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●● ９月第１例会 ●●
鈴木　雅志　本日マイルストーン・シェブロンアワードを授賞された皆様お
　　　　　　めでとうございます。これからもご指導お願いします。また
　　　　　　岡田会計ＬＣＩＦ９回もの 1,０００＄献金有り難うございます。
　　　　　　頭が下がります。
伊藤　龍一　マイルストーンアワード受賞された方々おめでとうございます。
　　　　　　また岡田会計ＬＣＩＦ1,０００ドル献金有り難うございました。
岡田　賢治　松浦さんの卓話に感謝。
佐伯　澄男　月例コンペ優勝しました。ハンディが大幅に減るので次回よ
　　　　　　り長い罰金生活に突入する可能性大です。トホホ！！
白石　誠一　９月度ゴルフ部会、佐伯君優勝おめでとう。次回は罰金に
　　　　　　ならないように。
松浦　一雄　私のつたない卓話を聞いていただ有り難うございました。
村上順一郎　先日、からの発泡スチロールを両手に持ったまま尻餅をつき、
　　　　　　尾骨を骨折して長い間座れませんから、先に失礼します。
伊藤　嘉秀　来週には英語スピーチコンテストが行われます。皆様のご来
　　　　　　場をお願い致します。
武市　欣也　食欲の無い小生にいたわりの言葉をかけてくれる高橋在錫
　　　　　　さんの友情がうれしくて！！
加藤　久博　会員卓話に感謝して。
永易　明洋　９月７日マツダスタジアムへ行って来ました。広島カープの優
　　　　　　勝おめでとうございます。クライマックスに勝って日本シリーズ
　　　　　　で日本一になって下さい。
真鍋　憲夫　台風のため雨がよく降りますね。体調管理に気をつけてくだ
　　　　　　さい。今月で71 才になります。健康に感謝！！
石川　　稔　今日は僕の？回目のバースデー。元気で迎えられたことに感
　　　　　　謝・感謝。
有富　正治　我が委員長の松浦さんの健康卓話に感謝！
能瀬　伸一　各アワード受賞者の皆様おめでとうございます。皆さんの背
　　　　　　中を追いかけて頑張りたいと思います。
村上　博昭　先日のえひめ国体プレ大会の高松宮杯軟式野球大会でオ
　　　　　　ール愛媛が優勝しました。ちなみに５０台の我がチーム新居
　　　　　　浜フィフティーズも先月末の西日本大会で初優勝しました。
　　　　　　次は10月の全日本大会に向けて頑張ります。
塩見　秀晴　スポーツ部会のＰＲさせて頂き有り難うございます。
藤縄　洲二　久しぶりにはいたズボンがきつくなっていました。運動しないと！
檜垣　孝志　今年は台風の被害が甚大ですが、早く台風の季節が終わ
　　　　　　ってほしいものです。
神野　雄太　やっと夏も終わりました。食欲の秋です。
山口　　泰　先日、高橋在錫さんに車の件でお世話になりありがとうござ
　　　　　　いました。
近藤　盛文　パラリンピック日本がんばれ！！
宇野　博文　松浦様の卓話に感謝します。ありがとうございました。
石川　敏則　松浦さん卓話をありがとう！！
山岡弘太郎　岡部歩乃佳さんがんばって下さい。
古川　貴章　少し秋を感じる今日この頃です。
後藤　達也　福山さんの代役、初テールツイスターの青野さんアドリブ絶
　　　　　　好調ですか？
伊藤　久門　卓話に感謝。いい話を有り難うございます。
天野　　淳　松浦委員長、卓話を有り難うございます。
高橋　　守　松浦さん卓話有り難うございました。
・・松浦一雄さんの卓話「私の健康法」ありがとうございました。・・
高橋在錫／新田久司／大石隆憲／上野　剛／垂水康浩／近藤充徳／
岡田浩二／山下邦俊／真木泰彦／大上幸雄／青野泰介
大竹　崇夫　仕事のため早退します。申し訳ございません。
斉藤陽二朗　すみません。仕事で早退します。

　新居浜ライオンズクラブは２０２０年東京パラリンピック出
場を目標に日々精進されている岡部歩乃佳さんを応援し
ています。
　リオパラリンピックでは障害に負けないで力強く生活す
る中で、スポーツを通じて全世界の人々に勇気と感動を
与える報道を何度も目にしました。
　ちょっとした逆境に文句を言っている自分に、もっともっ
と前向きに取組むことの大切さを教えてくれたリオパラリン
ピックでした。　宇野博文

●● 9月第二例会 ●●　
鈴木　雅志　山之内さん青野さん一緒にウイサーブで頑張りましょう。青
　　　　　　野泰介さんの娘さん夏月さんゴールドプライズおめでとうござ
　　　　　　います。
伊藤　龍一　青野さん、山之内さん入会おめでとうございます。よろしく
　　　　　　お願いします。
岡田　賢治　新会員の青野さんと山之内さんの入会を歓迎します。
武市　欣也　国際会長よりライオンズ歴４５年のマイルドストーンシェブロン
　　　　　　賞を授与されました。これは我がクラブにとっても意義深いア
　　　　　　ワードであろうかと存じます。
青野　泰介　先日の英語スピーチコンテストで次女がゴールドL.プライズを

　　　　　　いただきました。私自身、娘の英語を初めて聞いてびっくり
　　　　　　しました。のど自慢のネタはいつまでも使えますね。ありがと
　　　　　　うございました。
加藤　久博　青野さん山之内さんの入会を歓迎します。
松浦　一雄　お二人の入会を心から歓迎します。
伊藤　嘉秀　本日、伊藤幹事さんから報告のあった事務局のホームペー
　　　　　　ジのアドレスとメールアドレスが変更になる件、私が５月に聞
　　　　　　いていた事を失念していました。申し訳ございません。今日
　　　　　　は仕事で早退いたします。重ねて申し訳ございません。
岡村真里哉　涼しくなったかと思うとまた暑く、残暑厳しいです。体調を崩
　　　　　　さぬようにご慈愛下さい。
佐伯　澄男　新会員の入会を心より歓迎します。
真鍋　憲夫　新会員の入会を祝します。共にウイサーブで頑張りましょう。
永易　明洋　新会員を歓迎します。ご活躍を期待しております。
有富　正治　中学生英語スピーチコンテストにて青野さんのお嬢さんゴー
　　　　　　ルド L. プライズ受賞おめでとう！ 新会員、青野さん山之内さ
ん　　　　　　の入会を歓迎します。
白石　誠一　新会員さん　よろしくお願いします。
村上　博昭　新会員、青野さんと山之内さんを歓迎いたします。
後藤　達也　山之内さん、青野さんの入会を祝して。
村上順一郎　新会員さんを歓迎致します。　
塩見　秀晴　１１月２３日レクバレー大会の大会開催要項が来ました。老い
　　　　　　も若きも参加よろしくお願いします。２チーム出します。
能瀬　伸一　お二人のご入会を祝して。
宇野　博文　今年も例年どおり秋の花粉が飛び出しています。約１ヵ月ガ
　　　　　　マンの日が続きます。
近藤　充徳　ご入会を祝して。
檜垣　孝志　お二人の入会を歓迎いたします。頑張って下さい。
伊藤　久門　お二人のご入会おめでとうございます。心より歓迎いたしま
　　　　　　す。
神野　雄太　孫の顔を見にマレーシアのクアラルンプールへ行って来ました。
古川　貴章　山之内さん青野さん入会おめでとうございます。
大竹　崇夫　山之内さん青野さんのご入会を心より歓迎致します。
高橋　　守　新会員さんを歓迎します。頑張って下さい。
土岐　敏勝　ご入会のお二人におめでとう！
高橋　　彰　本日４８回目の誕生日を迎えました。これからも宜しくお願い
　　　　　　します。
斉藤陽二朗　入会おめでとうございます。青野さん山之内さん宜しくお願
　　　　　　いします。
山岡弘太郎　パラリンピックお疲れ様でした。
大上　幸雄　平和ポスター素晴らしい作品がたくさん有り、ありがとうござ
　　　　　　いました。
石川　　稔　キンモクセイのほのかな香りが漂い始めました。「祭り近し」
　　　　　　を感じさせます。
山下　邦俊　新会員の入会を歓迎します。２３日の英語スピーチコンテスト
　　　　　　の写真を撮り忘れました。申し訳ないです。
・・・新会員の山之内浩二さん、青野淳助さんの入会を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　心より歓迎します・・・
真木泰彦／垂水康浩／岡田浩二／上野　剛／新田久司／大石隆憲／
高橋在錫／福山　宏
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新居浜市中学生英語スピーチコンテスト開催
青少年委員長　垂 水  康 浩　 日時：平成２８年９月２３日（金）14:00 ～　場所：新居浜市民文化センター中ホール
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ゴルフ部会報告

10月誕生日おめでとうございます
大石隆憲、土岐敏勝、伊藤龍一

10 月結婚記念日おめでとうございます
塩見秀晴、鈴木雅志、土岐敏勝、山下邦俊

藤縄洲二、田村征夫、岡村真里哉

第 1344 回　９月第二例会
9月 28日（水）12:15～ ユアーズ

ゾーン・地区・国際協会の動き

行  事  予  定

世界ライオンズデー（１０月第１例会）
　　１０月　８日（土）  6:00 ～ マリンパーク新居浜
伊予三島ＬＣ結成５５周年記念式典
　　１０月１５日（土）15:30 ～ ホテルグランフォーレ
今治ＬＣ結成５５周年記念ゴルフ大会　
　　１０月１５日（土）サンセットヒルズＣＣ
今治ＬＣ結成５５周年記念式典
　　１０月１６日（日）16:00 ～ 今治国際ホテル

・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会  　１０月　３日（月）18:30 ～　商工会館 3F
１０月第 1例会　  １０月　８日（土）　6:00 ～　マリンパーク
 　 （世界ライオンズデー・１Ｚ合同早朝例会）
１０月第２例会     １０月２６日（水）18:00 ～　ユアーズ
　 （夜間例会・家族会）
・委員会
環境保全委員会　　１０月　４日（火）18:30 ～　事務局
会員会則委員会　　１０月　５日（水）18:30 ～　事務局
保健福祉委員会　　１０月１３日（木）18:30 ～　事務局
青少年委員会　　　１０月２１日（金）18:30 ～　事務局
PR広報委員会　　 １０月２７日（木）18:30 ～　事務局
出席大会委員会　　１０月２８日（金）18:30 ～　事務局
・クラブ行事予定
家族会（１０月第２例会）１０月２６日（水）6:30 ～ ユアーズ
・その他行事予定
えひめ学園秋季運動会 １０月２１日（金）10:00 ～ えひめ学園
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　　１０月　９日（日）10:25 ～　新居浜ＣＣ
囲碁部会　　　　　未定
つれづれの会　　　１０月２０日（木）18:30 ～　レスト立花
くらげの会　　　　奇数月の予定
スポーツ部会　　　１０月１４・２８日（金）19:30 ～川東中学校
ネットの会　　　　　　　　　　　　　　　  　  随時活動中
しまなみ海道をいつか走破する会　　　　　　    随時活動中
　

第２７回

えひめ国体カウントダウン・ボード寄贈
日時：９月３日（土）９:０0～　場所：山根体育館

２Ｒ－１Ｚ・４クラブ合同アクト

９
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第１席　「家族の絆」
　北中学校　　青野 夏月さん
第２席　「別子の奇跡」
　別子中学校　伊藤 美紀さん
第３席　「文字は心の鏡」
　川東中学校　森長 紗也果さん

あおの　なつき

いとう　  みき

 もりなが　 さやか

■会長挨拶　鈴木雅志会長
■入会式　新会員　青野淳助ライ

オン　　山之内浩二ライ
オン

■審議事項　なし
■報告事項
１．平成２８年秋の全国交通安全「人の輪作戦」
　９月２１日（水）１０：３０～平形橋歩道上　参加者５名
　（会長、山口 泰ライ

オン、近藤充徳ライ
オン、山下邦俊ライ

オン、後藤達也ライ
オン）

２．第２７回中学生英語スピーチコンテスト
　９月２３日（金）14:00 ～新居浜市民文化センター中ホール
　結果　ゴールドL.プライズ　北中学校　　青野夏月さん 
　　　　シルバーL.プライズ　別子中学校　伊藤美紀さん
　　　　ブロンズL.プライズ　川東中学校　森長紗也果さん
３．１０月第一例会（１Ｚ合同例会）
　１０月８日（土）世界ライオンズデー  6:00 ～  マリンパーク
　　6:00 ～ 6:25   清    掃
　　6:25 ～ 6:30　ラジオ体操
　　6:30 ～ 7:00　合同例会
　※雨天決行
４．クラブメールアドレス、ホームページＵＲＬの変更について
　ニフティ＠homepage（アット･ホームページ）が９月２９日で
　提供終了となるため。
　（変更後）
　メールアドレス：niihama@204-lc.club
   ホームページ  ：http://www.204-lc.club/ 
■委員会報告
　計画財務委員会　新田久司委員長
　　家族会について　10月26日（水）18:00 ～　ユアーズ
　青少年委員会　垂水康浩委員長
　　9月23日に行われた英語スピーチコンテストについて
　環境保全委員会　松浦一雄委員長
　　愛リバー・愛ロード清掃奉仕について 11月13日7:00 ～ 
　スポーツ部会　塩見秀晴部会長
　　11月23日に行われる2R親善スポーツ大会について
■テール・ツイスタータイム
　　ドネーション　　85.000 円
■出席報告
会員数 57 名　出席 53 名　欠席 4名　出席率 93.0%　

■ライオンズの誓い唱和　土岐敏勝ライ
オン

■会長挨拶　鈴木雅志会長
■卓話　「私の健康法」松浦一雄ライ

オン

■審議事項　
　①～③号議案全て承認されました。
■報告事項
１. 手作りカントダウンボードお披露目式が９月３日（土）9:00 よ
　　り山根総合体育館にて開催されました。出席者は鈴木会
　　長でした。
２．2R- 地区ガバナー公式訪問　９月３日（土）13:00よりユア
　　ーズにて開催されました。出席者は三役、村上第一副会
　　長、加藤会員会則委員長でした。
３．えひめ国体リハーサル大会のプランター運搬ボランティアが
　　９月１１日（日）17:00 時より新居浜市営球場正面玄関前
　　行われました。参加者は９名でした。
４．平成２８年秋の全国交通安全「人の輪作戦」を９月２１日（水）
　　10:30より平形橋北歩道上で行われます。
５．９月第２例会で入会式を行います。新しく入会されるのは
　　山之内浩二さん , 青野淳助さんの2名です。
６．１０月理事会は１０月３日（月）18:30 から商工会館３Ｆで開
　　催します。
※１０月第一例会は１０月８日（土）世界ライオンズデー 6:00 から
　　マリンパーク新居浜で１Ｚ４クラブ合同例会を開催します。
■委員会報告
会員会則委員会　加藤久博委員長
　新会員入会について
計画財務委員会　新田久司委員長
　家族会予算案について　予定日10月26日（水）
青少年委員会
　第２７回新居浜市中学生英語スピーチコンテスト開催について

　９月２３日（金）14:00より文化センター中ホールで行われます。
保健福祉委員会　能瀬伸一委員長
　第 1回献血・献眼登録決算について
スポーツ部会　塩見秀晴部会長
　2R親善スポーツ大会について　
　11月23日（水・祝）新居浜市東雲体育館
■その他
　・LCIF1,000ドル献金の伝達　岡田賢二ライ

オン　9回目
　・マイルストン・シエブロン・アワード受賞
在籍 10年 白石誠一ライ

オン、 15年 林   幸央ライ
オン 、 20年 山下邦俊ライ

オン

　　　25年 岡田賢治ライ
オン、 30年 真木泰彦ライ

オン、 ４０年 山口   泰ライ
オン

　　    ４５年 武市欣也ライ
オン

■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　７８，０００円
■出席報告
　会員数55名、出席52名、欠席3名、出席率94.5％
■ライオンズ・ローア　石川 稔ライ

オン　　

　えひめ国体を一年後に控え、国体開会までのカウン
トダウンボードの寄贈、お披露目、除幕式が９月３日山
根運動公園で行われました。
　制作費は新居浜４クラブが負担し市内の高校生の
製作協力によるもので、ボード製作とメカは新居浜工
業高校が担当しました。市内の４ヶ所に配置される本
体に施される絵は新居浜西高、東校、南校、商業
高校各美術部が担当しました。国体への夢と希望を

託した思い思いの各校の素敵な絵は見ごたえがありま
した。
　新居浜４クラブの合同アクトというのは今までも余り例
がありません。本年のプレ国体と来年のえひめ国体本
番まで確実に時を刻んでくれることでしょう。
　新居浜開催は重量挙げ、サッカー、野球、セーリ
ングなどが行われる予定です。
皆様応援よろしくお願いいたします。

　去る９月２３日に新居浜市民
文化センター中ホールにおい
て、第２７回新居浜市中学生
英語スピーチコンテストが開
催されました。
　市内の中学校から選抜さ

れた英語に卓越した中学３年生１１名が５分間
の各自の思いを込めて、スピーチを競いました。
　そこに至るまでには、相当の時間を費やし
て練習を重ね、本人はもちろん指導された先
生方のご苦労は並々ならぬものがあったと察す
る事が出来ました。
　身振り手振りを交えて流暢にスピーチをする
生徒さん達を見て、最近味わった事の無いよ
うな感動を覚え、全員に賞を差し上げたいよう
な気持になりました。
　結果は、我が新居浜ライオンズクラブ同志

の青野泰介ライ
オンのご息女である夏月さ

んが見事に優勝を勝ち取りました。
私も新居浜北中出身者として、大変
嬉しく、また誇らしかったです。
　今後も、グローバル化する社会に
おいて、益々英語の重要性は高まっ
ており、ライオンズクラブとしても市内
の青少年育成に尽力し、一人でも多
くの人が世界を舞台に活躍してくれる
事を祈ります。
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ライオンズ情報ライオンズ情報ライオンズ情報

例  会  報  告

理事・委員長会
９月1２日（月）18:30～ 商工会館3F

第 1343 回　９月第一例会
９月1２日（水）12:15～ ユアーズ

マイナス金利をプラスにカエル？
大切な資産の種に考えたい基本の“キ”

青少年委員会　高 橋 　彰

‥ 新たなる挑戦 We Serve ‥

 地区ガバナー公式訪問に出席して
幹 事　伊 藤  龍 一　　　　　　　　日時：平成 28 年 9 月 3 日（土）13:00 ～　場所：ユアーズ   
　   　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

３３６－Ａ地区２Ｒ

 地区ガバナー諮問委員会・ゾーンレベル会員委員会に出席して

幹 事　伊 藤  龍 一　　　　    日時：平成２８年８月２０日（土）15:30 ～　場所：レイグラッツェふじ   
　   　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

３３６－Ａ地区２Ｒ-1Z 第1 回

3

　９月３日（土）ユアーズにて３３６－
Ａ地区２Ｒ地区ガバナー公式訪問が
開催され、真鍋隆地区ガバナーを
はじめキャビネット役員様、地区委
員様、２Ｒ－ＲＣ、各ＺＣをお迎えし
て２Ｒの１７クラブの三役と第一副会

長、会員会則委員長の５名が一同に会して開催され
ました。会合議事の中、真鍋隆地区ガバナー要望
質疑応答で「あなたのクラブ、あなたのやり方で」と
話されました。これは真鍋隆地区ガバナーがエレクト
の時から毎回話されることですが、例会の運営につ
いては、クラブ会則の中では細かな取り決めはありま
せん。
　慣例にとらわれずクラブの規模や会員構成の状況
を鑑みて柔軟に考えて欲しい。またライオンズクラブ

国際協会が１００周年を迎える本年、会員増強に努
めて欲しいと話されました。
　次に事前に提出している地区ガバナー質問書をも
とに２Ｒの各クラブ会長が本年の会長スローガン、会
長方針、事業計画そしてクラブの目標と抱負の熱い
思いを真鍋隆地区ガバナーに発表しました。
　それに対して真鍋隆地区ガバナーは質問書を熟読
されており終始起立のまま丁寧に応答質問され大変
驚き感心いたしました。２Ｒの１７クラブそれぞれ特色
がありましたがほとんどのクラブが会員増強にはご苦
労されていました。
　公式訪問終了後はユアーズにて懇親会が開催さ
れ真鍋隆地区ガバナーを囲み、キャビネット役員、
地区委員、２Ｒ-RC、各ＺＣ、２Ｒの１７クラブの方々
と交流を深めることができました。　　　　　　　

　８月２０日（土）レイグラッツェふじにて開催されま
した、第１回地区ガバナー諮問委員会、第１回ゾー
ンレベル会員委員会に鈴木会長、岡田会計、加藤
会員会則委員長と私の４名で出席してまいりました。
　１Ｚの４クラブの三役と会員会則委員会の委員長
が出席していました。
　初めにゾーンレベル会員委員会が行われ、佐藤
正輝 2R-GMT･GLT･FWT 会則委員の進行にて
各クラブの会員数、会員拡大の状況や家族会員の
増強、会員人材育成の取り組みなどを諮問され、
加藤会員会則委員長が当クラブの状況を発表しまし
た。続いて横井文明 2R-1Z-ZC の進行によって地
区ガバナー諮問委員会が行われました。
　こちらは事前に提出している諮問表をもとに横井
2R-1Z-ZC が各クラブの会長、幹事に諮問していく
スタイルでした。

　鈴木会長は本年度のスローガン、事業計画、他
クラブとの友好提携、クラブの問題点など諮問され
ました。私はクラブ運営の改革、楽しい例会作り、
クラブ会報誌について諮問されました。
　諮問委員会終了後は同会場にて懇親会が持たれ
それぞれのクラブの方たちと懇親を深めて意見交換
を行うことができました。

●審議事項
１．今治ＬＣ５５周年記念式が 10月16日に開催されます。
　　登録料として３０,０００円拠出します。
２．事務局員傷害保険１６,１８０円拠出します。
　　（28.10.24 ～ 29.10.24の間）
３．１０月家族会予算（案）について
●報告事項
１．手作りカントダウンボードお披露目式が９月３日（土）9:00 よ
　　り山根総合体育館にて開催されました。
　　出席者は鈴木会長でした。
２．2R- 地区ガバナー公式訪問　９月３日（土）13:00 よりユ
　　アーズにて開催されました。出席者は三役、村上第一副
　　会長、加藤会員会則委員長でした。
３．えひめ国体リハーサル大会のプランター運搬ボランティアが
　　９月１１日（日）17:00 時より新居浜市営球場正面玄関前
　　で行われました。参加者は９名でした。
４．平成２８年秋の全国交通安全運動「人の輪作戦」を
　　９月２１日10:30より平形橋北歩道上で行われます。
５．9 月第２例会で入会式を行います。新しく入会されるのは
　　山之内浩二さん , 青野淳助さんの２名です。
６．１０月理事会は１０月３日（月）18:30 から
　　商工会館３Ｆで開催します。
※１０月第一例会は１０月８日（土）世界ライオンズデーです。
　早朝 6:00 から　マリンパーク新居浜で４クラブ合同例会を開
　催します。
●委員会報告
・出席大会委員会日変更　９月２３日（金）から
　９月３０日（金）18:30 ～事務局
・ＰＲ広報委員会日変更　９月２２日（祝･木）から
　２９日（木）18:30 ～事務局
青少年委員会
　・第２７回英語スピーチコンテスト予算（案）について
　・第２７回中学生英語スピーチコンテスト　
　　９月２３日（金）14:00 より文化センター中ホールで行われ
　　ます。

保健福祉委員会
　・第１回献血・献眼決算報告あり
環境保全委員会
　　・１１月１３日（日） 「愛リバー・愛ロード」のアクトを行います。
●その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　岡田会計より８月末のクラブ流動資産残高の報告がありまし
　た。

■ライオンズの誓い唱和　土岐敏勝ライ
オン

■会長挨拶　鈴木雅志会長
■卓話　「私の健康法」松浦一雄ライ

オン

■審議事項　
　①～③号議案全て承認されました。
■報告事項
１. 手作りカントダウンボードお披露目式が９月３日（土）9:00 よ
　　り山根総合体育館にて開催されました。出席者は鈴木会
　　長でした。
２．2R- 地区ガバナー公式訪問　９月３日（土）13:00よりユア
　　ーズにて開催されました。出席者は三役、村上第一副会
　　長、加藤会員会則委員長でした。
３．えひめ国体リハーサル大会のプランター運搬ボランティアが
　　９月１１日（日）17:00 時より新居浜市営球場正面玄関前
　　行われました。参加者は９名でした。
４．平成２８年秋の全国交通安全「人の輪作戦」を９月２１日（水）
　　10:30より平形橋北歩道上で行われます。
５．９月第２例会で入会式を行います。新しく入会されるのは
　　山之内浩二さん , 青野淳助さんの2名です。
６．１０月理事会は１０月３日（月）18:30 から商工会館３Ｆで開
　　催します。
※１０月第一例会は１０月８日（土）世界ライオンズデー 6:00 から
　　マリンパーク新居浜で１Ｚ４クラブ合同例会を開催します。
■委員会報告
会員会則委員会　加藤久博委員長
　新会員入会について
計画財務委員会　新田久司委員長
　家族会予算案について　予定日10月26日（水）
青少年委員会
　第２７回新居浜市中学生英語スピーチコンテスト開催について

　長期金利の指標「１０年国債利
回り」がマイナス水準となり、大手
銀行の預金金利は年率「0.001％」
に低下している。
　たんす預金のための家庭用金庫
や、利回りのよい百貨店の積立など
に人気が集まる一方で、住宅ローン

借り換えを検討するなど、消費者の間にもマイナス
金利の影響が広がる。マイナス金利の本質的な問
題は、金利低下位と物価上昇が重なっている点にあ
る。消費者物価指数（CPI）は食品や生活用品を

中心に値上がり傾向であり、物価上昇で「お金の
価値」が目減りするというリスクにさらされている。
　物価上昇率２％が続くと、1,000万円の価値は１０
年後に、実質的の８２０万円に低下するといわれる。
日本は長期に渡りデフレ状態であったため、お金の
価値の目減りを心配する必要がなかったが、今は、
預金金利が低下する中で、物価上昇に「負けない
金利」が必要となってきた。
　海外債券投資でのインカム収入、株式やリートへ
の投資で利回りを追求していく事も考えられたらどう
でしょう。

　９月２３日（金）14:00より文化センター中ホールで行われます。
保健福祉委員会　能瀬伸一委員長
　第 1回献血・献眼登録決算について
スポーツ部会　塩見秀晴部会長
　2R親善スポーツ大会について　
　11月23日（水・祝）新居浜市東雲体育館
■その他
　・LCIF1,000ドル献金の伝達　岡田賢二ライ

オン　9回目
　・マイルストン・シエブロン・アワード受賞
在籍 10年 白石誠一ライ

オン、 15年 林   幸央ライ
オン 、 20年 山下邦俊ライ

オン

　　　25年 岡田賢治ライ
オン、 30年 真木泰彦ライ

オン、 ４０年 山口   泰ライ
オン

　　    ４５年 武市欣也ライ
オン

■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　７８，０００円
■出席報告
　会員数55名、出席52名、欠席3名、出席率94.5％
■ライオンズ・ローア　石川 稔ライ

オン　　

新居浜ライオンズクラブのメールアドレス、URLが変わりました。
E-mail　niihama@204-lc.club　　URL　http://www.204-lc.club　
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岡部歩乃佳選手と会員の集いに出席して
直前会長　白 石  誠 一　　　　日時：平成 28 年 8 月 22 日（月）18:30 ～　場所：ユアーズ　   　　　　
　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

Niihama Lions Club ‥ 新たなる挑戦 We Serve ‥

　８月２２日月曜日にユアーズにて
「岡部歩乃佳選手と会員の集い」
が開催されました。
　岡部歩乃佳後援会は、今年１
月９日に発足してから多くの会員に
ご入会いただき、会費としてご支

援を頂いていますが、会員が一堂に会する機会が
ありませんでした。
　また、会員の８割の方は、岡部歩乃佳選手のこ
とは知っていても、直接お会いしたことのない方ば
かりでした。できるだけ早い時期に、会員の皆さん
と岡部選手が触れ合えるようにしたいと考えていると
ころに、岡部選手が７月のジャパン・パラリンピック
において背泳ぎで２年連続金メダルを獲得したとの
連絡が入り、是非、夏休みの間に喜びを分かち合
える会を持ちたいと計画させていただきました。
　２２日の会は、青野後援会会長がご挨拶された
後、ご来賓として石川新居浜市長様、新居浜東
高校八木校長先生のご挨拶を頂き、阿部義澄名
誉会長の乾杯の発生で参加者７０名ほどの会が開
会しました。
　主役が未成年者ですから、アルコールなしの軽

食・ソフトドリンクでの負担感のない集いを設営しま
した。
　会の中では、岡部選手の子供のころから今年ま
でを紹介したＤＶＤも上映され、映像の中でも、ご
本人の挨拶でも２０２０年の東京パラリンピックに出
場するだけでなく、金メダル獲得を目指すと力強い
決意を話されました。
　また、南海放送の山内部長からは、毎年、日本
テレビ系列で行っている２４時間テレビ　愛は地球
を救うに岡部選手が出演されることが報告され、新
潟の浜から佐渡島までの４０ｋｍを８人でリレーしな
がら泳ぐ企画内容を紹介していただきました。
　確かに８月２８日の日曜日に、早朝５時過ぎに岡部
選手がスタートし、午後４時３０分ごろ佐渡島の海
岸に参加選手８名が、岡部選手を真ん中に手をつ
ないでゴールしました。感動的な映像で、新居浜
の小さな高校１年生の岡部選手が、全国の人と一
緒になって涙のゴールをされて、素晴らしい人材で
あると改めて思い知りました。
　これからも応援し続けていきたいと思います。
皆さんのご支援をお願い申し上げます。

岡部歩乃佳さん佐渡へ渡る

秋の交通安全運動「人の輪作戦」に参加
日時：平成 28 年 9 月 21 日（水）1０:３0 ～　場所：平形橋歩道上　   　　　　　　　　   　　　　　　　　　
　　　　　　　　        　
　秋の全国交通安全運動「人の輪作戦」があり、
参加しました。河川敷駐車場に集合し、結団式が
行われその後、平形橋歩道上にて、「早めのライ

ト点灯」「シートベルトの着用」など交通安全を
呼びかけました。

新 会 員 紹 介
氏　　名　山 之 内  浩 二
生年月日　昭和４２年３月３１日
スポンサー　鈴木雅志ライ

オン

所　　属　出席大会委員会
住　　所　新居浜市多喜浜 1-6-12
Ｔ Ｅ Ｌ　(0897)27-5510

勤 務 先　（株）モア・ステージ
勤務先住所　新居浜市多喜浜 1-6-12　　　　
勤務先TEL　(0897)46-6870
勤務先FAX　(0897)47-0661
役　　　職　代表取締役
趣　　                味　野球
結婚記念日　平成６年６月１８日　

やまのうち　　  こうじ

新 会 員 紹 介
氏　　名　青 野  淳 助
生年月日　昭和３８年９月１６日
スポンサー　村上順一郎ライ

オン

所　　属　環境保全委員会
住　　所　新居浜市高津町 11-78
Ｔ Ｅ  Ｌ　(0897)35-2264

勤　務　先　伊予資源株式会社
勤務先住所　新居浜市新須賀町 4-10-28　　
勤務先TEL　(0897)31-3137
勤務先FAX　(0897)37-6955
役　　　職　代表取締役
趣　　  味　読書、旅行
結婚記念日　平成８年６月３０日

あおの     じゅんすけ

　他団体からの勧誘に対してはずっとお断りしており
ましたが、数十年来取引させていただいている（有）
村上産業の村上様からお誘いを受け、縁と感じ、
入会させていただくこととなりました。
　私自身、若いころから、周りの方々、取引先の方々
には、たいへんよくしていただき、心から感謝してお
ります。

　おかげ様で会社設立から６０年を超え私で三代目
となりますが、これから先、永続させていただくため
にも、お世話になっているこの地域に対して少しでも
貢献できるように努力していきたいと思っております。
　まだまだわからないことが多々ありますが、ご指導
ご鞭撻のほど、宜しくお願いいたします。

　この度、新居浜ライオンズクラブに入会させて頂き
ました山之内 浩二でございます。
　多喜浜でブライダルの招待状や席次表等のペーパ
ーアイテムの卸売りや引菓子、引出物、演出関係等、
衣装、お花以外のものを取り扱っている業者です。

　創業６年目と業歴も浅く、まだまだ社会に貢献でき
るほどの会社ではありませんが、先輩がたのような活
動ができるよう日々精進し、誇りを持って新居浜ライ
オンズの一員であると言えるよう努力致します。今後
とも宜しくお願い致します。

　８月２８日、２４時間テレビ「愛は地球を救う」日テ
レ系の一大イベントは障害のある歩乃佳さんやリオ・
オリンピックのメダリスト、芸能人を含め８人のスイマ
ーが次々とリレーしながら佐渡島までの４０ｋｍを泳ぎ
きるというものでした。
　朝８時に新潟の海岸をスタートし、佐渡に到着す
るまで１０時間はかかる難行，苦行。前日、山陰地

方では近づく台風の余波にさらわれ海難事故があっ
たばかりの日本海は、泳いで渡るには波浪とそして日
頃プールでしか泳ぐ練習をしていない選手達にとって
かなり厳しいものでした。
　スタート、中継ぎ、そしてアンカーをけなげに務め
た歩乃佳さんはご両親と妹さんの待つ佐渡島の海岸
に無事、元気にゴールインしました。
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岡部歩乃佳選手と会員の集いに出席して
直前会長　白 石  誠 一　　　　日時：平成 28 年 8 月 22 日（月）18:30 ～　場所：ユアーズ　   　　　　
　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

‥ 新たなる挑戦 We Serve ‥

　８月２２日月曜日にユアーズにて
「岡部歩乃佳選手と会員の集い」
が開催されました。
　岡部歩乃佳後援会は、今年１
月９日に発足してから多くの会員に
ご入会いただき、会費としてご支

援を頂いていますが、会員が一堂に会する機会が
ありませんでした。
　また、会員の８割の方は、岡部歩乃佳選手のこ
とは知っていても、直接お会いしたことのない方ば
かりでした。できるだけ早い時期に、会員の皆さん
と岡部選手が触れ合えるようにしたいと考えていると
ころに、岡部選手が７月のジャパン・パラリンピック
において背泳ぎで２年連続金メダルを獲得したとの
連絡が入り、是非、夏休みの間に喜びを分かち合
える会を持ちたいと計画させていただきました。
　２２日の会は、青野後援会会長がご挨拶された
後、ご来賓として石川新居浜市長様、新居浜東
高校八木校長先生のご挨拶を頂き、阿部義澄名
誉会長の乾杯の発生で参加者７０名ほどの会が開
会しました。
　主役が未成年者ですから、アルコールなしの軽

食・ソフトドリンクでの負担感のない集いを設営しま
した。
　会の中では、岡部選手の子供のころから今年ま
でを紹介したＤＶＤも上映され、映像の中でも、ご
本人の挨拶でも２０２０年の東京パラリンピックに出
場するだけでなく、金メダル獲得を目指すと力強い
決意を話されました。
　また、南海放送の山内部長からは、毎年、日本
テレビ系列で行っている２４時間テレビ　愛は地球
を救うに岡部選手が出演されることが報告され、新
潟の浜から佐渡島までの４０ｋｍを８人でリレーしな
がら泳ぐ企画内容を紹介していただきました。
　確かに８月２８日の日曜日に、早朝５時過ぎに岡部
選手がスタートし、午後４時３０分ごろ佐渡島の海
岸に参加選手８名が、岡部選手を真ん中に手をつ
ないでゴールしました。感動的な映像で、新居浜
の小さな高校１年生の岡部選手が、全国の人と一
緒になって涙のゴールをされて、素晴らしい人材で
あると改めて思い知りました。
　これからも応援し続けていきたいと思います。
皆さんのご支援をお願い申し上げます。

岡部歩乃佳さん佐渡へ渡る

秋の交通安全運動「人の輪作戦」に参加
日時：平成 28 年 9 月 21 日（水）1０:３0 ～　場所：平形橋歩道上　   　　　　　　　　   　　　　　　　　　
　　　　　　　　        　
　秋の全国交通安全運動「人の輪作戦」があり、
参加しました。河川敷駐車場に集合し、結団式が
行われその後、平形橋歩道上にて、「早めのライ

ト点灯」「シートベルトの着用」など交通安全を
呼びかけました。

新 会 員 紹 介
氏　　名　山 之 内  浩 二
生年月日　昭和４２年３月３１日
スポンサー　鈴木雅志ライ

オン

所　　属　出席大会委員会
住　　所　新居浜市多喜浜 1-6-12
Ｔ Ｅ Ｌ　(0897)27-5510

勤 務 先　（株）モア・ステージ
勤務先住所　新居浜市多喜浜 1-6-12　　　　
勤務先TEL　(0897)46-6870
勤務先FAX　(0897)47-0661
役　　　職　代表取締役
趣　　                味　野球
結婚記念日　平成６年６月１８日　

やまのうち　　  こうじ

新 会 員 紹 介
氏　　名　青 野  淳 助
生年月日　昭和３８年９月１６日
スポンサー　村上順一郎ライ

オン

所　　属　環境保全委員会
住　　所　新居浜市高津町 11-78
Ｔ Ｅ  Ｌ　(0897)35-2264

勤　務　先　伊予資源株式会社
勤務先住所　新居浜市新須賀町 4-10-28　　
勤務先TEL　(0897)31-3137
勤務先FAX　(0897)37-6955
役　　　職　代表取締役
趣　　  味　読書、旅行
結婚記念日　平成８年６月３０日

あおの     じゅんすけ

　他団体からの勧誘に対してはずっとお断りしており
ましたが、数十年来取引させていただいている（有）
村上産業の村上様からお誘いを受け、縁と感じ、
入会させていただくこととなりました。
　私自身、若いころから、周りの方々、取引先の方々
には、たいへんよくしていただき、心から感謝してお
ります。

　おかげ様で会社設立から６０年を超え私で三代目
となりますが、これから先、永続させていただくため
にも、お世話になっているこの地域に対して少しでも
貢献できるように努力していきたいと思っております。
　まだまだわからないことが多々ありますが、ご指導
ご鞭撻のほど、宜しくお願いいたします。

　この度、新居浜ライオンズクラブに入会させて頂き
ました山之内 浩二でございます。
　多喜浜でブライダルの招待状や席次表等のペーパ
ーアイテムの卸売りや引菓子、引出物、演出関係等、
衣装、お花以外のものを取り扱っている業者です。

　創業６年目と業歴も浅く、まだまだ社会に貢献でき
るほどの会社ではありませんが、先輩がたのような活
動ができるよう日々精進し、誇りを持って新居浜ライ
オンズの一員であると言えるよう努力致します。今後
とも宜しくお願い致します。

　８月２８日、２４時間テレビ「愛は地球を救う」日テ
レ系の一大イベントは障害のある歩乃佳さんやリオ・
オリンピックのメダリスト、芸能人を含め８人のスイマ
ーが次々とリレーしながら佐渡島までの４０ｋｍを泳ぎ
きるというものでした。
　朝８時に新潟の海岸をスタートし、佐渡に到着す
るまで１０時間はかかる難行，苦行。前日、山陰地

方では近づく台風の余波にさらわれ海難事故があっ
たばかりの日本海は、泳いで渡るには波浪とそして日
頃プールでしか泳ぐ練習をしていない選手達にとって
かなり厳しいものでした。
　スタート、中継ぎ、そしてアンカーをけなげに務め
た歩乃佳さんはご両親と妹さんの待つ佐渡島の海岸
に無事、元気にゴールインしました。
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ライオンズ情報ライオンズ情報ライオンズ情報

例  会  報  告

理事・委員長会
９月1２日（月）18:30～ 商工会館3F

第 1343 回　９月第一例会
９月1２日（水）12:15～ ユアーズ

マイナス金利をプラスにカエル？
大切な資産の種に考えたい基本の“キ”

青少年委員会　高 橋 　彰

Niihama Lions Club ‥ 新たなる挑戦 We Serve ‥

 地区ガバナー公式訪問に出席して
幹 事　伊 藤  龍 一　　　　　　　　日時：平成 28 年 9 月 3 日（土）13:00 ～　場所：ユアーズ   
　   　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

３３６－Ａ地区２Ｒ

 地区ガバナー諮問委員会・ゾーンレベル会員委員会に出席して

幹 事　伊 藤  龍 一　　　　    日時：平成２８年８月２０日（土）15:30 ～　場所：レイグラッツェふじ   
　   　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

３３６－Ａ地区２Ｒ-1Z 第1 回

　９月３日（土）ユアーズにて３３６－
Ａ地区２Ｒ地区ガバナー公式訪問が
開催され、真鍋隆地区ガバナーを
はじめキャビネット役員様、地区委
員様、２Ｒ－ＲＣ、各ＺＣをお迎えし
て２Ｒの１７クラブの三役と第一副会

長、会員会則委員長の５名が一同に会して開催され
ました。会合議事の中、真鍋隆地区ガバナー要望
質疑応答で「あなたのクラブ、あなたのやり方で」と
話されました。これは真鍋隆地区ガバナーがエレクト
の時から毎回話されることですが、例会の運営につ
いては、クラブ会則の中では細かな取り決めはありま
せん。
　慣例にとらわれずクラブの規模や会員構成の状況
を鑑みて柔軟に考えて欲しい。またライオンズクラブ

国際協会が１００周年を迎える本年、会員増強に努
めて欲しいと話されました。
　次に事前に提出している地区ガバナー質問書をも
とに２Ｒの各クラブ会長が本年の会長スローガン、会
長方針、事業計画そしてクラブの目標と抱負の熱い
思いを真鍋隆地区ガバナーに発表しました。
　それに対して真鍋隆地区ガバナーは質問書を熟読
されており終始起立のまま丁寧に応答質問され大変
驚き感心いたしました。２Ｒの１７クラブそれぞれ特色
がありましたがほとんどのクラブが会員増強にはご苦
労されていました。
　公式訪問終了後はユアーズにて懇親会が開催さ
れ真鍋隆地区ガバナーを囲み、キャビネット役員、
地区委員、２Ｒ-RC、各ＺＣ、２Ｒの１７クラブの方々
と交流を深めることができました。　　　　　　　

　８月２０日（土）レイグラッツェふじにて開催されま
した、第１回地区ガバナー諮問委員会、第１回ゾー
ンレベル会員委員会に鈴木会長、岡田会計、加藤
会員会則委員長と私の４名で出席してまいりました。
　１Ｚの４クラブの三役と会員会則委員会の委員長
が出席していました。
　初めにゾーンレベル会員委員会が行われ、佐藤
正輝 2R-GMT･GLT･FWT 会則委員の進行にて
各クラブの会員数、会員拡大の状況や家族会員の
増強、会員人材育成の取り組みなどを諮問され、
加藤会員会則委員長が当クラブの状況を発表しまし
た。続いて横井文明 2R-1Z-ZC の進行によって地
区ガバナー諮問委員会が行われました。
　こちらは事前に提出している諮問表をもとに横井
2R-1Z-ZC が各クラブの会長、幹事に諮問していく
スタイルでした。

　鈴木会長は本年度のスローガン、事業計画、他
クラブとの友好提携、クラブの問題点など諮問され
ました。私はクラブ運営の改革、楽しい例会作り、
クラブ会報誌について諮問されました。
　諮問委員会終了後は同会場にて懇親会が持たれ
それぞれのクラブの方たちと懇親を深めて意見交換
を行うことができました。

●審議事項
１．今治ＬＣ５５周年記念式が 10月16日に開催されます。
　　登録料として３０,０００円拠出します。
２．事務局員傷害保険１６,１８０円拠出します。
　　（28.10.24 ～ 29.10.24の間）
３．１０月家族会予算（案）について
●報告事項
１．手作りカントダウンボードお披露目式が９月３日（土）9:00 よ
　　り山根総合体育館にて開催されました。
　　出席者は鈴木会長でした。
２．2R- 地区ガバナー公式訪問　９月３日（土）13:00 よりユ
　　アーズにて開催されました。出席者は三役、村上第一副
　　会長、加藤会員会則委員長でした。
３．えひめ国体リハーサル大会のプランター運搬ボランティアが
　　９月１１日（日）17:00 時より新居浜市営球場正面玄関前
　　で行われました。参加者は９名でした。
４．平成２８年秋の全国交通安全運動「人の輪作戦」を
　　９月２１日10:30より平形橋北歩道上で行われます。
５．9 月第２例会で入会式を行います。新しく入会されるのは
　　山之内浩二さん , 青野淳助さんの２名です。
６．１０月理事会は１０月３日（月）18:30 から
　　商工会館３Ｆで開催します。
※１０月第一例会は１０月８日（土）世界ライオンズデーです。
　早朝 6:00 から　マリンパーク新居浜で４クラブ合同例会を開
　催します。
●委員会報告
・出席大会委員会日変更　９月２３日（金）から
　９月３０日（金）18:30 ～事務局
・ＰＲ広報委員会日変更　９月２２日（祝･木）から
　２９日（木）18:30 ～事務局
青少年委員会
　・第２７回英語スピーチコンテスト予算（案）について
　・第２７回中学生英語スピーチコンテスト　
　　９月２３日（金）14:00 より文化センター中ホールで行われ
　　ます。

保健福祉委員会
　・第１回献血・献眼決算報告あり
環境保全委員会
　　・１１月１３日（日） 「愛リバー・愛ロード」のアクトを行います。
●その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　岡田会計より８月末のクラブ流動資産残高の報告がありまし
　た。

■ライオンズの誓い唱和　土岐敏勝ライ
オン

■会長挨拶　鈴木雅志会長
■卓話　「私の健康法」松浦一雄ライ

オン

■審議事項　
　①～③号議案全て承認されました。
■報告事項
１. 手作りカントダウンボードお披露目式が９月３日（土）9:00 よ
　　り山根総合体育館にて開催されました。出席者は鈴木会
　　長でした。
２．2R- 地区ガバナー公式訪問　９月３日（土）13:00よりユア
　　ーズにて開催されました。出席者は三役、村上第一副会
　　長、加藤会員会則委員長でした。
３．えひめ国体リハーサル大会のプランター運搬ボランティアが
　　９月１１日（日）17:00 時より新居浜市営球場正面玄関前
　　行われました。参加者は９名でした。
４．平成２８年秋の全国交通安全「人の輪作戦」を９月２１日（水）
　　10:30より平形橋北歩道上で行われます。
５．９月第２例会で入会式を行います。新しく入会されるのは
　　山之内浩二さん , 青野淳助さんの2名です。
６．１０月理事会は１０月３日（月）18:30 から商工会館３Ｆで開
　　催します。
※１０月第一例会は１０月８日（土）世界ライオンズデー 6:00 から
　　マリンパーク新居浜で１Ｚ４クラブ合同例会を開催します。
■委員会報告
会員会則委員会　加藤久博委員長
　新会員入会について
計画財務委員会　新田久司委員長
　家族会予算案について　予定日10月26日（水）
青少年委員会
　第２７回新居浜市中学生英語スピーチコンテスト開催について

　長期金利の指標「１０年国債利
回り」がマイナス水準となり、大手
銀行の預金金利は年率「0.001％」
に低下している。
　たんす預金のための家庭用金庫
や、利回りのよい百貨店の積立など
に人気が集まる一方で、住宅ローン

借り換えを検討するなど、消費者の間にもマイナス
金利の影響が広がる。マイナス金利の本質的な問
題は、金利低下位と物価上昇が重なっている点にあ
る。消費者物価指数（CPI）は食品や生活用品を

中心に値上がり傾向であり、物価上昇で「お金の
価値」が目減りするというリスクにさらされている。
　物価上昇率２％が続くと、1,000万円の価値は１０
年後に、実質的の８２０万円に低下するといわれる。
日本は長期に渡りデフレ状態であったため、お金の
価値の目減りを心配する必要がなかったが、今は、
預金金利が低下する中で、物価上昇に「負けない
金利」が必要となってきた。
　海外債券投資でのインカム収入、株式やリートへ
の投資で利回りを追求していく事も考えられたらどう
でしょう。

　９月２３日（金）14:00より文化センター中ホールで行われます。
保健福祉委員会　能瀬伸一委員長
　第 1回献血・献眼登録決算について
スポーツ部会　塩見秀晴部会長
　2R親善スポーツ大会について　
　11月23日（水・祝）新居浜市東雲体育館
■その他
　・LCIF1,000ドル献金の伝達　岡田賢二ライ

オン　9回目
　・マイルストン・シエブロン・アワード受賞
在籍 10年 白石誠一ライ

オン、 15年 林   幸央ライ
オン 、 20年 山下邦俊ライ

オン

　　　25年 岡田賢治ライ
オン、 30年 真木泰彦ライ

オン、 ４０年 山口   泰ライ
オン

　　    ４５年 武市欣也ライ
オン

■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　７８，０００円
■出席報告
　会員数55名、出席52名、欠席3名、出席率94.5％
■ライオンズ・ローア　石川 稔ライ

オン　　

新居浜ライオンズクラブのメールアドレス、URLが変わりました。
E-mail　niihama@204-lc.club　　URL　http://www.204-lc.club　
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新居浜市中学生英語スピーチコンテスト開催
青少年委員長　垂 水  康 浩　 日時：平成２８年９月２３日（金）14:00 ～　場所：新居浜市民文化センター中ホール

新 居 浜
新居浜中央
新居浜別子
新居浜ひうち

計

ク ラ ブ 名 会 員 数 純出席率 メークアップ 労力奉仕 金額奉仕
Ａ  Ｃ  Ｔ

２Ｒ－１Ｚ  アクティビティ報告書 (9月分 )

５７
２８
２８
３０
１４３

105
45
412
72
634

245,225
57,120
790,096
200,000

1,292,441

93.8
80.4
82.2
79.0
83.8

95.6
94.7
89.3
82.2
90.4

名 ％ ％ Ｈ 円

9月 11 日(日)　　新居浜CC

４７
４３ ５０

４５
４０
５５

４２
５２

９３
  ９２
 ８２
１０７

  ２８.６
３０.０

   １５.０
３０.０

６３.０
６３.４
６７.０

古 川 貴 章 ７７.０

岡 田 賢 治

佐 伯 澄 男

松 浦 一 雄

準優勝

3　位

ＢＢ賞

アウト イン グロス ハンディ ネット氏　   名
優　勝

ゴルフ部会報告

BIRTHDAY&MARRIAGE

10月誕生日おめでとうございます
大石隆憲、土岐敏勝、伊藤龍一

10 月結婚記念日おめでとうございます
塩見秀晴、鈴木雅志、土岐敏勝、山下邦俊

藤縄洲二、田村征夫、岡村真里哉

第 1344 回　９月第二例会
9月 28日（水）12:15～ ユアーズ

ゾーン・地区・国際協会の動き

行  事  予  定

世界ライオンズデー（１０月第１例会）
　　１０月　８日（土）  6:00 ～ マリンパーク新居浜
伊予三島ＬＣ結成５５周年記念式典
　　１０月１５日（土）15:30 ～ ホテルグランフォーレ
今治ＬＣ結成５５周年記念ゴルフ大会　
　　１０月１５日（土）サンセットヒルズＣＣ
今治ＬＣ結成５５周年記念式典
　　１０月１６日（日）16:00 ～ 今治国際ホテル

・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会  　１０月　３日（月）18:30 ～　商工会館 3F
１０月第 1例会　  １０月　８日（土）　6:00 ～　マリンパーク
 　 （世界ライオンズデー・１Ｚ合同早朝例会）
１０月第２例会     １０月２６日（水）18:00 ～　ユアーズ
　 （夜間例会・家族会）
・委員会
環境保全委員会　　１０月　４日（火）18:30 ～　事務局
会員会則委員会　　１０月　５日（水）18:30 ～　事務局
保健福祉委員会　　１０月１３日（木）18:30 ～　事務局
青少年委員会　　　１０月２１日（金）18:30 ～　事務局
PR広報委員会　　 １０月２７日（木）18:30 ～　事務局
出席大会委員会　　１０月２８日（金）18:30 ～　事務局
・クラブ行事予定
家族会（１０月第２例会）１０月２６日（水）6:30 ～ ユアーズ
・その他行事予定
えひめ学園秋季運動会 １０月２１日（金）10:00 ～ えひめ学園
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　　１０月　９日（日）10:25 ～　新居浜ＣＣ
囲碁部会　　　　　未定
つれづれの会　　　１０月２０日（木）18:30 ～　レスト立花
くらげの会　　　　奇数月の予定
スポーツ部会　　　１０月１４・２８日（金）19:30 ～川東中学校
ネットの会　　　　　　　　　　　　　　　  　  随時活動中
しまなみ海道をいつか走破する会　　　　　　    随時活動中
　

第２７回

えひめ国体カウントダウン・ボード寄贈
日時：９月３日（土）９:０0～　場所：山根体育館

２Ｒ－１Ｚ・４クラブ合同アクト

９
月
２
６
日
愛
媛
新
聞
掲
載

第１席　「家族の絆」
　北中学校　　青野 夏月さん
第２席　「別子の奇跡」
　別子中学校　伊藤 美紀さん
第３席　「文字は心の鏡」
　川東中学校　森長 紗也果さん

あおの　なつき

いとう　  みき

 もりなが　 さやか

■会長挨拶　鈴木雅志会長
■入会式　新会員　青野淳助ライ

オン　　山之内浩二ライ
オン

■審議事項　なし
■報告事項
１．平成２８年秋の全国交通安全「人の輪作戦」
　９月２１日（水）１０：３０～平形橋歩道上　参加者５名
　（会長、山口 泰ライ

オン、近藤充徳ライ
オン、山下邦俊ライ

オン、後藤達也ライ
オン）

２．第２７回中学生英語スピーチコンテスト
　９月２３日（金）14:00 ～新居浜市民文化センター中ホール
　結果　ゴールドL.プライズ　北中学校　　青野夏月さん 
　　　　シルバーL.プライズ　別子中学校　伊藤美紀さん
　　　　ブロンズL.プライズ　川東中学校　森長紗也果さん
３．１０月第一例会（１Ｚ合同例会）
　１０月８日（土）世界ライオンズデー  6:00 ～  マリンパーク
　　6:00 ～ 6:25   清    掃
　　6:25 ～ 6:30　ラジオ体操
　　6:30 ～ 7:00　合同例会
　※雨天決行
４．クラブメールアドレス、ホームページＵＲＬの変更について
　ニフティ＠homepage（アット･ホームページ）が９月２９日で
　提供終了となるため。
　（変更後）
　メールアドレス：niihama@204-lc.club
   ホームページ  ：http://www.204-lc.club/ 
■委員会報告
　計画財務委員会　新田久司委員長
　　家族会について　10月26日（水）18:00 ～　ユアーズ
　青少年委員会　垂水康浩委員長
　　9月23日に行われた英語スピーチコンテストについて
　環境保全委員会　松浦一雄委員長
　　愛リバー・愛ロード清掃奉仕について 11月13日7:00 ～ 
　スポーツ部会　塩見秀晴部会長
　　11月23日に行われる2R親善スポーツ大会について
■テール・ツイスタータイム
　　ドネーション　　85.000 円
■出席報告
会員数 57 名　出席 53 名　欠席 4名　出席率 93.0%　

■ライオンズの誓い唱和　土岐敏勝ライ
オン

■会長挨拶　鈴木雅志会長
■卓話　「私の健康法」松浦一雄ライ

オン

■審議事項　
　①～③号議案全て承認されました。
■報告事項
１. 手作りカントダウンボードお披露目式が９月３日（土）9:00 よ
　　り山根総合体育館にて開催されました。出席者は鈴木会
　　長でした。
２．2R- 地区ガバナー公式訪問　９月３日（土）13:00よりユア
　　ーズにて開催されました。出席者は三役、村上第一副会
　　長、加藤会員会則委員長でした。
３．えひめ国体リハーサル大会のプランター運搬ボランティアが
　　９月１１日（日）17:00 時より新居浜市営球場正面玄関前
　　行われました。参加者は９名でした。
４．平成２８年秋の全国交通安全「人の輪作戦」を９月２１日（水）
　　10:30より平形橋北歩道上で行われます。
５．９月第２例会で入会式を行います。新しく入会されるのは
　　山之内浩二さん , 青野淳助さんの2名です。
６．１０月理事会は１０月３日（月）18:30 から商工会館３Ｆで開
　　催します。
※１０月第一例会は１０月８日（土）世界ライオンズデー 6:00 から
　　マリンパーク新居浜で１Ｚ４クラブ合同例会を開催します。
■委員会報告
会員会則委員会　加藤久博委員長
　新会員入会について
計画財務委員会　新田久司委員長
　家族会予算案について　予定日10月26日（水）
青少年委員会
　第２７回新居浜市中学生英語スピーチコンテスト開催について

　９月２３日（金）14:00より文化センター中ホールで行われます。
保健福祉委員会　能瀬伸一委員長
　第 1回献血・献眼登録決算について
スポーツ部会　塩見秀晴部会長
　2R親善スポーツ大会について　
　11月23日（水・祝）新居浜市東雲体育館
■その他
　・LCIF1,000ドル献金の伝達　岡田賢二ライ

オン　9回目
　・マイルストン・シエブロン・アワード受賞
在籍 10年 白石誠一ライ

オン、 15年 林   幸央ライ
オン 、 20年 山下邦俊ライ

オン

　　　25年 岡田賢治ライ
オン、 30年 真木泰彦ライ

オン、 ４０年 山口   泰ライ
オン

　　    ４５年 武市欣也ライ
オン

■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　７８，０００円
■出席報告
　会員数55名、出席52名、欠席3名、出席率94.5％
■ライオンズ・ローア　石川 稔ライ

オン　　

　えひめ国体を一年後に控え、国体開会までのカウン
トダウンボードの寄贈、お披露目、除幕式が９月３日山
根運動公園で行われました。
　制作費は新居浜４クラブが負担し市内の高校生の
製作協力によるもので、ボード製作とメカは新居浜工
業高校が担当しました。市内の４ヶ所に配置される本
体に施される絵は新居浜西高、東校、南校、商業
高校各美術部が担当しました。国体への夢と希望を

託した思い思いの各校の素敵な絵は見ごたえがありま
した。
　新居浜４クラブの合同アクトというのは今までも余り例
がありません。本年のプレ国体と来年のえひめ国体本
番まで確実に時を刻んでくれることでしょう。
　新居浜開催は重量挙げ、サッカー、野球、セーリ
ングなどが行われる予定です。
皆様応援よろしくお願いいたします。

　去る９月２３日に新居浜市民
文化センター中ホールにおい
て、第２７回新居浜市中学生
英語スピーチコンテストが開
催されました。
　市内の中学校から選抜さ

れた英語に卓越した中学３年生１１名が５分間
の各自の思いを込めて、スピーチを競いました。
　そこに至るまでには、相当の時間を費やし
て練習を重ね、本人はもちろん指導された先
生方のご苦労は並々ならぬものがあったと察す
る事が出来ました。
　身振り手振りを交えて流暢にスピーチをする
生徒さん達を見て、最近味わった事の無いよ
うな感動を覚え、全員に賞を差し上げたいよう
な気持になりました。
　結果は、我が新居浜ライオンズクラブ同志

の青野泰介ライ
オンのご息女である夏月さ

んが見事に優勝を勝ち取りました。
私も新居浜北中出身者として、大変
嬉しく、また誇らしかったです。
　今後も、グローバル化する社会に
おいて、益々英語の重要性は高まっ
ており、ライオンズクラブとしても市内
の青少年育成に尽力し、一人でも多
くの人が世界を舞台に活躍してくれる
事を祈ります。



■事 務 局 　〒792-0025　新居浜市一宮町2丁目4番8号　新居浜商工会館2F　TEL(0897)34-9400
■例 会 場 　〒792-0021　新居浜市泉宮町5番8号　　　   ユアーズ　　　　　　           TEL(0897)33-3535
■例会日時　 毎月　第2・4水曜日　 12:15 ～ 13:30

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

国際会長テーマ （次なる山を目指して）

会長スローガン 新たなる挑戦

「１００周年、夢と誇り・笑顔と絆で336-A 地区 ガバナースローガン

  新居浜ライオンズクラブ 会報
毎月第1例会（第2水曜日）発行

会長  鈴木 雅志　幹事  伊藤 龍一　会計  岡田 賢治
発行責任者  ＰＲ広報委員長  塩見 秀晴

1010

表紙写真：「新居浜太鼓祭り」　撮影：森實好彦氏

●● ９月第１例会 ●●
鈴木　雅志　本日マイルストーン・シェブロンアワードを授賞された皆様お
　　　　　　めでとうございます。これからもご指導お願いします。また
　　　　　　岡田会計ＬＣＩＦ９回もの 1,０００＄献金有り難うございます。
　　　　　　頭が下がります。
伊藤　龍一　マイルストーンアワード受賞された方々おめでとうございます。
　　　　　　また岡田会計ＬＣＩＦ1,０００ドル献金有り難うございました。
岡田　賢治　松浦さんの卓話に感謝。
佐伯　澄男　月例コンペ優勝しました。ハンディが大幅に減るので次回よ
　　　　　　り長い罰金生活に突入する可能性大です。トホホ！！
白石　誠一　９月度ゴルフ部会、佐伯君優勝おめでとう。次回は罰金に
　　　　　　ならないように。
松浦　一雄　私のつたない卓話を聞いていただ有り難うございました。
村上順一郎　先日、からの発泡スチロールを両手に持ったまま尻餅をつき、
　　　　　　尾骨を骨折して長い間座れませんから、先に失礼します。
伊藤　嘉秀　来週には英語スピーチコンテストが行われます。皆様のご来
　　　　　　場をお願い致します。
武市　欣也　食欲の無い小生にいたわりの言葉をかけてくれる高橋在錫
　　　　　　さんの友情がうれしくて！！
加藤　久博　会員卓話に感謝して。
永易　明洋　９月７日マツダスタジアムへ行って来ました。広島カープの優
　　　　　　勝おめでとうございます。クライマックスに勝って日本シリーズ
　　　　　　で日本一になって下さい。
真鍋　憲夫　台風のため雨がよく降りますね。体調管理に気をつけてくだ
　　　　　　さい。今月で71 才になります。健康に感謝！！
石川　　稔　今日は僕の？回目のバースデー。元気で迎えられたことに感
　　　　　　謝・感謝。
有富　正治　我が委員長の松浦さんの健康卓話に感謝！
能瀬　伸一　各アワード受賞者の皆様おめでとうございます。皆さんの背
　　　　　　中を追いかけて頑張りたいと思います。
村上　博昭　先日のえひめ国体プレ大会の高松宮杯軟式野球大会でオ
　　　　　　ール愛媛が優勝しました。ちなみに５０台の我がチーム新居
　　　　　　浜フィフティーズも先月末の西日本大会で初優勝しました。
　　　　　　次は10月の全日本大会に向けて頑張ります。
塩見　秀晴　スポーツ部会のＰＲさせて頂き有り難うございます。
藤縄　洲二　久しぶりにはいたズボンがきつくなっていました。運動しないと！
檜垣　孝志　今年は台風の被害が甚大ですが、早く台風の季節が終わ
　　　　　　ってほしいものです。
神野　雄太　やっと夏も終わりました。食欲の秋です。
山口　　泰　先日、高橋在錫さんに車の件でお世話になりありがとうござ
　　　　　　いました。
近藤　盛文　パラリンピック日本がんばれ！！
宇野　博文　松浦様の卓話に感謝します。ありがとうございました。
石川　敏則　松浦さん卓話をありがとう！！
山岡弘太郎　岡部歩乃佳さんがんばって下さい。
古川　貴章　少し秋を感じる今日この頃です。
後藤　達也　福山さんの代役、初テールツイスターの青野さんアドリブ絶
　　　　　　好調ですか？
伊藤　久門　卓話に感謝。いい話を有り難うございます。
天野　　淳　松浦委員長、卓話を有り難うございます。
高橋　　守　松浦さん卓話有り難うございました。
・・松浦一雄さんの卓話「私の健康法」ありがとうございました。・・
高橋在錫／新田久司／大石隆憲／上野　剛／垂水康浩／近藤充徳／
岡田浩二／山下邦俊／真木泰彦／大上幸雄／青野泰介
大竹　崇夫　仕事のため早退します。申し訳ございません。
斉藤陽二朗　すみません。仕事で早退します。

　新居浜ライオンズクラブは２０２０年東京パラリンピック出
場を目標に日々精進されている岡部歩乃佳さんを応援し
ています。
　リオパラリンピックでは障害に負けないで力強く生活す
る中で、スポーツを通じて全世界の人々に勇気と感動を
与える報道を何度も目にしました。
　ちょっとした逆境に文句を言っている自分に、もっともっ
と前向きに取組むことの大切さを教えてくれたリオパラリン
ピックでした。　宇野博文

●● 9月第二例会 ●●　
鈴木　雅志　山之内さん青野さん一緒にウイサーブで頑張りましょう。青
　　　　　　野泰介さんの娘さん夏月さんゴールドプライズおめでとうござ
　　　　　　います。
伊藤　龍一　青野さん、山之内さん入会おめでとうございます。よろしく
　　　　　　お願いします。
岡田　賢治　新会員の青野さんと山之内さんの入会を歓迎します。
武市　欣也　国際会長よりライオンズ歴４５年のマイルドストーンシェブロン
　　　　　　賞を授与されました。これは我がクラブにとっても意義深いア
　　　　　　ワードであろうかと存じます。
青野　泰介　先日の英語スピーチコンテストで次女がゴールドL.プライズを

　　　　　　いただきました。私自身、娘の英語を初めて聞いてびっくり
　　　　　　しました。のど自慢のネタはいつまでも使えますね。ありがと
　　　　　　うございました。
加藤　久博　青野さん山之内さんの入会を歓迎します。
松浦　一雄　お二人の入会を心から歓迎します。
伊藤　嘉秀　本日、伊藤幹事さんから報告のあった事務局のホームペー
　　　　　　ジのアドレスとメールアドレスが変更になる件、私が５月に聞
　　　　　　いていた事を失念していました。申し訳ございません。今日
　　　　　　は仕事で早退いたします。重ねて申し訳ございません。
岡村真里哉　涼しくなったかと思うとまた暑く、残暑厳しいです。体調を崩
　　　　　　さぬようにご慈愛下さい。
佐伯　澄男　新会員の入会を心より歓迎します。
真鍋　憲夫　新会員の入会を祝します。共にウイサーブで頑張りましょう。
永易　明洋　新会員を歓迎します。ご活躍を期待しております。
有富　正治　中学生英語スピーチコンテストにて青野さんのお嬢さんゴー
　　　　　　ルド L. プライズ受賞おめでとう！ 新会員、青野さん山之内さ
ん　　　　　　の入会を歓迎します。
白石　誠一　新会員さん　よろしくお願いします。
村上　博昭　新会員、青野さんと山之内さんを歓迎いたします。
後藤　達也　山之内さん、青野さんの入会を祝して。
村上順一郎　新会員さんを歓迎致します。　
塩見　秀晴　１１月２３日レクバレー大会の大会開催要項が来ました。老い
　　　　　　も若きも参加よろしくお願いします。２チーム出します。
能瀬　伸一　お二人のご入会を祝して。
宇野　博文　今年も例年どおり秋の花粉が飛び出しています。約１ヵ月ガ
　　　　　　マンの日が続きます。
近藤　充徳　ご入会を祝して。
檜垣　孝志　お二人の入会を歓迎いたします。頑張って下さい。
伊藤　久門　お二人のご入会おめでとうございます。心より歓迎いたしま
　　　　　　す。
神野　雄太　孫の顔を見にマレーシアのクアラルンプールへ行って来ました。
古川　貴章　山之内さん青野さん入会おめでとうございます。
大竹　崇夫　山之内さん青野さんのご入会を心より歓迎致します。
高橋　　守　新会員さんを歓迎します。頑張って下さい。
土岐　敏勝　ご入会のお二人におめでとう！
高橋　　彰　本日４８回目の誕生日を迎えました。これからも宜しくお願い
　　　　　　します。
斉藤陽二朗　入会おめでとうございます。青野さん山之内さん宜しくお願
　　　　　　いします。
山岡弘太郎　パラリンピックお疲れ様でした。
大上　幸雄　平和ポスター素晴らしい作品がたくさん有り、ありがとうござ
　　　　　　いました。
石川　　稔　キンモクセイのほのかな香りが漂い始めました。「祭り近し」
　　　　　　を感じさせます。
山下　邦俊　新会員の入会を歓迎します。２３日の英語スピーチコンテスト
　　　　　　の写真を撮り忘れました。申し訳ないです。
・・・新会員の山之内浩二さん、青野淳助さんの入会を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　心より歓迎します・・・
真木泰彦／垂水康浩／岡田浩二／上野　剛／新田久司／大石隆憲／
高橋在錫／福山　宏
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