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Month l y    Bu l l e t i n

Lions Club

◇◇３月 第 1 例会◇◇

◇◇３月 第２例会◇◇

心と心の交流
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会　長　　加　藤　久　博

　３月９日（土）にえひめ学園
の生徒１１名と引率の先生８名、
ライオンズメンバー９名で、阪神
甲子園球場にプロ野球オープン
戦の観戦に行って参りました。
　午前８時３０分に参加者全員

で出発式を行い、今日一日楽しく明るく過ごす事
が出来ます様と挨拶させて頂きました。
　バスに乗車して早速、先生が用意してくれた、
ビンゴゲームを使っての自己紹介タイム、質問
ボールに素直に答える生徒さんやライオンズのメ
ンバー、自然と笑い声があふれます。似顔絵リ
レーなどバスの中で楽しむゲームを考えて頂きま
した。時間を持て余す事もなく、心配していた車
に酔う生徒もいなく、無事甲子園球場に着きまし
た。先発隊のメンバーが観戦しやすい、いい場
所を開門と同時に確保して頂きました。
　９日は阪神対日本ハムのゲームで、阪神の大
型ルーキー藤浪投手が先発予定と報道され、座
席の確保が困難と考えていました。予想通り内野
席はほぼ満席で、阪神ファンの熱気と気温も３月
とは思えないほど暖かく、半袖で観戦している人
もいました。
　いよいよ試合が始まり藤浪投手の１５０キロを
超える剛速球を目の前で見た、生徒達も興奮気
味です。７回の阪神の攻撃には他の観客と一体
となって、風船を飛ばしました、生徒達が必死で

風船を膨らまし、飛ばす姿はもっと幼い子供の様
に感じました。試合の結果は２対３で応援して
いた阪神タイガースが敗れましたが、レベルの高
いプロの試合を甲子園という夢の舞台で観戦する
ことができ、生徒達もいい試合だったと感激して
いました。
　えひめ学園は野球が盛んで、昼休みもキャチ
ボールを楽しみ、試合においてもいい成績を収
めています。以前の交流会では、えひめ学園対
新居浜ライオンズメンバーで野球の試合をやって
いました。１試合目は経験豊富なライオンズチー
ムが勝っていましたが、２試合目になると体力に
勝るえひめ学園チームが勝っていたと思います。
　昨年から生徒達の希望で、プロ野球のオープ
ン戦の観戦を交流会といたしました。好評につき
本年度は少し無理をして、阪神甲子園球場に行
きました。移動時間が往復で約８時間と長時間
かかりましたが、生徒達といろんな会話をするう
ちに、心と心が通う交流が出来たと実感いたしま
した。ほんとうに良かったです。
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えひめ学園との交流会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青少年委員会　村　上　博　昭

　今年の交流会は昨年に続きプ
ロ野球のオープン戦観戦。甲子
園球場での阪神タイガース対北
海道日本ハムファイターズ（巨
人ファンの私としては翌日の巨
人戦が見たかった）。とは言え

久しぶりの甲子園球場に心躍らせながら朝 7 時
４５分商工会議所に集合し、大型バスでえひめ
学園へ。
　参加者は、メンバー 9 名（Ｌ久保田は球場の
席取りのため、自車にて早朝出発）生徒１１名、
先生８名の計２８名。加藤会長の挨拶、出発式
の後予定通り８時３０分甲子園に向け出発。バ
スの中ではゆっくり・・・と思いきやメンバー
それぞれが生徒の隣の席へ。
　約４時間の移動のため、先生方がバスの中で
出来るゲームを色々考えており、ゲームを通し
て子供達と楽しく親睦を深めることが出来まし
た。途中２回程のトイレ休憩をはさみ予定通り
１２時３０分甲子園球場に到着。近くに駐車場
が無いため、少し離れたところから１５分程の
徒歩は、メンバーには少々きつかった様です。
　球場の中に入ると子供達は勿論のこと先生の
中にも初めての方が多く、すごい！とか綺麗！
といった言葉が・・・それだけでも連れてきた
甲斐があったなあと思いました。座席もグラン
ドから近くＬ久保田には感謝です。

　当日は阪神の先発が予想通り新人の藤波晋太
郎と言う事もあり、アルプス席（当日は立ち入
り禁止）以外はほぼ満席状態。テレビでは味わ
えない球場の雰囲気や阪神ファンの大声援、大
応援を生で感じた子供達には本当に良い思い出
になった事でしょう。
　７回裏には恒例のジェット風船も経験でき子
供達も大はしゃぎでした。この日は本当にお天
気が良く暑くてメンバーは早々に生ビールをグ
イグイ、疲れと酔いで気持ちよくお休みの方も
ちらほらと。試合の方は３対２で北海道日本ハ
ムファイタースが勝ちましたが、藤波も先発の
一角に入りそうだし、西岡、福留の加入で打線
に厚みも増し今年の阪神は打倒巨人の一番手に
なりそう？かな？試合終了後１７時に出発。
　途中淡路ＳＡで夕食。さすがに帰りは皆さん
お疲れ模様で静かに一路新居浜へ。２１時過ぎ
にえひめ学園に到着！時間の関係で解散式はバ
スの中で行い、先生や子供達からお礼の言葉が
ありましたが、最後に来年も是非お願いします
という事でした。ともあれ参加されたメンバー
の皆さん長い長い一日本当にお疲れ様でした。

　３月３日（日）に、今治くるし
まライオンズクラブの結成２０周
年記念式典に加藤会長と真木さ
ん、山口さんと私の４名で参加し
てまいりました。会場は今治国際
ホテルで、15:00 より開催されま

した。今回の結成２０周年の式典には３３６Ａ地
区はもとより、遠くは南三陸志津川ライオンズク

今治くるしまＬＣ結成２０周年記念式典に出席して
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幹　事　　新　田　久　司
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　３月２日（土）伊予三島のコス
モパルで開催の新会員オリエン
テーションに参加した。
　今回の参加者は２Ｒ新会員１２
名。平成２５年１月９日に揃って
入会した松浦一雄さんと横山周平

さんが参加した。横山さんは出勤日ということも
あり会議終了後お弁当も食べずに帰られた。勤務
中でありお忙しかったに違いない。
　会議は役員紹介、出席者の紹介が順に行われ
た。講師は宇高昭造元地区ガバナー。約１時間
半の話の中で私の心に残ったことがあったのでそ
れを紹介してみたい。
　ライオンズ必携は毎年配られるが、正直ほとん
ど目を通すこともなく、むなしく廃棄されていた。
その道徳綱領（１１ページ）の最後に
☆批評は謙虚に、賞賛は惜しみなく、建設を旨
として破壊をさけること。
　人のことはついつい批判的に見たり、悪口を言
うことがないですか。人を褒めることができてい
ますか。あるいは家庭の中で奥さんに向かって「お
はよう」「おやすみなさい」が言えていますか。
気に入らない事があるとプンとしていませんか。

家庭をうまく収めなければ他のことでもうまくいか
ないでしょう。正直なところ痛い所を突かれた気
がした。日頃から「お休み」を言わず就寝する
習慣になっていた。今日の話の中でこれだけは実
行しようと心に決めた。
　その晩「おやすみ」の一言を実行した。思わ
ず声がうわずってしまった。翌朝の「おはよう」
はタイミングが悪く言いそびれた。やっと次の日
言うことができた。照れくさい。でもこれからはきっ
と続けることができる。
　ライオンズは飛び込むべきでいろんな行事に参
加し、体験してみることにより理解が深まり、違っ
た見方ができるようになると言われた。国際大会
のパレードに奥さんは最初「なんであんなことす
るの」と批判的だった。何度も国際大会に参加す
るうちに「言葉も何も通じない人間同士なら、握
手、バッチ交換そしてパレードしかないね～」に
変わった。
　G.M.P とは入会して 5 年目にクラブ会長が務ま
るよなスキルをもつという事にも触れた。最大
171,212 名いた日本のライオンズ会員数が今は
102.969 名（2012.12.31）　時代は確実に変
わっている。

新会員オリエンテーションに引率者として参加
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会員会則副委員長　塩　見　秀　晴

ラブからも 3 名の方の出席がありまた、今治市長
や今治の各ロータリークラブなど来賓の方々など
多数の出席者で熱気にあふれていました。特に
この式典で印象に残ったことは（VTR）にて２０
周年記念事業として「東日本大震災への被災地
支援事業」・「地域環境美化事業」・「子供たちの
郷土愛醸成事業」・「温故知新による会員の意識
向上」の４本柱の事業です。
　どれもすばらしいメンバーが体を使った事業で
地域の人々と共にすすめる事業で奉仕活動の原
点を見せていただいたようで大変感動致しまし
た。そして、その後に祝宴に入りました。
　食事も良かったのですが、この中で、南三陸
志津川ライオンズクラブの前会長小坂さんが東日
本大震災の現場での話をされました。
　こちらに居たのではわからない被災地の苦労
や３月１１日当日の大変な思いを本人の言葉で
聞き改めて震災の大きさを感じました。
　そんな中に今治くるしまライオンズクラブのメ
ンバーが震災から１週間ぐらいにトラックに物資

をつんで１６時間かけて、かけつけたそうです。
　なかなか現地に行くと言うことは出来ることで
はなくその行動力はすばらしいと思いました。
　それから、南三陸志津川ライオンズクラブとの
交流が続いているそうです。
　その後、ビンゴゲームや余興で盛り上りメン
バーの気持ちがこもった祝宴だったと思います。
帰りは、加藤会長の車で新居浜まで帰りました。
　会長は運転手のため祝宴中はウーロン茶で我
慢していました。私たちだけ飲んで大変申し訳な
く思いましたが、楽しく、勉強になった 1 日でした。
会長運転お疲れ様でした。
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　今期のライオンズ活動も後半に
移り、地区年次大会が高知市で 4
月 14 日に催されます。我々 3 役
も 6 月末のゴールに向けて頑張っ
て会員の皆さんの期待に応えたい
と思います。第 3 回ゾーンレベル

会員委員会等三つの会議が 3 月１０日（日）ふじ
で開催され、１Ｚ－ＺＣ、地区委員、クラブ３役、
会員理事等、２３名参加し、２Ｒ会員・会則・ＥＸＴ・
指導力育成・プロトコール委員、藤原孝二ライ

オンより
会員増強についての意見としクラブ内で増強につ
いて検討し、勉強会等３～５年の目標を想定し、
会員同志で意見交換をして活性化を諮ること、例
会出席率の悪いのは魅力が無いのではないか？他
のクラブの例会に出席して参考にしクラブを快活
にしていってはと思われます。
■各クラブ会員理事による現状報告
１）会員増強の現状と後半における取り組みにつ
　　いて（ＧＭＴ）
　４クラブ共、会員増強に特に力を入れ、アベノ
ミクスの経済効果に期待、各企業に対して入会を
招請する。
２）貴クラブの会員維持の対策についてどの様な
　　方法で行っていますか。
　指導的役割をこなし若い活動的な人々に関わっ
　て頂く、会合アクトへの参加を促し、参加して
　仲間意識を持ち例会、委員会にて会員維持のき
　め細かく声をかけていく
３）２００％例会の感動について
　２００％例会を実施し賛同を得た人に招請した結
　果２名入会があり（新居浜ＬＣ）、周年行事の後、
　取り組んでみたい（新居浜中央ＬＣ）、クラブ外
　の参加は刺激になり双方にとって良い（新居浜
　別子ＬＣ）、会員外が２０数名参加してくれ活気
　が感じられた（新居浜ひうちＬＣ）
４）合同例会を催しての感想について
　各クラブの活動状況が把握でき、お互いの変化
　が深まるので今後も続け、横のつながりが広が
　り、他のクラブの意見、進行方法等、勉強にな
　ります。
■２Ｒ－１Ｚ地区ガバナー諮問委員会（ＺＣ田尾忠士）
１．貴クラブで今年度までに実行された活性化と
　合理化について具体的に報告して下さい。
　各委員会の事業を行うことから活性化につな　
　がっている。３５周年記念事業で役割分担のチー
　ムを作り協議会合を繰り返して活性化をはかっ

　ています。
　会員会則委員会が中心となり会員として自覚と
　意識を確立し活性化を諮る。
２．今期末の会員増強・維持の状況について
　各クラブ共現在より２～３名増強を目指し、維
　持についてはクラブ内でのコミュニケーション
　を最重要し、楽しい例会を催し、退会者防止に
　努める。
３．貴クラブの会員はＬＣＩＦに献金されましたか
　　また、ＭＦＪ（１０００ドル献金）に協力されま
　　したか
　ＬＣＩＦでの献金は、４クラブ共、６００～４００
　ドル献金、ＭＪＦは新居浜、新居浜中央各２名、
　新居浜ひうち１名献金
４．事業資金の調達の内容について
　年末商戦、３５周年事業、中学生サッカー大会、
　小学生バレーボール大会等の協賛金を募った。
５．各種大会に派遣する代議員について
　地区年次大会、複合地区大会、各クラブ共、定
　数（会員数 1/10）は出席します。尚国際大会（ド
　イツ・ハンブルグ）は新居浜ＬＣより 2 名（夫
　人 2 名）、４人で参加します。
第３回ゾーン会議
①キャビネット会議・リジョン会議の報告
　２Ｒ－１Ｚのボーリング大会について
②第２回ゾーン会議後の経過報告
③アワード開催について
④２０１３年～２０１４年委員会構成
⑤新居浜中央ＬＣ３５周年記念式典
　　３月３１日（日）ユアーズ
⑥第４回ゾーンレベル会員委員会並びに１Ｚ年次
　会合について　２０１３年６月８日（土）ふじ
　参加者、地区役員、三役、会員理事（現・次期）

以上、早朝より１２時近くまで熱心に諮問会が催
され、参加の地区役員、クラブ役員の皆様ご苦労
様でした。

２Ｒ－１Ｚ 第３回ゾーンレベル会員委員会
　　　　第３回地区ガバナー諮問委員会
　　　　第３回１Ｚゾーン会議開かれる
　２０１３年３月１０日（日）於ウエディング・パレスふじ　　　会　計　山   口   　泰
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希望の光を求めてＷＥＳＥＲＶＥ

　朝ご飯をしっかり食べて痛み止
めの薬を飲む。これは走行中に足が
痛くなっても痛みを鈍くするため
だ。会場まで徒歩で行った。
　今回の参加者は約８０００人との
こと。見る人が全て速いひとに見え

る。私のようなメタボランナーはたまに見かけるくら
いだ。中でも短パンにランニングシャツの人は間違
いなく物凄い速い人。自己申告のタイム別にクラス
分けされており自分の配置に並び始める。
　今年は控えめに一番遅いクラスにした。知人の作
戦にのって、更に最後尾に居座った。それぞれペー
スメーカーのランナーさんがついているので６時間
ぎりぎりのペースメーカーさんについて行こうという
作戦だ。１キロ７～８分くらいのペースで完走だけ
を目指すのだ！
　皆、最初はなかなか良いペースで走っている。し
かし昨年の経験上１０ｋｍ前後から足がとまってし
まうランナーさんが続出するのだが今年もそのとお
り。私は２０ｋｍまでは足が止まらない自信があった
のでペースを崩すことなく走っていた。長丁場だから
全体でのペースを考えて走らなければならない。そ
れでも登りでへばりかけていたらゲストで来ていた
高橋尚子さんが手を振って近づいてきてくれてハイ
タッチ！！可愛い！なぜかその直後から元気が出た。
　それと沿道の地域の皆さんの応援が凄い！！　「が
んばれ～」「もう少しでチェックポイントだよ～」「水
飲んで」と一生懸命に声をかけてくれるからへばら
ない。トップランナーが折り返しから帰ってきて物凄
い勢いで対面道路を走りぬける。なんちゅう速さ
だ！！！全開だよ。２時間台で走るなんて凄すぎ！
　マラソンは３０ｋｍからがサバイバルといわれて
いる。人間の体力などが３０ｋｍで限界を迎えるら
しい。そこからどれだけ走れるかが普段のトレーニ
ング次第なんですと。私も２５ｋｍくらいから足がお
かしくなってきて歩いたり走ったりを繰り返すように
なった。沿道には座り込んだランナーがぞくぞくと見
える。
　昨年つかまった 26.5ｋｍの関門を通過、、、やっ
たあーと思う。最後の８ｋｍ位からが地獄だった。
　気力も弱ってきて諦めるようかな？！と弱い自分が
出て来た。しかしなんとか完走を狙える時間だ。必死
でペースメーカーさんについて走る。他にも同じ考
えの人が多いようでペースメーカーさんの後に人だ

かりが出来ている。その中に混じっていると何故か
ジーンときて涙が出て来た。「とにかくこの人につい
ていけば完走出来るんだ！皆も頑張れ！」と思った。
　その集団のなかに初老の夫婦のランナーさんが
手を握り合って一生懸命に走っていた。その手を見
ると、、またまた泣けてきた。もの凄い感傷的な気持
ちになっていたようだ。そんな事で涙を流す私では
なかったはず。今でもあの光景を思い出すと目が潤
んでしまうのだ。
　このまま順調にゴールまで、と思いきやそんなに
簡単なものじゃない。途中で私の足も気持ちも萎え
てペースメーカーさんからはぐれてしまった。やば
い、、「諦めるか～」という気持ちになる。腕時計とに
らめっこしながら兎に角進む。
　よし、残り２ｋｍになったらダッシュだ。ダッシュっ
ていってもせいぜいいつものジョギングレベルだろ
う。しかし、１ｋｍ７分くらいでは走れるだろう！と考
えて覚悟を決めた。
　その時がきた。ここで走らなければあかん！と思っ
たら不思議と足が動き出した。「よっしゃーこのま
まー。」とゴールまで自分の中ではアクセル全開で走
り抜けた。ゴールでは再び高橋尚子さんが待ってい
てくれた。ハイタッチ。女神だ～。うれしい！やったー
である。
　涙が出ていたが他人に見られたくなくてずっと上
を向いていた。帰宅中、電話やメールで「どうだっ
た？」などの問い合わせが友人知人からたくさん来
た。「完走、完走」と有頂天に答えていた。
　完走したら吸おうと思っていたタバコを吸った。　
一番おいしく吸うためにマッチを買って吸った。勝利
のたばこはうまかった。
　夜は体中が痛くて眠れなかった。　　　　　　　
翌朝、布団から起き上がるのに５分くらいかかった。
登山用のステッキを出してきて丸一日、 をついて
過ごした。マラソンなんて本当にうんざり、二度とご
めんだ！！と思うほどきつかった。
しかし物凄い達成感が有ったのは間違いない。　
きっと来年も走っている！そんな気がしてならない。
　　　　　　　　　　　　　　　

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　             　　　　　　　　     第２副会長　福  山　宏

愛媛マラソンへの挑戦　２回目
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第１２５９回  ３月第１例会

例　会　報　告

３月１３日（水）12:15 ～　ユアーズ

第１２６０回　３月第２例会
３月２７日（水）12:15 ～　ユアーズ

◆来訪者紹介　大竹崇夫直前会長
住友金属鉱山㈱別子事業所真部良一所長に後ほど、卓話をして
いただきます。よろしくお願い致します。
◆会長挨拶　加藤久博会長
　本日は、住友金属鉱山真部所長様に、ご来訪頂き、ありがと
うございます。３月９日（土）にえひめ学園生徒と阪神甲子園
球場に行ってきました。天気が良く汗ばむほどでした。生徒のみ
なさんからも大変感動したとのことでした。移動中のバスの中で
もゲームをしたりして交流をしてまいりました。愛バンクの資料を
配布しています。献眼登録２００名の目標に対して現在７０名ほ
どの登録です。目標達成のために、ご協力をお願いします。交
通塔の修繕工事も今月中には完成予定です。本日も、宜しくお
願いします。
◆卓話　住友金属鉱山㈱別子事業所
　　　　　　所長　真部良一様
東海村JCO臨界事故補償問題の経験を
基にお話していただきました。

◆幹事報告　新田久司幹事
◇審議事項
１．愛リバー・愛ロード予算について　３月１７日（日）
２．家族会予算について　４月２１日（日）
３．委員会開催の変更について　
　　出席大会委員会　３月２２日（金）→３月２９日（金）
◇報告事項
１．退会者について
２．優待会員について
３．愛媛県立新居浜特別支援学校卒業証書授与式　
　　３月１日（金）10:00 ～　出席者　加藤会長
４．３月２日（土）10:00 ～　四国中央市コスモパル
　　・２R第２回新会員オリエンテーション
　　　出席者　松浦さん、横山さん、塩見会員会則副委員長
　　・第３回リジョン会議
　　　出席者　小松地区名誉顧問、真木地区委員
５．今治くるしまライオンズクラブ結成２０周年記念式典・祝宴
　　3月3日（日）15:00～　今治国際ホテル
６．えひめ学園との交流会　
　　３月９日（土）8:00 出発　　阪神甲子園球場
　　　プロ野球オープン戦観戦
　　　　（阪神タイガースVS北海道日本ハムファイターズ）
　　　参加者２８名（メンバー９名、生徒１１名、先生８名）
　７．１Ｚゾーンレベル会員委員会・地区ガバナー諮問委員会
　　　３月１０日（日）9:30 ～　ふじ
　８．愛リバー・愛ロード清掃奉仕　３月１７日（日）７時～
◇委員会報告
　・会員会則委員会　碓井良和委員長　
　東田実さんが退会されます。田川隆さん
　が優待会員になります。
　・計画財務委員会　伊藤嘉秀委員長　
　家族会予算・行程表の説明
　環境保全委員会　宇野博文委員長　
　愛リバー・愛ロード予算説明
◆会長承認　加藤久博会長
　すべて承認されました。
◆次期役員指名会　加藤久博会長
　立候補者なし。

◆会長挨拶　加藤久博会長
　足元の悪い中、ご出席ありがとうござ
います。本日は、次期役員選挙会と今治
の近見小学校で開催された薬物乱用防
止教室のビデオを見ていただきます。ま
た、磯浦の交通安全塔の改修工事が完
成しました。新居浜市交通安全協会から、お礼の言葉を頂
きました。最後に今週日曜日に開催されます新居浜中央ＬＣ
結成３５周年記念式典への出席をお願い致します。
◆委員会アワー
薬物乱用教室のビデオを鑑賞
◆幹事報告　新田久司幹事
◇審議事項
　なし
◇報告事項
　１．愛リバー・愛ロード清掃奉仕
　　　３月１７日（日）7:00 ～　参加者２３名
　２．薬物乱用防止教育認定講師養成講座　
　　　３月３０日（土）13:00 ～
　　　受講者　真鍋第一副会長
　３．新居浜中央ＬＣ結成３５周年記念大会
　　　３月３１日（日）ユアーズ
　　　式典　11:00 ～（受付 10:30 ～）
　　　祝宴　12:20 ～
◆委員会報告
　・計画財務委員会　
　　　　　　　古川貴章副委員長　
　４月２１日家族会出席を宜しくお願
　いします。
　・環境保全委員会　
　　　　　　　宇野博文委員長
　愛リバー・愛ロードありがとうござ
　いました
◆出席報告　神野雄太出席大会担当理事
　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　￥173,000
◆また会う日まで
◆ライオンズ・ローア
　土岐計一出席大会委員長
　We  Serve!!

◆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　￥81,000
◆ライオンズ・ローア　L石川敏則
　We　Serve！！
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・理事・委員長会及び例会
 理事･委員長会 　    ４月　８日 (月)１８：３０～  商工会館3F
　第１例会　　　　　　　　４月１０日 (水)１２：１５～  ユアーズ　
 第２例会　　　         ４月２１日 (日)　７：３０～  大三島方面

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

・クラブ行事予定
　家族会　
　４月２１日 (日 )　7:30 ～　大三島方面                      

・その他行事予定
　第５９回地区年次大会
　４月１３日 (土 )　記念ゴルフ大会　土佐ＣＣ・高知ＧＣ　
　４月１４日 (日 )　年次大会　高知県立県民文化ホール
・部会・同好会
　ゴルフ部会　    ４月１３日 (土 )（年次大会）　  久保田繁拡
　囲碁部会　　    未定　　　　　　　　　　   藤 縄  洲 二
　つれづれの会　４月　９日 (火 )つむぎ食堂  岡 田  賢 治
　くらげの会　    奇数月に予定 　　 　     　　  永 易  明 洋
　スポーツ部会   ４月１２日・２６日 (金 )  　　   塩 見  秀 晴
　　　　　　　　　　　19:30 ～川東中  　　　　　  
　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

新 居 浜
新居浜中央
新居浜別子
新居浜ひうち

計
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理事・委員長会報告
３月１１日（月）　商工会館 2F

希望の光を求めてＷＥＳＥＲＶＥ

■会長挨拶　
　皆さん、今晩は本日は寒い中理事、委員長会にご出席下さ
いましてありがとうございます。３月１１日は東日本大震災の２
年目を迎え２万人以上の方々に対してご冥福をお祈りいたしま
す。先日９日(土)にはえひめ学園の生徒、先生、クラブメンバー
２８名で阪神甲子園球場へプロ野球オープン戦観戦し、阪神タ
イガース話題の藤波投手が投げ生徒達も大喜び無事帰ることが
出来ました。また来年もえひめ学園との交流を続けていただく
ようお願いいたします。

■審議事項
１．退会者について
　東田  実さん一身上の都合で退会届が出されました。
２．優待会員について
　田川  隆さん長期入院となり例会出席が出来なくなりました。
　正会員より優待会員に変更します。
３．愛リバー・愛ロードを３月１７日（日）午前７時より実施いた
　します。予算30,000 円
４．家族会予算について
　４月２１日（日）春の家族会を実施、大三島、大山神社に
　遠征します。予算案別紙の通り。　
５．出席大会委員会の日程変更について
　３月２２日（金）を３月２９日(金 )に変更します。

■報告事項
１．愛媛県立新居浜特別支援学校の卒業証書授与式が３月
　１日（金）に本校であり加藤久博会長が出席
２．．２回２Ｒ新会員オリエンテーションが３月２日コスモパル
　で開催、塩見会員会則副委員長が引率、松浦一雄ライ

オン、　横
　山周平ライ

オンが参加しました。
３．今治くるしまＬＣ結成２０周年記念式典が３月３日（日）　
　今治国際ホテルで催され、加藤会長、新田幹事、山口会計、
　真木地区委員が参加しました。
４．えひめ学園との交流会を３月９日（土）プロ野球オープン
　戦の観戦、甲子園球場に２８名で行きました。
５．２Ｒ－１Ｚゾーンレベル会員委員会、地区ガバナー諮問委
　員会が３月１０日（日）ふじで開催、加藤会長、新田幹事、
　山口会計、碓井会員理事が参加しました。

■委員会審議事項及び報告事項
・会員会則委員会
　退会者東田  実さんについて、優待会員田川  隆について説
　明する。
・保健福祉委員会
　会長目標の献眼登録２００名の達成に会員の皆さんにご協　
　力下さい。現在まで７０名登録していただいています。　
・環境保全委員会
　愛リバー・愛ロード清掃奉仕を３月１７日（日）午前７時よ
　り行います。参加をお願いいたします。

MARRIAGARRIAGE＆BIRTHDAYIRTHDAY
・４ 月   誕    生    日　
　
・４ 月   結婚記念日
　土岐計一、高橋　守、山口　泰、宇野博文、檜垣孝志
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加藤　久博　住友金属鉱山（株）真部所長様お忙しい中ご来訪、卓話頂き
　　　　　　有難うございました。
土岐　計一　ライオンズ月例で優勝出来ましたのはパートナーの指導のお
　　　　　　かげです。
妹尾　光章　誕生日と結婚祝いに感謝します。過去を顧み人生に驚いてい
　　　　　　ます。
横山　周平　今年も無事に誕生月を迎えることが出来ました。良き一年と
　　　　　　なるよう祈念して・・・
高橋　在錫　春ですね。日曜日、西条でつくしを取りました。まだ少し早
　　　　　　いようで細目でしたが美味しかったです。
重橋　良昭　台湾戦の侍ジャパンの粘りに見習うべきところがあります。
　　　　　　すごい！！三連覇期待しております。
真鍋　憲夫　来訪者を歓迎して。卓話有難うございます。先日は、えひめ
　　　　　　学園の生徒さんと甲子園球場でオープン戦を観戦してきまし
　　　　　　た。お天気も良く最高でした。
有富　正治　先週の土曜日、えひめ学園の園児と甲子園のオープン戦を観
　　　　　　戦してきました。大変に暑く疲れました。阪神の藤波君を見
　　　　　　ましたよ！来訪者、真部さんの卓話に感謝致します。
村上　博昭　先日のえひめ学園との交流、甲子園球場でのオープン戦観戦
　　　　　　お天気も良く大成功だったと思います。参加されたメンバー
　　　　　　の方々大変お疲れ様でした。
小松　武道　季節も初春です。温かくなりました。
塩見　秀晴　新会員オリエンテーション参加の松浦さん、横山さんお疲れ
　　　　　　様でした。参加して自分なりにすごく勉強になりました。
宇野　博文　花粉が注いでいます。今しばらくガマンガマンです。お水で
　　　　　　眼鼻を洗うと少し改善されるようです。
岡田　賢治　真部所長の卓話に感謝致します。　
大竹　崇夫　住友金属鉱山（株）常務執行役員真部良一氏の卓話に感謝致
　　　　　　します。
土岐　敏勝　愛リバー・愛ロード清掃奉仕作業を行います。例年のぜんざ
　　　　　　いを作りますので多く参加をして下さい。
藤縄　洲二　先日。お水取りの奈良での同窓会に行ってきました。同窓生
　　　　　　はいいものです。
田村　征夫　毎月行事が忙しく大変だと思いますが、いよいよ第 4 コー　
　　　　　　ナーが近づいて参りました。頑張りましょう。
伊藤　嘉秀　真部常務様、今日はお忙しい中卓話していだきまして有難う
　　　　　　ございます。
近藤　盛文　卓話に感謝！！
佐伯　澄男　卓話に感謝します。白石誠一さんゴルフの方は又ダメでした。
　　　　　　頑張ります！
久保田繁拡　卓話に感謝です。ありがとうございます！
檜垣　孝志　真部氏の卓話にお礼を！
鈴木　雅志　本日の卓話に感謝して
神野　雄太　来訪者を歓迎します。
・・・住友金属鉱山（株）真部所長様の卓話に感謝致します・・・
山下邦俊／近藤充徳／高橋　守／石川敏則／林　幸央／碓井良和／新田久
司／宇賀　潔／草田和子／福山　宏／白石誠一／武市欣也／
東田　　実　例会欠席します。
古川　貴章　早退します。すみません。
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◇◇◇◇ ３月 第 1 例会３月 第 1 例会 ◇◇◇◇

◇◇◇◇ ３月 第２例会月 第２例会 ◇◇◇◇
東田　　実　昭和４２年（１９６７年）１０月入会以来４５年間皆さんと共に
　　　　　　社会奉仕活動に参加し、親しくご厚誼を頂いたこと心より感
　　　　　　謝しております。ありがとうございました。
加藤　久博　３月３１日の新居浜中央ライオンズクラブの記念式典にご出
　　　　　　席お願いします。
真鍋　憲夫　桜もちらほら咲き始めましたが、朝晩はまだ寒いので身体に
　　　　　　気をつけて下さい。卒業や退職のシーズン未来に向かって羽
　　　　　　ばたいて下さい。you  can  do  it  !
檜垣　孝志　毎年ですが、桜いいでえすネ！最高です！

４月は暖かさを増し、桜は満開、植物が一気に芽吹いて、
春は野山を見ても分かるようにタンポポやつくし、または山
菜が多く出てくる時期です。また、旬の食材では４月にドン
ピシャなのは☆タケノコ☆ふき☆えんどう☆アジ☆ニシン☆あ
さりなどがいいですね～今は、ハウス栽培などによって一年
中食べられる物が多くなりましたが、やはり旬の時期の食材
は他の時期に取れる同じ物であっても栄養価は格段に違うと
思います。やはり旬の物は旬の時期に頂きたいですね♪本
年度もあと３ヶ月、残り少なくなりましたが、今一度『希望
の光を求めて We Serve』のスローガンのもとライオンズ活
動に励みましょう！！

松浦　一雄　新居浜の桜の満開に合わせて末娘が帰ってきます。今年は娘   
　　　　　　と新居浜で花見が出来ます。娘はその後京都に帰り、京都の
　　　　　　桜を楽しむ予定とか。
宇野　博文　花粉が杉から桧に変わりましたが、引き続き大変な状況が続
　　　　　　いています。５月中旬までガマンガマンの日々となっています。
永易　明洋　桜の季節になり心も明るくなります。確定申告も３月１５日
　　　　　　で終わりホッとしています。
近藤　盛文　桜の季節ですねえ。
村上　博昭　選抜甲子園が始まりました。愛媛代表、済美高校１回戦突破
　　　　　　おめでとうございます。教え子が出場した関西高校は破れ残
　　　　　　念ですが、夏に期待しましょう。
高橋　在錫　先日広瀬公園へ花見に行ってきました。まだ５分咲きで人も
　　　　　　まばらでしたがとにかく猫の多さにビックリしました。
藤縄　洲二　桜の花が咲き始めました。やっぱりいいですね～！
石川　敏則　桜も満開近し。済美高校勝つし孫は今年卒園、４月よりピカ
　　　　　　ピカの一年生。春万歳！
久保田繁拡　加藤丸も残り４分の１！！最後の直線ですね！あと３ヶ月頑
　　　　　　張って下さい。
横山　周平　過日、愛リバー・愛ロード当日私事により連絡を失念し、ご迷
　　　　　　惑をおかけ致しました。ご参加の皆様ありがとうございました。
武市　欣也　ドネーションに協力します。
塩見　秀晴　土岐敏勝さん何時も清掃の時ぜんざいありがとうございます。
　　　　　　あの味が忘れられません。
岡田　賢治　暖かくなってきました。
佐伯　澄男　愛リバー・愛ロードの後のぜんざい最高でした。土岐さんあ
　　　　　　りがとうございました。
有富　正治　先週の土日に家族９名、親族７名、総勢１６名でユニバーサ
　　　　　　ル、海遊館へ行ってきました。幼児を含め小学生以下５人に
　　　　　　振り回されるやら、人混みで大変疲れました。二度と行きた
　　　　　　くないです。
田村　征夫　３月は何かと慌ただしく落ち着かない日々です。卒業、就職、
　　　　　　受験などに楽しかったり、寂しかったり、メンバーの皆様は
　　　　　　どうでしょうか？
重橋　良昭　先週、長女が無事大学を卒業する事が出来ました。学業の他
　　　　　　に土日はボランティアで地元小学校のバレーボールのコーチ
　　　　　　をしていました。社会人になっても、コーチは続けるとのこ
　　　　　　とで、父親としても応援したいです。
草田　和子　４月９日から画商ワールドというレプリカの油絵を音楽の泉
　　　　　　へメンバーの皆様ぜひ見にお越し下さい。
古川　貴章　４月２１日家族会です。ご参加宜しくお願いします。
宇賀　　潔　ドネーションに協力します。
高橋　　守　姪の子供小学６・５年生の２人が愛媛県代表で（ソフトボー
　　　　　　ル）佐賀県の全国大会に参加します。頑張ってきて下さい。

・・・満開の桜ももうすぐですが、体調には充分気をつけて・・・
中村七和／真木泰彦／神野雄太／近藤充徳／福山　宏／鈴木雅志／新田久
司／佐々木徹夫
白石　誠一　早退します。
石川　　稔　暖かくなったり、冷えたりで体調管理が大変です。本日は所
　　　　　　用のため早退となります。申し訳ありません。
大竹　崇夫　仕事のため、早退させていただきます、申し訳ございません。
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