています。盛大な拍手で歓迎します。
◆会長挨拶　加藤久博会長
　本日は、新居浜中央 LCより河端会長はじめ三役、白石実行委員長
にご来訪いただき、ありがとうございます。後ほど結成３５周年の記念
事業と式典のご案内をしていただきます。スポンサークラブとして、出
来る限り協力をしていきたいと思います。
　１１月第一例会に「新居浜 LCオープン例会」を開催します。長谷川
ガバナーの２００％例会開催の要請にお答えして、メンバーの友人知
人を招待して例会を開催します。キャビネットの会員拡大を目的とす
る方針とは違いますが、入会の意思に関係なくライオンズの活動に関
心のある方を対象にします。もちろん２００％という数字にもこだわら
ず、多くの一般の皆様を招待します。初めての試みですが、チャレンジ
したいと思います。メンバーの皆様のご協力を宜しくお願いします。
　例会終了後、家族会を開催します。計画財務委員会の皆様が楽しい
企画を立て、準備をしていただいています。家族の皆様と共に、楽しい
時間を過ごして頂きたいと思います。本日も宜しくお願い致します。
◆来訪者挨拶　新居浜中央 LC　河端　寛会長
新居浜 LCは、一昨年、５０周年を迎えられました。私共も、新居浜 LC
のスポンサーで、おかげさまで、３５周年を迎えられました。本日は、
何か持って帰れるものがと思い、来ました。宜しくお願いします。
　新居浜中央 LC　白石稔雄３５周年記念大会委員長

本日は、３５周年のご案内に参りました。チャーター大会の時に、当
時、幹事の武市さんに、厳しくご指導いただき、お世話になりました。
記念講演を１月に開催します。チケットは、事務局にお預けしていま
す。３月３１日（日）に記念式典をユアーズで行います。全員登録をお
願いします。
◆国際協会表彰
L 岡田賢治（MJF）・L川嶋理之（入会１０年）・L近藤充徳（入会
１０年）・L神野雄太（入会２０年）・L土岐敏勝（入会３０年）
・L小松武道（入会４５年）
◆幹事報告　新田久司幹事
　◇報告事項
　１．えひめ学園秋季運動会　１０月１２日（金）　10:00 ～
　　　出席者　会長、青少年委員長
　２．「新居浜ライオンズクラブオープン例会」
　　　　１１月１４日（水）　第一例会
　　　ご協力をお願い致します。（１１月８日　受付締切）

◆ライオンズローア　新居浜別子 LC　越智嘉久会長

■新居浜ライオンズクラブ例会■
◆幹事報告　新田久司幹事
　◇審議事項
　１．２００％例会開催について
　２．家族会予算案について
　３．ありがとう葉書決算報告について
　４．８月第二夜間例会決算報告について
　５．えひめ学園秋季運動会お祝いについて　10,000 円
　６．家族会招待について（故増田英夫さんの奥様）
　◇報告事項
　１．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
　結果　ゴールドライオンプライス　西中学校  寺澤  響さん
　　　　シルバーライオンプライス    北中学校  福井芹奈さん
　　　　ブロンズライオンプライス     南中学校  宮崎芽依さん
　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
　　　参加者　１５名 （団体）４位 （個人）８位Ｌ近藤眞而
　　　　　　　　　　６０位Ｌ大石隆憲　ドラコン賞Ｌ山口　泰
　３．えひめ学園秋季運動会　１０月１２日（金）  10:00 ～
　　　出席者　会長、青少年委員長
　４．第 51回 OSEAL（東洋･東南アジアライオンズ）フォーラム
　　　１１月９日～１０日　　参加者　８名
　５．平和ポスターコンクール入選　
　　　　船木中学校２年　吉田元春君
　６．第２期会費の引落し　１０月１５日（月）　43,000 円
　７．２R親善スポーツ大会開催
　　　11月23日 ( 金 )　四国中央市三島体育館
◆会長承認　加藤久博会長
　すべて承認されました。



－７－

・理事・委員長会及び例会
 理事･委員長会      　 １１月１２日 (月 ) １８：３０～  商工会館3F
　第１例会　　　　　１１月１４日 (水 ) １２：１５～  ユアーズ　
 第２例会 (夜間例会)１１月２８日 (水 ) １８：００～  ユアーズ

・委員会
 計画財務委員会  １１月　１日 (木 ) １８：３０～ 事務局
 環境保全委員会  １１月　６日 (火 ) １８：３０～ 事務局
 会員会則委員会　  １１月　７日 (水 ) １８：３０～ 事務局
 保健福祉委員会　  １１月　８日 (木 ) １８：３０～ 事務局
 青少年委員会　  １１月　９日 (金 ) １８：３０～ 事務局
 PR広報 IT委員会  １１月２２日 (木 ) １８：３０～ 事務局
 出席大会委員会  １１月３０日 (金 ) １８：３０～ 事務局

・クラブ行事予定
　オープン例会（２００％）　第一例会                      
　　   　１１月１４日 (水 )　１２：１５～　ユアーズ

・その他行事予定
　第５１回 ＯＳＥＡＬアジアフォーラム　
　　　　　１１月　９日 (金 )～１０日 ( 土 )　福岡市

　２Ｒ親善スポーツ大会
　　　　１１月２３日 (金 )　１０：００～　四国中央市三島体育館

・部会・同好会
　ゴルフ部会　　１１月１１日 (日 )　　新居浜ＣＣ 　 久保田繁拡
　囲碁部会　　　未定　　　　　　　　　　　　 　     藤縄   洲二
　つれづれの会　偶数月に予定　　　　　　    　       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　１１月　９日(金 )　　19:30～川東中 　

塩見   秀晴　　　　　　　　１１月１４日(水 )　　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
・１１ 月   誕    生    日　
　塩見 秀晴、真木 泰彦

・１１ 月   結婚記念日
　鈴木 重行、田川　隆、村上 博昭、村上 順一郎、近藤 盛文
　永易明洋
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理事・委員長会報告
１０月５日（金）　商工会館３Ｆ

希望の光を求めてＷＥＳＥＲＶＥ

■会長挨拶
■審議事項
１．２００％例会開催について、9月２８日（金）、出席大会委員会と会 
　員会則委員会の合同委員会で審議した結果１１月１４日（水）の第
　１例会で実施することで決定。詳細については会員全員にＦＡＸで
　送付し、ご協力を頂くこととします。
２．家族会が１０月２４日（水）実施します。予算案について
３．ありがとう葉書決算報告、はがき代、優秀賞に贈る図書券８名分、
　35,000．支出しました。
４．えひめ学園秋期運動会のお祝いについて、例年通り 10,000 を
　贈ります。
５．家族会招待について、故増田英夫さんの奥様を招待したい。理事
　の皆様の賛同をお願いします。　
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、
■報告事項
１．第２３回市内中学生英語スピーチコンテストが９月２７日（木）
　市民文化センター中ホールで開催。
　ゴールドライオンプライス（１位）西中学校 寺澤 響さん。
　シルバーライオンプライス（２位）北中学校　福井芹奈さん。
　ブロンズライオンプライス（３位）南中学校　宮崎芽依さん。　
２．２Ｒ親善ゴルフ大会が９月３０日（日）滝の宮カントリークラブで
　開催、１５名参加、団体戦４位入賞、（個人戦）８位近藤眞而、６０
　位大石隆憲、ドラコン賞山口 泰、参加の皆様ご苦労様でした。
３．えひめ学園秋期運動会１０月１２日（金）に開催されます。
　加藤会長、檜垣青少年委員長が参加されます。
４．第５１回ＯＳＥＡＬ（東洋・東南アジアフォーラム）が１１月９日
　１０日、福岡市で開催、８名参加します。
５．平和ポスターコンクール入選、舟木中学校２年生吉田元春君が
　入選しました。
６．第２期クラブ会費の引落し、１０月１５日です。
■委員会審議事項及び報告事項
・会員会則委員会
　２００％例会実施について、１１月第一例会で行います。
・計画財務委員会
　１０月第２例会（家族会）予算案について説明
・保健福祉委員会
　第２回の献血献眼運動を１２月８日（日）に実施します。

◆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　￥113,000
◆家族会



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

◇◇◇◇ １０月 第 1例会 ◇◇◇◇
加藤　久博　世界ライオンズデー、朝早くから清掃お疲れ様で
　　　　　　した。
鈴木　雅志　早朝例会メンバー４３名の出席があり、ご苦労様で
　　　　　　した。
久保田繁拡　世界ライオンズデー、早朝よりの清掃で身も心も
　　　　　　スッキリしました。
真鍋　憲夫　久しぶりの合同例会、お天気も最高で良かったです。
　　　　　　秋空のもときれいに清掃出来ました。
塩見　秀晴　ここちよい例会開催でした。清掃でゴミも結構集
　　　　　　まりました。
田村　征夫　久しぶりの世界ライオンズデー、好天に恵まれす
　　　　　　がすがしい気持ちです。年末に向かって頑張りま
　　　　　　しょう。
藤縄　洲二　早朝のさわやかな空気を吸えて良かったです。
石川　敏則　早朝例会ごくろうさん　
宇野　博文　早朝からの気持よい集会でした。４クラブの気　
　　　　　　持が一つになりました。
山口　　泰　４クラブ合同例会に参加して頂き有難うございま
　　　　　　す。
佐伯　澄男　世界ライオンズデー、早朝例会お疲れ様です。
妹尾　光章　４クラブ合同例会早朝より楽しかったです。
矢野　和男　早朝例会お疲れ様です。
有富　正治　早朝より合同例会おつかれさまでした。
田川　　隆　早朝合同例会を空気の良いところでのウイ・サー
　　　　　　ブを祝して。
古川　貴章　おはようございます。
檜垣　孝志　今朝は早起きで頑張りました。
村上　博昭　世界ライオンズデー早朝例会お疲れ様でした。　

・・・世界ライオンズデーの４クラブ合同早朝例会に参加して・・・
佐々木徹夫／高橋在錫／真木泰彦／伊藤嘉秀／村上順一郎

・・・朝早くからの早朝例会参加ご苦労様です・・・
大竹崇夫／神野雄太／山下邦俊／福山　宏／宇賀　潔

・・・世界ライオンズデー、早朝よりの清掃奉仕ご苦労様です・・・
土岐敏勝／大石隆憲／石川　稔／新田久司
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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

◇◇◇◇ １０月 第２例会   ◇◇◇◇
新居浜中央ライオンズクラブ　会長 河端寛様　幹事 千葉英明様
　　　　　　会計 鈴木和政様　35 周年大会委員長 白石稔雄様
加藤　久博　本日は新居浜中央ライオンズの皆様ご来訪有難う
　　　　　　ございます。家族会に多数のご家族のご参加頂き
　　　　　　有難うございます。
伊藤　嘉秀　本日家族会です。未熟な委員長を委員の皆様がご
　　　　　　支援頂き設営出来ました。有難うございました。
石川　敏則　家族会に乾杯！！
藤縄　洲二　家族会お世話になります。
鈴木　雅志　今日は家族会楽しい家族会になりますように。
妹尾　光章　計画財務委員会の皆様夜間例会のお世話ご苦労様
　　　　　　です。
永易　明洋　家族の方に感謝。
高橋　　守　計画の皆様家族会のお世話ご苦労さんでした。
武市　欣也　はからずも中央クラブ結成大会で名指しで当時の出
　　　　　　来事を思い出させて頂き感謝します。
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佐伯　澄男　家族会に家族で初めて出席します。宜しくお願い
　　　　　　します。
真鍋　憲夫　家族会を祝して！来訪者を歓迎申し上げます。
山下　邦俊　計画財務委員会の皆様ご苦労様です。　
宇野　博文　久しぶりの家族会を楽しみにしてします。計画財
　　　　　　務委員会のみなさんお世話になります。
近藤　充徳　計画の皆様お世話になります。
白石　誠一　１０月第１例会忘れてすいません。
久保田繁拡　ご来訪の皆様、本日は有難うございました。
岡田　賢治　来訪者を歓迎します。
重橋　良昭　三連負の後の三連勝ジャイアンツ日本一となり少
　　　　　　しでも景気を良くして下さい。
田川　　隆　家族会お世話になります。太鼓DVD御買い上げ有
　　　　　　難うございます。
有富　正治　新居浜中央ライオンズクラブ河端会長はじめご来
　　　　　　訪の皆様を心より歓迎致します。計画財務委員会
　　　　　　の皆様本日はお世話になります。
田村　征夫　何回目の結婚記念日になるかなあ～～。指では数
　　　　　　え切れない、卓上計算機が必要になる。
古川　貴章　かぜには気を付けましょう。
近藤　盛文　秋です。頑張りましょう。
小松　武道　１９６８年４月入会以来在籍４４年で８４歳あまりに
　　　　　　なります。
檜垣　孝志　今年の祭りは津和野・萩・安芸を旅してきました。
　　　　　　紅葉にはまだ早いのですが素敵な旅でした。（家族
　　　　　　一同）
神野　雄太　ラッキーカードが当たった！
高橋　在錫　大当たり
福山　　宏　キングライオン賞ありがとう！
増田　明子　家族会お招き頂き有難うございます。長い間お世
　　　　　　話になりました。
増田　照美　本日はお招き頂き有難うございました。　
大竹　崇夫　かぜの為早退します。申し訳ございません。
佐々木徹夫　早退します。

・・・家族会楽しみましょう。計画財務の皆様ご苦労様です・・・
碓井良和／草田和子／高橋在錫／中村七和／福山　宏／土岐敏
勝／宇賀　潔／真木泰彦／新田久司／神野雄太

　ふとひらめき２Ｒ親善ゴルフ大会のスタート前に
○ービ○の方に広報誌の原稿をお願いしますと伝え
てました。まさか加藤会長が。。。毎月の連載に加え、
ありがとうございました。
　秋も一段と深まり、朝夕は冷え冷えとしてまいりま
した。
　古くは、奈良時代から新年の年始回りという年始
のあいさつをする行事があり、平安時代には貴族や
公家にもその風習が広まって、挨拶が行えないよう
な遠方などの人への年始回りに代わるものとして、文
書による年始の挨拶が行われるようになったのが年
賀状の由来だそうです。
　皆さんはもうお済ですか？　


