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●● １０月第１例会 ●●
鈴木　雅志　合同例会、早朝より皆様ご苦労様でした。
岡田　賢治　早朝よりご苦労様です。
伊藤　龍一　早朝からご苦労様です。本日のライオンズデー、
　　　　　　宜しくお願い致します。
神野　雄太　朝早くからご苦労様。
塩見　秀晴　今日は朝２時に目覚めてしまいました。３時間、Ｂ
　　　　　　Ｓ放送を観ました。
石川　敏則　早朝例会ご苦労様。
加藤　久博　ライオンズデーに感謝して。
宇野　博文　本日は気持ちの良い朝となりました。頑張ってゴ
　　　　　　ミを拾いマリンパークを綺麗にします。
垂水　康浩　ひたすら眠いです。
能瀬　伸一　世界ライオンズデーを祝して！
白石　誠一　遅刻しました。
伊藤　久門　早朝例会お疲れ様でした。Ｗｅ　Ｓｅｒｖｅ！！
真鍋　憲夫　合同例会を祝して。
岡村真里哉　早朝も気持ち良いですね。ここまで早いのは初
　　　　　　めてです。
松浦　一雄　久し振りに早く起きました。早朝の気持ちの良い
　　　　　　風に吹かれて爽快な心になります。
有富　正治　合同早朝例会お疲れ様。
青野　淳助　昨日、忙しいなか伊藤幹事からオレンジのジャン
　　　　　　バーを届けていただきました。ゴムがついていま
　　　　　　すが前のチャックが出来ません。これは私に痩
　　　　　　せろと言っているのでしょうか。業務の為本日は
　　　　　　早く帰ります。申し訳有りません。
・・・早朝例会ご苦労様でした。・・・
永易明洋／近藤充徳／村上順一郎／後藤達也／大石隆憲
／斉藤陽二朗／上野剛／藤縄洲二／山之内浩二／山岡弘
太郎／岡田浩二／福山宏

●● 10月第二例会 ●●
鈴木　雅志　本日はご家族の皆様、ご出席有難うございます。
　　　　　　１０月初旬に行われた新居浜市中学校サッカー
　　　　　　新人戦で見事に南中学校が優勝いたしました。
　　　　　　孫の樹一も頑張っていました。
伊藤　龍一　本日は夜間例会に多数のご出席有難うございま
　　　　　　した。計画財務委員会の皆様、設営ご苦労様
　　　　　　でした。
岡田　賢治　家族会、計画大会の皆様ご苦労様です。楽し
　　　　　　みます。
塩見　秀晴　１１月２３日のレクバレー大会宜しくお願いします。
　　　　　　２チーム出場します。
永易　明洋　家族会おめでとうございます。計画財務の皆様ご
　　　　　　苦労様です。有難うございます。先月、大学の
　　　　　　ＯＢ会に出席し楽しい時間を過ごしてまいりました。
村上順一郎　計画財務の方々、大変お世話になりました。
藤縄　洲二　計画財務の皆さん家族会の準備、お疲れ様です。
松浦　一雄　楽しい家族会になることを祈念致します。計画
　　　　　　財務の皆様お世話になります。

石川　敏則　家族に乾杯。計画さん有難う。
真鍋　憲夫　家族会お世話になります。日本シリーズ大谷選
　　　　　　手の活躍を期待します。広島頑張れ。
檜垣　孝志　先達てユアーズで芋炊きをしました。随分サービ
　　　　　　スをして頂きました。鈴木支配人大変有難うござ
　　　　　　いました。
垂水　康浩　待たせたネ。新居浜ライオンズ格言集第二弾「人
　　　　　　のふり見て、、、、どないすん！？」
宇野　博文　今日は楽しみの家族会です。計画財務委員会
　　　　　　の皆様ご苦労様です。
加藤　久博　オブザーバー譽田さんを歓迎して。
古川　貴章　楽しい家族会をありがとうございます。
村上　博昭　本日は家族会です。ラッキーカードが当ります様
　　　　　　に！１０月の月例ゴルフ優勝させていただきました。
大竹　崇夫　計画財務の皆様、家族会の設営に感謝いたし
　　　　　　ます。
有富　正治　計画財務の皆様お世話になります。
伊藤　嘉秀　今日は家族会で楽しい時間を過ごす事が出来ま
　　　　　　した。娘が初めての参加で沢山の景品を頂きま
　　　　　　した。有難うございました。
大上　幸雄　家族会楽しみです。よろしくお願いします。
伊藤　久門　季節の変わり目。気候が日に日に変わります。皆
　　　　　　様どうぞご自愛下さい。
高橋　　守　夜間例会（家族会）計画大会の皆様ご苦労様
　　　　　　でした。
佐伯　澄男　家族会の開催を記念して！！
青野　淳助　慢性的な人手不足で社員には残業をしてもらっ
　　　　　　ていて全員の仕事が終わってから参加した為遅
　　　　　　れました。申し訳ありません。（けど、うちはブラ
　　　　　　ックじゃないです。）本日から２５才の女の子が作
　　　　　　業員として入社しました。彼女だけは５時で帰っ
　　　　　　てもらいました。
能瀬　伸一　今日は一年目を思い出しながら参加しています。
　　　　　　一年は早いものですね。このあとの家族会楽し
　　　　　　みにしています。
岡村真里哉　家族会の準備等ありがとうございます。多くの皆
　　　　　　様と過す時間は楽しいと思います。
・・・家族会、楽しかったです。有難うございました・・・
高橋在錫／新田久司／真木泰彦／後藤達也／青野泰介／
斉藤陽二朗／土岐敏勝／岡田浩二／山之内浩二／上野剛
／近藤充徳／福山　宏

　秋の長雨が終わり、やっと清 し々い秋空が見えるようにな
りました。天高く馬肥ゆる秋、スポーツの秋、芸術の秋、
読書の秋、紅葉の秋、収穫の秋、等いろんな言い方で秋
が表現されます。
　さわやかな秋空の下、スポーツ、散歩、草取り、等で少
し身体を動かした後の美味しい料理とお酒も楽しみです。
皆さま短い秋を楽しみましょう。　宇野博文 
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ゴルフ部会報告

1１月誕生日おめでとうございます
真木泰彦、塩見秀晴

1１月結婚記念日おめでとうございます
村上博昭、村上順一郎、近藤盛文、永易明洋
伊藤龍一、天野　淳、上野　剛、岡田浩二

第 1346 回　10 月第二例会
〈家族会〉

10月 26日（水）18:00～ ユアーズ

ゾーン・地区・国際協会の動き

行  事  予  定

２Ｒ親善スポーツ大会
　　１１月２３日（水）  8:55 ～ 新居浜市民体育館
２Ｒ親善ゴルフ大会
　　１１月２６日（土） 滝の宮カントリー倶楽部

・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会  　１１月　７日（月）18:30 ～　商工会館 3F
１１月第 1例会　  １１月　９日（水）12:15 ～　ユアーズ
１１月第２例会     １１月２４日（水）18:00 ～　ユアーズ
　 （夜間例会）
・委員会
会員会則委員会　　１１月　２日（水）18:30 ～　事務局
計画財務委員会　　１１月　４日（金）18:30 ～　事務局
環境保全委員会　　１１月　８日（火）18:30 ～　事務局
保健福祉委員会　　１１月１０日（木）18:30 ～　事務局
青少年委員会　　　１１月１８日（金）18:30 ～　事務局
出席大会委員会　　１１月２５日（木）18:00 ～　事務局
PR広報委員会　　 １１月２５日（木）18:30 ～　事務局
・クラブ行事予定
第２回 愛リバー・愛ロード清掃奉仕活動
　　　１１月１３日（水）7:00 ～ 商工会館周辺
第 2回 献血･献眼登録奉仕作業
　　　１１月２７日（日）10:00 ～ イオンモール駐車場
・その他行事予定
愛媛県立新居浜特別支援学校第 4回文化祭
　　　１１月　５日（土）   9 :30 ～ 特別支援学校
新居浜南ロータリークラブ創立５０周年記念式典
　　　１１月１２日（土）15:00 ～ あかがねミュージアム
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　　１１月１３日（日）10:04 ～　新居浜ＣＣ
囲碁部会　　　　　未定
つれづれの会　　　偶数月の予定
くらげの会　　　　１１月　２日（水）18:30 ～   丹羽
スポーツ部会　　　１１月１１・２５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

新居浜市中学生英語スピーチコンテストで優勝して
新居浜市立北中学校３年　青 野  夏 月　

第２７回

‘Gold Lion Prize．．．　
　　　　　　　Natsuki Aono．．．’
　審査委員長の先生がそう言った時、私は
自分の事だとわからず、頭が真っ白になって
いました。
　観客席にいる北中の友達や先生が喜んで
いる姿を見てやっと、一席になったという実
感がわいてきました。
　６月から始めた練習は、ほぼ毎日続き、行きたくな
いなと思う日もありました。また、発音が難しく、悩む
日も続きました。でも、一緒に練習してきた仲間の存
在、マイケル先生、英語科の先生がいつも私のそ

ばにはいてくださり、その支えがあったから
こそ、当日笑顔で堂々とスピーチをすること
ができました。
　ステージに一人で立ち、英語で自分の考
えを述べることはとても勇気のいることでした
が、それをやり遂げたときは言葉で言い表
せないほどの達成感がありました。
　また、こつこつと努力を積み上げていくこ

との大切さも実感することができました。英語スピー
チに参加して、本当によかったと思います。
　これからも何事にもチャレンジしていく気持ちを忘
れずに頑張っていきたいです。

　「青野家は、なんて楽しそうなんだろう！」これが夏
月さんのスピーチの原稿の下書きを読んだときの感想
です。ユーモアあふれるお父さん。
　そのお父さんに、圧倒され、時にはあきれながらも、
家族全員でのど自慢大会に向けて心をひとつにして
頑張る様子が、まるで映像を見ているかのように伝
わってくる文章でした。
　テーマは「家族の絆。」その原稿を読んだ瞬間、「こ
れは、いける！」と心の中で思ったのを覚えています。
　日本語原稿を英文に直し、その英文を覚えていく。
そして、一文一文に感情を込め、スピーチへと仕上
げる作業は、本当に大変であったと思います。
　しかし、いつも意欲的に、いつも笑顔で取り組む
夏月さんの姿がありました。
　そして迎えた大会当日。すてきな笑顔でのスピー
チを披露し、感動の第一席を獲得することができまし
た。夏月さんのスピーチには、家族への愛、お父さ
んへの愛がたっぷりと込められています。だからこそ、

聴衆のみなさんの心に響くスピーチになったのだと思
っています。
　夏月さんのこの３か月の頑張りに拍手を送りたいと
思います。
　そして、この素晴らしい経験をする機会を与えてく
ださった新居浜ライオンズクラブの皆様への感謝を申
し上げたいと思います。ありがとうございました。

中学生英語スピーチコンテストを終えて
新居浜市立北中学校 教諭　白 川  淳 子　

ほんだ ゆきひろ

■開会ゴング　新居浜ＬＣ　鈴木雅志会長
■ライオンズの誓い唱和　
　　新居浜ひうちＬＣ　真鍋啓太第２副会長
■開会挨拶　新居浜ひうちＬＣ　塩崎安規会長　
■来賓挨拶　２Ｒ－ＲＣ　河端 寛ライ

オン　
　　２Ｒ－１Ｚ・ZC　横井文明ライ

オン　
　　２Ｒ－ＰＲ・ライオンズ情報・大会参加委員　鈴木和政ライ

オン

■審議事項
　①～⑥号議案すべて承認されました。 
■報告事項
１．伊予三島ＬＣ結成５５周年記念式典　１０月１５日（土）
　15:30よりホテルグランフォーレにて開催されました。
　出席者は鈴木会長、伊藤幹事、岡田会計の３名です。
２．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で行われます。
　参加者は藤縄さん、福山さん、後藤さん、岡村さんの４名
　です。
３．今治 LC結成５５周年記念式典　
　１０月１６日（日）16:00より今治国際ホテルで開催されます。
　出席者は鈴木会長、伊藤幹事、岡田会計の３名です。

４．ＹＣＥ冬期派遣生について
　派遣生：伊藤鼓美さん　大学１年生（１８歳）
　派遣国：ニュージーランド　１２月２１（水）日～１月８日（日）
５．第２期会費引落　43,000 円　１0月１７日（月）です。
■委員会報告
青少年委員会
　・えひめ学園秋季運動会　１０月２１日（金）10:00より
　 えひめ学園グラウンドで行われます。
　出席者は垂水青少年委員長、岡田会計です。
■出席報告
　会員数 57 名、出席 41 名、欠席 16 名、出席率 71.9％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　54,000 円
■閉会ゴング　新居浜中央ＬＣ　丸山幸男会長
■ライオンズ・ローア　新居浜別子ＬＣ　原 英二会長

■会長挨拶　鈴木雅志会長
■ライオンズの誓い唱和　能瀬伸一ライ

オン

■審議事項　なし
■報告事項
１．伊予三島 LC結成５５周年記念式典　１０月１５日（土）
　15:30よりホテルグランフォーレで開催されました。
　出席者は鈴木会長、伊藤幹事、岡田会計の３名です。
２．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で開催されました。
　参加者は藤縄さん、福山さん、後藤さん、岡村さんの４名です。
３．今治ＬＣ結成５５周年記念式典　
　１０月１６日（日）16:00より今治国際ホテルで開催されました。
　出席者は鈴木会長、岡田会計、福山さんの３名です。
４．えひめ学園秋季運動会　１０月２１日（金）
　10:00より えひめ学園グラウンドで行われました。
　垂水青少年委員長が参加しました。
５．愛媛県新居浜特別支援学校第４回文化祭　
　１１月５日（土）9:30より特別支援学校で行われました。
　伊藤嘉秀青少年理事が参加されました。
６．ＹＣＥ冬期来日生受入について
　ホストファミリー：白石誠一ライ

オン

　来日生：ONG  VINCY  １６歳　マレーシア
　来日期間：１２月８日（木）～２８日（水）
７．１１月理事･委員長会（１１月７日）は会場の都合によりユア
　ーズで開催致します。
■委員会報告
青少年委員会
　岡部歩乃佳さんが岩手国体障がい者の部で５０m 背泳ぎで
　金メダル、５０m平泳ぎで銀メダルを取りました。
■その他
　１０月２６日の家族会に、１１月入会予定の譽田幸弘さんがオ
　ブザーバーとして参加されました。　　　　　　　　　　
■出席報告
　会員数 57 名、出席 53 名、欠席 4名、出席率 93.0％
■テール･ツイスタータイム
　ドネーション　71,000 円　ファイン　500 円　　　　　　　
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例  会  報  告

理事・委員長会
10月 3日（月）18:30～ 商工会館3F

第 1345 回　10 月第一例会
世界ライオンズデー  1Z 合同早朝例会
10月8日（土）6:00～ マリンパーク

‥ 新たなる挑戦 We Serve ‥

 1Z 早朝合同例会　（10 月第一例会）
幹 事　伊 藤  龍 一　　　日時：平成２８年１０月８日（土）6:00 ～　場所：マリンパーク新居浜   　   
　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

世界ライオンズデー

 伊予三島ライオンズクラブ結成５５周年記念式典に出席して
幹 事　伊 藤  龍 一　　　  日時：平成２８年１０月１５日（土）15:30 ～　場所：ホテルグランフォーレ   
　   　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

平和ポスターコンテストとえひめ学園運動会参加報告
青少年委員長　垂 水  康 浩　　　　　日時：平成２８年１０月２１日（金）10:00 ～　場所：えひめ学園　   
　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

　「美しい髪は健康な頭皮から」
といわれるように、美しい歯を保つ
には、土台である歯ぐきの健康が
第一です。
　健やかな歯ぐきを脅かす、最大
の敵は歯周病。

　その過程には歯ぐきだけが腫れる初期段階の
「歯肉炎」と内部まで炎症が進み、最終的には歯
を支える骨まで溶かす「歯周炎」の２つのステップ
があります。
　歯周病の予防・改善には、毎日の歯磨きが基本。
歯と歯の間には歯ブラシだけでは清掃できないので
歯科を受診して、ブラッシングや歯間ブラシ・フロ
スの使い方を指導してもらい、必要なら歯石除去も
してもらうこと。
　正しいセルフケアが出来ていれば、歯垢（プラ
ーク）がたまらないので、必然的にこれの石灰化

物である歯石は発生しません。
　過去に治療した歯でも、詰めたプラスチックの変
色や２次虫歯があったり、不適合なクラウン（俗に
いう差し歯）があれば正しく治療し直してもらうこと。
　上記「炎症」のコントロールと並んで重要なのが
「力」のコントロールで、具体的には２８本歯がそろ
っていること。欠損部はブリッジであったり、部分入
れ歯であったり、インプラントであったりするが、そ
れを含めて２８本という意味です。
　この上で、咬み合わせのバランスでとれていて、
悪臭癖をコントロールすることです。
　悪習癖とは、歯列接触癖（口を閉じてる状態で
も歯が接触する癖）噛み癖、歯ぎしりの３つです。
　食事の時は、左右均等に小臼歯から噛み始め、
食事の時以外は安静位空隙（平均２㎜）を保つこ
と。

　１日２４時間中、２０分以上歯を接触してはいけな
いものです。
　歯ぎしりは夜間無意識にしてしまうので歯を守る
ために、ナイトガードを使用する必要があることが
多いです。
　この「力」のコントロールが清掃と同じくらい重
要で、不適切だと歯が磨り減って変形したり、亀
裂が入って着色や虫歯の起点になったり、部分的
にはやく歯周病が進行して口腔を破壊してしまいま
す。
　結論をいうと、最低６ヶ月に一度は歯科を受診す
るようにして、正しいセルフケアと虫歯、歯周病が
進行してないこと、「力」のコントロールが出来てい
ることを確認することです。
　「歯が悪くなってから歯医者に行く」のは戦後か
ら昭和４０年代までの話です。

　１０月８日土曜日に恒例になっております。
「世界ライオンズデー」を祝した 1Z 早朝合同
例会が本年度はひうちライオンズクラブの主催
によりマリンパーク新居浜で開催されました。
　当日は、６時より秋の朝らしい清々しい中、
１Ｚの４クラブ全員で清掃奉仕が行われまし

た。清掃終了後、全員でラジオ体操をしたのちに１Ｚ早朝合同
例会が行われました。
　各クラブ出席では幹事であるわたくしの力が足らぬばかりに
我クラブは、出席率 71.93% と振るいませんでした。大変申し
訳なく感じております。
　合同例会後は、各クラブにてそれぞれで審議事項・報告事
項・委員会報告を行って解散致しました。メンバーの皆様土
曜日で休日の方もいらっしゃったと思いますが、早朝にも関わら
ず多数のご参加賜りまして誠に有難うございました。

　１０月１５日（土）に鈴木会長と岡田会計と幹事の私３名で、
伊予三島ライオンズクラブ結成５５周年記念式典並びに祝宴に
出席して参りました。
　各地で秋祭りも開催されている中、交通の混雑も考慮して
少し早めに出発しました。
　式典も始まり大会委員長の開会宣言、開会ゴングのあと、
姉妹提携クラブである台南市名人国際獅子会を称えて両国の
国旗敬礼し国歌斉唱が行われました。台南名人国際獅子会
からは、何銘池会長をはじめ１０名あまりのメンバーが出席して
いました。
　スポンサークラブ会長祝辞では北九州ライオンズクラブで女
性の会長さんの吉村朋美会長が祝辞を述べていました。私は
伊予三島ライオンズクラブと北九州ライオンズクラブは設立当時
に何かしらの関係があったのかと疑問に思いましたがその答え

は謎のままです。
　式典の中で伊予三島ライオンズクラブに
永きに渡り在籍しているメンバーの表彰が
あり昭和３８年入会で在籍５３年という宮崎
幸雄ライ

オンを筆頭に４名のメンバーが表彰され
皆さんお元気で大変すばらしいなと感激し
ました。

　今年もライオンズ国際平和ポスタ
ーコンテストが開催されています。
　２０１６年度－２０１７年度のテーマ
は「平和、万歳！」です。地域紛
争が頻発し、各地の難民問題が世
界的な問題となっている昨今、この

コンテストの意義は益々大きくなってきていると思われ

ます。地域社会の子供達と共に平和や国際理解・
協調を考える素晴らしい機会であり、子供達が自分
達なりに平和を独創的に表現し、そのビジョンを世界
の人 と々分かち合うことを目的としております。
　新居浜ライオンズクラブでは、泉川中学校、中萩
中学校、西中学校の３校から１３点のポスターを応募
して頂き、９月第２例会で選考会が行われました。

　どの作品も本当に素晴らしく、甲乙付け難かった
のですが僅差で西中学校の村上彰太さんの作品が
見事金賞を受賞されました。
　村上彰太さんの作品は、ますキャビネットで審査、
その後、３３６－複合地区、国際本部と更なる審査が
待っておりますが、新居浜ライオンズクラブ選出作品
として健闘してくれることを心より祈ります。
　次に、１０月２１日にえひめ学園の秋季運動会に来
賓として出席させて頂いたご報告を致します。
　諸先輩方からは「色んな競技に積極的に参加せ

いよ」とご指導（笑）を賜りましたが、神経痛もあり
背広着用で出席いたしましたので、残念ながら競技
に参加することはできませんでした。この場をお借り
して深くお詫び申し上げます。
　当日は秋晴れとは言い難く、少し肌寒く風も強かっ
たですが、スポーツをして汗をかくのには丁度良いと
いう天候でした。学園の子供は１２人と少ないです
が、船木保育園の園児約５０人と近所の住民の方
約６０人、そして関係者約５０人ととても賑やかな運
動会でした。
　地域ぐるみのこうした活動は、学園の子供達の健
全育成のために不可欠であると改めて感じました。
　子供達はテキパキと元気一杯に競技を頑張ってお
り、また、保育園児達の踊りがとても可愛らしく、微
笑ましかったです。子供というのは、人を笑顔にす
る力を持っているとつくづく感じました。
　今後も、地域社会の青少年の育成のために、何
らかの形で貢献していければと考えております。

■開会ゴング　新居浜ＬＣ　鈴木雅志会長
■ライオンズの誓い唱和　
　　新居浜ひうちＬＣ　真鍋啓太第２副会長
■開会挨拶　新居浜ひうちＬＣ　塩崎安規会長　
■来賓挨拶　２Ｒ－ＲＣ　河端 寛ライ

オン　
　　２Ｒ－１Ｚ・ZC　横井文明ライ

オン　
　　２Ｒ－ＰＲ・ライオンズ情報・大会参加委員　鈴木和政ライ

オン

■審議事項
　①～⑥号議案すべて承認されました。 
■報告事項
１．伊予三島ＬＣ結成５５周年記念式典　１０月１５日（土）
　15:30よりホテルグランフォーレにて開催されました。
　出席者は鈴木会長、伊藤幹事、岡田会計の３名です。
２．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で行われます。
　参加者は藤縄さん、福山さん、後藤さん、岡村さんの４名
　です。
３．今治 LC結成５５周年記念式典　
　１０月１６日（日）16:00より今治国際ホテルで開催されます。
　出席者は鈴木会長、伊藤幹事、岡田会計の３名です。

４．ＹＣＥ冬期派遣生について
　派遣生：伊藤鼓美さん　大学１年生（１８歳）
　派遣国：ニュージーランド　１２月２１（水）日～１月８日（日）
５．第２期会費引落　43,000 円　１0月１７日（月）です。
■委員会報告
青少年委員会
　・えひめ学園秋季運動会　１０月２１日（金）10:00より
　 えひめ学園グラウンドで行われます。
　出席者は垂水青少年委員長、岡田会計です。
■出席報告
　会員数 57 名、出席 41 名、欠席 16 名、出席率 71.9％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　54,000 円
■閉会ゴング　新居浜中央ＬＣ　丸山幸男会長
■ライオンズ・ローア　新居浜別子ＬＣ　原 英二会長

●審議事項
１.えひめ学園秋季運動会お祝い金について　
　　10,000 円拠出したい
　　10月21日　えひめ学園で行われます。
２．２Ｒ親善スポーツ大会登録料について
　　40,000 円（１５名まで）拠出したい
　　11月23日　新居浜市民体育館で行われます。
　　（１６名からの登録は１名増毎に1,000 円追加）
３．２Ｒ親善ゴルフ大会クラブ賛助金
　　5,000 円並びに登録料 5,000 円
４．今治 LC 結成５５周年記念ゴルフ大会登録料について
　　20,000 円
５．クラブサーバー変更に伴うサーバーレンタル料について
　＜変更前＞1,200 円＋500円（ホームページ容量追加量） 
　　　＝1,700 円／月（税別）
　＜変更後＞1,700 円（ホームページ含む）＋７００円
　　　（ドメイン登録料）＝2,400 円（税別）
●報告事項
１．伊予三島 LC結成５５周年記念式典　１０月１５日（土）
　15:30よりホテルグランフォーレにて開催されます。
　出席者は鈴木会長、伊藤幹事、岡田会計の３名です。
２．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で開催されました。
　参加者は藤縄さん、福山さん、後藤さん、岡村さんの
　４名です。
３．今治 LC結成５５周年記念式典　１０月１６日（日）
　16:00より今治国際ホテルで開催されました。 
　出席者は鈴木会長、伊藤幹事、岡田会見の３名です。
４．第２期会費引落　43,000 円　１０月１７日（月）です。

●委員会報告
出席大会委員会
　・委員会開催の変更について　
　１０月２８日（金）18:30 ～興慶に変更します
青少年委員会
　・えひめ学園秋季運動会　１０月２１日（金）
　10:00より えひめ学園グランウンドで行われました。
　垂水青少年委員長が主席しました。　　　　　　　　　
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なぜトレーニングジムに！？
直前会長　白 石  誠 一　   　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

歯を美しくするには
出席大会委員会　林　 幸 央　   　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

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

今治ライオンズクラブ結成５５周年記念式典に参加
テール・ツイスター　福 山 　宏　　　　　日時：平成２８年１０月１６日（日）16:00 ～　場所：今治国際ホテル

　今 回、このテーマの 原 稿を、
塩見ＰＲ広報委員長より依頼を受
けました。
　それは、たまたま私がトレーニン
グジムへ入会した日に塩見さんに
遭遇し、笑顔で、「やっと来る気

になったの ! ?」と激励されたからでしょう･･･。
　その後、ジムに通っていますと新居浜ライオンズ
クラブの田村さん、山口さんともお会いし、たくさん
の方が自身の健康管理に心掛けているのだと改め
て感じました。
　今回、なぜ私がジムに通い出したかと言うと、
６年ほど前に、禁煙に成功をして以後、体重が約
１０ｋｇ、ウエストが１５ｃｍも増加したのです。
　そこで、この体系を何とかしたいと思い、好きな
ゴルフでは歩く事を多く取り入れたり、時間があれ
ば会社の周辺をウォーキングしたりと試みましたが、
全く効果があらわれず、それどころか、定期的に
行なう血液検査では、医師より、２０年間下がって
いない数値を改善しないと、今後、お酒も飲めなく
なると宣告されたのです。
　必死の覚悟で止めたタバコの上に、大好きなお
酒まで止めなければならないほど大変な状態なの
だと、ようやく思い気付かされ、ジムに入会する事

を決意した訳です。
　思い起こせば、本年６月３０日まで、新居浜ライ
オンズクラブの会長を務めさせて頂き、大変、思い
出深い貴重な経験が出来た訳ですが、その反面、
生活習慣病を進行させてしまった様です。
　ジムに通い始めた今後の目標としまして、私より
ひと回り以上も年上の塩見先輩のように、バレーや
ソフトボールのピッチャーを軽くこなせる体力、そし
て、健康診断で何の問題も無く、楽しいお酒が飲
める肉体改造を目指して参りたいと思います。乞う
ご期待 ! !
　終わりになりますが、生活習慣病にお心当たりの
ある方は、ぜひ、ジムで良き汗を一緒に流してみま
せんか ! ?

　「美しい髪は健康な頭皮から」
といわれるように、美しい歯を保つ
には、土台である歯ぐきの健康が
第一です。
　健やかな歯ぐきを脅かす、最大
の敵は歯周病。

　その過程には歯ぐきだけが腫れる初期段階の
「歯肉炎」と内部まで炎症が進み、最終的には歯
を支える骨まで溶かす「歯周炎」の２つのステップ
があります。
　歯周病の予防・改善には、毎日の歯磨きが基本。
歯と歯の間には歯ブラシだけでは清掃できないので
歯科を受診して、ブラッシングや歯間ブラシ・フロ
スの使い方を指導してもらい、必要なら歯石除去も
してもらうこと。
　正しいセルフケアが出来ていれば、歯垢（プラ
ーク）がたまらないので、必然的にこれの石灰化

　２０１６年１０月１５日今治ライオン
ズクラブ５５周年記念ゴルフに藤縄
さん、後藤さん、岡本さんと私の４
名で参加してきました。
　「北条のサンセットヒルズカントリー
クラブは狭くて厳しいコースだよ。」

と知人から聞いていたのでこれはまた私は酷い記録
を出しそうだと覚悟を決めてロストボールを４０個も買
ってプレイしてきました。
　スコアはいつも通り悪い事は悪いが凄く悪い記録で
も無く地味に悪いくらいでありました。それよりも天気
が良い中を４人でのんびりとゴルフを楽しんで過して
本当に楽しいゴルフでした。
　私のゴルフの師匠である藤縄さんが小波賞を獲
得。おめでとうございます。
　ゴルフから帰宅して「あ～疲れた！」と自宅で横に
なっていたところ会長から電話。用件は諸事情により
幹事さんの代役で翌日１６日の記念式典に出席の依
頼。正直「えー、なんで私が」と思いましたが会長
が困ってるなら仕方ない。と思い直し参加させていた

だく事にしました。
　２０１６年１０月１６日今治国際ホテルにて「今治ライ
オンズクラブ結成５５周年式典」が開催されました。
　ホテルに到着すると今治ライオンズクラブの方々が
ずらりと並んでおられ御丁寧に出迎えて頂きました。
　会場には台湾の国旗が掲げられており何故と思い
ますと姉妹提携クラブ「嘉義ライオンズクラブ」が台
湾のクラブということでした。
　わざわざ台湾から多数の方が記念式典の為に来ら
れている様子で私は感心しました。荘厳に式典が執
り行われ祝宴にて今治の「道前太鼓」の演奏にて
盛り上がりおいしい料理とお酒をいただきました。
今治ライオンズクラブの皆様、ありがとうございました。

物である歯石は発生しません。
　過去に治療した歯でも、詰めたプラスチックの変
色や２次虫歯があったり、不適合なクラウン（俗に
いう差し歯）があれば正しく治療し直してもらうこと。
　上記「炎症」のコントロールと並んで重要なのが

「力」のコントロールで、具体的には２８本歯がそろ
っていること。欠損部はブリッジであったり、部分入
れ歯であったり、インプラントであったりするが、そ
れを含めて２８本という意味です。
　この上で、咬み合わせのバランスでとれていて、
悪臭癖をコントロールすることです。
　悪習癖とは、歯列接触癖（口を閉じてる状態で
も歯が接触する癖）噛み癖、歯ぎしりの３つです。
　食事の時は、左右均等に小臼歯から噛み始め、
食事の時以外は安静位空隙（平均２㎜）を保つこ
と。

　１日２４時間中、２０分以上歯を接触してはいけな
いものです。
　歯ぎしりは夜間無意識にしてしまうので歯を守る
ために、ナイトガードを使用する必要があることが
多いです。
　この「力」のコントロールが清掃と同じくらい重
要で、不適切だと歯が磨り減って変形したり、亀
裂が入って着色や虫歯の起点になったり、部分的
にはやく歯周病が進行して口腔を破壊してしまいま
す。
　結論をいうと、最低６ヶ月に一度は歯科を受診す
るようにして、正しいセルフケアと虫歯、歯周病が
進行してないこと、「力」のコントロールが出来てい
ることを確認することです。
　「歯が悪くなってから歯医者に行く」のは戦後か
ら昭和４０年代までの話です。

･･･金賞･･･

　今年もライオンズ国際平和ポスタ
ーコンテストが開催されています。
　２０１６年度－２０１７年度のテーマ
は「平和、万歳！」です。地域紛
争が頻発し、各地の難民問題が世
界的な問題となっている昨今、この

コンテストの意義は益々大きくなってきていると思われ

ます。地域社会の子供達と共に平和や国際理解・
協調を考える素晴らしい機会であり、子供達が自分
達なりに平和を独創的に表現し、そのビジョンを世界
の人 と々分かち合うことを目的としております。
　新居浜ライオンズクラブでは、泉川中学校、中萩
中学校、西中学校の３校から１３点のポスターを応募
して頂き、９月第２例会で選考会が行われました。

　どの作品も本当に素晴らしく、甲乙付け難かった
のですが僅差で西中学校の村上彰太さんの作品が
見事金賞を受賞されました。
　村上彰太さんの作品は、ますキャビネットで審査、
その後、３３６－複合地区、国際本部と更なる審査が
待っておりますが、新居浜ライオンズクラブ選出作品
として健闘してくれることを心より祈ります。
　次に、１０月２１日にえひめ学園の秋季運動会に来
賓として出席させて頂いたご報告を致します。
　諸先輩方からは「色んな競技に積極的に参加せ

いよ」とご指導（笑）を賜りましたが、神経痛もあり
背広着用で出席いたしましたので、残念ながら競技
に参加することはできませんでした。この場をお借り
して深くお詫び申し上げます。
　当日は秋晴れとは言い難く、少し肌寒く風も強かっ
たですが、スポーツをして汗をかくのには丁度良いと
いう天候でした。学園の子供は１２人と少ないです
が、船木保育園の園児約５０人と近所の住民の方
約６０人、そして関係者約５０人ととても賑やかな運
動会でした。
　地域ぐるみのこうした活動は、学園の子供達の健
全育成のために不可欠であると改めて感じました。
　子供達はテキパキと元気一杯に競技を頑張ってお
り、また、保育園児達の踊りがとても可愛らしく、微
笑ましかったです。子供というのは、人を笑顔にす
る力を持っているとつくづく感じました。
　今後も、地域社会の青少年の育成のために、何
らかの形で貢献していければと考えております。
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なぜトレーニングジムに！？
直前会長　白 石  誠 一　   　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

歯を美しくするには
出席大会委員会　林　 幸 央　   　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

‥ 新たなる挑戦 We Serve ‥

今治ライオンズクラブ結成５５周年記念式典に参加
テール・ツイスター　福 山 　宏　　　　　日時：平成２８年１０月１６日（日）16:00 ～　場所：今治国際ホテル
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だと、ようやく思い気付かされ、ジムに入会する事
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　「美しい髪は健康な頭皮から」
といわれるように、美しい歯を保つ
には、土台である歯ぐきの健康が
第一です。
　健やかな歯ぐきを脅かす、最大
の敵は歯周病。

　その過程には歯ぐきだけが腫れる初期段階の
「歯肉炎」と内部まで炎症が進み、最終的には歯
を支える骨まで溶かす「歯周炎」の２つのステップ
があります。
　歯周病の予防・改善には、毎日の歯磨きが基本。
歯と歯の間には歯ブラシだけでは清掃できないので
歯科を受診して、ブラッシングや歯間ブラシ・フロ
スの使い方を指導してもらい、必要なら歯石除去も
してもらうこと。
　正しいセルフケアが出来ていれば、歯垢（プラ
ーク）がたまらないので、必然的にこれの石灰化

　２０１６年１０月１５日今治ライオン
ズクラブ５５周年記念ゴルフに藤縄
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なっていたところ会長から電話。用件は諸事情により
幹事さんの代役で翌日１６日の記念式典に出席の依
頼。正直「えー、なんで私が」と思いましたが会長
が困ってるなら仕方ない。と思い直し参加させていた

だく事にしました。
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物である歯石は発生しません。
　過去に治療した歯でも、詰めたプラスチックの変
色や２次虫歯があったり、不適合なクラウン（俗に
いう差し歯）があれば正しく治療し直してもらうこと。
　上記「炎症」のコントロールと並んで重要なのが

「力」のコントロールで、具体的には２８本歯がそろ
っていること。欠損部はブリッジであったり、部分入
れ歯であったり、インプラントであったりするが、そ
れを含めて２８本という意味です。
　この上で、咬み合わせのバランスでとれていて、
悪臭癖をコントロールすることです。
　悪習癖とは、歯列接触癖（口を閉じてる状態で
も歯が接触する癖）噛み癖、歯ぎしりの３つです。
　食事の時は、左右均等に小臼歯から噛み始め、
食事の時以外は安静位空隙（平均２㎜）を保つこ
と。

　１日２４時間中、２０分以上歯を接触してはいけな
いものです。
　歯ぎしりは夜間無意識にしてしまうので歯を守る
ために、ナイトガードを使用する必要があることが
多いです。
　この「力」のコントロールが清掃と同じくらい重
要で、不適切だと歯が磨り減って変形したり、亀
裂が入って着色や虫歯の起点になったり、部分的
にはやく歯周病が進行して口腔を破壊してしまいま
す。
　結論をいうと、最低６ヶ月に一度は歯科を受診す
るようにして、正しいセルフケアと虫歯、歯周病が
進行してないこと、「力」のコントロールが出来てい
ることを確認することです。
　「歯が悪くなってから歯医者に行く」のは戦後か
ら昭和４０年代までの話です。
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ます。地域社会の子供達と共に平和や国際理解・
協調を考える素晴らしい機会であり、子供達が自分
達なりに平和を独創的に表現し、そのビジョンを世界
の人 と々分かち合うことを目的としております。
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のですが僅差で西中学校の村上彰太さんの作品が
見事金賞を受賞されました。
　村上彰太さんの作品は、ますキャビネットで審査、
その後、３３６－複合地区、国際本部と更なる審査が
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賓として出席させて頂いたご報告を致します。
　諸先輩方からは「色んな競技に積極的に参加せ

いよ」とご指導（笑）を賜りましたが、神経痛もあり
背広着用で出席いたしましたので、残念ながら競技
に参加することはできませんでした。この場をお借り
して深くお詫び申し上げます。
　当日は秋晴れとは言い難く、少し肌寒く風も強かっ
たですが、スポーツをして汗をかくのには丁度良いと
いう天候でした。学園の子供は１２人と少ないです
が、船木保育園の園児約５０人と近所の住民の方
約６０人、そして関係者約５０人ととても賑やかな運
動会でした。
　地域ぐるみのこうした活動は、学園の子供達の健
全育成のために不可欠であると改めて感じました。
　子供達はテキパキと元気一杯に競技を頑張ってお
り、また、保育園児達の踊りがとても可愛らしく、微
笑ましかったです。子供というのは、人を笑顔にす
る力を持っているとつくづく感じました。
　今後も、地域社会の青少年の育成のために、何
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例  会  報  告

理事・委員長会
10月 3日（月）18:30～ 商工会館3F

第 1345 回　10 月第一例会
世界ライオンズデー  1Z 合同早朝例会
10月8日（土）6:00～ マリンパーク

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

 1Z 早朝合同例会　（10 月第一例会）
幹 事　伊 藤  龍 一　　　日時：平成２８年１０月８日（土）6:00 ～　場所：マリンパーク新居浜   　   
　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

世界ライオンズデー

 伊予三島ライオンズクラブ結成５５周年記念式典に出席して
幹 事　伊 藤  龍 一　　　  日時：平成２８年１０月１５日（土）15:30 ～　場所：ホテルグランフォーレ   
　   　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

平和ポスターコンテストとえひめ学園運動会参加報告
青少年委員長　垂 水  康 浩　　　　　日時：平成２８年１０月２１日（金）10:00 ～　場所：えひめ学園　   
　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

　「美しい髪は健康な頭皮から」
といわれるように、美しい歯を保つ
には、土台である歯ぐきの健康が
第一です。
　健やかな歯ぐきを脅かす、最大
の敵は歯周病。

　その過程には歯ぐきだけが腫れる初期段階の
「歯肉炎」と内部まで炎症が進み、最終的には歯
を支える骨まで溶かす「歯周炎」の２つのステップ
があります。
　歯周病の予防・改善には、毎日の歯磨きが基本。
歯と歯の間には歯ブラシだけでは清掃できないので
歯科を受診して、ブラッシングや歯間ブラシ・フロ
スの使い方を指導してもらい、必要なら歯石除去も
してもらうこと。
　正しいセルフケアが出来ていれば、歯垢（プラ
ーク）がたまらないので、必然的にこれの石灰化

物である歯石は発生しません。
　過去に治療した歯でも、詰めたプラスチックの変
色や２次虫歯があったり、不適合なクラウン（俗に
いう差し歯）があれば正しく治療し直してもらうこと。
　上記「炎症」のコントロールと並んで重要なのが
「力」のコントロールで、具体的には２８本歯がそろ
っていること。欠損部はブリッジであったり、部分入
れ歯であったり、インプラントであったりするが、そ
れを含めて２８本という意味です。
　この上で、咬み合わせのバランスでとれていて、
悪臭癖をコントロールすることです。
　悪習癖とは、歯列接触癖（口を閉じてる状態で
も歯が接触する癖）噛み癖、歯ぎしりの３つです。
　食事の時は、左右均等に小臼歯から噛み始め、
食事の時以外は安静位空隙（平均２㎜）を保つこ
と。

　１日２４時間中、２０分以上歯を接触してはいけな
いものです。
　歯ぎしりは夜間無意識にしてしまうので歯を守る
ために、ナイトガードを使用する必要があることが
多いです。
　この「力」のコントロールが清掃と同じくらい重
要で、不適切だと歯が磨り減って変形したり、亀
裂が入って着色や虫歯の起点になったり、部分的
にはやく歯周病が進行して口腔を破壊してしまいま
す。
　結論をいうと、最低６ヶ月に一度は歯科を受診す
るようにして、正しいセルフケアと虫歯、歯周病が
進行してないこと、「力」のコントロールが出来てい
ることを確認することです。
　「歯が悪くなってから歯医者に行く」のは戦後か
ら昭和４０年代までの話です。

　１０月８日土曜日に恒例になっております。
「世界ライオンズデー」を祝した 1Z 早朝合同
例会が本年度はひうちライオンズクラブの主催
によりマリンパーク新居浜で開催されました。
　当日は、６時より秋の朝らしい清々しい中、
１Ｚの４クラブ全員で清掃奉仕が行われまし

た。清掃終了後、全員でラジオ体操をしたのちに１Ｚ早朝合同
例会が行われました。
　各クラブ出席では幹事であるわたくしの力が足らぬばかりに
我クラブは、出席率 71.93% と振るいませんでした。大変申し
訳なく感じております。
　合同例会後は、各クラブにてそれぞれで審議事項・報告事
項・委員会報告を行って解散致しました。メンバーの皆様土
曜日で休日の方もいらっしゃったと思いますが、早朝にも関わら
ず多数のご参加賜りまして誠に有難うございました。

　１０月１５日（土）に鈴木会長と岡田会計と幹事の私３名で、
伊予三島ライオンズクラブ結成５５周年記念式典並びに祝宴に
出席して参りました。
　各地で秋祭りも開催されている中、交通の混雑も考慮して
少し早めに出発しました。
　式典も始まり大会委員長の開会宣言、開会ゴングのあと、
姉妹提携クラブである台南市名人国際獅子会を称えて両国の
国旗敬礼し国歌斉唱が行われました。台南名人国際獅子会
からは、何銘池会長をはじめ１０名あまりのメンバーが出席して
いました。
　スポンサークラブ会長祝辞では北九州ライオンズクラブで女
性の会長さんの吉村朋美会長が祝辞を述べていました。私は
伊予三島ライオンズクラブと北九州ライオンズクラブは設立当時
に何かしらの関係があったのかと疑問に思いましたがその答え

は謎のままです。
　式典の中で伊予三島ライオンズクラブに
永きに渡り在籍しているメンバーの表彰が
あり昭和３８年入会で在籍５３年という宮崎
幸雄ライ

オンを筆頭に４名のメンバーが表彰され
皆さんお元気で大変すばらしいなと感激し
ました。

　今年もライオンズ国際平和ポスタ
ーコンテストが開催されています。
　２０１６年度－２０１７年度のテーマ
は「平和、万歳！」です。地域紛
争が頻発し、各地の難民問題が世
界的な問題となっている昨今、この

コンテストの意義は益々大きくなってきていると思われ

ます。地域社会の子供達と共に平和や国際理解・
協調を考える素晴らしい機会であり、子供達が自分
達なりに平和を独創的に表現し、そのビジョンを世界
の人 と々分かち合うことを目的としております。
　新居浜ライオンズクラブでは、泉川中学校、中萩
中学校、西中学校の３校から１３点のポスターを応募
して頂き、９月第２例会で選考会が行われました。

　どの作品も本当に素晴らしく、甲乙付け難かった
のですが僅差で西中学校の村上彰太さんの作品が
見事金賞を受賞されました。
　村上彰太さんの作品は、ますキャビネットで審査、
その後、３３６－複合地区、国際本部と更なる審査が
待っておりますが、新居浜ライオンズクラブ選出作品
として健闘してくれることを心より祈ります。
　次に、１０月２１日にえひめ学園の秋季運動会に来
賓として出席させて頂いたご報告を致します。
　諸先輩方からは「色んな競技に積極的に参加せ

いよ」とご指導（笑）を賜りましたが、神経痛もあり
背広着用で出席いたしましたので、残念ながら競技
に参加することはできませんでした。この場をお借り
して深くお詫び申し上げます。
　当日は秋晴れとは言い難く、少し肌寒く風も強かっ
たですが、スポーツをして汗をかくのには丁度良いと
いう天候でした。学園の子供は１２人と少ないです
が、船木保育園の園児約５０人と近所の住民の方
約６０人、そして関係者約５０人ととても賑やかな運
動会でした。
　地域ぐるみのこうした活動は、学園の子供達の健
全育成のために不可欠であると改めて感じました。
　子供達はテキパキと元気一杯に競技を頑張ってお
り、また、保育園児達の踊りがとても可愛らしく、微
笑ましかったです。子供というのは、人を笑顔にす
る力を持っているとつくづく感じました。
　今後も、地域社会の青少年の育成のために、何
らかの形で貢献していければと考えております。

■開会ゴング　新居浜ＬＣ　鈴木雅志会長
■ライオンズの誓い唱和　
　　新居浜ひうちＬＣ　真鍋啓太第２副会長
■開会挨拶　新居浜ひうちＬＣ　塩崎安規会長　
■来賓挨拶　２Ｒ－ＲＣ　河端 寛ライ

オン　
　　２Ｒ－１Ｚ・ZC　横井文明ライ

オン　
　　２Ｒ－ＰＲ・ライオンズ情報・大会参加委員　鈴木和政ライ

オン

■審議事項
　①～⑥号議案すべて承認されました。 
■報告事項
１．伊予三島ＬＣ結成５５周年記念式典　１０月１５日（土）
　15:30よりホテルグランフォーレにて開催されました。
　出席者は鈴木会長、伊藤幹事、岡田会計の３名です。
２．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で行われます。
　参加者は藤縄さん、福山さん、後藤さん、岡村さんの４名
　です。
３．今治 LC結成５５周年記念式典　
　１０月１６日（日）16:00より今治国際ホテルで開催されます。
　出席者は鈴木会長、伊藤幹事、岡田会計の３名です。

４．ＹＣＥ冬期派遣生について
　派遣生：伊藤鼓美さん　大学１年生（１８歳）
　派遣国：ニュージーランド　１２月２１（水）日～１月８日（日）
５．第２期会費引落　43,000 円　１0月１７日（月）です。
■委員会報告
青少年委員会
　・えひめ学園秋季運動会　１０月２１日（金）10:00より
　 えひめ学園グラウンドで行われます。
　出席者は垂水青少年委員長、岡田会計です。
■出席報告
　会員数 57 名、出席 41 名、欠席 16 名、出席率 71.9％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　54,000 円
■閉会ゴング　新居浜中央ＬＣ　丸山幸男会長
■ライオンズ・ローア　新居浜別子ＬＣ　原 英二会長

●審議事項
１.えひめ学園秋季運動会お祝い金について　
　　10,000 円拠出したい
　　10月21日　えひめ学園で行われます。
２．２Ｒ親善スポーツ大会登録料について
　　40,000 円（１５名まで）拠出したい
　　11月23日　新居浜市民体育館で行われます。
　　（１６名からの登録は１名増毎に1,000 円追加）
３．２Ｒ親善ゴルフ大会クラブ賛助金
　　5,000 円並びに登録料 5,000 円
４．今治 LC 結成５５周年記念ゴルフ大会登録料について
　　20,000 円
５．クラブサーバー変更に伴うサーバーレンタル料について
　＜変更前＞1,200 円＋500円（ホームページ容量追加量） 
　　　＝1,700 円／月（税別）
　＜変更後＞1,700 円（ホームページ含む）＋７００円
　　　（ドメイン登録料）＝2,400 円（税別）
●報告事項
１．伊予三島 LC結成５５周年記念式典　１０月１５日（土）
　15:30よりホテルグランフォーレにて開催されます。
　出席者は鈴木会長、伊藤幹事、岡田会計の３名です。
２．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で開催されました。
　参加者は藤縄さん、福山さん、後藤さん、岡村さんの
　４名です。
３．今治 LC結成５５周年記念式典　１０月１６日（日）
　16:00より今治国際ホテルで開催されました。 
　出席者は鈴木会長、伊藤幹事、岡田会見の３名です。
４．第２期会費引落　43,000 円　１０月１７日（月）です。

●委員会報告
出席大会委員会
　・委員会開催の変更について　
　１０月２８日（金）18:30 ～興慶に変更します
青少年委員会
　・えひめ学園秋季運動会　１０月２１日（金）
　10:00より えひめ学園グランウンドで行われました。
　垂水青少年委員長が主席しました。　　　　　　　　　
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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 (10月分 )

５７
３０
２８
３１
１４６

47
102
41
89
279

50,400
30,000
43,040

0
123,440

82.5
86.3
76.1
78.9
80.9

92.1
94.9
85.4
86.9
89.8

名 ％ ％ Ｈ 円

10月 9 日(日)　　新居浜CC

５６
３６ ３８

５４
５０
６３

５１
５８

７４
 １１０
 １０１
１２１

  ３４.０
８.６

   ２４.０
３０.０

６５.４
７６.０
７７.０

古 川 貴 章 ９１.０

山  口 　泰

村 上 博 昭

大 石 隆 憲

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

1１月誕生日おめでとうございます
真木泰彦、塩見秀晴

1１月結婚記念日おめでとうございます
村上博昭、村上順一郎、近藤盛文、永易明洋
伊藤龍一、天野　淳、上野　剛、岡田浩二

第 1346 回　10 月第二例会
〈家族会〉

10月 26日（水）18:00～ ユアーズ

ゾーン・地区・国際協会の動き

行  事  予  定

２Ｒ親善スポーツ大会
　　１１月２３日（水）  8:55 ～ 新居浜市民体育館
２Ｒ親善ゴルフ大会
　　１１月２６日（土） 滝の宮カントリー倶楽部

・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会  　１１月　７日（月）18:30 ～　商工会館 3F
１１月第 1例会　  １１月　９日（水）12:15 ～　ユアーズ
１１月第２例会     １１月２４日（水）18:00 ～　ユアーズ
　 （夜間例会）
・委員会
会員会則委員会　　１１月　２日（水）18:30 ～　事務局
計画財務委員会　　１１月　４日（金）18:30 ～　事務局
環境保全委員会　　１１月　８日（火）18:30 ～　事務局
保健福祉委員会　　１１月１０日（木）18:30 ～　事務局
青少年委員会　　　１１月１８日（金）18:30 ～　事務局
出席大会委員会　　１１月２５日（木）18:00 ～　事務局
PR広報委員会　　 １１月２５日（木）18:30 ～　事務局
・クラブ行事予定
第２回 愛リバー・愛ロード清掃奉仕活動
　　　１１月１３日（水）7:00 ～ 商工会館周辺
第 2回 献血･献眼登録奉仕作業
　　　１１月２７日（日）10:00 ～ イオンモール駐車場
・その他行事予定
愛媛県立新居浜特別支援学校第 4回文化祭
　　　１１月　５日（土）   9 :30 ～ 特別支援学校
新居浜南ロータリークラブ創立５０周年記念式典
　　　１１月１２日（土）15:00 ～ あかがねミュージアム
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　　１１月１３日（日）10:04 ～　新居浜ＣＣ
囲碁部会　　　　　未定
つれづれの会　　　偶数月の予定
くらげの会　　　　１１月　２日（水）18:30 ～   丹羽
スポーツ部会　　　１１月１１・２５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

新居浜市中学生英語スピーチコンテストで優勝して
新居浜市立北中学校３年　青 野  夏 月　

第２７回

‘Gold Lion Prize．．．　
　　　　　　　Natsuki Aono．．．’
　審査委員長の先生がそう言った時、私は
自分の事だとわからず、頭が真っ白になって
いました。
　観客席にいる北中の友達や先生が喜んで
いる姿を見てやっと、一席になったという実
感がわいてきました。
　６月から始めた練習は、ほぼ毎日続き、行きたくな
いなと思う日もありました。また、発音が難しく、悩む
日も続きました。でも、一緒に練習してきた仲間の存
在、マイケル先生、英語科の先生がいつも私のそ

ばにはいてくださり、その支えがあったから
こそ、当日笑顔で堂々とスピーチをすること
ができました。
　ステージに一人で立ち、英語で自分の考
えを述べることはとても勇気のいることでした
が、それをやり遂げたときは言葉で言い表
せないほどの達成感がありました。
　また、こつこつと努力を積み上げていくこ

との大切さも実感することができました。英語スピー
チに参加して、本当によかったと思います。
　これからも何事にもチャレンジしていく気持ちを忘
れずに頑張っていきたいです。

　「青野家は、なんて楽しそうなんだろう！」これが夏
月さんのスピーチの原稿の下書きを読んだときの感想
です。ユーモアあふれるお父さん。
　そのお父さんに、圧倒され、時にはあきれながらも、
家族全員でのど自慢大会に向けて心をひとつにして
頑張る様子が、まるで映像を見ているかのように伝
わってくる文章でした。
　テーマは「家族の絆。」その原稿を読んだ瞬間、「こ
れは、いける！」と心の中で思ったのを覚えています。
　日本語原稿を英文に直し、その英文を覚えていく。
そして、一文一文に感情を込め、スピーチへと仕上
げる作業は、本当に大変であったと思います。
　しかし、いつも意欲的に、いつも笑顔で取り組む
夏月さんの姿がありました。
　そして迎えた大会当日。すてきな笑顔でのスピー
チを披露し、感動の第一席を獲得することができまし
た。夏月さんのスピーチには、家族への愛、お父さ
んへの愛がたっぷりと込められています。だからこそ、

聴衆のみなさんの心に響くスピーチになったのだと思
っています。
　夏月さんのこの３か月の頑張りに拍手を送りたいと
思います。
　そして、この素晴らしい経験をする機会を与えてく
ださった新居浜ライオンズクラブの皆様への感謝を申
し上げたいと思います。ありがとうございました。

中学生英語スピーチコンテストを終えて
新居浜市立北中学校 教諭　白 川  淳 子　

ほんだ ゆきひろ

■開会ゴング　新居浜ＬＣ　鈴木雅志会長
■ライオンズの誓い唱和　
　　新居浜ひうちＬＣ　真鍋啓太第２副会長
■開会挨拶　新居浜ひうちＬＣ　塩崎安規会長　
■来賓挨拶　２Ｒ－ＲＣ　河端 寛ライ

オン　
　　２Ｒ－１Ｚ・ZC　横井文明ライ

オン　
　　２Ｒ－ＰＲ・ライオンズ情報・大会参加委員　鈴木和政ライ

オン

■審議事項
　①～⑥号議案すべて承認されました。 
■報告事項
１．伊予三島ＬＣ結成５５周年記念式典　１０月１５日（土）
　15:30よりホテルグランフォーレにて開催されました。
　出席者は鈴木会長、伊藤幹事、岡田会計の３名です。
２．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で行われます。
　参加者は藤縄さん、福山さん、後藤さん、岡村さんの４名
　です。
３．今治 LC結成５５周年記念式典　
　１０月１６日（日）16:00より今治国際ホテルで開催されます。
　出席者は鈴木会長、伊藤幹事、岡田会計の３名です。

４．ＹＣＥ冬期派遣生について
　派遣生：伊藤鼓美さん　大学１年生（１８歳）
　派遣国：ニュージーランド　１２月２１（水）日～１月８日（日）
５．第２期会費引落　43,000 円　１0月１７日（月）です。
■委員会報告
青少年委員会
　・えひめ学園秋季運動会　１０月２１日（金）10:00より
　 えひめ学園グラウンドで行われます。
　出席者は垂水青少年委員長、岡田会計です。
■出席報告
　会員数 57 名、出席 41 名、欠席 16 名、出席率 71.9％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　54,000 円
■閉会ゴング　新居浜中央ＬＣ　丸山幸男会長
■ライオンズ・ローア　新居浜別子ＬＣ　原 英二会長

■会長挨拶　鈴木雅志会長
■ライオンズの誓い唱和　能瀬伸一ライ

オン

■審議事項　なし
■報告事項
１．伊予三島 LC結成５５周年記念式典　１０月１５日（土）
　15:30よりホテルグランフォーレで開催されました。
　出席者は鈴木会長、伊藤幹事、岡田会計の３名です。
２．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で開催されました。
　参加者は藤縄さん、福山さん、後藤さん、岡村さんの４名です。
３．今治ＬＣ結成５５周年記念式典　
　１０月１６日（日）16:00より今治国際ホテルで開催されました。
　出席者は鈴木会長、岡田会計、福山さんの３名です。
４．えひめ学園秋季運動会　１０月２１日（金）
　10:00より えひめ学園グラウンドで行われました。
　垂水青少年委員長が参加しました。
５．愛媛県新居浜特別支援学校第４回文化祭　
　１１月５日（土）9:30より特別支援学校で行われました。
　伊藤嘉秀青少年理事が参加されました。
６．ＹＣＥ冬期来日生受入について
　ホストファミリー：白石誠一ライ

オン

　来日生：ONG  VINCY  １６歳　マレーシア
　来日期間：１２月８日（木）～２８日（水）
７．１１月理事･委員長会（１１月７日）は会場の都合によりユア
　ーズで開催致します。
■委員会報告
青少年委員会
　岡部歩乃佳さんが岩手国体障がい者の部で５０m 背泳ぎで
　金メダル、５０m平泳ぎで銀メダルを取りました。
■その他
　１０月２６日の家族会に、１１月入会予定の譽田幸弘さんがオ
　ブザーバーとして参加されました。　　　　　　　　　　
■出席報告
　会員数 57 名、出席 53 名、欠席 4名、出席率 93.0％
■テール･ツイスタータイム
　ドネーション　71,000 円　ファイン　500 円　　　　　　　
　　



■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
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表紙写真：「瑞応寺銀杏」　撮影：森實好彦氏

●● １０月第１例会 ●●
鈴木　雅志　合同例会、早朝より皆様ご苦労様でした。
岡田　賢治　早朝よりご苦労様です。
伊藤　龍一　早朝からご苦労様です。本日のライオンズデー、
　　　　　　宜しくお願い致します。
神野　雄太　朝早くからご苦労様。
塩見　秀晴　今日は朝２時に目覚めてしまいました。３時間、Ｂ
　　　　　　Ｓ放送を観ました。
石川　敏則　早朝例会ご苦労様。
加藤　久博　ライオンズデーに感謝して。
宇野　博文　本日は気持ちの良い朝となりました。頑張ってゴ
　　　　　　ミを拾いマリンパークを綺麗にします。
垂水　康浩　ひたすら眠いです。
能瀬　伸一　世界ライオンズデーを祝して！
白石　誠一　遅刻しました。
伊藤　久門　早朝例会お疲れ様でした。Ｗｅ　Ｓｅｒｖｅ！！
真鍋　憲夫　合同例会を祝して。
岡村真里哉　早朝も気持ち良いですね。ここまで早いのは初
　　　　　　めてです。
松浦　一雄　久し振りに早く起きました。早朝の気持ちの良い
　　　　　　風に吹かれて爽快な心になります。
有富　正治　合同早朝例会お疲れ様。
青野　淳助　昨日、忙しいなか伊藤幹事からオレンジのジャン
　　　　　　バーを届けていただきました。ゴムがついていま
　　　　　　すが前のチャックが出来ません。これは私に痩
　　　　　　せろと言っているのでしょうか。業務の為本日は
　　　　　　早く帰ります。申し訳有りません。
・・・早朝例会ご苦労様でした。・・・
永易明洋／近藤充徳／村上順一郎／後藤達也／大石隆憲
／斉藤陽二朗／上野剛／藤縄洲二／山之内浩二／山岡弘
太郎／岡田浩二／福山宏

●● 10月第二例会 ●●
鈴木　雅志　本日はご家族の皆様、ご出席有難うございます。
　　　　　　１０月初旬に行われた新居浜市中学校サッカー
　　　　　　新人戦で見事に南中学校が優勝いたしました。
　　　　　　孫の樹一も頑張っていました。
伊藤　龍一　本日は夜間例会に多数のご出席有難うございま
　　　　　　した。計画財務委員会の皆様、設営ご苦労様
　　　　　　でした。
岡田　賢治　家族会、計画大会の皆様ご苦労様です。楽し
　　　　　　みます。
塩見　秀晴　１１月２３日のレクバレー大会宜しくお願いします。
　　　　　　２チーム出場します。
永易　明洋　家族会おめでとうございます。計画財務の皆様ご
　　　　　　苦労様です。有難うございます。先月、大学の
　　　　　　ＯＢ会に出席し楽しい時間を過ごしてまいりました。
村上順一郎　計画財務の方々、大変お世話になりました。
藤縄　洲二　計画財務の皆さん家族会の準備、お疲れ様です。
松浦　一雄　楽しい家族会になることを祈念致します。計画
　　　　　　財務の皆様お世話になります。

石川　敏則　家族に乾杯。計画さん有難う。
真鍋　憲夫　家族会お世話になります。日本シリーズ大谷選
　　　　　　手の活躍を期待します。広島頑張れ。
檜垣　孝志　先達てユアーズで芋炊きをしました。随分サービ
　　　　　　スをして頂きました。鈴木支配人大変有難うござ
　　　　　　いました。
垂水　康浩　待たせたネ。新居浜ライオンズ格言集第二弾「人
　　　　　　のふり見て、、、、どないすん！？」
宇野　博文　今日は楽しみの家族会です。計画財務委員会
　　　　　　の皆様ご苦労様です。
加藤　久博　オブザーバー譽田さんを歓迎して。
古川　貴章　楽しい家族会をありがとうございます。
村上　博昭　本日は家族会です。ラッキーカードが当ります様
　　　　　　に！１０月の月例ゴルフ優勝させていただきました。
大竹　崇夫　計画財務の皆様、家族会の設営に感謝いたし
　　　　　　ます。
有富　正治　計画財務の皆様お世話になります。
伊藤　嘉秀　今日は家族会で楽しい時間を過ごす事が出来ま
　　　　　　した。娘が初めての参加で沢山の景品を頂きま
　　　　　　した。有難うございました。
大上　幸雄　家族会楽しみです。よろしくお願いします。
伊藤　久門　季節の変わり目。気候が日に日に変わります。皆
　　　　　　様どうぞご自愛下さい。
高橋　　守　夜間例会（家族会）計画大会の皆様ご苦労様
　　　　　　でした。
佐伯　澄男　家族会の開催を記念して！！
青野　淳助　慢性的な人手不足で社員には残業をしてもらっ
　　　　　　ていて全員の仕事が終わってから参加した為遅
　　　　　　れました。申し訳ありません。（けど、うちはブラ
　　　　　　ックじゃないです。）本日から２５才の女の子が作
　　　　　　業員として入社しました。彼女だけは５時で帰っ
　　　　　　てもらいました。
能瀬　伸一　今日は一年目を思い出しながら参加しています。
　　　　　　一年は早いものですね。このあとの家族会楽し
　　　　　　みにしています。
岡村真里哉　家族会の準備等ありがとうございます。多くの皆
　　　　　　様と過す時間は楽しいと思います。
・・・家族会、楽しかったです。有難うございました・・・
高橋在錫／新田久司／真木泰彦／後藤達也／青野泰介／
斉藤陽二朗／土岐敏勝／岡田浩二／山之内浩二／上野剛
／近藤充徳／福山　宏

　秋の長雨が終わり、やっと清 し々い秋空が見えるようにな
りました。天高く馬肥ゆる秋、スポーツの秋、芸術の秋、
読書の秋、紅葉の秋、収穫の秋、等いろんな言い方で秋
が表現されます。
　さわやかな秋空の下、スポーツ、散歩、草取り、等で少
し身体を動かした後の美味しい料理とお酒も楽しみです。
皆さま短い秋を楽しみましょう。　宇野博文 
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