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　年の瀬、師走を迎えました。光陰矢
の如し、月日の経つのは本当に早く、
30 歳位から、加速した感じがします。
会長就任以来半年になります。11 月
16 日に愛媛県庁において、愛リ
バー、愛ロードの感謝状が新居浜ライ

オンズクラブに授与されました。１０年以上清掃活動を
継続した団体に授与される感謝状で、県内でもＷ受賞
したのは、新居浜ライオンズクラブだけで大変名誉な事
だと思います。

　愛ロードは新居浜商工会館周辺の道路が担当で、前
回は 7 月２９日、商工会議所の職員の皆様と一緒に清
掃しました。愛リバーは商工会館西側の東川が担当で、
同日同時に清掃を行いました。東川は普段は水の流れ
は少ない川ですが、雨の日は少し水嵩が増し、上流で
捨てられたゴミが流されてきます。草が多くて、ゴミが草
に絡まっています。ゴミの回収と草刈りが大変です。ゴミ
を川や道路に捨てない、市民のモラルの向上も重要な
課題であると思います。

　さて、長谷川ガバナーの重要課題であります、２００％
例会を、新居浜ライオンズクラブが独自にアレンジし
た。「新居浜ライオンズクラブオープン例会」を１１月
１４日、第一例会で開催しました。入会の意志に関係な
く、ライオンズクラブの活動に関心のある方を対象に、
会員１人が１人の友人知人をお誘いしての例会です。
　残念ながら２００％には達成しませんでしたが、２３
名の一般の皆様に出席頂きました。
　内容といたしましては、１年間の事業説明を各委員
会事業毎に行いました。本年度のメインアクトの献眼に
つきましては。訪問者の皆様に登録用紙をお渡しして、
協力をお願い致しました。また献血の重要性を再認識
する為に、日本赤十字社よりお借りした「アンパンマン
のエキス」のＤＶＤを見て頂きました。当日訪問者の皆
様にアンケートを無記名でお願いしました。
　オープン例会にご参加頂いた訪問者の皆様に心から
感謝申し上げます。

◇◇ ◇◇
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GOLF

　 練習を始めたばかりの頃のスピーチ
は感情の全く入っていない無表情
なスピーチでした。その頃の私は、
きれいな発音とイントネーション
で読めたらいいと考えていたので
す。だから、自分のスピーチを録画し

て見た 時は衝撃的でした。何にも伝わってこな
かったからです。スピーチの中で私が一番伝えたいこと
である、フランス語の歌を通して学んだ「意味を理解し、
情景を表現することの素晴らしさ」が何一つ生かされて
いませんでした。どうやったら私の伝えたいことが相手
に伝わるのかを毎日考えながら練習に励みました。そ
の練習のおかげで、本番では、表情も変えられるほどに
なりました。練習での工夫は誰にも負けていなかったと
思います。
　本番当日は、朝からとても不安でした。失敗してしま
うことばかり考えてしまっていました。でも、クラスの友
達が「大丈夫！できる！」と背中を押してくれたので、やる
気が出ました。発表の前には私への応援メッセージの
寄せ書きを渡してくれました。本当に嬉しかったです。

たくさんの友達が応援に駆けつけてくれました。みんな
が私のためにきてくれたのだと思うと胸が熱くなりまし
た。
　本番直前は自分の心臓の音が分かるぐらいとても緊
張しました。でも、スピーチに出場するほかの中学生と
仲良くなり、話しているうちに緊張が少しずつ和らいで
いきました。自分を信じて頑張ろうと思いました。
　スピーチが終わり、客席に戻ると、応援に来てくれた
友達が笑顔で迎えてくれました。発表を終え、「今まで頑
張ってきてよかった」と心から思いました。
　優勝旗をもらったとき、旗の重さに耐え切れず、よろ
けてしまいました。でも、会場の皆さんが笑ってくれた
ので、かけがえのない思い出になりました。
私はこの英語スピーチコンテストで弱気な自分を卒業
できたと思います。なかなか作文が完成しなくて心配し
てくださった先生方、放課後練習に行くときに毎日のよ
うに応援してくれた友達、合唱部の仲間。たくさんの方
に支えてもらえるなんて私は幸せ者です。第一席を獲得
できて本当に良かったです。

 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　              　新居浜市立西中学校　３年　  寺  澤　響

 英語スピーチコンテストを終えて

 
                                                                新居浜市立西中学校　3 年　寺  澤    響

フランス語の歌を通して　　　     　（スピーチタイトル及び和訳文）

　私は歌を歌うことがとても好きです。今までにたくさん
の歌を歌ってきました。その多くは日本語の歌でした
が、英語の授業で英語の歌を歌ったこともあります。英
語は母国語ではないので、歌うと難しかったです。でも、
歌えるようになると嬉しくなりました。
　今、私は合唱部に所属しています。もっと上達できる
よう一生懸命練習に励んでいます。私たちはたくさんの
合唱コンクールに出場しています。毎年冬に、私の合唱
部はアンサンブルコンテストに出場しています。昨年ま
では、いつも日本語の歌を歌っていました。でも、今年、
私たちの先生が選んだ曲はフランス語の曲でした。それ
も５曲です。楽譜を配布されたとき、私たちはショックを
受けました。単語も読めず、意味も分からなかったので
す。だから、私たちは音階だけで練習をしました。全然楽
しくないのです。なぜでしょう。何が起こったのでしょう
か。私は気付きました。意味が分からなければ、歌って
もおもしろくないということに。
　私たちはとても心配になりました。私たちはコンテス
トまでにこれらの歌を歌えないかもしれません。でも、
「ただ悩んでいるだけでは何も始まらない。」そう思いま

した。それで本屋で仏和辞書を買いました。感情を込め
て歌を歌いたかったので、３日間かけてフランス語を調
べました。意味を一度理解すると、歌の情景をイメージ
することができました。他の部員と情報交換もしました。
だんだんフランス語の歌を歌うことが楽しくなりました。
　コンテストの日がやってきました。ステージに立った
とき、わくわくしました。たくさんの観客がいましたが、全
く緊張しませんでした。私たちが歌った曲の一つに「ショ
ヴスリー」英語では「bat」（コウモリ）と言う曲がありま
す。それはこのようなものです。「Sur mes ai les qui 
volent sans bruit .  Sur mes ai les couleur de nuit ,  
voyez mes ai les ,  voyez mes ai les!」私には自信があ

第２３回中学生英語スピーチコンテスト　ゴールドライオンプライズ（１席）受賞

練習
は

す
見た 時は衝



－３－

希望の光を求めてＷＥＳＥＲＶＥ

 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新居浜ライオンズクラブ事務局員  白  石  康  代

 我が家の行楽シーズン

　「来年こそは…」
　昨年度、英語スピーチコンテストを
終えた後、私はそう心に誓いました。
昨年度、スピーチの指導を任せてもら
い、指導の難しさと楽しさを知りました。

昨 年 度、悔しい思いを味わったからこそ、「今年こ
そは！」という熱い思いで、このスピーチコンテストの指
導を行いました。
　本校の生徒は、英語スピーチコンテスト出場に大変
意欲的で、毎年多くの生徒が出場を希望します。そのた
め、ＡＬＴにも協力してもらい、事前審査を行い、出場者
を決定しています。
　今回出場した寺澤響さんは、７月から何度も原稿を
書き直し、夏休みに入ってようやく英語の原稿が完成し
ました。寺澤さんは合唱部に所属しており、夏休み中は
部活動の合間を縫って練習に取り組みました。９月に
入ってからは、早朝、昼休み、放課後と、時間を見つけて
は、何度も何度も練習に励みました。寺澤さんに私は
「勝ってほしい！」という強い思いから、何度も厳しい言
葉掛けをしてしまうなど、つらい思いをたくさんさせたと

思いますが、それにも耐え、一生懸命練習に励んでくれ
ました。
　指導は私一人で行ったわけではありません。他校で
の合同練習にも参加させていただき、私自身も指導の
仕方を学ばせていただきました。この合同練習では、本
人も他の発表者から刺激をもらったようです。また、昨年
度、一昨年度、スピーチコンテストに出場した２名の卒
業生からも、経験で得た的確なアドバイスをもらいまし
た。このように、積み上げてきた練習とたくさんの人の協
力があり、本番の日を迎えられたのです。
本番当日、ステージに上がる前、寺澤さんは本当に落ち
着いていました。朝も昼休みも放課後も時間さえあれば
練習を行ってきたからこそ、「他の誰にも負けない練習
をしてきた」と自信につながったのだと思います。
英語スピーチを通して、生徒はたくさんのことを学びま
す。同じように指導する私もたくさんの学びがありまし
た。だからこそ、「英語スピーチの指導は楽しい」と思い
ます。「また、来年度も指導に携わりたい」と心から思っ
ています。

りました。なぜなら、たくさんの単語を調べ、情景を思い
浮かべながら歌う練習をしてきたからです。私は尊大な
コウモリを表現しました。「飛ぶときは音も立てず、羽の
色は夜の色をしているのです。」と。結果は、グランプリ
でした。私はとても嬉しかったです。メダルをもらったと
き、やっと努力が報われた気がしました。
　フランス語の歌を通して、私は重要なことを学びまし
た。一つ目は、言葉の意味の大切さです。曲はメロディと
リズムで感情を表現します。でも、歌い手がその意味や
曲の情景を理解していなければ、観客に伝えることはで
きないということです。２つめは歌を理解できないと、
歌うのも楽しくないということです。３つめは、私たちの

合唱部の素晴らしさです。私たちは歌のイメージを共有
しました。お互いに共有し合うことで、強い絆が生まれま
した。私は確信しています。合唱は好意的で、協力的な
人間関係を築けるということを。
　言葉は人を感動させることができます。歌も人を感動
させることができます。私たちが歌を歌うとき、歌い手と
聴き手は有意義な時間を共有することができます。それ
はすばらしい経験です。私はこれからもたくさんの人を
感動させるために歌い続けたいと思います。
ご静聴ありがとうございました。

い
昨 年 度 悔

 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新居浜市立西中学校　教諭   木下  さおり

 スピーチ指導の楽しさを味わって

　秋と言えば運動会、食欲の秋、読書の秋など
色々思い浮かびますが、やっぱり秋の行楽
シーズン到来！！が一番ではないでしょう
か。秋の行楽と聞くと、どこか紅葉狩りに
行かなきゃ、と浮足立ってしまうのは私
だけ？ではないと思います。
　旅行会社のパンフレットや新聞の広
告を見ていると、有名紅葉スポットの旅
や温泉癒しの旅などなど毎日のように目に
留まります。私は意外と旅行をするのが好き
で、行った事のある場所が載っていようものなら

益々行かなきゃ、になってしまうのです。しかし思
い通りに行かないのが現実なのです。先日
の日曜日、朝からとってもお天気が良く正
に行楽日和。新聞の広告を見ていた主
人が「よっしゃ、天気も良いし、しまなみ
方面へ行って自転車乗ってみよか」と。
続いて子供は「山根公園へ行ってみよ」
と。もっと遠くへ行きたかった私は「二人
とも何でその発想なん！？」と。結局、平和

な休日を送るためにしまなみ方面へｇｏ！しま
した。

書の秋など
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会　計   山  口　  泰

ライオンズクラブ国際協会
第５１回ＯＳＥＡＬ（東洋・東南アジア）フォーラム福岡大会に参加して
２０１２年１１月９日(金)～１０日(土)マリンメッセ福岡

　今年６月２日高知で開催された三
役スクールで長谷川ガバナーより日
本で７年ぶりで開催される第５１回Ｏ
ＳＥＡＬ（東洋・東南アジアフォーラ
ム）福岡での３３６－Ａ地区の会員に是
非大会参加の要請がありました。２０

０２年１１月第４１回アジアフォーラムが香港で開催さ
れ、小松武道元ガバナー夫妻と私夫妻で参加し開会式
での深い感動した想いから福岡大会の参加の気持ちを
強くしました。年度始め参加を呼びかけた結果、加藤会
長、真鍋ライ

オン、田村ライ
オン、真木ライ

オン、白石ライ
オン、久保田ライ

オン、佐伯ライ
オン、

山口の８名が参加しました。
　１１月９日 ( 金 ) 早朝、加藤会長が自ら車で迎えに廻
り８時２６分発、しおかぜ８号で出発、岡山経由のぞみ
７号で博多に向かい１１時５９分駅到着、昼食博多名
物本場の豚骨ラーメンと一口サイズ小さくて美味い餃
子、忘れてならない生ビール等で昼食を済ませ開会式
場のマリンメッセ福岡に向かってタクシーを走らせ１３

時すぎに会場に到着、登録受付３３６－複合地区は長い
行列で大会の福岡と近いため参加者が多いのではない
でしょうか。
　開会時間１３時３０分より２０分遅れること代表者紹
介並びに入場行進、参加国紹介し、元国際理事を各国
順に入場、日本は福井正憲ライ

オン、亀井良次ライ
オン、後藤隆一

ライ
オン、藤井基博ライ

オン他、多数の元理事が入場し紹介され、現
２年目理事が入場、日本では高田順一ライ

オン（富山昭和）、
秦從道ライ

オン（宮城仙台コア）、１年目理事（今年７月就
任）、武久一郎ライ

オン（徳島城山）、チョン・キムライ
オン（韓国）、

ユイタイ・チャンライ
オン（台湾）ＯＳＥＡＬ選出の３名の新理

事が大相撲九州場所十両宝富士に先導され入場、紹
介、つづいてＯＳＥＡＬ複合地ガバナー協議会議長が地
区ガバナーを伴って次々入場３３６－Ａ地区長谷川憲男
ガバナーも入場し歓迎を受け、最後の入場、紹介で大相
撲小結安美錦関が先導し、国際会長ウエイン・Ａ・マ
デン夫妻を横綱日馬富士関がエスコートし入場し会場
の歓声、歓迎の拍手喝采で盛り上がりました。

サンライズ糸山へ到着したのはお昼前で、ちょうどその
日はサイクリング大会が開催されており駐車場は県外
ナンバーの車がたくさん止まっていました。先ずは、自
転車をレンタルする前に館内のレストランで食事をす
る事に。 メニューはイタリアン風で、景色も良くイイ感
じでした。 橋がイルミネーションされると夜はお勧めか
も♪　いざ出陣、橋の袂に辿り着くまでの長い上り坂は
キツくて途中から自転車を押して上がりました。「尾道
までラーメン食べにいくぞ～」なんてふざけた事を言っ
ていた主人も、重量オーバーの子供を前のシートに乗
せてフ～フ～言っておりました。
　その甲斐あって橋からの眺めというものは絶景でし

た。海のあちらこちらには渦が出来ており潮流体験が出
来る観光船が行き交っていました。普段は車でしか
走った事がなかったので全然違った景色が見られ、と
ても穏やかな気分で “来島海峡大橋サイクリングの旅”
を楽しむ事が出来ました。
　翌週は子供のリクエスト通り、親子で作ったお弁当を
持って山根公園へｇｏ！しました。落ち葉を集めたり、草
を集めてままごとをしたりどっぷり自然に浸った１日で
した。「二人とも何でのその発想なん！？」は結果オーラ
イでした！　でも、このままでは私がリクエストする “紅
葉を楽しみながら露天風呂の旅”は思いで終わってしま
いそうなのでスーパーで貰った紅葉の旅に応募してみ
ました。当たりますように・・・☆
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　和太鼓（ＴＡＯ）の演奏、登壇者ステージ席へ移動し、
第５１回福岡ＯＳＥＡＬフォーラム組織委員長ライ

オン不老安
正（元国際理事）が開会宣言及びゴングで大会が始まり
参加国紹介、九州交響楽団の演奏、元国連環境計画親
善大使、歌手加藤登紀子さんが２曲熱唱され、Ｌ不老
安正フォーラム委員長の開会挨拶で大会テーマ
「Leadership」（指導者の立場で）です。
　

　ライオンズクラブが世界中で展開している積極的な
社会奉仕活動について広く人々に情報発信するには情
熱をもって指導力を養う事が肝要だと考えます。
　ご来賓として福岡県知事小川洋様、福岡市長高島宗
一郎様がご挨拶され、この後、国際会長ウエイン・Ａ・
マデンが挨拶し、国際会長より知事、市長に記念品の贈
呈があり震災復興に向けてと題してＬＣＩＦ理事長ウイ
ンクン・タム（前国際会長）が東北被災地の大船渡ライ
オンズ会員とＬＩＶＥ中継で復興状況、ＬＣＩＦでの援助
等について討論し会場を盛り上げました。
　福岡大学付属若葉高校創作ダンスが踊られさすが全
国優勝らしく素晴らしい演技でした。開会より４時間近
くにわたっての大会がフォーラム委員長の閉会宣言と
閉会ゴングで終了しました。
　今回の大会で開会式は会場が満席でしたが、大会後
半は退席する人々が多く、国際会長挨拶の時は空席が
目立っていました。大会運営でも問題があるのではな
いかと私自身感じましたが、国際会長には気の毒な思
いをしました。私達は最後の閉会式まで在席して時間
が長く外国の会員も含めてほとんど退席しているのが
残念と思われます。

　宿泊ホテルは博多駅に近く手続きをすませ今夜の楽
しみにしている懇親会場へ水炊き、鳥料理専門店博多
華味鳥祇園店に集合、新居浜中央ＬＣ４名、新居浜ひう
ちＬＣ４名合同の懇親会となり今日の大会での反省等、
お酒を酌み交わし大いに盛り上がりました。宴会解散
後、年寄り達はホテルへ、若い元気な方々は博多市内
へと消えていきました。
　翌朝は自由行動として天神から電車で３０分、気軽に
訪れることが出来る太宰府天満宮へと出発、博多へ来
たら必ず訪れる古都「日本書紀」にも名が記されている
長い歴史と云われているそうです。
　学問の神、菅原道真公を祀り、年中参拝者で賑わうと
聞いていますが午前中から参拝者で混雑、当日は七五
三で可愛い幼子たちが両親等につれられてお宮参りに
行く姿を見て埼玉の孫を想い微笑ましい気持ちになり
ました。この後、博多市内に帰り昼食しながら休息をし
１５時４４分博多発のぞみ４６号で帰途につき無事新
居浜に帰って来ました。東洋・東南アジアフォーラムは
日本で開催されるのは前回仙台より７年ぶりと聞いて
います。皆さんも機会があれば是非参加して下さい。
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第１２５２回　１１月第２例会 １１月２８日 ( 水 )   １８：００～    ユアーズ　 

（オープン例会）
１１月１４日（水）１２：１５～　ユアーズ第１２５１回　１１月第１例会

例　会　報　告

◆オープン例会訪問者紹介　２３名出席　拍手で歓迎
◆会長挨拶　加藤久博会長
　本日は、オープン例会に出席頂き、ありがとうございます。
新居浜ＬＣは、１９６０年、昭和３５年１０月４日に国内２４０
番目のクラブとして結成されました。結成以来はじめて、会員
以外の訪問者の皆様をお迎えして開催します。１０月９日
１０日と福岡で第５１回東洋東南アジアフォーラムに８名で
出席してきました。ライオンズは国際的な組織であることを実
感しました。開会式では、東日本大震災で家屋を失った大船
渡の皆様と同時中継で、仮設の商店街（屋台村）を運営して
いる大船渡ＬＣのメンバーが復興に向け、笑顔で頑張ってい
る姿を見て感動しました。今年は、献眼登録をメイン事業とし
ています。２００名の登録を目指しています。毎月、発行してい
る広報誌とアンケート用紙を用意させていただいています。
多数の皆様に、ご参加頂き、ありがとうございました。
◆事業紹介　ＰＲ広報ＩＴ委員会　久保田繁拡委員長
　来訪者にＰＪ・献血ＤＶＤを使い、新居浜ライオンズクラ　
　ブ事業と献血について説明。
◆幹事報告　新田久司幹事
　◇審議事項
　１．リーダーシップ研究会出席者、登録料について　　　
　　　2,000 円  12月 2日 (日 )  福山 宏第 2副会長
　２． 第２回ゾーンレベル会員委員会・地区ガバナー諮問
　　　委員会登録料について 25,000 円 12月8日 ( 土 )
　３．２Ｒ 親善スポーツ大会登録料について　
　　　41,000 円　11月23日 ( 金 )
　４．新居浜中央ライオンズクラブ結成３５周年記念事業に
　　　ついて　広告料 40,000 円　
　５．英語スピーチコンテスト決算について
　６．家族会決算について
　７．第２回 献血・献眼登録予算案について　　

　８．オープン例会予算案について
　９．出席大会委員会開催日の変更について
　　　１１月２３日（金）→３０日（金）
　◇報告事項
　１．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 ( 金 ) ～ 10日 ( 土 ) 参加者　８名
　２．１１月第１例会オープン例会（２００％例会）
　　　参加者　２３名
　３．２Ｒ 親善スポーツ大会
　　　１１月２３日（金）四国中央市三島体育館
　　　２チーム参加・受付９時３０分～・開会式１０時～
　４．愛リバー・愛ロードサポータ活動
　　　　１０年継続団体へ知事感謝状贈呈式
　　　　１１月１６日（金）１１時～　愛媛県庁　会長出席
◆委員会報告
　・計画財務委員会　伊藤嘉秀委員長
　　　家族会決算報告・第二例会年末商戦試食会案内
　・青少年委員会　檜垣孝志委員長
　　　英語スピーチコンテスト決算報告
　・保健福祉委員会　近藤充徳委員長
　　　１２月９日献血・献眼予算案説明
◆その他報告
　スポーツ部会　塩見秀晴委員長
　　１１月２３日２Ｒスポーツ大会　２チームエントリー
　　当日は、現地集合、打上げ 18 : 3 0よりユアーズ
◆会長承認　加藤久博会長
　すべて承認されました。
◆出席報告　神野雄太理事
　会員数５３名、出席４９名、欠席４名、出席率 92.4％
◆テールツイスタータイム　高橋守テール・ツイスター
　来訪者に、テール・ツイスターの意味を説明
　　ドネーション　￥81,000.

◆会長挨拶　加藤久博会長
　本日は、寒い中、出席頂き、ありがとうございます。第一例会
は、オープン例会を開催しました。２３名の出席がありました。
メンバーの皆様には、ご協力を頂き、ありがとうございました。
アンケート結果は、後日、発表させていただきます。１１月１６
日に愛リバー・愛ロードサポータ賞を県庁で頂きました。
　１１月２３日は、２Ｒ親善スポーツ大会のソフトバレーは、A
チームが、すばらしい成績を残しました。この後、年末商戦の
試食会を開催します。資金獲得の事業ですので、ご協力をお
願いします。
◆幹事報告　新田久司幹事
　◇報告事項
　１．２Ｒ親善スポーツ大会
　　　１１月２３日（金）　四国中央市三島体育館
　２．愛リバー・愛ロードサポータ活動
　　　１０年継続団体へ知事感謝状贈呈式
　　　１１月１６日（金）１１時～　愛媛県庁　会長出席
　３．第２回地区PR・ライオンズ情報・大会参加委員会
　　　１２月１日（土）　15:00～西予市
　　　出席者　真木地区委員
　４．１２月２日（日）　四国中央市
　　・２Rリーダーシップ（指導力育成）研修会　9:00～
　　　出席者　福山第２副会長
　　・第１回新会員オリエンテーション　

　　　9:00～　出席者　真木地区委員
　　・第２回リジョン会議　
　　　11:10～ 出席者 小松地区名誉顧問、真木地区委員
　５．第２回ゾーンレベル会員委員会・地区ガバナー諮問委
　　　員会　１２月８日（土）17:00～　東予国民休暇村
　６．第２回献血・献眼　
　　　　１２月９日（日） 10:00～　イオンモール駐車場
　７．第９６回ライオンズクラブ国際大会ハンブルグ（ドイツ）
　　　について
　　開催期間２０１３年７月５日（金）～７月９日（火）
　　登録〆切 （早期）２０１２年１２月２０日（普通）３月２２日
　　（後期）４月１日以降
◆委員会報告
　保健福祉委員会　近藤充徳委員長　
  　１２月９日献血・献眼を行います。ご協力ください。
◆その他
　スポーツ部会　塩見秀晴部会長　
　２Ｒソフトバレーに２チーム輩出。Ｂチームは予選敗退、A
　チームは、準決勝進出。今後も、引き続き練習していきます。
◆懇親会・年末商戦試食会
◆出席報告　神野雄太理事
　会員数５３名、出席４６名、欠席７名、出席率86.8％
◆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　￥70 , 0 0 0
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・理事・委員長会及び例会
 理事･委員長会      　 １２月１０日 (月 ) １８：３０～  商工会館3F
　第１例会　　　　　１２月１２日 (水 ) １２：１５～  ユアーズ　
 第２例会　　　　　  １２月２６日 (水 ) １２：１５～  ユアーズ

・委員会
 環境保全委員会  １２月　４日 (火 ) １８：３０～ 事務局
 会員会則委員会  １２月　５日 (水 ) １８：３０～ 事務局
 計画財務委員会　  １２月　６日 (木 ) １８：３０～ 事務局
 保健福祉委員会　  １２月１３日 (木 ) １８：３０～ 事務局
 青少年委員会　  １２月１４日 (金 ) １８：３０～ 事務局
 PR広報 IT委員会  １２月２７日 (木 ) １８：３０～ 事務局
 出席大会委員会  １２月２８日 (金 ) １８：３０～ 事務局

・クラブ行事予定
１２月　９日 (日 )　１０：００～　イオンモール駐車場
　第２回献血・献眼登録運動　                      

・その他行事予定
　１２月　１日 (土 )　15:00 ～　西予市
　　　地区ＰＲ・ライオンズ情報・大会参加委員会　
　１２月　２日 (日 )　四国中央市
　　　２Ｒリーダーシップ研修会　　　　9:00 ～
　　　第1回新会員オリエンテーション　9:00 ～
　　　第2回リジョン会議　　　　　　 11:10 ～
　１２月　8日（土）　17:00～　東予休暇村
　　　第2回１Ｚ・２Ｚ合同ゾーンレベル会員委員会・諮問委員会
　１２月１５日 (土 )　14:30 ～　リーガロイヤルホテル
　　　新居浜ロータリークラブ創立６０周年記念式典
・部会・同好会
　ゴルフ部会　　１２月　２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　１２月２０日 ( 木 )　場所未定 　       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　１２月１４日(金 )　　19:30～川東中 　塩見   秀晴
　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
・１２ 月   誕    生    日　
　宇賀　潔、矢野和男、藤縄洲二、武市欣也、久保田繁拡

・１２ 月   結婚記念日
　武市欣也、矢野𠮷男、加藤久博、碓井良和、白石誠一
　

新 居 浜
新居浜中央
新居浜別子
新居浜ひうち

計

53 89.7 96.2         0 名 ％ ％ Ｈ 円0
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２Ｒ－１Ｚ　アクティビティ報告書 (１１月分 )

GOLFGOLF １１月１１日(日)　　新居浜ＣＣ　
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理事・委員長会報告
１１月１２日（月）　商工会館３Ｆ

希望の光を求めてＷＥＳＥＲＶＥ

■会長挨拶
　１１月９日 ( 金 ) ～１０日 ( 土 ) の２日間、第５１回東洋・東南ア
ジアライオンズフォーラムが福岡市内で行われ当クラブ８名が参加
して参りました。今回世界大会に準ずるフォーラムの参加は初めてで
大変参考になり、又、国際会長ウエイン・Ａ・マデンの挨拶を聞いて
きました。会員の皆さんも今後機会があれば国際大会等に参加して
頂きたいと思います。又、１１月第１例会、１４日には初めてのオープ
ン例会（２００％例会）を実施いたします。現在２３名の例会訪問者が
ございます。ご協力のほど、お願いします。

　
■審議事項
１．２Ｒリーダーシップ研究会が１２月２日 ( 日 ) 四国中央市で開催
　されます。第２副会長福山　宏が参加します。登録料 2,000 円を
　 お願いします。
２．第２回２Ｒゾーンレベル会員委員会・地区ガバナー諮問委員会
　が１２月８日（土）に瀬戸内東予休暇村で開催されます。参加者　
はクラブ３役、真木地区役員、真鍋第１副会長、碓井会員理事６　
名が出席します。登録料５名分 25,000 円をお願いします。
３．２Ｒ親善スポーツ大会が１１月２３日（金）四国中央市三島体育
　館で実施されます。選手、応援も含め１６名が参加します。登録料
　41,000 円拠出をお願いします。
４．新居浜中央ＬＣ結成３５周年事業についてパンフレットの広告
　料 40,000 円拠出をお願いします。
５．１１月第１例会でのオープン例会参加者費用の予算について
６．出席大会委員会開催日の変更について、１１月２３日（金）を３０
　日 ( 金 ) に開催します。

■報告事項
・第５１回ＯＳＥＡＬ東洋・東南アジアライオンズフォーラムが
　１１月９日 ( 金 ) ～１０日 ( 土 ) マリンメッセ・国際会議場で開催
　され、加藤会長、真木ライ

オン、真鍋ライ
オン、田村ライ

オン、山口ライ
オン、白石ライ

オン、久保
　田ライ

オン、佐伯ライ
オン、８名が参加し交流を深めました。

・２Ｒ親善スポーツ大会に２チーム参加、開会式が１０時より、場所
　四国中央市三島体育館
・愛リバー・愛ロードサポート活動継続団体１０年へ、愛媛県知事
　より感謝状贈呈通知があり、１１月１６日 ( 金 ) 愛媛県庁の伝達式
　に加藤会長が出席します。

■委員会審議事項及び報告事項
・会員会則委員会
　１１月第１例会オープン例会に２３名の参加予定です。
・計画財務委員会
　家族会決算報告
・青少年委員会
　英語スピーチコンテスト決算報告について
・保健福祉委員会
　第２回献血・献眼登録運動を１２月９日（日）に実施します。予算
　案について審議をお願いします。



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

◇◇◇◇ １１月 第1例会 ◇◇◇◇
加藤　久博　本日は新居浜ライオンズクラブ、オープン例会に多数の訪問者
　　　　　　皆様にご参加いただき有難うございました。
岡田　賢治　２００％例会の成功を祈念します。同伴の佐藤さん！クラブ入会
　　　　　　を考えていただければと思っています。
妹尾　光章　初めてのオープン例会にご出席頂き感謝します。ＬＣの活動も理
　　　　　　解頂けたと存じます。今後もいっそうのご指導お願いします。
有富　正治　本日のオープン例会に多数のご参加頂き心より感謝いたします。
　　　　　　おかげさまで盛大な例会となりました。今後共、皆様のご理解
　　　　　　とご支援をお願いいたします。
久保田繁拡　オープン例会にご参加いただきました 23 名の方、本日はお忙し
　　　　　　い中有難うございました。
宇野　博文　本日は２００％例会です。Ｗｅ Ｓｅｒｖｅにはいろんな形がありま  
　　　　　　す。個人的には労働奉仕に頑張りたいと思っています。
村上　博昭　本日はオープン例会、多数の来訪者を歓迎いたします。
真鍋　憲夫　２００％例会盛会で良かったです。急に寒くなりお体に気をつけ
　　　　　　て下さい。　
佐伯　澄男　オープン例会ご出席の皆様を心より歓迎します。
中村　七和　本日のオープン例会に参加頂きました皆様、有難うございました。
東田　　実　オープン例会を祈念して。１０月第２例会を欠席しました。
鈴木　雅志　本日は２３名の訪問者の皆様、例会ご参加有難うございます。マ
　　　　　　スターズ甲子園我が母校、おしくも敗れましたが、又夢に向かっ
　　　　　　て頑張って下さい。石川さんご苦労様でした。
新田　久司　オープン例会を祈念して
近藤　盛文　来訪者の皆様を歓迎します。
碓井　良和　オープン例会を祈念して。
檜垣　孝志　今年植えた１５本の紅葉が色付きました。綺麗ですよ！！
　　　　　　（２０～３０年後が楽しみです）
神野　雄太　ライオンズ月例ゴルフメンバー、ハンディに恵まれ優勝しました。
石川　　稔　先日マスターズ甲子園に新居浜東高校野球部ＯＢとして出場しま
　　　　　　した。あの駒田選手に２本のヒットで負けましたがいい思い出
　　　　　　となりました。
武市　欣也　健康状態常ならず、でも本日だけは無理をして出席しました。
　　　　　　何とか２００％達成を祈願します。
白石　誠一　伊藤さん入会おめでとう！青野さん入会おめでとう！渡辺さん
　　　　　　入会おめでとう！
高橋　在錫　寒くなりましたね、今夜はくらげの会とソフトバレーの練習で
　　　　　　大忙しです。
大竹　崇夫　本日寒い中沢山のご来訪ありがとうございます。心より歓迎い
　　　　　　たします。
重橋　良昭　急に寒くなりました。今年ももう１ヶ月あまりですが、良い年
　　　　　　が越せるよう努力したいと思います。
古川　貴章　寒いです。風邪を引かないように！
石川　敏則　大変寒くなりました。風邪などひかないように！
高橋　　守　寒くなりましたね、風邪を引かないように気をつけて下さい。
　　　　　　オープン例会成功でしたね
永易　明洋　来訪者を歓迎します。
田村　征夫　本日の２００％例会ご苦労様です。１１月９日～１０日の福岡ア
　　　　　　ジアフォーラムではお世話になりました。
塩見　秀晴　２００％例会成功するように
近藤　充徳　来訪者に感謝
伊藤　嘉秀　急に寒くなってきました。皆様お体ご慈愛下さい。
藤縄　洲二　寒くなりました。２００％例会に出席して下さって有難うござい
　　　　　　ます。
土岐　敏勝　寒くなりました。本日の２００％出席おめでとうございます。
村上順一郎　急に寒くなりました。風邪に注意しましょう。
宇賀　　潔　早退します。誠に申し訳ありません。

・・・本日のオープン例会に沢山の方のご参加有難うございます・・・
佐々木徹夫／草田和子／真木泰彦／福山　宏／林　幸央
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◇◇◇◇ １１月 第２例会   ◇◇◇◇
加藤　久博　年末商戦にご協力をお願い申し上げます。
塩見　秀晴　２Ｒ親善ソフトバレー大会お陰様で３位という好成績を収める
　　　　　　ことが出来ました。ありがとうございました。
真鍋　憲夫　２Ｒ親善スポーツ大会でのＡチーム第３位おめでとうございま
　　　　　　す。日頃の練習の成果が出ましたね！寒くなりました。お体ご
　　　　　　自愛下さい。Ｌ佐々木さんチケット有難うございます。
新田　久司　２Ｒ親善スポーツ大会にてＡチームの皆さん３位入賞おめでとう
　　　　　　ございます。ちなみにＢチームも１セットは何とか取りました。
小松　武道　総選挙の時が近づきました。投票する人がおりません。
田川　　隆　夜間例会を祝して本年お世話になりました。来年も宜しくお願
　　　　　　い申し上げます。
石川　　稔　寒くなりました。今朝我が家は２℃でした。
近藤　充徳　寒くなりました。１２月９日献血・献眼運動ご協力お願いします。
土岐　敏勝　寒くなりました。今年一年お世話になりました。
武市　欣也　小生夜間例会が大好きです。さらに親愛なる妹尾さんとお会い
　　　　　　出来たことうれしく存じます。何時もご健勝に過ごされること
　　　　　　を祈願します。
近藤　盛文　寒いですねえ。元気に頑張りましょう！
藤縄　洲二　１年も早いものですね。祭りが終わったと思うともう正月です。
石川　敏則　今年も残り１ヶ月余り。元気で正月を迎えましょう。
村上順一郎　ソフトバレー３位おめでとうございます。
妹尾　光章　夜間例会のお陰で診察も終わり武市氏と同席出来たこと嬉しい
　　　　　　です。
高橋　在錫　練習の甲斐あってソフトバレー３位になりました。今年は私の
　　　　　　サーブミスなしです！
田村　征夫　２Ｒ親善スポーツ大会ご苦労様でした。私は京都へ出張で欠席と
　　　　　　なりました。申し訳ありません。また知事表彰おめでとうござ
　　　　　　います。今後も頑張りましょう。
重橋　良昭　昨日の愛媛新聞に、お盆の帰省時に開催された同窓会の写真が
　　　　　　掲載されていました。何時もお世話をしてくれている友人に感
　　　　　　謝したいと思います。
伊藤　嘉秀　皆様年末商戦のご協力を何卒宜しくお願いいたします。
高橋　　守　計画財務委員会の皆様ご苦労様です。
有富　正治　計画財務の皆様お世話になります。
宇野　博文　計画財務委員会の皆様年末商戦対応ご苦労様です。昨年経験さ
　　　　　　せて頂いたのでご苦労がよく分かります。頑張って下さい。
久保田繁拡　本日は年末商戦。計画財務委員会の皆様ご苦労様です。
佐伯　澄男　計画財務委員会の皆様年末商戦ご苦労様です。
村上　博昭　昨日は３０回目の結婚記念日で家内と２人で松山でショッピング
　　　　　　やディナーを楽しんできました。
神野　雄太　先日出張の帰り神戸市立博物館でフェルメールの「真珠の耳飾
　　　　　　りの少女」を観賞してきました。すごい人だったのですが見た
　　　　　　かいがありました。　
宇賀　　潔　テールに協力します。寒いですね、風邪を引かないように。

・・・寒くなりましたがお体ご自愛下さい・・・
福山　宏／真木泰彦／佐々木徹夫／碓井良和／山下邦俊／草田和子／大石隆
憲

　早いもので今年最後の広報誌になります。
メンバーはじめ多くの方のご協力により無事、上半期を終
えることが出来ました。来年もメンバーの皆さんのご意見、
アドバイス等、取り入れながら『手作り広報誌』を発刊した
いと思いますのでよろしくお願いいたします。
　少し早いですが、メンバーの皆さん、来年も良いお年
を！！


