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Month l y    Bu l l e t i n

Lions Club

◇◇４月 第 1 例会◇◇

◇◇４月 第２例会◇◇

地区ガバナーズアワード　会報優秀賞　金賞受賞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会　長　　加　藤　久　博

　手作りの会報を作成する様に
なり、２年目になる今年度もア
ワードで金賞を取る事が出来まし
た。ＰＲ広報ＩＴ委員会では、委
員会で編集会議を開き掲載予定
の記事や原稿依頼、字数や写真

掲載など綿密な打ち合わせを行います。
　原稿は事業を担当した委員会の委員長さんや
メンバーの皆様、事業の参加頂いた皆様などに
依頼し、期日までに提出をお願いします。
　会長の私も表紙のページを担当して、８００字
以上の原稿を毎月書いています。今回で１１回
目の記事になり次回６月号が最後となります。
　私は本を読む事は好きですが文書を書くのは
苦手です。それでも何とか国際協会のホームペー
ジや資料を参考にしたり、自分が事業に参加し
て体験した事や感じた事を記事にしてきました。
やれば出来るものです。
　全ての記事が揃うと専用ソフトで発行準備を
し、校正をして、それからカラーコピーで印刷し
て、製本します。大変な作業を毎月して頂いた
委員会メンバーの皆様に頭の下がる思いです。
　同じく会報でアワード金賞を受賞した、高知桜
ライオンズクラブの会報委員長吉本千恵さんのお
話を、地区年次大会の分科会でお聞きしました。
　女性だけのクラブで会報に対する基本姿勢を
明確にされていました。２か月に１回の発行で

すが、２か月間の運営や奉仕を整理して、会員
の思いと共に紙上に整理する事により、達成感と
次への意欲がわいてきて、会員相互に情報を共
有し、楽しい記事や動きのある写真を掲載する
事により、すみずみまで読んでもらえる工夫をさ
れています。
　３月号の会報を戴きましたが、写真が多く掲
載され、事業毎に記事がセパレートされ読みや
すさを感じました。リジョンを超えて会報誌の交
流はしていませんので、新鮮さを感じました。
　また吉本委員長が強調されていたのが、校正
です。校正は数人で必ずチェックされ発行のぎり
ぎりまで心配されるそうです。
　地区内の各クラブが創意工夫し会報誌を発行
している事は、クラブ間の交流や地域の皆様へ
の広報活動に重要な役割を果たしていると感じ
ました。
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GOLF

MARRIAGE＆BIRTHDAY

新居浜ライオンズクラブの皆様との交流会を通して
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　愛媛県立えひめ学園　園長　上　堂　真　哉

　えひめ学園では恒例行事となった新居浜ライ
オンズクラブのみな様との交流会。 これまでも、
ソフトボール大会や餅つきなど様々な行事を通
して交流させていただいていますが、 昨年度の
高知県安芸タイガース球場でのオープン戦観戦
に引き続き、 今年度は何と甲子園球場のオープ
ン戦観戦にご招待いただきました。                                 
　えひめ学園に在園している児童はそれぞれが
問題を抱え、 家庭生活においても恵まれなかっ
た状態であった児童も少なくありません。 
　休日に家族で野球を観に行くなど経験したこ
とのない児童がほとんどです。 そんな児童達が、
野球の聖地甲子園球場に野球を観に行けるとい
うことがどれほど嬉しく感動する体験になった
かと思うと感謝の気持ちでいっぱいです。
　 「学園の子どもたちのことを気に掛けるこん
なおっちゃん達が地域にもいることを知つても
らいたい。」 と言われていたことに象徴されるよ
うに、大人不信の子どもたちに人の温かさを体
感させることは大変意義があります。
　親元を、そして地元を離れてえひめ学園で生
活をせざるを得なくなった児童のことを気にか
けてくださる地域の方々の存在は本当にありが
たいものです。

　今回は、加藤会長を始め新居浜ライオンズク
ラブの皆様のご尽力を賜り、甲子園球場まで阪
神タイガース対日本ハムファイターズのオープ
ン戦を観に行くことができました。 甲子園を沸
かせた大阪桐蔭高校の藤浪選手が甲子園初登板
とあり、大変注目されたこの試合に児童はもち
ろん引率した職員も大興奮でした。 日程調整、
準備に始まり当日も多忙なお仕事の間を縫って
子どもたちのために時間を割いていただいた会
員の方々には厚く御礼申し上げます。
　今後も引き続き温かい支援とご理解をお願い
いたします。 本当にありがとうございました。

甲子園球場に行って　　　中学男子
　僕は今回で二回目のプロ野球観戦になりまし
た。昨年は高知県に連れて行ってもらいとても楽
しかったけど、今年は甲子園まで行き感動しまし
た。もしかしたらもう甲子園に行くことはないか
もしれません。そう思うとますます興奮してしま
いました。
　甲子園は想像以上にでっかくて、とてもきれい
で、暑かったです。
行きの車中では、色々なゲームをして、あっとい
う間に着いてしまいました。ジュースもいっぱい
もらいうれしかったです。
　僕はバスの窓から景色もしっかり見ていまし
た。愛媛県と比べ兵庫県はやはり都会でビルの高
さや多さが、けた違いでびっくりしました。試合
では注目していた藤浪選手が投げました。最初の
方はとても良かったけれど、途中からめった打ち
にされました。それにしても藤浪選手の背の高さ
はずば抜けていました。球の速さはすごかったで
す。結果は日本ハムが勝ち、阪神が負け残念でし

えひめ学園の生徒さんより沢山のお礼状をいただき
ました。一部を掲載します。

た。とても楽しい一日になりました。
　僕は中学を卒業したら、高校へ行きます。学園
で学んだことを生かして頑張るつもりです。
　ライオンズの皆様とはもう会えないかもしれな
いけど、この思い出は一生忘れません。今日は本
当にありがとうございました。
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ライオンズさんとの交流会　中学３年男子
　ぼくは、３月９日にライオンズクラブのみなさん
の招待で、兵庫県にある甲子園球場に野球の試合を
見に行くことが出来ました。ぼくは、野球がすごく好
きなのでとても楽しみでした。行きのバスではレク
レーションをしたり音楽を聞いたりしました。
　長時間の移動でしたが楽しかったです。お昼は、試
合の前にお弁当を食べて、夜ご飯は、サービスエリア
で好きなものを食べました。ぼくは、ラーメンとアメ
リカンドッグとソフトクリームを食べました。修学
旅行気分ですごく楽しかったです。
　試合は、お昼に始まって、阪神対日本ハムの試合を
見ました。阪神の先発は、藤浪選手でした。藤浪選手
は、途中でかわったけど、すごく球が速くて１５０ｋｍ
ぐらい出ていました。ぼくは、１５０ｋｍを見たのは初

外出行事に行って　　　　　　　中学男子
　今日は、ぼくたちのために、プロ野球につれてっ
て下さりありがとうございます。
　ぼくは、プロ野球を見に行くのは今回が２回めで
した。でも、あんなにでかい球場で見たのは初めて
でした。阪神対日本ハムでした。阪神の方が好きで
す。なのでぼくは、阪神を応援しました。阪神の投
手は、藤浪選手でした。この選手は、若くて、すご
い選手だと聞いていました。身長が、すごく高かっ
たです。試合は初めは、日本ハムは先攻でした。
　藤浪選手の球は、すごかったです。でも、日本ハ
ムの選手もさすがプロでめちゃくちゃうまかったで
す。３回までは、どちらとも、点は入りませんでした。
　けど日本ハムが１点とりました。それから、すご
いプレーがいっぱい見れました。最終回の裏で、３
対２で日本ハムが勝っていました。だれかわからな

めてだったのですごくビックリしました。阪神の
チームは、有名な選手ばかり出ていたので見に行っ
て良かったです。
　試合は、阪神が負けてしまったけど自分は、勝ち負
けに関係なく有名な選手の良いプレーをいっぱい見
れたので良かったです。
　ライオンスクラブのみなさん今回の交流会はあり
がとうございました。ぼくは、もう少しで卒業なので
学園生活の最後にいい思い出になりました。春から
は社会人になるので、応援して下さい。本当にあり
がとうございました。

かったけど阪神の選手が最後アウトになってしまっ
て、日本ハムの勝ちでした。３対２でした。
　ぼくは、プロの人達はやっぱりすごいなと思いま
した。ゴロや、フライもしっかり捕るし、動きもい
いし、完璧でした。本当にいい試合を見れました。
本当にありがとうございます。帰りには、パーキン
グエリアで食事もしました。おいしかったです。
　ライオンズクラブのみなさん、お菓子や、チケッ
トなども、高いのに用意して下さってありがとうご
ざいます。やさしくしてくれて本当にうれしかった
です。ありがとうございます。７月には四国地区の
野球大会があるので、全国に行けるようにがんばり
たいです。今日は、本当にありがとうございました。

　                                           い と う      りゅういち
　　　　　　　　氏　　名　伊 藤  龍 一
　　　　　　　　生年月日　昭和４６年１０月２８日
　　　　　　　　スポンサー　白 石  誠 一
　　　　　　　　所　　属　ＰＲ広報ＩＴ委員会
　　　　　　　　住　　所　新居浜市沢津町2丁目10-31
　　　　　　　　　　　　　TEL（0897）33-9922
　　　　　　　　趣　　味　海釣り

新会員紹介
　勤  務  先　有限会社  アイサイン企画　　
　役  　  職　代表取締役

　４１歳と若輩ですが、ライオンズクラブに早くなれ、皆
様と共に活動をしていきたいと思っております。
宜しくお願い致します。
　　　　

ライオンズクラブとの交流会に行って　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　中学２年男子
　今日は、いい試合を見せて下さりありがとうご
ざいました。とても、いい日になったと思います。
　最初は、兵庫まで、何時間かかるかなあーと思っ
ていたけど、以外と早かったので、びっくりしまし
た。僕は、甲子園球場で、試合を見るのは、はじめて

だったので、いい経験が出来ました。
　本当にありがとうございました。また来年も、出
来ればいいところにつれていってください。
　（東京ドームとか行きたいです）今日は、運転手
の方、ライオンズクラブのみな様ありがとうござ
いました。 ほんとうにたのしかったです。
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　３月３１日（日）に新居浜中央
ライオンズクラブの３５周年記念
式典に参加いたしました。　
　場所はユアーズで AM11:00
より開催されました。
　来賓として愛媛県知事、新居

浜市長、商工会議所会頭、市内奉仕団体の会長
等出席し、ライオンズ関係では長谷川憲男地区
ガバナー、地区名誉顧問、キャビネット役員、姉

妹提携先の京都洛西ライオンズクラブの方々、２
Ｒ１８クラブ役員が参加し盛大に開催されました。
　式典ではまず、記念事業の発表がされました。

　４月１３日（土）朝６時に新居
浜を出発し土佐カントリークラブ
にて記念ゴルフに１２名で参加し
ました。夜は、１８時から「けまり」
で土佐の皿鉢料理に舌鼓を打ち大
いに懇親を深めることができまし

た。翌１４日は、朝８時３０分に加藤会長、新田
幹事、山口会計、真鍋第一副会長、副幹事の私
５名で指名選挙投票のため、県民文化ホールに
入りました。その後、９時３０分から代議員分科
会が第１分科会、第２分科会、第３分科会に分
かれ開催されました。１１時からは、代議員総会
が開催され開会宣言から始まり大会役員紹介等の
あと、地区ガバナー選出、第一副地区ガバナー、
第二副地区ガバナー選出、会計収支報告など合
計８議案の審議が上程され、すべて満場一致に
て可決されました。
　１３時からの大会式典には、総勢１６名で出席
しました。少年少女合唱団の合唱で始まり、長谷
川憲男地区ガバナーの開会ゴング・開会宣言が
行われ国歌（大韓民国・日本国）斉唱、ライオンズ・
ヒム斉唱、物故会員献花追悼が行われ、来賓並

びに３５４－D地区役員、３３６－A地区役員紹介、参
加クラブ紹介が行われました。来賓ご挨拶では、
尾崎正直高知県知事、岡崎誠也高知市長、青木
章泰高知商工会議所会頭が、ご挨拶されました。
　その後、代議員総会決議事項報告などが行わ
れ長谷川憲男地区ガバナーが年次報告をされまし
た。そして松前龍宗地区ガバナーエレクト、木内
千春第１副地区ガバナーエレクト、橋本充好第２
副地区ガバナーエレクトが挨拶をされました。
　次期地区年次大会は、香川県高松市で開催さ
れることなどが発表されライオンズ・ローア、閉会
宣言・閉会ゴングをもって滞りなく終了しました。
　１５時３０分からは、三翠園にてガバナー晩餐
会が催され入口では土佐闘犬横綱土佐司号が出
迎え途中は、マグロの解体ショー、よさこい踊り
などで高知らしさを堪能することができました。　
　全体を通して、当クラブから歴代地区ガバナー・
地区名誉顧問小松武道ライオンが招待者として、
代議員総会・大会式典・晩餐会、すべての場面
で壇上におられる姿を見て誇らしく思いました。
　すべての予定を終えて最後は精根尽きて帰路に
着きました。皆様、お疲れ様でした。

新居浜中央ライオンズクラブ結成３５周年記念式典に出席して
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幹　事　新　田　久　司

「第５９回地区年次大会」報告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＰＲ広報ＩＴ委員会　佐　伯　澄　男平成２５年　４月１３日（土）・１４日（日）
会場：高知県立県民文化ホール・三翠園
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希望の光を求めてＷＥＳＥＲＶＥ

　さる３月３０日（土）13:00
より伊予市のウエルピア伊予で
開催。県下のクラブからメン
バー８８名と講師の方が６名の
合計９４名です。
　３月号の会報に、近藤充徳保

健福祉委員長・田村征夫理事の今治東ライオン
ズクラブが主催された、小学校での薬物乱用防
止教室の報告がありました。皆さんの大変興味
深く読まれた事でしょう。
　そもそも薬物乱用とは、社会的に認められて
いない方法や目的で、アルコールや薬物を摂取
し、その結果、生活上に支障をきたすことです。
覚醒剤や大麻などは、所持、売買や使用が法律
によって禁止されています。１回でも使用すれ

ば乱用となります。他にも、シンナーの吸引や、
医師の指示に従わず、睡眠薬や鎮痛剤を多量に
服用するのは乱用になります。
　薬物依存は、いわゆる「わかっちゃいるけど、
やめられない状態」です。
　それでは次に、薬物乱用はなぜ悪いのか？こ
れには、大きく３つあります。
第１．乱用すると常習者になって、薬物依存 
　　　や中毒のきっかけになる。
第２．自分自身の心身を著しく害します。
第３．乱用薬物が非合法に高額なお金で売買さ
　　　れるので、他の犯罪を助長する事になり
　　　ます。「百害あって一利なし」
　故に、いずれの国でも重要な課題となってい
ます。
　ここに私達ライオンズクラブのメンバーは、
小・中・高校生に、民間の立場でこの薬物乱用
防止対策に取組みたいのです。
　どうぞまだ受講されていない方は、次回には
ぜひ出席され、指導員として活躍下さいますよ
うお願い致します。
　薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」

薬物乱用防止教育認定講師養成講座を受講して
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第一副会長　　真　鍋　憲　夫

メイン事業は「後世に残したい本当の日本」とい
うことで伝承すべきふるさとの祭りと芸能というこ
とで VTR にて市内外の５団体地元に伝わる祭り
など記念事業の様子が紹介され その後、滝の宮
公園の植樹やライオンズクエスト支援金の贈呈が
なされました。また、その他、地元にねづいたす
ばらしい活動がなされていて新居浜地区に貢献さ
れていることを改めて感じました。
　このように新居浜の４つのクラブが各事業を通
して 地元にそれぞれ貢献していくことが新居浜の
発展につながっていくことと強く思います。
　その後、来賓祝辞にて長谷川ガバナーが、会
員増強の話をされましたがやはり、どの地域でも
会員減少が多くこのような事業をするにもやはり
会員が減少すると予算、人的にも事業が難しくな
りますのでやはり会員増強はクラブの原点ではな
いかと思いました。
　そして、その後に記念の祝宴が開催されました。
松前副地区ガバナーの乾杯ではじまり、アトラク

ションなどが行われましたが、新居浜のテーブル
が４テーブル用意されていましたが、出席者が
予想より少なかったため空席が目立ちなにか申し
訳ない気がしました。私自身もホストクラブの幹
事として メンバーの皆様にもう少し連絡を蜜にし
ていればと大変反省いたしました。
　祝宴のほうは大変盛り上がりすばらしい祝宴で
あったと思います。そして、加藤会長ホストクラ
ブとしてのあいさつご苦労様でした。
そして、クラブメンバーの皆様 お疲れ様でした。
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第１２６１回  ４月第１例会

例　会　報　告

４月１０日（水）12:15 ～　ユアーズ

第１２６２回　４月第２例会（家族会）
４月２１日（日）13:00 ～　茶梅（大三島）

◆会長挨拶　加藤久博会長
　定刻出席ありがとうございます。桜もほぼ散りだんだん暖
かくなりました。今週末には、第５９回地区年次大会が高知
市で開催されます。当クラブからは１６名で参加します。また、
２１日には、遠征家族会が開催されます。計画財務委員会
伊藤委員長をはじめ、委員会メンバー皆様が企画していた
だいています。多くの参加をお願いします。さて、本日は今
期２回目の入会式を行います。伊藤龍一さんは１１月に開
催したオープン例会に参加頂き、ライオンズ活動に関心を
持たれて入会を決断いただきました。この後、厳粛に入会
式を行いますので、ご協力をお願いします。本日も、宜しく
お願いします。

◆入会式　伊藤龍一さん
会長歓迎挨拶　加藤久博会長
　会員を代表して入会を歓迎致します
スポンサー紹介　L白石誠一
　略歴を紹介

入会挨拶　L伊藤龍一
　４１歳と若輩ですが、早く馴れ皆様と活動していきたいです。
会員全員握手で歓迎
◆幹事報告　新田久司幹事
◇審議事項
１．えひめ学園との交流会決算報告について
２．愛リバー・愛ロード決算報告について
３．東田実さんへの記念品贈呈及び会報送付について
４．環境保全委員会開催日変更について
　　５月７日（火）から８日（水）例会終了後ユアーズ
◇報告事項
１．新会員入会について
２．薬物乱用防止教育認定講師養成講座
　　３月３０日（土）13:00 ～ウェルピア伊予
３．新居浜中央ＬＣ結成３５周年記念大会
　　３月３１日（日）11:00 ～　ユアーズ　出席者２６名
４．第５９回地区年次大会　高知
　・４月１４日（日）　　参加者 16名
　　大会式典　　　 13:00 ～　高知県立県民文化ホール
　　ガバナー晩餐会 15:30 ～　三翠園
　・４月１３日（土）記念ゴルフ　土佐カントリークラブ
　　参加者１２名

５．第４期会費引落　４月１５日（月）43,000 円
６．５月理事会は７日（火）に開催します。
◆委員会報告
　計画財務委員会  伊藤嘉秀委員長　 家族会行程の説明
　PR広報 IT 委員会  久保田繁拡委員長　 会報誌の説明
　青少年委員会  檜垣孝志委員長
　　えひめ学園との交流会　決算報告
　保健福祉委員会  近藤充徳委員長
　　５月１９日（日）第３回 献血・献眼を行います。
　　献眼登録をお願いします。
　環境保全委員会　高橋在錫委員　
　　愛リバー・愛ロード　　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４７名、欠席６名、出席率 88.7％
◆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　￥85,000
◆また会う日まで
◆ライオンズ・ローア　L伊藤嘉秀
　We　Serve！！

◆会長挨拶　加藤久博会長
　本日は、家族会に多数、ご出席頂き、ありがとうございます。
また、計画財務委員会の皆様、このために、２回も現地調
査をしていただき、ありがとうございます。先週、第５９回
３３６－A地区年次大会へ１６名で参加してきました。本日は、
皆様と楽しみたいと思います。宜しくお願いします。
◆幹事報告　佐伯澄男副幹事
◇審議事項
　なし
◇報告事項
　第５９回地区年次大会　高知
　・４月１４日（日）　参加者１６名
　　大会式典　　　13:00 ～　高知県立県民文化ホール
　　ガバナー晩餐会 15:30 ～　三翠園
　・４月１３日（土）　記念ゴルフ　土佐カントリークラブ
　　　参加者１２名
◆委員会報告
　保健福祉委員会　近藤充徳委員長　
　　献眼登録用紙をお配りします。宜しくお願いします。
◆出席報告　神野雄太出席大会担当理事
　会員数５３名、出席３６名、欠席１７名、出席率 67.9％
◆テールツイスタータイム　山口　泰会計
　ドネーション　￥65,000
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・理事・委員長会及び例会
 理事･委員長会 　    ５月　７日 (火 )１８：３０～  商工会館3F
　第１例会　　　　　　　　５月　８日 (水)１２：１５～  ユアーズ　
 第２例会　　　         ５月２２日 (水)１２：１５～  ユアーズ

・委員会
 会員会則委員会  ５月　１日（水） １８：３０～  事務局
 計画財務委員会  ５月　２日（木） １８：３０～  事務局
 環境保全委員会　 ５月　８日（水）  例会終了後   ユアーズ
 保健福祉委員会 　５月　９日（木） １８：３０～  事務局
 青少年委員会  ５月１０日（金） １８：３０～  事務局
 PR広報 IT委員会  ５月２３日（木） １８：３０～  つむぎ食堂
 出席大会委員会  ５月２４日（金） １８：３０～  事務局

・クラブ行事予定
　５月１９日 (日 )  献血・献眼10 :00 ～ イオンモール新居浜                 

・その他行事予定
　５月　1日 (水 )～2日 (木 )　13:30 ～　高松市　 
　　次期ＺＣ研修会  
　５月２６日 (日 )
　　第５９回３３６複合地区年次大会　 広島国際会議場　
・部会・同好会
　ゴルフ部会　    ５月１２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　    奇数月に予定 　　 　     　　  土 岐  計 一
　スポーツ部会   ５月１０日・２４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
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理事・委員長会報告
４月８日（月）　商工会館 2F

希望の光を求めてＷＥＳＥＲＶＥ

MARRIAGARRIAGE＆BIRTHDAYIRTHDAY
・５ 月   誕    生    日　
　有富正治、村上博昭、鈴木雅志、宇野博文

・５ 月   結婚記念日
　大村　敬、福山　宏、小松武道、大竹崇夫、真木泰彦
　神野雄太、川嶋理之、石川　稔、古川貴章、中村七和

■会長挨拶
　定刻までのご出席、理事・委員長の皆さん誠にありがとう
ございます。今週末に高知で行われる地区年次大会に１６
名の方、また当クラブの第２例会の家族会には５５名の方
のご登録を頂き、ありがとうございます。
　また本年度３人目の新会員入会の審議をはじめ、計５件
の審議事項がございます。慎重なご審議をよろしくお願い致
します。

■審議事項
１．新会員入会について
２．えひめ学園との交流会決算報告について
３．愛リバー・愛ロード決算報告について 　
４．東田実さんへの記念品贈呈及び会報送付について
５．環境保全委員会開催日の変更について
　　５月７日 (火 )より８日 (水 ) 例会終了後ユアーズ
■報告事項
１．薬物乱用防止教育認定講師養成講座
　　３月３０日（土）13:00 ～　ウェルピア伊予
　　受講者　真鍋第一副会長
２．新居浜中央ＬＣ結成３５周年記念大会
　　３月３１日（日）11:00 ～　ユアーズ
　　出席者２６名
３．第５９回地区年次大会　高知
　・４月１４日（日）　参加者１６名
　　大会式典　　　13:00 ～　高知県立県民文化ホール
　　ガバナー晩餐会 15:30 ～　三翠園
　・４月１３日（土）　
　　記念ゴルフ　参加者１２名　土佐カントリークラブ
４．第４期会費引落　４月１５日（月）43,000 円
５．５月理事会は７日（火）に開催致します。
■委員会審議事項及び報告事項
　保健福祉委員会
　加藤会長のメインアクトの献眼登録２００名を目指して頑
　張っております。皆さんのご協力よろしくお願い致します。
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編集後記

加藤　久博　新会員伊藤龍一さんを心から歓迎します。
岡田　賢治　新会員伊藤さん入会を祝します。
真鍋　憲夫　桜も終わり、新緑の候となりました。新会員の入会を祝
　　　　　　して！一緒にいい汗を流しましょう。
村上順一郎　新入会員伊藤さん大歓迎致します。
久保田繁拡　りゅうちゃん入会おめでとう！佐伯君誕生日おめでとう！
鈴木　雅志　新会員伊藤さん入会おめでとう。
真木　泰彦　新会員伊藤さんの入会を祝して。
有富　正治　伊藤さんのご入会を歓迎致します。
妹尾　光章　伊藤さんの入会を心より歓迎します。若さはライオンズ
　　　　　　の原点です。頑張って下さい。
高橋　　守　ただいま春の全国交通安全運動が始まっています。安全
　　　　　　運転で事故をしないように！　
山口　　泰　今月１４日は結婚５０年（金婚式）を迎えます。息子、　
　　　　　　娘達は遠方にいますが、孫５人に恵まれ幸せです。残り
　　　　　　人生、妻と共に楽しみたいと思います。
近藤　盛文　春ですねえ。ボンヤリしていましてユアーズの会場通り
　　　　　　すぎてＵターンしました。安全運転ヨシ！
伊藤　龍一　本日は入会させて頂きありがとうございます。今後とも
　　　　　　頑張っていきます。
石川　　稔　暖かくなったり寒くなったり。本格的な春が早く来るこ
　　　　　　とを祈ります。
松浦　一雄　伊藤龍一さんの入会を歓迎致します。宜しくお願いしま
　　　　　　す。
伊藤　嘉秀　皆様、４月２１日の家族会に多数のご参加いただきまし
　　　　　　てありがとうございます。４月２１日日曜日、朝 7:30 に
　　　　　　商工会議所でお待ちしています。宜しくお願い致します。
草田　和子　昨日より音楽の泉で名画展を行っています。ぜひ見に来
　　　　　　て下さい。
佐伯　澄男　伊藤龍一さんの入会を心より歓迎します。本日は４３回
　　　　　　目の誕生日です。
重橋　良昭　満開の桜も土日の強風で散ってしまいましたが、宇和島
　　　　　　市の山本牧場ではシバ桜が見頃です。皆様ゴールデンウ
　　　　　　イークはぜひ南予方面へ！
白石　誠一　伊藤君おめでとう。
塩見　秀晴　年次大会出席出来ず申し訳ありません。今年はちゃんと
　　　　　　した花見をしないまま桜が終わってしまいました。
高橋　在錫　伊藤龍一さんの入会を歓迎します。
福山　　宏　新会員様おめでとうございます。
大竹　崇夫　伊藤龍一君の入会を心から歓迎致します。
中村　七和　伊藤龍一さん入会して頂きありがとうございます。
近藤　充徳　伊藤さん入会おめでとうございます。
小松　武道　９月で８５歳です。
田村　征夫　今年は花見に行くチャンスがなく雨・風を恨む事となり
　　　　　　ました。しかし今日は新会員入会！歓迎します。
土岐　敏勝　新会員のご入会おめでとう
碓井　良和　伊藤龍一さんの入会を歓迎致します。
檜垣　孝志　伊藤氏の入会を歓迎致します。
藤縄　洲二　新会員さん頑張って下さい。
永易　明洋　伊藤さん入会おめでとうございます 。長女が転勤により
　　　　　　今治へ転居しました。少し寂しくなりました。
  ・・・新会員　伊藤龍一さんの入会を歓迎致します。・・・
新田久司／林　幸央／佐々木徹夫／山下邦俊　
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◇◇◇◇ ４月 第 1 例会４月 第 1 例会 ◇◇◇◇

◇◇◇◇ ４月 第２例会月 第２例会 ◇◇◇◇
加藤　久博　家族会にご参加ありがとうございます。担当頂いた計
　　　　　　画財務委員会の皆様に感謝申し上げます
田村　征夫　気くばりのきいた家族会、お世話になりました。楽し
　　　　　　いひとときに感謝！！感謝！
武市　欣也　素晴らしい家族会にあたり担当委員会に感謝。そやけ
　　　　　　んど出席大会委員会のけつをたたいてもっと多数のメ
　　　　　　ンバー出席をはかるべきではなかろうか。
有富　正治　テールツイスターの代打、山口さんにドネーション。
　　　　　　計画財務の皆様お世話になります。おいしい～！
妹尾　光章　遠征家族会楽しい一日でした。計画財務委員会の皆様ご
　　　　　　苦労に感謝します。
塩見　秀晴　楽しい家族会をありがとうございます。
古川　貴章　家族会ＩＮしまなみ。最後まで宜しくお願いします。
永易　明洋　家族会にご参加ありがとうございます。楽しい時間を
　　　　　　皆様と過ごせて幸せです。
佐伯　澄男　家族会開催に！！計画財務委員会の皆様楽しい企画、　
　　　　　　ありがとうございます。
石川　敏則　家族会、楽しかったです。計画財務の皆さんご苦労さん
真鍋　憲夫　家族旅行お天気で良かったです。計画財務委員会の皆
　　　　　　様大変お世話になりありがとうございました。
久保田繁拡　天気に恵まれ最高の家族会です！設営頂いた計画財務委
　　　　　　員会の皆さんありがとうございます。
村上順一郎　天候にも恵まれ、おいしい食事にも舌鼓をうち、お酒
　　　　　　もおいしくいただきました。イチゴ狩りでは甘いイチ
　　　　　　ゴおなかいっぱい食べました。楽しいバス旅行ありが
　　　　　　とうございます。大満足！
高橋　在錫　楽しい企画ありがとうございました。家族３人とても
　　　　　　いい日曜日になりました。
山口　　泰　家族会でテールツイスターが欠席のため私が皆様にご無
　　　　　　理をお願いしました。ご協力ありがとうございました。
近藤　充徳　計画財務委員会の皆様お世話になりました。
福山　　宏　計画財務委員会の皆様ありがとうございます。
神野　雄太　計画財務委員会の皆様ご苦労様です。イチゴおいし　
　　　　　　かった。
川嶋　理之　ドネーションに協力致します。
村上　博昭　本日の家族会、大変良かったと思います。イチゴ狩り
　　　　　　は今度は孫と一緒に来たいと思いました。計画財務委
　　　　　　員会の皆様、大変お疲れ様でした。
藤縄　洲二　おいしい食事です！！
伊藤　嘉秀　今日の家族会不手際ばかりで申し訳ありませんでした。
　　　　　　ご参加ありがとうございました。
真木　泰彦　本日の家族会楽しみました。計画財務委員会の皆様あ
　　　　　　りがとうございます。
宇野　博文　バス旅行の家族会楽しんでいます。計画財務委員会の
　　　　　　皆さん本当にご苦労さまです。
碓井　良和　すばらしい一日になりました。ありがとうございました。

　プロ野球が開幕してもう一ヶ月！（ド○ゴ○ズ弱すぎ↓↓↓）キャ
ンプまで行ったのに。。。
春本番ですね～
　今から夏が旬で、私の大好物の魚はメバルです。煮付けの王者で
すね！栄養価は良質の蛋白質、脂肪、ミネラルがしっかりと含まれて
おります。煮付けが美味しい魚は沢山のコラーゲンが含まれており
ますので煮汁もしっかりいただきながら食べたいものです。
　ちゃんと体調管理をしてあと二ヶ月、『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！！
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