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◇◇５月 第 1 例会◇◇
◇◇５月 第２例会◇◇

会長退任のご挨拶
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会　長　　加　藤　久　博

　昨年の７月１日に任期がスタートし
て、早くも１年を迎えました。
　「光陰矢の如し」と言いますが、ま
さにその通りで、常に時間に追われる
日々でした。ひと月に二回の例会、理
事委員長会、７委員会とスケジュール

表が毎月真っ黒になっていました。
　特に例会は運営に苦労しました。メンバーの皆様が、
例会に出席して良かったと思ってもらう為、何をしようか？
先ずは会長挨拶です。私は早口なので、何を言っている
のか良く分からないと言われます。毎回挨拶文を例会の
２日前位に準備して、書き言葉にならないように注意し
て練習します。上手く挨拶出来たか自分では分かりませ
んが、いい経験になりました。
　事業（アクト）は事業委員会を中心に、7 月の［あり
がとう葉書の贈呈］からスタート致しました。9 月に開催
された［第２３回中学生英語スピーチコンテスト］では、
英文の表彰状を読むのに苦労しました。英語の発音はイ
ントネーションが難しく、コンテストでスピーチした中学
生の皆様は表情豊かに、素晴らしい発音をされていまし
た。聞き手に英語で理解いただくのは大変な事です。
　１１月第一例会では、長谷川ガバナーの重要課題であ
ります、２００パーセント例会を独自にアレンジして「新
居浜ライオンズクラブオープン例会」を開催いたしまし
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。パンフレットを作成して一般の
人に広く呼びかけました。残念ながら２００パーセントに
は達成しませんでしたが、２３名の一般の皆様にご参加
頂きました。会長挨拶では、創立以来の年数を間違うほ

ど緊張いたしました。ライオンズクラブの活動内容の説
明と、献血の重要性を再認識するビデオを見て頂きまし
た。無記名でお願いしたアンケート結果では、おおむね
新居浜ライオンズクラブの活動にご理解頂きました。今
年４月第一例会で参加者の御一人が入会頂いたことは、
大きな成果を残せたと思います。
　［献血・献眼登録］は予定通りイオンで３回実施致し
ました。本年度会長メインアクトとして、献眼登録２００
名と大きな目標を立てさせて頂き、担当委員会はじめ、
メンバーの皆様のご協力により、多くの献眼登録を頂き
ました事に感謝申し上げます。
　［愛リバー・愛ロード］は年３回実施致しました。愛
媛県知事より感謝状を頂き、長年の継続事業として高く
評価された事は、これからの愛リバー・愛ロードの清掃
奉仕に、より一層尽力する機運を高めたと思います。
　運営委員会に於いては、３名の新会員の入会頂きまし
た。純出席８５パーセント、メークアップ後９５パーセン
ト以上の出席と大きな目標に取り組んでいただき、高い
出席率を達成頂きました。夜間例会や不用品販売、年
末商戦、家族会と多くの事業に取り組んでいただきまし
た。久し振りの遠征家族会では、参加頂いたご家族の皆
様に本当に喜んで頂き、楽しい時間を過ごせることがで
きました。手作りで毎月発行した会報誌は地区ガバナー
アワードで会報優秀賞・金賞を受賞いたしました。毎月
発行するのは、大変な労力がいります、記事を書いて頂
き、編集発行にご尽力いただいた皆様に感謝申し上げま
す。最後になりますが会長を務めさせて頂いた、新居浜
ライオンズクラブのメンバーの皆様に感謝申し上げ、退
任の挨拶とさせて頂きます。
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会計退任のご挨拶
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                              会　計　山   口  　 泰

幹事退任のご挨拶
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幹　事　新　田　久　司

　今期会計の大役を加藤会長よ
り承ってもう一年を過ぎようと
しています。近年ライオンズク
ラブ国際協会も世界経済の流れ
で大きく変貌し、会員の減少問
題で各複合地区共苦慮している

のが現状であると思われます。
　３３６－Ａ地区でも長谷川ガバナー就任に際して
会員増強が強く求められ、昨年の高知での三役
スクールで会員増強を必要とし、新会員の勧誘
をぜひ行って下さいと提案されました。
　新居浜ライオンズクラブも加藤会長発足で５４
名で順調にスタートしましたが、物故会員を含
め４名退会され、新会員３名入会で今期末５３
名で期末を迎えられそうです。
　クラブ運営は何と言っても会員数の維持と
言っても過言ではありません。私、会計をお引
き受けしてクラブ財政に最も気を遣ってきまし
た。各クラブでは基本的に国際協会、複合地区、
準地区、リジョン等の負担金は支出しなければ
ならない、この他、地区役員クラブ役員の会議
費用等々、多くの金額が一年間通して支出され
ます。ライオンズクラブは奉仕が目的で設立さ
れた団体で社会に貢献する事で市民に認識され
ています。

　加藤会長〈スローガン〉「希望の光を求めて
Ｗｅ ＳＥＲＶＥ」を掲げ青少年保全育成として
市内中学生英語スピーチコンテスト、えひめ学
園の生徒との交流、クラブが長年にわたり献眼
登録、献血運動、骨髄提供、ドナー登録の四献
運動、又、環境奉仕として愛リバー・愛ロード
清掃活動に取り組み事業奉仕に多くのお金を支
出しました。これも新居浜ライオンズクラブの
伝統ともいえるドネーション（会員の善意）が
クラブを支えていると言っても過言ではありま
せん。
　我がクラブは２Ｒの中でもドネーションは非
常に多く毎年２００万円以上も頂いて会計に
とっても感謝に耐えません。今後も会員の増強
も必要と思いますが会員の皆様のご協力と納得
出来る運営が必要と思い会員の皆さんの貴重な
会費を例会運営に気を配る事が私の会計として
の責任でした。
　この一年間加藤会長、新田幹事の若い２人の
助けになったか？会員の皆様には、私の出過ぎ
た行動等でご迷惑がなかったか反省していま
す。最後にこの一年間、会員の皆様にご協力を
頂き誠に有難うございました。厚く御礼申し上
げ会計退任といたします。

　昨年７月に会長より幹事を仰
せつかり 会長スローガンの「希
望の光を求めて We SERVE」の
もと 加藤会長、山口会計、私の
三役でスタート致しましたが早い
もので一年がたちました。

　会員の皆様方のご理解、ご協力のおかげで無
事幹事の仕事をさせていただくことが出来ました。
本当にありがとうございました。
　思い起こせば一年前の三役スクールで「幹事
たる者は、時には仕事を犠牲にしてクラブに貢献
する準備をすること。」と言われて 本当に一年間、
私に幹事の大役が務まるのかと 自分自身で大変
不安に思ったことがありましたが、いざ 始まると
特に前半は、続々とアクティビティーが入り考える
暇もなく ライオンズの日々が過ぎていきました。
また幹事をしないと解らない各委員会、クラブ全
体の動きが良く解り、大変勉強になった一年間だ
と思います。カバナーズアワードでは、ＰＲ広報Ｉ

Ｔ委員会の会報誌部門で金賞、 保健福祉委員会
の献血・献眼部門で優秀賞と合同例会で銅賞な
ど 数々の表彰を頂きました。
　そして、その他の各委員会の事業を通して メ
ンバーのみなさまとも今まで以上に接することが
でき 私自身も大変実のあるものになりました。私
は今までそれほどボランティアに興味があるわけ
ではなく、ただライオンズクラブに在籍していた
だけでしたがこの一年間幹事をさせていただいて 
これからは 少しでもクラブのメンバーのみなさま
と協力して、新居浜ライオンズクラブの発展のた
めに尽くしていきたいと考えております。最後に
なりますが メンバーのみなさま 一年間大変お世
話になり 誠にありがとうございました。
　そして、次年度は、ＺＣＡとして頑張ってまいり
ますので 今後ともよろしくお願いいたします。
　　追伸、 次年度 佐伯幹事 頑張って下さい !　
　　　　　影ながら応援しています。
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　今期最後の４献運動〈献血・
献眼・臓器提供意思表示カード
の配布・骨髄バンク登録〉を５
月１９日（日）恒例のイオン駐車
場に於いて開催致しました。
　当日は早朝より雨模様、９時

には献血バス２台が到着し、本降りの雨の中９：
３０には献血準備完了９：４０にお礼の商品が到
着、雨のためテント内に収納するのに苦労致し
ました。９：５０には本日１番の方が見え急ぎ記
念品の袋詰めにかかりました。
　今回は予算全額を使用し台所洗剤、ラップ、
キッチンペーパー、菓子、日赤提供のオレンジ
ジュース、飲料水、アイバンクからの記念品と多
数の品をお渡し致しました。
　時間の経過と共に雨足が強くなり通常１０時
を過ぎますと駐車場も満杯となり空き待ちの列
が出来ますが本日は空きが多く当初に来てくれ
る方も少なく空を眺めては恨む時間帯でした
が、お昼過ぎから雨も上がり曇りの天候となり
来場者も少しづつ増えてまいりました。
　店内放送もして頂き２時頃にはバス２台フル
活動となり一安心。今回は特に力を入れており
ますメインアクトの献眼登録ですが常時３～４
名のメンバーによる説明、受付を行いました。
　献血が終了された方にお願いをしております

第３回献血・献眼４献運動
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保健福祉委員長　近　藤　充　徳

が、約半数の方が登録済み、それ以外の方の約半
数が拒否。そんな中４６名の方の登録を頂きまし
た。会長目標の２００名には残念ながら届きませ
んでしたが、今期合計１２１名の方の登録を頂き
ました。会員の皆様のご協力に感謝申し上げま
す。
　角膜の寿命は２００年といわれ移植手術を受
けられている方は年間８０～９０名で大半は県
外アイバンク及び輸入角膜での手術となってお
ります。県内でカバー出来ますよう今後ともご
協力をお願い申し上げます。
　今期アワード対象となりました下記４部門　
　　　　献血部門　　　　　　優秀賞　
　　　　骨髄バンク部門　　　優秀賞　
　　　　献眼部門　　　　　　努力賞　
　　　　臓器提供カード部門　努力賞
　メンバーの皆様のおかげです。
　ありがとうございました。

４００ｍｌ
採血者受付者 献眼登録者 骨髄バンク

登録者
臓器提供意思
表示カード配布 実施日

第 1回

第２回

第３回

合計 ５１２名 １２１名４２７名 ６９名 ７３５枚

１７９名 　３８名１５１名 ２３名 ２５０枚 平成２４年
８月５日

１６４名 １３９名 ２４名 ２２５枚　３７名 平成２４年
１２月９日

１６９名 １３７名 ２２名 ２６０枚　４６名 平成２５年
５月１９日

日時　平成２５年５月１９日（日）10:00 ～
場所　イオンモール新居浜　駐車場

今期４献運動結果
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故増田英夫ライ
オン　ライオンズクラブ国際会長感謝状　授与

故増田英夫ライ
オンはクラブ代表として、キャビネット会計、２Ｒ－１Ｚ－ＺＣ、

地区役員等歴任、国際大会８回以上、ＯＳＥＡＬフォーラム１０回以上、
地区年次大会３８回等に出席し、ＭＪＦ献金を２２回され国際協会に
多大な貢献を致しました。当クラブが２Ｒ－ＲＣ今村隆昭ライ

オンを通じて
請願書を国際協会に提出し、この度この功績が認められ国際会長感
謝状を受賞されました。

　気温の差が日によって定まらな
い今年の５月の初旬、亡夫の友  
武市様からお電話を戴きました。 
「少しは落ち着きましたか、８月に
亡くなった英さんに国際会長から
感謝状が届いています。 次の例会
で出来れば奥さんにお渡ししたい
のですが」 と思いも掛けないご案
内でした。

　今年のゴールデンウイークは格別長く、伴侶を
失った一人暮らしには却って孤独感を深めた長
い日々でもありました。 ムリして連休前半の３日
間唯一取れたバスツアーに「一人参加」を申し
込み、黒部の雪壁ウォーク体験旅行をしました
が、季節外れのみぞれに遭遇して運悪く風邪を
引いてしまいました。 しかもそこは３０年前の夏、
夫とゼネコンの研修旅行で別ルートから訪れて、
結局同じ場所に至ったのだ、と黒部のダムの堰
堤を歩いてみて気が付きました。
　人柱となった１７１名の碑を前に天空の夫を加
え、昔のように心を込めて手を合わせました。

　帰宅後、 風邪で沈み込んでるのを見かねた息
子が代理出席を提案しその旨連絡しました。
ところが当日まるで出席せよ、と言わんばかりに
俄かに体調が回復し、皆さんとお目もじ出来る運
びとなりました。これは天から巡って来たチャン
ス、 こんな好機はめったにございません。大勢の
皆様のお顔と名前の一致は困難でしたが、そこ
は長い在籍のたまもの、各テーブルにお伺いす
ると八割の方々の判断ができました。 多分夫は
私と共に皆様に最期のお別れをしたかったのだと
途中から気が付き、そっとテーブル毎にお写真
を撮らせて戴きカメラに収め持ち帰りました。 

　更に嬉しかったのは夫が生前からお誘いして
いた伊藤氏（アイサイン企画） が、入会なさりご
挨拶に来られ「是非ご主人に入会のご報告を」
と申されたのです。どうか夫の分もご活躍の程を
と念じつつ、とうとう落涙をこらえ切れませんでし
た。

　さてこのような立派な賞を戴くに
は、従来からの厚い友情と、在籍
折々の会長諸氏のご推薦やその他
もろもろの働きがあっての名誉な結
果ではなかったかと遺族には推察さ
れました。

　街でお寺で仕事絡みの会でと、
予期せぬ場所のあちこちで会員の誰かにお会い
すると、こちらが気付かなくても「奥さんお変わ
りないですか、私ライオンズの○○ですどうかお
元気で。」 と気さくにお声掛け下さり、そのつど
あらためて主人のライオンズマンとしての遺徳を
感じ、胸が熱くなります。

　振り返りますと十回に余る世界大会出席のう
ち、夫婦にとって幸運にもシカゴの本部訪問も経
験しました。世界のライオンズの偉大さはともあ
れ、地方のライオンズクラブのこうした人と心の
温かい気持ちの繋がりが、じかに家族には有難
く嬉しく、脈のかよったライオンズマン同士の友
情、それが本来の会の姿と真髓であり、会員た
る事を強くそして誇らしくも感じるお互いの絆だ
と思えます。そして夫の臨終は恰好良く見事でし
た。１１ケ月の間病の生活の内、病床に伏した
のは２ケ月寝たきりになったのは３週間、家で
訪問医と家族全員の介護のもと静かに皆に見守
られ昇天しました。

　さて先日、今年当クラブから世界大会に出席
なさるご夫婦より同行のお誘いを受けました。
あなた、世界大会で少しづつ知り合えたいろい
ろなお友達に、もしお会い出来れば最後のお別
れと御礼を伝えたいですね。千にも万にもの風
になりどうか私たちを見守って下さい。

　そして世界中のライオンズの方々、あの世にも
この世にも一杯居られる人々は皆同志です
私はしっかり伝えたい 「ライオンズマンで良かっ
たですね、これ迄もこれからも本当に有難う宜し
く」 と。

あなたが旅立ってから　　故増田英夫ライ
オン　〔妻〕明子
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希望の光を求めてＷＥＳＥＲＶＥ

例　会　報　告

第１２６３回  ５月第１例会
５月　８日（水）12:15 ～　ユアーズ

春の家族会「しまなみ大三島旅行」を終えて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計画財務委員長　　伊　藤　嘉　秀

◆会長挨拶　加藤久博会長
　ゴールデンウィーク明けの、お疲れのところ定刻出席ありがと
うございます。本日は、第５９回地区年次大会で故増田英夫さん
が、国際会長感謝状を受賞され、授与式並びに受賞を称える会
を開催します。奥様の増田明子様に、お越し頂いています。また、
地区ガバナーアワードでは、会報優秀賞で金賞を受賞しました。
献血協力部門で優秀賞、骨髄バンク提供部門で優秀賞をはじ
め、多くのアワードを頂きました。事務局に掲示していますので、
ご覧ください。　さて、４月第二例会では、久しぶりに遠征家族会
を実施しました。計画財務委員会のメンバーの皆様のおかげで
有意義な家族会となり、参加頂いた、ご家族の皆様からも感謝の
言葉を頂きました。有難うございました。真鍋次期会長から委員
会構成の発表があります。引継ぎなど、忙しい時期になりますが、

気合をぬかずに頑張ります。
　ご協力お願いします。
◆故増田英夫ライ

オンを称える会
国際会長感謝状授与式　加藤久博会長から奥様増田明子様へ
授与されました。
◇称える言葉　Ｌ小松武道
２００１年に３３６－A 地区ガバナーになっ
た時に、幹事が武市さん、会計が増田さん
でした。キャビネット事務局が高松にあり、
増田さんは、週に１回高松へ出向き、事務
局員を指導していました。３５４－D 地区と
姉妹提携をしていたので、韓国ソウルへ行ったことを、とても懐
かしく思っています。自宅へも何度か行った覚えがあります。ＬＣ
ＩＦに２３回寄付をされている。今でも脳裏に浮かんできます。ラ
イオンズクラブに対して相当なご苦労がありました。今でも尊敬
しています。

　５月２１日春の家族会の日、早朝、
山際にある私の自宅では、まだ霧雨
が降っていました。昨夜の天気予報
では、荒天が予想され、今日だけで
も天気予報が大きく外れるようにと願
いながら集合場所の商工会館へ。

　少しは早く来たつもりでしたが、すでに委員会メン
バーの永易さん、中村さんが駐車場の入口ポールを
開ける作業を、古川さんはバス内での飲み物を調達し
て搬入作業を、皆さんの気合の入り方に朝から発奮さ
せられました。
　集合時間の５分前には、参加者メンバーとご家族
がバスへご乗車され、早くも出発の準備が整いました。
　お見送りも例会出席に加算とあって、多くの方々が
バスの外で手を振ってくれました。しかし、どうしたこ
とでしょう。見送ってくれた皆さんから手を振って離れ
れば離れるほど、天気が快晴になって行きます。雨は
上がり、分厚かった雲も消えていき、真っ青な空に赤
い太陽、下を見ればしまなみの碧い海、最高の旅行
日に参加者の心も晴れ渡っていきました。
　手を振って見送ってくれた方々、皆さんの中によっ
ぽどの雨男がいるのでは？　あるいは商工会館にも来
られなかった方々、皆さんの中に普段の行いが、か

なり悪い方がいるのでは・・・・。
　天気に恵まれた家族会も午前中は予定通り進み、
大三島で最古の老舗旅館「茶梅」で５月度第２例会
を行った後、昼食となりました。酒豪どもの飲み干し
た量は、ビール５０本、熱燗２合徳利４３本、冷酒３本、
梅酒２杯、焼酎ボトル１本と６杯でした。ここまで飲
めば機嫌の悪い人はいなかったと思います。帰りにト
イレ休憩に寄ったサービスエリアで、バスの位置が解
らなくなって迷っていた碓井さん、バスから呼んであ
げると、大きな体を震わせて大きな声で笑いながら
戻ってこられましたね。でも手に持っていたコーヒー
はカップから全部こぼれてしまい、カップの中は空っ
ぽになっていました。おテテは火傷していませんでし
たか。大切なお体、飲み過ぎもホドホドが良いですね。
ご慈愛下さい。
　という事で、参加者皆様のおかげで、無事旅行を
終えることが出来、私自身も楽しい１日となりました。
感謝申し上げます。委員会メンバーの皆様ありがとう
ございました。行程中に寄ったいちごハウスでの美味
しさや、リモーネのジュースの美味しさ、茶梅での魚
料理の美味しさ、大山祇神社の荘厳さ、塩風呂の快
適さ、とても文字では伝えられません。お許しください。
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第１２６４回　５月第２例会
５月２２日（水）12:15 ～　ユアーズ

◇称える言葉　Ｌ武市欣也
　ガバナーを支える両輪として、やってきま
した。奥様を前に、しゃべる言葉が見つかり
ません。親友という仲でした。奥様におかれ
ては、影で会社を支えられてこられました。
国際会長感謝状受賞おめでとうございま
す。
◇お礼の言葉　増田明子様
◆次期会長報告　真鍋第一副会長
　役員及び委員会構成発表
◆幹事報告　新田久司幹事
◇審議事項
　１．クラブ新会員オリエンテーションについて　
　　５月１５日（水）18:30 ～ユアーズ
　２．家族会決算報告について
　３．第３回献血・献眼予算案について
　４．２Ｒ年次会合並びに懇親会登録料について
　　40,000 円　６月１日（土）
　５．１Ｚゾーンレベル会員委員会・年次会合登録料について
　　45,000 円　６月２日（日）
　６．PR広報 IT 委員会変更（場所）について　
　　事務局→つむぎ食堂
◇報告事項
　１．第４回 PR・ライオンズ情報・大会参加委員会　　　　
　　４月２６日（金）17:00 ～　高松市
　　出席者　真木地区委員
　２．次期ＺＣ・地区委員長・副幹事・地区委員研修会

　　5月1日（水）～ 2日（木）13:30 ～　高松市
　　出席者　加藤久博次期ＺＣ
　３．第３回献血・献眼　
　　５月１９日（日）10:00 ～イオンモール新居浜駐車場
　　出席者２６名
　４．故増田英夫さんへ
　　　ライオンズクラブ国際会長感謝状伝達
　５．２０１３年７月～２０１４年６月　
　　役員及び委員会構成（案）について
◇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
　保健福祉委員会　近藤充徳委員長　
　　第３回献血・献眼予算説明　
　　出席宜しくお願いします。
　PR広報 IT 委員会　久保田繁拡委員長　
　　会報誌の説明。
◆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４８名、欠席５名、出席率 90.6％
◆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　￥96,000
◆また会う日まで
◆ライオンズ・ローア　Ｌ久保田繁拡
　加藤会長のメインアクト献眼登録目標達成を目指して
　We Serve！！

◆来訪者紹介　大竹崇夫直前会長
愛媛県赤十字血液センター事業推進第一係長　福田稔様
拍手で歓迎。
◆会長挨拶　加藤久博会長
　定刻出席ありがとうございます。福田稔様に献血について卓話
をして頂きます。１９日（日）には、第三回献血、献眼をイオンで実
施しました。あいにくの雨で出足も悪く心配していましたが、午後
からは天気も少し回復して多くの皆様に献血をして頂きました。
献眼登録は、メインアクト２００名登録を目指しています。過半数
の１００名を超えることができました。メンバー一人が、お二人の
ご家族、友人を登録頂ければ、目標の２００名を達成できます。是
非とも、ご協力をお願い申し上げます。５月第一例会で、故増田
英夫さんの国際会長賞の表彰と称える会を行いましたが、例会
に、ご出席いただいた奥様、増田明子様より言い尽くせなかった
ことがあったと、お礼の、お手紙を頂きました。６月号の会報誌に
掲載しますので、ご一読ください。本日も宜しくお願いします。
◆卓話　愛媛県赤十字血液センター
　　　　福田稔様
血液の現状についてグラフで説明をして頂
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．クラブ新会員オリエンテーション
　　５月１５日（水）18:30 ～　ユアーズ
　　　出席者　Ｌ松浦一雄、Ｌ伊藤龍一
　　　三役、直前会長、第一副会長　会員会則委員、各委員　
　　会委員長　計１５名
　２．第３回献血・献眼　
　　５月１９日（日）　10:00 ～　イオンモール新居浜駐車場
　　参加協力者１５名
　・献血受付１６７名・採血１３７名・献眼登録４６名
　・骨髄バンク登録２２名・臓器移植カード配布２６０枚

　３．第５９回３３６複合地区年次大会　広島市
　　出席者　現三役、次期会長、幹事、Ｌ白石誠一
　　　　　　Ｌ久保田繁拡
　４．次会員手帳打合せ会　
　　５月２１日（火）13:30 ～　新居浜 LC事務局
　　出席者　各クラブ次期会員理事、次期１ＺＣ、１ＺＣＡ
　５．２Ｒ年次会合並びに懇親会　
　　６月１日（土）14:00 ～　グランフォーレ
　　出席者　小松名誉顧問、真木地区委員、田村２Ｒ監査委員
　　現･次期三役　　計９名
　６．６月２日（日）ウェディングパレスふじ
　　・ 次期準備ゾーン会議　13:30 ～ 14:00　
　   　　出席者  次期三役
　　・ 第４回ゾーンレベル会員委員会・年次会合引継会
　　　　14:10 ～
　  　　出席者 小松地区名誉顧問、真木地区委員・ 次期１ＺＣ、
　　　  １ＺＣＡ現･次期三役、現･次期会員理事　計１０名
　７．次期三役オリエンテーション　
　　６月８日（土）13:00 ～　高松市
　　出席者　次期三役
　８．２０１３年７月～２０１４年６月　
　　　役員及び委員会構成（案）について
◆委員会報告
　保健福祉委員会　近藤充徳委員長　
　４献運動ご協力ありがとうございました。献眼２００名まで、　
　あと７９名。事務局に申込用紙を置いています。
　宜しくお願いします。
◆第一副会長報告　真鍋憲夫第一副会長
　役員及び委員会構成表の訂正等ありましたら、ご連絡ください。
◆出席報告　土岐計一出席大会委員長
　会員数５３名、出席４４名、欠席９名、出席率 83％
◆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　￥73,000
◆また会う日まで
◆ライオンズ・ローア　檜垣孝志青少年委員長
　We Serve!!
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・理事・委員長会及び例会
 理事･委員長会 　    ６月１０日 (月)１８：３０～  ユアーズ
　第１例会　　　　　　　　６月１２日 (水)１２：１５～  ユアーズ　
 第２例会（引継夜間例会）６月２６日 (水)１８：００～  ユアーズ
　次期準備理事・委員長会 6月２１日 (金)１８：３０～  商工会館3F
・委員会
  PR広報 IT委員会（次）　６月　３日（月） １８：３０～  事務局
 環境保全委員会（現・次） ６月　４日（火） １８：３０～  事務局
 会員会則委員会（現・次） ６月　５日（水） １８：３０～  事務局
 計画財務委員会（現･次） ６月　６日（木） １８：３０～   事務局
 保健福祉委員会（現･次） ６月１３日（木） １８：３０～  事務局
 青少年委員会（現･次）　  ６月１４日（金） １８：３０～  事務局
 PR広報 IT委員会（次）    ６月２７日（木） １８：３０～  事務局
 出席大会委員会（現･次） ６月２８日（金） １８：３０～  事務局
・クラブ行事予定
・その他行事予定
　６月　1日 (土 )  ２Ｒ年次会合　14:00 ～　四国中央市　 
　６月　２日 (日 )  ウェディングパレスふじ
　　準備ゾーン会議　　　　　　 13:30 ～
　　ゾーンレベル年次会合　　　 14:10 ～
　６月　8日 (土 )  次期クラブ三役スクール13:10 ～高松市
　６月１３日 (木 )  平成２５年度児童自立支援施設・ひびき  
　　分校関係機関連絡会議　　　 13:30 ～　えひめ学園
・部会・同好会
　ゴルフ部会　    ６月　９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　６月　４日 (火 ) 韓亭                  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   ６月１４日・２８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

53 86.8 92.3    105 名 ％ ％ Ｈ 円135,880
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                    0          
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0
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２Ｒ－１Ｚ　アクティビティ報告書 (５月分 )

GOLFGOLF ５月１２日(日)　　新居浜ＣＣ　
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田 村 征 夫 
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理事・委員長会報告
５月７日（火）　商工会館 2F

希望の光を求めてＷＥＳＥＲＶＥ

MARRIAGARRIAGE＆BIRTHDAYIRTHDAY
・６ 月   誕    生    日　
　川嶋理之、土岐計一、近藤盛文、古川貴章

・６ 月   結婚記念日
　林　幸央

■会長挨拶
次期の役員及び委員会の構成表（案）もまとまりまして、今期
もあとわずかとなりました。クラブのオリエンテーションでは、
Ｌ松浦一雄、Ｌ横山周平、Ｌ伊藤龍一の３名の新入会員と現
役員と次期の役員、各委員長さんに参加してもらい委員会活
動の紹介や運営について意見を交換したいと思います。有意
義な会になるようお願いします。

■審議事項　7 件　下記の通り承認されました。
１．クラブ新会員オリエンテーションについて
　　５月１５日（水）　18:30 ～　ユアースﾞ
２．家族会決算報告について
３．第３回献血・献眼予算案について
４．２Ｒ年次会合並びに懇親会登録料について
　　40,000 円　６月１日（土）
５．１Ｚゾーンレベル会員委員会・年次会合登録料について
　　45,000 円　６月２日（日）
６．道路拡張に伴う樹木の撤去について
　　これまでの先輩達の植樹してきた奉仕活動が撤去され
　　る事は残念である。何か後々残せる方法はないのか、検
　　討する。
７．PR広報 IT 委員会変更（場所）について　
　　事務局→つむぎ食堂

■報告事項
１．第４回 PR･ライオンズ情報･大会参加委員会
　　４月２６日（金）　17:00 ～　高松市
　　出席者　真木地区委員
２．次期ＺＣ･地区委員長･副幹事･地区委員研修会
　　5月1日 ( 水 ) ～ 2日 ( 木 )　13:30 ～高松市
　　出席者　加藤次期ＺＣ
３．第３回献血・献眼
　　５月１９日（日）　10:00 ～イオンモール新居浜駐車場
４．故増田英夫さんへライオンズクラブ国際会長感謝状伝達
Ｌ真鍋次期会長より、＜２０１３年７月～２０１４年６月役員
及び委員会構成（案）について＞紹介がありました。会長ス
ローガン　『温故知新でWE SERVE』ご協力お願いします。



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

増田　明子　お招き有難うございます。こんな光栄な事はありません。本当に
　　　　　　嬉しく仏前に報告したいと思います。
加藤　久博　増田英夫さんの国際会長感謝状授与おめでとうございます。
　　　　　　増田明子様お忙しい中例会出席有り難うございます。
岡田　賢治　新居浜ＬＣに尽くして頂いた故増田英夫さんに感謝。
小松　武道　増田英夫さんのご冥福をお祈りします。
大竹　崇夫　故増田英夫さん、ライオンズクラブ国際会長感謝状受賞おめでと
　　　　　　うございます。謹んで哀悼申し上げますと共に敬意を表します。
鈴木　雅志　故増田英夫さん、国際会長感謝状受賞を祈念して。
・・・　故増田英夫さんの国際会長感謝状受賞おめでとうございます
　　　　　　　　　　　　　　謹んでご冥福をお祈り申し上げます・・・
新田久司／宇賀　潔／高橋　守／村上博昭／佐々木徹夫／碓井良和／山下邦俊
／神野雄太／真木泰彦
真鍋　憲夫　五月の連休も無事終わりましたがいかがお過ごしでしょうか。来
　　　　　　期の構成表（案）を発表させて頂きますので宜しくお願いします。
檜垣　孝志　ゴールデンウイークずいぶん長かったですネ。充分休養する事が
　　　　　　出来ました。有り難いことです。
久保田繁拡　12 日のゴルフコンペ 10:53（in スタート）に変更です。お間違え
　　　　　　のないように宜しくお願いします。
藤縄　洲二　今年もサクランボがなっています！見た目は美味しそうですが、　
　　　　　　すっぱいです。　
石川　敏則　次期何とか会、次期何とか会で忙しくなりそうです。とうとう時
　　　　　　期が来ました。身の細る思いです。
白石　誠一　会報金賞おめでとうございます。
永易　明洋　4 月の家族会に多数の出席有り難うございました。皆様のお陰様
　　　　　　で楽しい時間を過ごす事が出来ました。
有富　正治　加藤会長はじめ計画財務委員会の皆様、4 月の遠征家族会大変お
　　　　　　世話になりました。料理を美味しくいただきました。
福山　　宏　大三島のバスの旅、本当に楽しかったです。計画財務の皆さん有
　　　　　　難うございました。リモーネの 2,200 円のレモンジュース、薄め
　　　　　　ると知らず、そのまま家族で飲んで全員悲鳴を上げました。僕は
　　　　　　胃が痛んで30分苦しみました。
塩見　秀晴　家族会楽しませていただき有難うございました。多田羅公園に「幻
　　　　　　の魚まはた料理」を食べに行かなければ。
武市　欣也　古女房と共に楽しい家族会にお連れいただき、その上に写真まで
　　　　　　頂戴し感謝申し上げます。イチゴ甘くて大変美味でした。
伊藤　嘉秀　家族会旅行を無事に終える事が出来ました。皆様のご協力有難う
　　　　　　ございました。増田先輩受賞おめでとうございました。
村上順一郎　家族会大変楽しかったです。有難うございました。
佐伯　澄男　先日の家族会、お疲れ様でした。楽しい一日を過ごす事が出来ま
　　　　　　した。
宇野　博文　今期も残り 1ヶ月強となりました。最後の一踏ん張りをしたいと
　　　　　　思っています。杉、ひのきの花粉もやっと最終段階となり、これ
　　　　　　から草取りもやりやすくなります。頑張りたいと思っています。
草田　和子　先月の音楽の泉の画商ワールド展にご協力有難うございました。
石川　　稔　寒暖の差が大きくて困ります。季節外れのインフルエンザも流行
　　　　　　しているようです。健康にはお互いに気をつけましょう。
近藤　充徳　5/19献血献眼運動に協力お願い致します。
松浦　一雄　日経平均株価が14,000円台に回復しました。実体経済も早く回復し、
　　　　　　好景気になる事を期待します。
伊藤　龍一　本日は、清掃にて出席が出来ず申し訳ありません。
重橋　良昭　４月２９日祝日、取引先の行事を行員一同でボランティア活動と
　　　　　　してお手伝いしました。毎年の事ではありますが来年以降も継続
　　　　　　していきたいと思います。
田村　征夫　第３回献血献眼が５月１９日開催されます。皆様方のご協力、ご
　　　　　　支援をお願いします。
横山　周平　倒れるたびに、起き上がろう！（みつお）
矢野　𠮷男　何時も早退ばかりで申し訳ありません。夜間例会には参加出来る
　　　　　　よう頑張ります！
高橋　在錫　緊急の仕事のため早退します。すみません。
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◇◇◇◇ ５月 第２例会月 第２例会 ◇◇◇◇

加藤　久博　本日は赤十字血液センター福田稔様卓話有難うございます。
妹尾　光章　愚生高齢ですので、献血のＰＲに努力致します。
佐伯　澄男　Ｌ月例コンペで優勝しました。次はいつ優勝出来るかわからな
　　　　　　いのでドネーションします。
白石　誠一　佐伯澄男君５月度ゴルフ部会優勝おめでとう。ハンディ３０の若
　　　　　　手で無冠は久保田君だけです。
檜垣　孝志　昨年頂いたレモン。スダチの木に花が一杯咲きました。楽しみ
　　　　　　です。
重橋　良昭　ロト７で８億円が３本でました。当行のＡＴＭコーナーにて購入
　　　　　　出来ます。高額当選の際には定期預金をお願いします。もちろ
　　　　　　ん個人情報は守ります。
有富　正治　先週、国道１１号線で林歯科クリニックの手前にて渋滞中、停　
　　　　　　止したところ、後続車がブレーキとアクセルを間違え、私の運
　　　　　　転席側ミラーと接触、反対車線を突進し大型トラックと正面衝
　　　　　　突しそうになりましたが若干の空き地に回避出来、大惨事を免
　　　　　　れました。お互い怪我が無く、ハッピーでした。
田村　征夫　本年度３回目の献血・献眼活動が終了しました。［ありがとうご
　　　　　　ざいます］
近藤　充徳　5/19、４献運動、大雨の中ご協力有難うございます。卓話有難
　　　　　　うございました。
古川　貴章　福田様卓話有難うございます。
久保田繁拡　福田さんの卓話に感謝です。ありがとうございました！
宇野　博文　やっと長い長い花粉の季節が終わりました。２月の初めから５
　　　　　　月の連休明けまで苦しい期間でしたが、これから戸外の活動を
　　　　　　頑張りたいと想っています。
伊藤　龍一　高１の息子の肘の手術が完治しました。３年間高校野球を全力
　　　　　　で頑張ってほしいです。
松浦　一雄　福田稔様血液にかかるお話有難うございました。『献血もボラン
　　　　　　ティア』子供達に伝えます。
真鍋　憲夫　暑くなりました。愛媛県赤十字血液センター福田稔様の来訪を
　　　　　　歓迎致します。
大竹　崇夫　赤十字血液センター福田稔係長様の卓話に感謝致します。ご多
　　　　　　忙の中ありがとうございました。
鈴木　雅志　卓話に感謝して！本日はテーマ曲を間違えているにも拘わらず、
　　　　　　前を向いて歌っていただき有難うございます。反省！
藤縄　洲二　先日の献血、風邪でしんどくて行けませんでした。申し訳あり
　　　　　　ません。
伊藤　嘉秀　１９日の献血で１０回目の献血が出来ました。これからも５０回
　　　　　　目へ向けて参加致します。福田様卓話有難うございます。
塩見　秀晴　献血出席出来なくてすみません。法事で出席出来ませんでした。
岡田　賢治　卓話に感謝！早退します。

・・・赤十字血液センター福田稔様の卓話に感謝致します。・・・
　宇賀　潔／神野雄太／横山周平／林　幸央／草田和子／佐々木徹夫／新田
　久司／碓井良和／高橋在錫／山下邦俊／高橋　守／真木泰彦／村上博昭／
　福山　宏／石川敏則

　本年度は加藤会長の『希望の光を求めて We Serve』
のスローガンのもと様々なライオンズ活動に励み会報優
秀賞･金賞、例会優秀賞･銅賞、マスコミ報道賞･銅賞、合
同例会開催優秀賞･銅賞、環境保全賞Ａ環境改善部門･
努力賞、保健福祉部門Ａ献眼協力部門･努力賞、Ｂ献血
協力部門･優秀賞、Ｄ骨髄バンク、骨髄提供部門･優秀
賞、Ｅ臓器提供及び意思表示カード部門･努力賞の九つ
のアワードも受賞しました。当委員会にもたくさんのメン
バーの皆様のご協力で一年を無事終えることができまし
た。ありがとうございました！
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