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●● 11月第一例会 ●●
鈴木　雅志　塩見さんの健康卓話とネットの会のホームページ更新とア
　　　　　　ップに感謝。健康第一に心掛けて頑張りましょう。
伊藤　龍一　塩見さん本日は会員卓話ありがとうございました。　　
　　　　　　１１月２３日の２Ｒ親善スポーツ大会もキャプテンとして宜し
　　　　　　くお願いします。
岡田　賢治　塩見さんの卓話に感謝。
塩見　秀晴　今日は卓話させて頂き誠に有難うございます。
永易　明洋　１０月２６日の家族会、楽しかったです。計画財務委員
　　　　　　会の皆様ありがとうございます。
藤縄　洲二　今治５５周年記念ゴルフで小波賞を頂きました。
松浦　一雄　布団の中で隙間風が気になる季節になりましたが風邪を
　　　　　　引かぬよう皆様健康に留意して御体を大切にして下さい。
石川　敏則　塩見さんの「健康卓話」ありがとうございました。
真鍋　憲夫　本格的な寒さになって来ました。風邪引きに注意して年
　　　　　　末を乗り切りましょう。アメリカの大統領選挙、どうなるの
　　　　　　かなあ～？
檜垣　孝志　立冬も過ぎ今日は木枯らし一号です。寒くなりますね。
　　　　　　御体を大事に！
宇野　博文　１１月に入って何故か花粉症に泣いています。例年１１
　　　　　　月は花粉は少ないのに！ここにも地球環境の変化を感じて
　　　　　　います。
加藤　久博　会員卓話に感謝して。
古川　貴章　１１月５日平家平１６９３ｍに登ってきました。天気も良く綺
　　　　　　麗でした。
有富　正治　お祭りも終わりました。皆様楽しまれましたか。来年のお
　　　　　　祭りまで３４２日となりました。まだまだ長いですね。
伊藤　嘉秀　寒くなってきました。皆様お体、御慈愛下さい。
伊藤　久門　ずいぶん寒くなりました。皆様体調管理に留意して健康
　　　　　　にお過ごし下さい。
高橋　　守　愛リバー・愛ロードに参加します。
佐伯　澄男　遅刻をしまして申し訳ございません。寒くなってきました。
　　　　　　風邪をひかないようにしましょう！
青野　淳助　昨日は歓迎会を開催していただき誠にありがとうございま
　　　　　　した。少し飲みすぎたせいか朝、酒が残っていたみた
　　　　　　いで今日はまだ車を運転していません。
能瀬　伸一　本日はご審議ありがとうございました。２７日の献血は皆
　　　　　　様のご参加よろしくお願い申し上げます。
岡村真里哉　先日の家族会は多くの方々の出席でとても良かったと思
　　　　　　います。また誕生日も祝っていただき有難うございました。
　　　　　　寒くなってきました。どうぞお身体御慈愛下さい。
山口　　泰　家族会のジャンケンで妻にバッグが当りました。
山下　邦俊　卓話に感謝。
白石　誠一　本日、早退させていただきます。
土岐　計一　早退いたします。
神野　雄太　寒くなりました。今年は秋が無かった気がします。
高橋　在錫　先月末仕事で東京に行った際に夜の渋谷を歩いてきまし
　　　　　　た。ハロウィンで大変な賑わいでした。
天野　　淳　１０月１７日　孫、３人目がうまれました。

・・・塩見秀晴さんの卓話に感謝・・・
真木泰彦／後藤達也／土岐敏勝／岡田浩二／山之内浩二／近藤盛
文／近藤充徳／大石隆憲／垂水康浩／大竹崇夫／村上博昭／
福山　宏

●●１１月第二例会●●
鈴木　雅志　譽田さんの入会を記念して。昨日のスポーツ大会、皆さ
　　　　　　んお疲れさまでした。
伊藤　龍一　本日は譽田さん、ご入会おめでとうございます。今後と
　　　　　　も宜しくお願い致します。
岡田　賢治　譽田さんの入会を歓迎します。頑張ってください。

譽田　幸弘　入会させて頂きありがとうございます。
塩見　秀晴　２Ｒ親善スポーツ大会４位でした。選手の皆様、応援の
　　　　　　皆様、サポートして下さった方々、誠に有難うございま
　　　　　　した。
永易　明洋　譽田さん入会おめでとうございます。ご活躍をお祈りしま
　　　　　　す。スポーツ大会に参加してきました。今日も筋肉痛です。
藤縄　洲二　２Ｒソフトバレー大会、健闘しました！塩見スポーツ部会
　　　　　　長及び参加の皆さんお疲れさまでした。
松浦　一雄　１２月になる前に東京では雪がふりましたが寒さに負けず
　　　　　　今年の冬も乗り切りましょう。インフルエンザの予防注射
　　　　　　も早めに受けましょう。
石川　敏則　譽田さんの入会を祝し歓迎します！
宇野　博文　夜間例会のお世話、計画財務委員会の皆様ご苦労さ
　　　　　　まです。楽しませていただきます。
加藤　久博　譽田さんの入会を祝して。
有富　正治　譽田さんのご入会を歓迎いたします。まだ字がかけませ
　　　　　　んがお許し下さい。
青野　淳助　紅白に藤あや子が出ないなんて淋し過ぎます。（和田ア
　　　　　　キ子はどうでもいいけど）演歌歌手は顔で決めたら良い
　　　　　　と思います。
能瀬　伸一　昨年ご協力頂きました年末商戦。あれから早、一年が
　　　　　　経ちました。新田委員長も頑張られていますので！皆様
　　　　　　のご協力よろしくお願い申し上げます。
岡村真里哉　昨日は初めてのソフトバレーでした。筋肉痛大変です！！
　　　　　　が楽しかったです。譽田先生入会おめでとうございます。
神野　雄太　新会員、歓迎します。
村上順一郎　新会員さんを歓迎いたします。
村上　博昭　先日より急に寒くなりましたが体調管理には充分気をつけ
　　　　　　ましょう。新会員　譽田さんの入会を歓迎いたします。
山之内浩二　バレーでは皆さんにご迷惑をお掛けしました。来年に向
　　　　　　けて頑張ります。
大上　幸雄　ソフトバレーボール大会おつかれ様でした。
石川　　稔　先日の奈良県での６０歳以上の野球の大会で２勝し、　
　　　　　　来年の甲子園での大会への出場権を獲得しました。
近藤　充徳　譽田様の入会を祝して。
後藤　達也　本日ご入会されました譽田　幸弘さんおめでとうござい
　　　　　　ます。ゴルフ部会の方でもご活躍期待しております。そ
　　　　　　れと昨日のバレーに参加された皆様お疲れ様でした。

・・・譽田幸弘さんの入会を歓迎します・・・
大石隆憲／高橋守／真木泰彦／岡田浩二／高橋在錫／垂水康浩
／上野  剛／新田久司／伊藤久門／土岐敏勝／福山  宏

　新居浜ライオンズクラブは１１月１３日（日）に愛リバー愛ロ
ードを実施し、新居浜商工会館周辺の道路、河川がすっか
り綺麗になりました。
　作業終了後の帰宅途中の松原町で、多くの方々の清掃
作業に出くわしました。また新居浜駅前の国領高木線道路
周辺も夕刻多くの参加を得て清掃作業が実施されているの
を見かけます。
　ボランティア清掃活動の輪が更に広がり、新居浜市が物
理的にも精神的にも住み易い街にしていきたいものです。
　宇野博文
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愛リバー・愛ロード活動報告
環境保全委員長　松 浦  一 雄　　　　　日時：平成２８年１１月１３日 7 : 0 0 ～　場所：商工会館周辺

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
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ゴルフ部会報告

　

12 月誕生日おめでとうございます。
藤縄洲二、武市欣也、天野　淳、岡田浩二

12 月結婚記念日おめでとうございます。
武市欣也、加藤久博、白石誠一、高橋在錫

第 1348 回　11 月第二例会
〈夜間例会〉

11月24日（木）18:00～ ユアーズ

ゾーン・地区・国際協会の動き

行  事  予  定

・２Ｒリーダーシップ（指導力育成）研修会
　　　　　　１２月　４日（日）　14:15 ～　ユアーズ
・第 2回２Ｒ－１Ｚ地区ガバナー諮問委員会・ゾーンレベル会
　員委員会　１２月１７日（土）　15:30 ～　ふじ

・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会　　１２月１２日（月）18:30 ～　商工会館 3F
１２月第 1例会　　１２月１４日（水）12:15 ～　ユアーズ
１２月第２例会　　１２月２７日（火）12:15 ～　ユアーズ
・委員会
計画財務委員会　　　１２月　１日（木）18:30 ～　事務局
（臨時）青少年委員会 　１２月　２日（金）18:30 ～　事務局
環境保全委員会　　　１２月　６日（火）18:30 ～　事務局
会員会則委員会　　　１２月　７日（水）18:30 ～　事務局
保健福祉委員会　　　１２月　８日（木）18:30 ～　事務局
青少年委員会　　　　１２月１６日（金）18:30 ～　事務局　
出席大会委員会　　　１２月２７日（火）例会終了後　事務局
PR広報委員会　　 　１２月２８日（水）18:30 ～　事務局
・クラブ行事予定
・ＹＣＥ生（マレーシア）来日　
１２月８日（木）～２８日（水）　ホストファミリー（白石誠一ライ

オン）
・ＹＣＥ生（ニュージーランド）派遣　
１２月２１日（水）～１月８日（日）　（伊藤鼓美さん）
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　　１２月　４日（日）　　　　  新居浜ＣＣ
囲碁部会　　　　　未定
つれづれの会　　　１２月１４日（水）18:30 ～ 風月庵
くらげの会　　　　１２月　３日（土）～４日（日）神戸方面
スポーツ部会　　　１２月　９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２回

■ライオンズの誓い唱和　石川敏則ライ
オン

■会長挨拶　鈴木雅志会長
■審議事項
　・①～⑫号議案全て承認されました。
　・臨時理事会で保健福祉委員会アクティビティは承認されま
　　した。
■報告事項
１．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より　あかがねミュージアム
　出席者は鈴木会長です。
２．ＹＣＥ冬期派遣・受入オリエンテーションが
　11月23日（祝・水）ホテル椿館で行われます。
　出席者は伊藤幹事、白石誠一さんです。
３．クラブホームページがURLの変更に伴い更新されました。
　http://www.204-lc.club（会報の表紙に掲載）
■委員会報告
会員会則委員会
　新会員について
計画財務委員会
　家族会・11月第２例会について
ＰＲ広報委員会

　  会報誌とホームページについて
青少年委員会
　　岡部歩乃佳さん近況報告
保健福祉委員会
　献血・献眼登録 11/27イオン及び会長アクトについて
環境保全委員会
　愛リバー・愛ロードについて11/13
■その他　
・Ｒ親善スポーツ大会１１月２３日（祝水）８：５５より新居浜市市
　民体育館で開催されます。２チーム出場予定です。
■出席報告
　会員数５７名、出席４８名、欠席９名、出席率 84.2％
■テール・ツイスタータイム　　　　　　　　　　　　　
　ドネーション　68,000 円　ファイン　500 円　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　

　１１月１３日 日曜日の第２回愛リバ
ー・愛ロード清掃奉仕のボランティ
ア活動には、事務局の白石さんを
含めて３１名の方の参加をいただ
き、商工会議所前の県道と平和通
り、及び東川の清掃美化を滞りなく

実施することができました。
　ご参加いただいた皆様、お疲れ様でした。
　１１月に入り一気に寒くなり、１１月１０日は最高気
温が１２度と寒さが募ってきましたが、第２回愛リバ
ー・愛ロードの当日は朝から晴天で、この日の最高
気温は２０度まで上がりました。
　天候に恵まれ、いつもは手が回らないこともある東
川の清掃も行い、愛リバーも達成できました。

　薄暗い早朝に家を出て、軽く汗は流しましたが、
透き通る秋の日差しを受けて、心爽やかに奉仕活動
を終えることができました。
　改めて参加いただいた皆様に感謝致します。

■会長挨拶　鈴木雅志会長
■新会員入会式
　新会員　譽田幸弘
　　（ほんだゆきひろ）
■幹事報告
・審議事項　なし
・報告事項
１．ＹＣＥ冬期派遣・受入オリエンテーション
　１１月２３日（祝・水）14:30 ～　ホテル椿館
　出席者は伊藤幹事、白石誠一ライ

オンです。
２．２Ｒ親善ゴルフ大会
　１１月２６日（土） 滝の宮カントリークラブ　参加者１０名
３．２Ｒリーダーシップ（指導力育成）研修会が１２月４日（日）
　14:15より　ユアーズで行われます。
　出席者は伊藤久門副幹事です。
■委員会報告
出席大会委員会
　１月第２例会目標１００％出席について
青少年委員会
・新居浜市国際交流推進委員会　
　１１月２４日（木）15:50より市役所で行われました。
　出席者は垂水青少年委員長です。
保健福祉委員会
・新居浜特別支援学校川西分校　「福祉アクティビティ」
　制作依頼目録贈呈（30 万円）　１１月２４日（木）13:30 ～
　新居浜高専　出席者　三役、能瀬委員長
・第２回献血・献眼　１１月２７日（日）
　イオンモール駐車場で10:00より行われます。
環境保全委員会
・第２回愛リバー・愛ロード清掃奉仕作業が１１月１３日（日）　
　7:00より商工会館周辺で行われました。参加者３１名でした。
■その他　　　
・スポーツ大会部
　２Ｒ親善スポーツ大会１１月２３日（祝・水）
　8:55～新居浜市市民体育館
　結果：Ａチームは４位　Ｂチームは大健闘でした。　
　参加者１７名でした。
■出席報告
　会員数５８名、出席５２名、欠席６名、出席率 89.7％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　58,000 円
■懇親会　　　
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２Ｒ親善ゴルフ大会に参加して
ゴルフ部会長　後 藤  達 也　　　　日時：平成２８年１１月２６日（土）場所：滝の宮カントリークラブ

　去る８月８日に退院となるまで、
身体を壊して４週間近く入院してお
りました。緊急入院で、しかも長
期入院となった為、仕事関係をは
じめ、各方面で多くの方々にご心
配やご迷惑を掛けてしまいました。

　入院中は時間が余るほどあるので、色々な事を
考えます。そのような中、今まで身体のことなど特
に考えもしなかった私が、健康のありがたみを日々
実感するようになりました。普通に食事が出来るこ

と、普通に生活や仕事が出来ること。今まで思って
いた「贅沢」という概念が少し変わり、「普通である」
ことはそれなりに贅沢なことだと思えるようになりまし
た。そして、感謝の気持ち。私が入院している間、
仕事をはじめ、ライオンズクラブ、その他各方面に
おいて、実に多くの方々がフォローしてくださりまし
た。
　今後は、普通に毎日を過ごせることに感謝しなが
ら、少しずつではありますが、皆さんに恩返しが出
来ればと思っています。

家族会を開催して
計画財務委員長　新 田  久 司　　　　日時：平成２８年１０月２６日（水）18:00 ～　場所：ユアーズ

氏　　名　譽 田  幸 弘
生年月日　昭和４２年３月９日
スポンサー　岡田賢治ライ

オン

所　　属　環境保全委員会
住　　所　新居浜市坂井町 2 丁目 9-51
　　　　 　　シャーメゾンキオンB-105
Ｔ Ｅ  Ｌ　(0897)47-4832

勤　務　先　譽田幸弘税理士事務所
勤務先住所　新居浜市坂井町 2-10-23
勤務先TEL　(0897)47-8691
勤務先FAX　(0897)47-8692
役　　　職　所長
趣　　  味　ゴルフ
結婚記念日　平成２４年１１月２２日

ほんだ 　　ゆきひろ    

　１０月２６日（水）に今年度 1 回
目の夜間家族会をユアーズにて開
催いたしました。
　今回の家族会のコンセプトは 日
頃のライオンズクラブの活動にご理
解、ご協力していただいている奥

様、ご家族の皆さんに多数ご参加いただき、楽しん
でもらって、少しでもライオンズクラブの活動を改ため
てご理解していただけたらということでスタートいたし
ました。どうすれば多数の奥様、ご家族の皆さんに
参加していただけるかを委員会でも検討していき 結
果、メンバーの皆さんにお願いを何度かして 奥様だ
けに特別の景品を用意するということで今回は 早め
の例会から何度もお願いをさせていただきました。
　そして 皆さまのご協力のもと 今回の奥様のご出席
は２８名 ご家族は４７名もの多数の皆さまにご出席い
ただき 今回、会長が目標としていた家族会の目的は
なんとかクリア出来たのではないかと思っています。
　これも クラブメンバーの皆さまのご協力のおかげだ

と思っています。誠にありがとうございました。
　又 ラッキーカードも１５０枚のご協力していただき重
ねて感謝いたします。
　家族会の内容については 今回は楽しんでいただ
く、ということで余興に「浜っ鼓弾 DAN」さんにお
願い致しました。
　初めて見る人も何度か見た人も大変好評だったみ
たいで 家族会の後で何人かの人に「出演してもら
いたいので…」という問い合わせがありました。
　その他、内容については いろいろと 行き届かな
い点もあったかと思いますがお許しいただいて第２回
の家族会の課題とさせていただきます。
　最後になりますが、計画財務委員会のメンバーの
皆さん 準備から当日の運営まで大変お疲れ様でし
た。又、ご協力ありがとうございました。
　そして メンバーの皆さまには 奥様やご家族の皆さ
んの多数のご参加いただだき大変ありがとうございま
した。第 2 回目の家族会も楽しい会にしていきたいと
思いますのでよろしくお願い致します。

健康のありがたみ
保健福祉委員長　能 瀬  伸 一　   　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

■ライオンズの誓い唱和　石川敏則ライ
オン

■会長挨拶　鈴木雅志会長
■審議事項
　・①～⑫号議案全て承認されました。
　・臨時理事会で保健福祉委員会アクティビティは承認されま
　　した。
■報告事項
１．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より　あかがねミュージアム
　出席者は鈴木会長です。
２．ＹＣＥ冬期派遣・受入オリエンテーションが
　11月23日（祝・水）ホテル椿館で行われます。
　出席者は伊藤幹事、白石誠一さんです。
３．クラブホームページがURLの変更に伴い更新されました。
　http://www.204-lc.club（会報の表紙に掲載）
■委員会報告
会員会則委員会
　新会員について
計画財務委員会
　家族会・11月第２例会について
ＰＲ広報委員会

　  会報誌とホームページについて
青少年委員会
　　岡部歩乃佳さん近況報告
保健福祉委員会
　献血・献眼登録 11/27イオン及び会長アクトについて
環境保全委員会
　愛リバー・愛ロードについて11/13
■その他　
・Ｒ親善スポーツ大会１１月２３日（祝水）８：５５より新居浜市市
　民体育館で開催されます。２チーム出場予定です。
■出席報告
　会員数５７名、出席４８名、欠席９名、出席率 84.2％
■テール・ツイスタータイム　　　　　　　　　　　　　
　ドネーション　68,000 円　ファイン　500 円　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　

　新居浜ライオンズクラブの皆様、この度は入会さ
せていただきありがとうございます。
　私は、１９歳で丸亀税務署に着任し、３０年間、
国税の職場に勤めてまいりましたが、税理士の仕
事にあこがれ、一大決心のもと昨年の１２月に税理

士事務所を開業いたしました。
　仕事はもちろんのこと、縁あって入会させていた
だいた新居浜ライオンズクラブの活動にも、精一杯
頑張っていこうと思いますので、会員の皆様におか
れましては、今後ともご指導のほど、よろしくお願い
申し上げます。

　１１月２６日（土）２Ｒ親善ゴルフ
大会が滝の宮カントリークラブで開
催されました。
　新居浜ライオンズクラブからは、
３組１０名の参加でした。
　朝から晴天に恵まれ気持ち良く

プレーできました。この原稿を書いている今の時点
では結果を聞かされていませんので詳しい報告は
できないのですが、より多くの方が入賞されていれ
ばいいなと思います。
　朝早くからスタートでしたが、メンバーの皆様お
疲れ様でした。

順位　 氏 名
４：村上 博昭
26：松浦 一雄
37：岡田 賢治

43：神野 雄太
49：山岡弘太郎
54：山口 　泰
57：宇野 博文

67：佐伯 澄男
71：近藤 眞而
78：後藤 達也

団体戦結果　４位　
個人戦
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 入会して 40 年を迎えて
保健福祉委員会　理事　山  口 　泰　   　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　        
　

新居浜ＬＣ4 位健闘　第 44 回２Ｒ親善スポーツ大会に参加して
スポーツ部会長　塩 見  秀 晴　日時：平成２８年１１月２３日（水）10:00 ～　場所：新居浜市市民体育館

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

新居浜ライオンズクラブに

　国際会長、ボブ・コーリューより
入会４０周年でマイルストーン・シェ
ブロン・アワードを受賞しました。
　今年度ライオンズクラブ国際協会
が百周年を迎えます。
　私がクラブに入会したのは１９７７

年（昭和５２年４月）に年齢４２歳でスポンサーの一
言で仕事関係で入会致しました。
　思えば入会後は先輩の皆さんよりご指導頂き、ラ
イオンズの在り方、クラブ運営、ライオンズの規約、
クラブの道徳綱領等々、会員としての姿勢を学びま
した。
　この当時の先輩は、明治、大正生まれで昭和１０
年代の若輩の会員には、非常に厳しい教育をされま
したが、相手に対する熱い思い入れがあり早く一人
前の会員を育てたいとライオン教育を指導して頂き、
今に思えば感謝の気持ちで一杯です。

　では、当クラブの結成について述べてみます。
１９１７年アメリカ・シカゴでメルビン・ジョーンズによ
って創設され、１９５２年（昭和２７年３月）に日本で
最初の東京ライオンズクラブが結成し、１９５３年～５
４年地区ガバナー、故石川欣一ライ

オンが就任されました。
　この後横浜、神戸、大阪等でクラブが結成され、
各地方都市で結成の機運が高まり、１９５８年１１月
には日本のクラブ結成数１００クラブに達しました。
　四国では神戸ホストライオンズクラブによるエクステ
ンションとして全国で５番目のクラブが松山の地に１９
５３年１２月１２日（昭和２８年）に松山ライオンズクラ
ブ誕生し、四国で最初のクラブが結成されました。
　その後、松山の病院の先生方等の要請で新居浜
の病院の先生等に働きかけ、中小企業の経営者等、
中心となってクラブを結成してはと呼び掛け、新居浜
ライオンズクラブを作る声が盛り上がりと聞き及んでい
ます。（５７年前のことで経緯は正確ではありません）
　松山ライオンズクラブが宇和島、松山道後ライオン
ズクラブを誕生させ、続いて松山ライオンズクラブス
ポンサーとなり日本で２０４番目、四国で１２番目、愛
媛県で５番目、２Ｒで最初のクラブとして１９６０年１０
月４日（昭和３５年）新居浜ライオンズクラブが５２名
で結成され今年５７年を迎えています。

　この年月で１９８５年７月に山本哲也ライ
オンが３３６－Ａ

地区ガバナーとして就任しました。
　また、２０００年７月よりクラブ二人目の３３６－Ａ地
区ガバナー小松武道ライ

オンが誕生、就任しました。
　単一クラブとして２名の地区ガバナーを輩出し、四

国内のクラブとして高い評価を受けていると思いま
す。

　昨年１０月には結成５５周年を迎え、メンバーも随
分若い会員が入会して来ました。平均年齢６１歳３
か月で５０歳代、６０歳代が２８名、４０歳代以上を
含めると平均年齢が非常に若返りが進んでいる状態
で、会員の活動が活発のなっていると思われます。

　ライオンズクラブは社会奉仕を通じて地域社会に
貢献する事が基本方針であると言われています。
　私達ライオンズ３原則、会員の義務とは、ライオン
ズクラブの会員であることを生ずるすべて権利を持
ち、またすべての義務を負う会員である、と謳われ
ています。
　その会員の義務とは、例会出席・会費納入・ク
ラブ活動への参加となっています。
　例会出席について１年間に規定されている日時に
例会が開催されます。例会出席は会員の義務で出
席しなければなりません。
　会費納入について会員の義務として指定された月
日に納入の義務を負っています。
　クラブ活動への参加です。年間を通じて所属する
委員会に出席することです。また、社会奉仕活動に
参加し、私達の地域に奉仕を通じてより良い社会に
貢献していくことが義務であると思います。
　また、会員である以上各種アクティビティに参加し
地域社会に進んで時間と労力と資力を捧げることと
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輩を通じて育てて頂いた恩を忘れることなく若い会員
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山 口 　泰

土岐  計一

田 川 　隆 東 田 　実

宇 賀 　潔

青野  弘幸

　　１１月２３日、新居浜市民体育館
でレクリエーションバレーボールの大
会が開催されました。
　２リジョン内１７クラブから今年は
２４チームが参加。わがクラブも例年
通りＡ，Ｂ２チーム参加しました。決勝

リーグに残るという目標は達成できました。
　決勝リーグでは今治東Ｂを２－0 で破り準決勝に進
んだ。準決勝では今治東Ａに残念ながら惜敗した。
　三位決定戦では西条Ａに 1－1 の後、惜しくも勝て
なかったが十分勝機のある試合であった。優勝はこ
としも今治東Ａにさらわれたが準決勝ではサーブで守
備を崩されたので来年は変化球サーブを習得すべき
だと強く感じました。
　怪我もなく無事大会を終了できたこと、応援に参
加いただいた山口、山下、岡田、垂水さん、出場
していただいた選手の皆さんお疲れでございました。
来年を目指して練習いたしましょう。
　以下その日午後 6:30 から懇親会での各選手の反
省と来年の抱負の弁です。

福山；みんな体力無さすぎです。もっと体力をつけ
ないといけない。ライン見ないふりして練習さぼったこ
とあります。すみません。土居の事務員さん可愛か
った。

垂水；見ていて３試合目からは、ばてていました。
体力が必要です。来年からは練習に参加したいで
す。

石川稔：少しなめていました。行事が丁度無くて参
加できました。野球のおじいちゃんの甲子園という大
会に参加できることになりました。

後藤：たいして練習してないのに４位は嬉しいです。
鈴木会長練習にあまり来ないのに決まっていたのはさ
すがです。Ｂチームよくがんばりました。

真鍋：ゴルフ誘われていたのに参加しました。ライオ
ンズ中心です。和気藹々、一生懸命するのがいい
です。これからも練習にも参加します。

岡村：私も少しなめていました。２試合目には少し慣
れてきました。初めてでも楽しめました。練習にも行
ってみたいな。

能瀬；今年は病気したので出れないと思ってました。
医者にそろそろだったらいいよと言われ参加しました。
バックアタック出来る様にがんばります。

永易：５試合出来て楽しかったです。ありがたいこと
でした。これからもがんばります。

石川美佐子：自分一人では何も出来ない。失敗を
助けられたり、ラリーが続いてよかったです。がんば
らなくちゃと思いました。応援も心強かったです。チ
ームワークがとても良かったです。

塩見かおり：応援少しでしたがさせていただきました。
楽しそうなのを見てチームのスポーツもいいもんだなと
思いました。

藤縄：お疲れ様でした。Ｂチーム５セットまで出来てよ
かったです。１セットでも取れたのがよかったです。
これからもがんばります。石川さんとお見合いしたの
が悔しいです。

山之内：怪我で本番に参加できなくてすみません。
練習には一度参加していたのですが。体に気をつけ
て来年はがんばります。

塩見：皆さんお疲れ様でした。今週は練習お休み
ですが来月から練習始めます。第二金曜と第四金曜
日、川東中の体育館です。よろしくお願いします。
　今年の最後の練習日には４クラブ約４０人が集まり
ました。盛況でした。来年もがんばりましょう。

鈴木会長：皆さん怪我無く楽しく元気に５試合も出
来たこと。感謝いたします。

　まだまだ練習不足を感じました。相手を口でくずす
Ｎさん、顔でくずすＴさん、色気のＯさん、実力の私、
和気藹々とよかったです。打ち込み出来る様に来年
はがんばって下さい。チームワークでがんばりましょう。
　ご協力ありがとうございました。

　　

通り
熊本 賢二

いきさつ

昭和52年10月2日
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最初の東京ライオンズクラブが結成し、１９５３年～５
４年地区ガバナー、故石川欣一ライ

オンが就任されました。
　この後横浜、神戸、大阪等でクラブが結成され、
各地方都市で結成の機運が高まり、１９５８年１１月
には日本のクラブ結成数１００クラブに達しました。
　四国では神戸ホストライオンズクラブによるエクステ
ンションとして全国で５番目のクラブが松山の地に１９
５３年１２月１２日（昭和２８年）に松山ライオンズクラ
ブ誕生し、四国で最初のクラブが結成されました。
　その後、松山の病院の先生方等の要請で新居浜
の病院の先生等に働きかけ、中小企業の経営者等、
中心となってクラブを結成してはと呼び掛け、新居浜
ライオンズクラブを作る声が盛り上がりと聞き及んでい
ます。（５７年前のことで経緯は正確ではありません）
　松山ライオンズクラブが宇和島、松山道後ライオン
ズクラブを誕生させ、続いて松山ライオンズクラブス
ポンサーとなり日本で２０４番目、四国で１２番目、愛
媛県で５番目、２Ｒで最初のクラブとして１９６０年１０
月４日（昭和３５年）新居浜ライオンズクラブが５２名
で結成され今年５７年を迎えています。

　この年月で１９８５年７月に山本哲也ライ
オンが３３６－Ａ

地区ガバナーとして就任しました。
　また、２０００年７月よりクラブ二人目の３３６－Ａ地
区ガバナー小松武道ライ

オンが誕生、就任しました。
　単一クラブとして２名の地区ガバナーを輩出し、四

国内のクラブとして高い評価を受けていると思いま
す。

　昨年１０月には結成５５周年を迎え、メンバーも随
分若い会員が入会して来ました。平均年齢６１歳３
か月で５０歳代、６０歳代が２８名、４０歳代以上を
含めると平均年齢が非常に若返りが進んでいる状態
で、会員の活動が活発のなっていると思われます。

　ライオンズクラブは社会奉仕を通じて地域社会に
貢献する事が基本方針であると言われています。
　私達ライオンズ３原則、会員の義務とは、ライオン
ズクラブの会員であることを生ずるすべて権利を持
ち、またすべての義務を負う会員である、と謳われ
ています。
　その会員の義務とは、例会出席・会費納入・ク
ラブ活動への参加となっています。
　例会出席について１年間に規定されている日時に
例会が開催されます。例会出席は会員の義務で出
席しなければなりません。
　会費納入について会員の義務として指定された月
日に納入の義務を負っています。
　クラブ活動への参加です。年間を通じて所属する
委員会に出席することです。また、社会奉仕活動に
参加し、私達の地域に奉仕を通じてより良い社会に
貢献していくことが義務であると思います。
　また、会員である以上各種アクティビティに参加し
地域社会に進んで時間と労力と資力を捧げることと
言われています。
　私は入会して４０年、新居浜ライオンズクラブで先
輩を通じて育てて頂いた恩を忘れることなく若い会員
に伝えていきたいと思います。
　思えば先輩のご指導が脳裏に焼き付いている４０
年であると思い、今後残された人生にライオンズ活
動に励んで行くつもりです。

■ライオンズの誓い唱和　石川敏則ライ
オン

■会長挨拶　鈴木雅志会長
■審議事項
　・①～⑫号議案全て承認されました。
　・臨時理事会で保健福祉委員会アクティビティは承認されま
　　した。
■報告事項
１．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より　あかがねミュージアム
　出席者は鈴木会長です。
２．ＹＣＥ冬期派遣・受入オリエンテーションが
　11月23日（祝・水）ホテル椿館で行われます。
　出席者は伊藤幹事、白石誠一さんです。
３．クラブホームページがURLの変更に伴い更新されました。
　http://www.204-lc.club（会報の表紙に掲載）
■委員会報告
会員会則委員会
　新会員について
計画財務委員会
　家族会・11月第２例会について
ＰＲ広報委員会

　  会報誌とホームページについて
青少年委員会
　　岡部歩乃佳さん近況報告
保健福祉委員会
　献血・献眼登録 11/27イオン及び会長アクトについて
環境保全委員会
　愛リバー・愛ロードについて11/13
■その他　
・Ｒ親善スポーツ大会１１月２３日（祝水）８：５５より新居浜市市
　民体育館で開催されます。２チーム出場予定です。
■出席報告
　会員数５７名、出席４８名、欠席９名、出席率 84.2％
■テール・ツイスタータイム　　　　　　　　　　　　　
　ドネーション　68,000 円　ファイン　500 円　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　

山 口 　泰

土岐  計一

田 川 　隆 東 田 　実

宇 賀 　潔

青野  弘幸

　　１１月２３日、新居浜市民体育館
でレクリエーションバレーボールの大
会が開催されました。
　２リジョン内１７クラブから今年は
２４チームが参加。わがクラブも例年
通りＡ，Ｂ２チーム参加しました。決勝

リーグに残るという目標は達成できました。
　決勝リーグでは今治東Ｂを２－0 で破り準決勝に進
んだ。準決勝では今治東Ａに残念ながら惜敗した。
　三位決定戦では西条Ａに 1－1 の後、惜しくも勝て
なかったが十分勝機のある試合であった。優勝はこ
としも今治東Ａにさらわれたが準決勝ではサーブで守
備を崩されたので来年は変化球サーブを習得すべき
だと強く感じました。
　怪我もなく無事大会を終了できたこと、応援に参
加いただいた山口、山下、岡田、垂水さん、出場
していただいた選手の皆さんお疲れでございました。
来年を目指して練習いたしましょう。
　以下その日午後 6:30 から懇親会での各選手の反
省と来年の抱負の弁です。

福山；みんな体力無さすぎです。もっと体力をつけ
ないといけない。ライン見ないふりして練習さぼったこ
とあります。すみません。土居の事務員さん可愛か
った。

垂水；見ていて３試合目からは、ばてていました。
体力が必要です。来年からは練習に参加したいで
す。

石川稔：少しなめていました。行事が丁度無くて参
加できました。野球のおじいちゃんの甲子園という大
会に参加できることになりました。

後藤：たいして練習してないのに４位は嬉しいです。
鈴木会長練習にあまり来ないのに決まっていたのはさ
すがです。Ｂチームよくがんばりました。

真鍋：ゴルフ誘われていたのに参加しました。ライオ
ンズ中心です。和気藹々、一生懸命するのがいい
です。これからも練習にも参加します。

岡村：私も少しなめていました。２試合目には少し慣
れてきました。初めてでも楽しめました。練習にも行
ってみたいな。

能瀬；今年は病気したので出れないと思ってました。
医者にそろそろだったらいいよと言われ参加しました。
バックアタック出来る様にがんばります。

永易：５試合出来て楽しかったです。ありがたいこと
でした。これからもがんばります。

石川美佐子：自分一人では何も出来ない。失敗を
助けられたり、ラリーが続いてよかったです。がんば
らなくちゃと思いました。応援も心強かったです。チ
ームワークがとても良かったです。

塩見かおり：応援少しでしたがさせていただきました。
楽しそうなのを見てチームのスポーツもいいもんだなと
思いました。

藤縄：お疲れ様でした。Ｂチーム５セットまで出来てよ
かったです。１セットでも取れたのがよかったです。
これからもがんばります。石川さんとお見合いしたの
が悔しいです。

山之内：怪我で本番に参加できなくてすみません。
練習には一度参加していたのですが。体に気をつけ
て来年はがんばります。

塩見：皆さんお疲れ様でした。今週は練習お休み
ですが来月から練習始めます。第二金曜と第四金曜
日、川東中の体育館です。よろしくお願いします。
　今年の最後の練習日には４クラブ約４０人が集まり
ました。盛況でした。来年もがんばりましょう。

鈴木会長：皆さん怪我無く楽しく元気に５試合も出
来たこと。感謝いたします。

　まだまだ練習不足を感じました。相手を口でくずす
Ｎさん、顔でくずすＴさん、色気のＯさん、実力の私、
和気藹々とよかったです。打ち込み出来る様に来年
はがんばって下さい。チームワークでがんばりましょう。
　ご協力ありがとうございました。

　　

通り
熊本 賢二

いきさつ

昭和52年10月2日
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２Ｒ親善ゴルフ大会に参加して
ゴルフ部会長　後 藤  達 也　　　　日時：平成２８年１１月２６日（土）場所：滝の宮カントリークラブ

　去る８月８日に退院となるまで、
身体を壊して４週間近く入院してお
りました。緊急入院で、しかも長
期入院となった為、仕事関係をは
じめ、各方面で多くの方々にご心
配やご迷惑を掛けてしまいました。

　入院中は時間が余るほどあるので、色々な事を
考えます。そのような中、今まで身体のことなど特
に考えもしなかった私が、健康のありがたみを日々
実感するようになりました。普通に食事が出来るこ

と、普通に生活や仕事が出来ること。今まで思って
いた「贅沢」という概念が少し変わり、「普通である」
ことはそれなりに贅沢なことだと思えるようになりまし
た。そして、感謝の気持ち。私が入院している間、
仕事をはじめ、ライオンズクラブ、その他各方面に
おいて、実に多くの方々がフォローしてくださりまし
た。
　今後は、普通に毎日を過ごせることに感謝しなが
ら、少しずつではありますが、皆さんに恩返しが出
来ればと思っています。

家族会を開催して
計画財務委員長　新 田  久 司　　　　日時：平成２８年１０月２６日（水）18:00 ～　場所：ユアーズ

氏　　名　譽 田  幸 弘
生年月日　昭和４２年３月９日
スポンサー　岡田賢治ライ

オン

所　　属　環境保全委員会
住　　所　新居浜市坂井町 2 丁目 9-51
　　　　 　　シャーメゾンキオンB-105
Ｔ Ｅ  Ｌ　(0897)47-4832

勤　務　先　譽田幸弘税理士事務所
勤務先住所　新居浜市坂井町 2-10-23
勤務先TEL　(0897)47-8691
勤務先FAX　(0897)47-8692
役　　　職　所長
趣　　  味　ゴルフ
結婚記念日　平成２４年１１月２２日

ほんだ 　　ゆきひろ    

　１０月２６日（水）に今年度 1 回
目の夜間家族会をユアーズにて開
催いたしました。
　今回の家族会のコンセプトは 日
頃のライオンズクラブの活動にご理
解、ご協力していただいている奥

様、ご家族の皆さんに多数ご参加いただき、楽しん
でもらって、少しでもライオンズクラブの活動を改ため
てご理解していただけたらということでスタートいたし
ました。どうすれば多数の奥様、ご家族の皆さんに
参加していただけるかを委員会でも検討していき 結
果、メンバーの皆さんにお願いを何度かして 奥様だ
けに特別の景品を用意するということで今回は 早め
の例会から何度もお願いをさせていただきました。
　そして 皆さまのご協力のもと 今回の奥様のご出席
は２８名 ご家族は４７名もの多数の皆さまにご出席い
ただき 今回、会長が目標としていた家族会の目的は
なんとかクリア出来たのではないかと思っています。
　これも クラブメンバーの皆さまのご協力のおかげだ

と思っています。誠にありがとうございました。
　又 ラッキーカードも１５０枚のご協力していただき重
ねて感謝いたします。
　家族会の内容については 今回は楽しんでいただ
く、ということで余興に「浜っ鼓弾 DAN」さんにお
願い致しました。
　初めて見る人も何度か見た人も大変好評だったみ
たいで 家族会の後で何人かの人に「出演してもら
いたいので…」という問い合わせがありました。
　その他、内容については いろいろと 行き届かな
い点もあったかと思いますがお許しいただいて第２回
の家族会の課題とさせていただきます。
　最後になりますが、計画財務委員会のメンバーの
皆さん 準備から当日の運営まで大変お疲れ様でし
た。又、ご協力ありがとうございました。
　そして メンバーの皆さまには 奥様やご家族の皆さ
んの多数のご参加いただだき大変ありがとうございま
した。第 2 回目の家族会も楽しい会にしていきたいと
思いますのでよろしくお願い致します。

健康のありがたみ
保健福祉委員長　能 瀬  伸 一　   　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

■ライオンズの誓い唱和　石川敏則ライ
オン

■会長挨拶　鈴木雅志会長
■審議事項
　・①～⑫号議案全て承認されました。
　・臨時理事会で保健福祉委員会アクティビティは承認されま
　　した。
■報告事項
１．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より　あかがねミュージアム
　出席者は鈴木会長です。
２．ＹＣＥ冬期派遣・受入オリエンテーションが
　11月23日（祝・水）ホテル椿館で行われます。
　出席者は伊藤幹事、白石誠一さんです。
３．クラブホームページがURLの変更に伴い更新されました。
　http://www.204-lc.club（会報の表紙に掲載）
■委員会報告
会員会則委員会
　新会員について
計画財務委員会
　家族会・11月第２例会について
ＰＲ広報委員会

　  会報誌とホームページについて
青少年委員会
　　岡部歩乃佳さん近況報告
保健福祉委員会
　献血・献眼登録 11/27イオン及び会長アクトについて
環境保全委員会
　愛リバー・愛ロードについて11/13
■その他　
・Ｒ親善スポーツ大会１１月２３日（祝水）８：５５より新居浜市市
　民体育館で開催されます。２チーム出場予定です。
■出席報告
　会員数５７名、出席４８名、欠席９名、出席率 84.2％
■テール・ツイスタータイム　　　　　　　　　　　　　
　ドネーション　68,000 円　ファイン　500 円　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　

　新居浜ライオンズクラブの皆様、この度は入会さ
せていただきありがとうございます。
　私は、１９歳で丸亀税務署に着任し、３０年間、
国税の職場に勤めてまいりましたが、税理士の仕
事にあこがれ、一大決心のもと昨年の１２月に税理

士事務所を開業いたしました。
　仕事はもちろんのこと、縁あって入会させていた
だいた新居浜ライオンズクラブの活動にも、精一杯
頑張っていこうと思いますので、会員の皆様におか
れましては、今後ともご指導のほど、よろしくお願い
申し上げます。

　１１月２６日（土）２Ｒ親善ゴルフ
大会が滝の宮カントリークラブで開
催されました。
　新居浜ライオンズクラブからは、
３組１０名の参加でした。
　朝から晴天に恵まれ気持ち良く

プレーできました。この原稿を書いている今の時点
では結果を聞かされていませんので詳しい報告は
できないのですが、より多くの方が入賞されていれ
ばいいなと思います。
　朝早くからスタートでしたが、メンバーの皆様お
疲れ様でした。

順位　 氏 名
４：村上 博昭
26：松浦 一雄
37：岡田 賢治

43：神野 雄太
49：山岡弘太郎
54：山口 　泰
57：宇野 博文

67：佐伯 澄男
71：近藤 眞而
78：後藤 達也

団体戦結果　４位　
個人戦
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　今年度も、第２７回目の「新
居浜市中学生スピーチコンテス
ト」が新居浜ライオンズクラブ、
新居浜市教育委員会の主催の
もと、盛大に開催できましたこと
を深く感謝申しあげます。
また、１０月２日に松山市で開催

された「高円宮杯全日本中学校英語弁論大会愛
媛県大会」において、新居浜市立北中学校の女
生徒が２席、新居浜市立船木中学校の女生徒が３
席に入賞し、来る１１月２４日、東京で開催される「高
円宮杯第６８回全日本中学校英語弁論大会」に出
場が決まりました。

　さらには、１０月８日に松山市で実施された「マド
ンナ暗唱コンテスト」では本校の２年女生徒が、総
勢４３名の弁士が参加したなかで、堂々の５位に入
賞しました。中学生の持つ無限の可能性を垣間見
た瞬間でもありました。新居浜市の中学生が各種
大会、コンテストですばらしい成果を上げているの
は、指導に当たっている英語科教員や中学生本人
の努力はもちろんのことですが、これまで、２７年も
の長きにわたり、中学生のためにご支援を賜りまし
た新居浜ライオンズクラブの方々のご努力の賜物で
す。厚くお礼申しあげます。

　私が英語スピーチ指導に携わってきた経緯を報
告いたします。３５年前の昭和５６年４月に、私は大
学を卒業し、中学校の英語教師となりました。
　同年６月に、「高松宮杯全日本中学校英語弁論
大会」の開催要項が学校に届き、生まれて初めて
「宮杯」の存在を知りました。しかし、当時の私に
は生徒に英語弁論を指導するだけの物理的、精神
的余裕そして英語指導力もなく、ただぼんやりと、
「教師生活を終えるまでに、せめて一度は自分の指
導した生徒を全国大会に引率したいなあ」と考えて
いました。その時以来、宮杯出場が私の英語教師
としての最も大きな夢の一つとなりました。

　それから、あっという間に１０年の歳月が流れ、
私にもチャンスが訪れました。星加良司さんとの出
会いです。新居浜市立北中学校で、私は３年間彼
の学級担任をし、英語指導しました。彼は目が不自
由でしたが、生来の明るさ、類にまれなる努力、
集中力で意欲的に英語学習に励み、めきめきと英
語の力をつけていきました。
　そして、平成２年彼が中学３年のとき英語弁論に
取組、同年１０月、愛媛県予選大会に出場しました。
演題は、“I Want to Live in Harmony”（とも

英語スピーチ指導に携わって
新居浜市立北中学校 校長　稲 見  武 仁　

に生きたい）。彼は見事第１位を獲得し、私の悲願
であった全国大会に出場が決まりました。
　全国大会出場が決まってから約２か月間、さらに
レベルアップを図るために、新居浜高専、新居浜
東高の先生、また、西条市、松山市の中学校の
英語弁論指導で有名な先生方から徹底的に指導を
受けました。星加さんはトータルで５００回以上英語
弁論の練習を重ねました。
　最後には、私自身も彼の英語弁論を完璧に覚え
てしまいました。そして、翌月１１月、東京で開催さ
れた「高松宮杯第４２回全日本中学校英語弁論大
会」に出場し、彼は練習の成果を十二分に発揮し、
誰も予想しなかった全国第１位を獲得しました。
　初めて引率した全国大会で得たはかりしれない
感動、感激は今でも忘れることはできません。

　幸運なことに、新居浜市では、その年平成２年
度から新居浜ライオンズクラブのご支援のもと、中
学生英語スピーチコンテストが毎年開催されるように
なり、今年度２７回目を数えました。
　現在では、愛媛県下の郡市のなかで、単独の
英語弁論大会を継続開催しているのは新居浜市を
含めた２市町村だけです。小さな大会ではあります
が、この２７年間で、中学生の英語スピーチのレベ
ルも格段に向上しました。

　２０数年前には、愛媛県大会に新居浜市から毎
年２、３人しか出場していなかったのですが、この
２０年間で参加数が激増し、今年も県下の参加者
数２１名のなかで、約半数の９名が新居浜市の中
学生でした。さらに、すばらしい結果も残しています。
　市の大会で自信をつけた中学生が、県大会でも
堂々と英語弁論を披露し、新居浜市からこれまで２
５人以上の中学生が全国大会に出場して、活躍し
ていることは、何よりも大きな成果です。

　しかし英語弁論には賛否両論あります。中学生
の英語力だけであれだけの英語スピーチを書くこと
ができるのだろうか。中学生の英語弁論大会を実
施する意義が本当にあるのだろうか。英語教師が
どこまで指導すべきだろうか、などです。
　しかし、断言できることは、英語弁論は中学生に
とってはとてもレベルの高いコミュニケーション活動で
あるということです。英語スピーチに挑戦することは、
英語力と表現力が確実に身につきます。

　高い目標に向かって生徒と教師が精一杯努力を
するといういことは、必ず学校全体の英語が向上し
ます。また、指導している教師自身の英語力も間違
いなく向上します。

　私自身、過去３０年間で中学生約４０人に英語弁
論を指導してきました。一人の生徒の英語スピーチ
を練習時、最低５０回は聞きました。
　また、毎年市の大会、県大会では３０人の弁士
の弁論を聞きました。そして、運よく全国大会に引
率できたときには、大会予選、決勝で７０人の中学
生のスピーチを聞く機会に恵まれました。
　トータルで３００回以上中学生の英語スピーチを聞
いた計算になります。そのおかげで何よりも、私自
身の英語力、英作文力、リスニングが向上しました。
　そして、毎日の英語の授業にも、スピーチの指導
経験がいろいろな面でいかされました。
　今後も多くの中学生と英語教師が宮杯出場を目

指し、今後益々努力精進していくことを期待すると
ともに、自分自身の英語力と英語指導力の向上を目
指して、日々努力を続けていきたいと考えています。

　人生、「夢叶うまで挑戦」であり、私は「オンリ
ーワン」ではなく、「ナンバーワン」を目指し続けた
いと考えています。

　最後になりましたが、新居浜ライオンズクラブの皆
様におかれましては、今後とも継続して新居浜市の
中学生のために、ご指導、ご支援を賜りますことを
お願い申しあげますとともに、貴クラブの益々のご発
展を祈念申しあげまして、私のお礼のことばといた
します。本当にありがとうございました。

■ライオンズの誓い唱和　石川敏則ライ
オン

■会長挨拶　鈴木雅志会長
■審議事項
　・①～⑫号議案全て承認されました。
　・臨時理事会で保健福祉委員会アクティビティは承認されま
　　した。
■報告事項
１．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より　あかがねミュージアム
　出席者は鈴木会長です。
２．ＹＣＥ冬期派遣・受入オリエンテーションが
　11月23日（祝・水）ホテル椿館で行われます。
　出席者は伊藤幹事、白石誠一さんです。
３．クラブホームページがURLの変更に伴い更新されました。
　http://www.204-lc.club（会報の表紙に掲載）
■委員会報告
会員会則委員会
　新会員について
計画財務委員会
　家族会・11月第２例会について
ＰＲ広報委員会

　  会報誌とホームページについて
青少年委員会
　　岡部歩乃佳さん近況報告
保健福祉委員会
　献血・献眼登録 11/27イオン及び会長アクトについて
環境保全委員会
　愛リバー・愛ロードについて11/13
■その他　
・Ｒ親善スポーツ大会１１月２３日（祝水）８：５５より新居浜市市
　民体育館で開催されます。２チーム出場予定です。
■出席報告
　会員数５７名、出席４８名、欠席９名、出席率 84.2％
■テール・ツイスタータイム　　　　　　　　　　　　　
　ドネーション　68,000 円　ファイン　500 円　　　　　　　
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　今年度も、第２７回目の「新
居浜市中学生スピーチコンテス
ト」が新居浜ライオンズクラブ、
新居浜市教育委員会の主催の
もと、盛大に開催できましたこと
を深く感謝申しあげます。
また、１０月２日に松山市で開催

された「高円宮杯全日本中学校英語弁論大会愛
媛県大会」において、新居浜市立北中学校の女
生徒が２席、新居浜市立船木中学校の女生徒が３
席に入賞し、来る１１月２４日、東京で開催される「高
円宮杯第６８回全日本中学校英語弁論大会」に出
場が決まりました。

　さらには、１０月８日に松山市で実施された「マド
ンナ暗唱コンテスト」では本校の２年女生徒が、総
勢４３名の弁士が参加したなかで、堂々の５位に入
賞しました。中学生の持つ無限の可能性を垣間見
た瞬間でもありました。新居浜市の中学生が各種
大会、コンテストですばらしい成果を上げているの
は、指導に当たっている英語科教員や中学生本人
の努力はもちろんのことですが、これまで、２７年も
の長きにわたり、中学生のためにご支援を賜りまし
た新居浜ライオンズクラブの方々のご努力の賜物で
す。厚くお礼申しあげます。

　私が英語スピーチ指導に携わってきた経緯を報
告いたします。３５年前の昭和５６年４月に、私は大
学を卒業し、中学校の英語教師となりました。
　同年６月に、「高松宮杯全日本中学校英語弁論
大会」の開催要項が学校に届き、生まれて初めて
「宮杯」の存在を知りました。しかし、当時の私に
は生徒に英語弁論を指導するだけの物理的、精神
的余裕そして英語指導力もなく、ただぼんやりと、
「教師生活を終えるまでに、せめて一度は自分の指
導した生徒を全国大会に引率したいなあ」と考えて
いました。その時以来、宮杯出場が私の英語教師
としての最も大きな夢の一つとなりました。

　それから、あっという間に１０年の歳月が流れ、
私にもチャンスが訪れました。星加良司さんとの出
会いです。新居浜市立北中学校で、私は３年間彼
の学級担任をし、英語指導しました。彼は目が不自
由でしたが、生来の明るさ、類にまれなる努力、
集中力で意欲的に英語学習に励み、めきめきと英
語の力をつけていきました。
　そして、平成２年彼が中学３年のとき英語弁論に
取組、同年１０月、愛媛県予選大会に出場しました。
演題は、“I Want to Live in Harmony”（とも

に生きたい）。彼は見事第１位を獲得し、私の悲願
であった全国大会に出場が決まりました。
　全国大会出場が決まってから約２か月間、さらに
レベルアップを図るために、新居浜高専、新居浜
東高の先生、また、西条市、松山市の中学校の
英語弁論指導で有名な先生方から徹底的に指導を
受けました。星加さんはトータルで５００回以上英語
弁論の練習を重ねました。
　最後には、私自身も彼の英語弁論を完璧に覚え
てしまいました。そして、翌月１１月、東京で開催さ
れた「高松宮杯第４２回全日本中学校英語弁論大
会」に出場し、彼は練習の成果を十二分に発揮し、
誰も予想しなかった全国第１位を獲得しました。
　初めて引率した全国大会で得たはかりしれない
感動、感激は今でも忘れることはできません。

　幸運なことに、新居浜市では、その年平成２年
度から新居浜ライオンズクラブのご支援のもと、中
学生英語スピーチコンテストが毎年開催されるように
なり、今年度２７回目を数えました。
　現在では、愛媛県下の郡市のなかで、単独の
英語弁論大会を継続開催しているのは新居浜市を
含めた２市町村だけです。小さな大会ではあります
が、この２７年間で、中学生の英語スピーチのレベ
ルも格段に向上しました。

　２０数年前には、愛媛県大会に新居浜市から毎
年２、３人しか出場していなかったのですが、この
２０年間で参加数が激増し、今年も県下の参加者
数２１名のなかで、約半数の９名が新居浜市の中
学生でした。さらに、すばらしい結果も残しています。
　市の大会で自信をつけた中学生が、県大会でも
堂々と英語弁論を披露し、新居浜市からこれまで２
５人以上の中学生が全国大会に出場して、活躍し
ていることは、何よりも大きな成果です。

　しかし英語弁論には賛否両論あります。中学生
の英語力だけであれだけの英語スピーチを書くこと
ができるのだろうか。中学生の英語弁論大会を実
施する意義が本当にあるのだろうか。英語教師が
どこまで指導すべきだろうか、などです。
　しかし、断言できることは、英語弁論は中学生に
とってはとてもレベルの高いコミュニケーション活動で
あるということです。英語スピーチに挑戦することは、
英語力と表現力が確実に身につきます。

　高い目標に向かって生徒と教師が精一杯努力を
するといういことは、必ず学校全体の英語が向上し
ます。また、指導している教師自身の英語力も間違
いなく向上します。

　私自身、過去３０年間で中学生約４０人に英語弁
論を指導してきました。一人の生徒の英語スピーチ
を練習時、最低５０回は聞きました。
　また、毎年市の大会、県大会では３０人の弁士
の弁論を聞きました。そして、運よく全国大会に引
率できたときには、大会予選、決勝で７０人の中学
生のスピーチを聞く機会に恵まれました。
　トータルで３００回以上中学生の英語スピーチを聞
いた計算になります。そのおかげで何よりも、私自
身の英語力、英作文力、リスニングが向上しました。
　そして、毎日の英語の授業にも、スピーチの指導
経験がいろいろな面でいかされました。
　今後も多くの中学生と英語教師が宮杯出場を目

指し、今後益々努力精進していくことを期待すると
ともに、自分自身の英語力と英語指導力の向上を目
指して、日々努力を続けていきたいと考えています。

　人生、「夢叶うまで挑戦」であり、私は「オンリ
ーワン」ではなく、「ナンバーワン」を目指し続けた
いと考えています。

　最後になりましたが、新居浜ライオンズクラブの皆
様におかれましては、今後とも継続して新居浜市の
中学生のために、ご指導、ご支援を賜りますことを
お願い申しあげますとともに、貴クラブの益々のご発
展を祈念申しあげまして、私のお礼のことばといた
します。本当にありがとうございました。

ライオンズ情報ライオンズ情報ライオンズ情報

理事・委員長会
11月 7日（月）18:30～ 商工会館3F

●審議事項
１．新居浜南ロータリークラブ創立５０周年記念式典お祝いに
　　ついて　10,000 円
２．保健福祉委員会アクティビティの継続審議について
３．ＹＣＥ派遣生・受入予算案
●報告事項
１．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
　出席者は鈴木会長です。
２．ＹＣＥ冬期派遣・受入オリエンテーションが
　11月23日（祝・水）ホテル椿館で行われます。
　出席者は伊藤幹事、白石誠一ライ

オンです。
●委員会報告
会員会則委員会
　・新会員について
計画財務委員会
　・家族会決算報告
　・１１月第２夜間例会予算案
ＰＲ広報委員会
　・ＰＲ広報委員会１１月２４日（木）から２５日（金）18:30 ～
　  事務局に変更
青少年委員会
　・第２７回英語スピーチコンテスト決算報告
　・平和ポスター決算報告について
保健福祉委員会
　・第２回献血・献眼予算案について
環境保全委員会
　・第２回愛リバー・愛ロード予算案について
　・環境保全委員会１１月１日（火）から８日（火）18:30 ～ 
　　興慶で行います
　・第２回愛リバー・愛ロード清掃奉仕　
　　１１月１３日（日）7:00～商工会館周辺

●その他　
・スポーツ部会
　２Ｒ親善スポーツ大会
　１１月２３日（祝水）8:55～新居浜市市民体育館　
　２チーム出場予定
・岡田会計より10月末のクラブ流動資産残高の報告あり
　　　　

■ライオンズの誓い唱和　石川敏則ライ
オン

■会長挨拶　鈴木雅志会長
■審議事項
　・①～⑫号議案全て承認されました。
　・臨時理事会で保健福祉委員会アクティビティは承認されま
　　した。
■報告事項
１．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より　あかがねミュージアム
　出席者は鈴木会長です。
２．ＹＣＥ冬期派遣・受入オリエンテーションが
　11月23日（祝・水）ホテル椿館で行われます。
　出席者は伊藤幹事、白石誠一さんです。
３．クラブホームページがURLの変更に伴い更新されました。
　http://www.204-lc.club（会報の表紙に掲載）
■委員会報告
会員会則委員会
　新会員について
計画財務委員会
　家族会・11月第２例会について
ＰＲ広報委員会

　  会報誌とホームページについて
青少年委員会
　　岡部歩乃佳さん近況報告
保健福祉委員会
　献血・献眼登録 11/27イオン及び会長アクトについて
環境保全委員会
　愛リバー・愛ロードについて11/13
■その他　
・Ｒ親善スポーツ大会１１月２３日（祝水）８：５５より新居浜市市
　民体育館で開催されます。２チーム出場予定です。
■出席報告
　会員数５７名、出席４８名、欠席９名、出席率 84.2％
■テール・ツイスタータイム　　　　　　　　　　　　　
　ドネーション　68,000 円　ファイン　500 円　　　　　　　
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愛リバー・愛ロード活動報告
環境保全委員長　松 浦  一 雄　　　　　日時：平成２８年１１月１３日 7 : 0 0 ～　場所：商工会館周辺

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 (11月分 )

５８
３０
２８
３１
１４７

188
119
84
102
493

429,562
130,490
86,052
200,000
846,104

87.0
83.4
82.8
71.0
81.0

91.3
96.7
89.7
74.6
88.1

名 ％ ％ Ｈ 円

11月 13 日(日)　　新居浜CC

５３
４５ ４７

５１
４３
５８

４５
６２

９２
１0４
 ８８
１２０

  ２１.６
１４.４

   ５.２
３０.０

７７.６
８２.４
８２.８

福 山  　宏 ９０.０

大 石 隆 憲

宇 野 博 文

村 上 博 昭

準優勝

3　位

ＢＢ賞

アウト イン グロス ハンディ ネット氏　   名
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ゴルフ部会報告

BIRTHDAY&MARRIAGE
　

12 月誕生日おめでとうございます。
藤縄洲二、武市欣也、天野　淳、岡田浩二

12 月結婚記念日おめでとうございます。
武市欣也、加藤久博、白石誠一、高橋在錫

第 1348 回　11 月第二例会
〈夜間例会〉

11月24日（木）18:00～ ユアーズ

ゾーン・地区・国際協会の動き

行  事  予  定

・２Ｒリーダーシップ（指導力育成）研修会
　　　　　　１２月　４日（日）　14:15 ～　ユアーズ
・第 2回２Ｒ－１Ｚ地区ガバナー諮問委員会・ゾーンレベル会
　員委員会　１２月１７日（土）　15:30 ～　ふじ

・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会　　１２月１２日（月）18:30 ～　商工会館 3F
１２月第 1例会　　１２月１４日（水）12:15 ～　ユアーズ
１２月第２例会　　１２月２７日（火）12:15 ～　ユアーズ
・委員会
計画財務委員会　　　１２月　１日（木）18:30 ～　事務局
（臨時）青少年委員会 　１２月　２日（金）18:30 ～　事務局
環境保全委員会　　　１２月　６日（火）18:30 ～　事務局
会員会則委員会　　　１２月　７日（水）18:30 ～　事務局
保健福祉委員会　　　１２月　８日（木）18:30 ～　事務局
青少年委員会　　　　１２月１６日（金）18:30 ～　事務局　
出席大会委員会　　　１２月２７日（火）例会終了後　事務局
PR広報委員会　　 　１２月２８日（水）18:30 ～　事務局
・クラブ行事予定
・ＹＣＥ生（マレーシア）来日　
１２月８日（木）～２８日（水）　ホストファミリー（白石誠一ライ

オン）
・ＹＣＥ生（ニュージーランド）派遣　
１２月２１日（水）～１月８日（日）　（伊藤鼓美さん）
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　　１２月　４日（日）　　　　  新居浜ＣＣ
囲碁部会　　　　　未定
つれづれの会　　　１２月１４日（水）18:30 ～ 風月庵
くらげの会　　　　１２月　３日（土）～４日（日）神戸方面
スポーツ部会　　　１２月　９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２回

■ライオンズの誓い唱和　石川敏則ライ
オン

■会長挨拶　鈴木雅志会長
■審議事項
　・①～⑫号議案全て承認されました。
　・臨時理事会で保健福祉委員会アクティビティは承認されま
　　した。
■報告事項
１．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より　あかがねミュージアム
　出席者は鈴木会長です。
２．ＹＣＥ冬期派遣・受入オリエンテーションが
　11月23日（祝・水）ホテル椿館で行われます。
　出席者は伊藤幹事、白石誠一さんです。
３．クラブホームページがURLの変更に伴い更新されました。
　http://www.204-lc.club（会報の表紙に掲載）
■委員会報告
会員会則委員会
　新会員について
計画財務委員会
　家族会・11月第２例会について
ＰＲ広報委員会

　  会報誌とホームページについて
青少年委員会
　　岡部歩乃佳さん近況報告
保健福祉委員会
　献血・献眼登録 11/27イオン及び会長アクトについて
環境保全委員会
　愛リバー・愛ロードについて11/13
■その他　
・Ｒ親善スポーツ大会１１月２３日（祝水）８：５５より新居浜市市
　民体育館で開催されます。２チーム出場予定です。
■出席報告
　会員数５７名、出席４８名、欠席９名、出席率 84.2％
■テール・ツイスタータイム　　　　　　　　　　　　　
　ドネーション　68,000 円　ファイン　500 円　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　

　１１月１３日 日曜日の第２回愛リバ
ー・愛ロード清掃奉仕のボランティ
ア活動には、事務局の白石さんを
含めて３１名の方の参加をいただ
き、商工会議所前の県道と平和通
り、及び東川の清掃美化を滞りなく

実施することができました。
　ご参加いただいた皆様、お疲れ様でした。
　１１月に入り一気に寒くなり、１１月１０日は最高気
温が１２度と寒さが募ってきましたが、第２回愛リバ
ー・愛ロードの当日は朝から晴天で、この日の最高
気温は２０度まで上がりました。
　天候に恵まれ、いつもは手が回らないこともある東
川の清掃も行い、愛リバーも達成できました。

　薄暗い早朝に家を出て、軽く汗は流しましたが、
透き通る秋の日差しを受けて、心爽やかに奉仕活動
を終えることができました。
　改めて参加いただいた皆様に感謝致します。

■会長挨拶　鈴木雅志会長
■新会員入会式
　新会員　譽田幸弘
　　（ほんだゆきひろ）
■幹事報告
・審議事項　なし
・報告事項
１．ＹＣＥ冬期派遣・受入オリエンテーション
　１１月２３日（祝・水）14:30 ～　ホテル椿館
　出席者は伊藤幹事、白石誠一ライ

オンです。
２．２Ｒ親善ゴルフ大会
　１１月２６日（土） 滝の宮カントリークラブ　参加者１０名
３．２Ｒリーダーシップ（指導力育成）研修会が１２月４日（日）
　14:15より　ユアーズで行われます。
　出席者は伊藤久門副幹事です。
■委員会報告
出席大会委員会
　１月第２例会目標１００％出席について
青少年委員会
・新居浜市国際交流推進委員会　
　１１月２４日（木）15:50より市役所で行われました。
　出席者は垂水青少年委員長です。
保健福祉委員会
・新居浜特別支援学校川西分校　「福祉アクティビティ」
　制作依頼目録贈呈（30 万円）　１１月２４日（木）13:30 ～
　新居浜高専　出席者　三役、能瀬委員長
・第２回献血・献眼　１１月２７日（日）
　イオンモール駐車場で10:00より行われます。
環境保全委員会
・第２回愛リバー・愛ロード清掃奉仕作業が１１月１３日（日）　
　7:00より商工会館周辺で行われました。参加者３１名でした。
■その他　　　
・スポーツ大会部
　２Ｒ親善スポーツ大会１１月２３日（祝・水）
　8:55～新居浜市市民体育館
　結果：Ａチームは４位　Ｂチームは大健闘でした。　
　参加者１７名でした。
■出席報告
　会員数５８名、出席５２名、欠席６名、出席率 89.7％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　58,000 円
■懇親会　　　



■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：「愛媛県総合科学博物館」　撮影：森實好彦氏

●● 11月第一例会 ●●
鈴木　雅志　塩見さんの健康卓話とネットの会のホームページ更新とア
　　　　　　ップに感謝。健康第一に心掛けて頑張りましょう。
伊藤　龍一　塩見さん本日は会員卓話ありがとうございました。　　
　　　　　　１１月２３日の２Ｒ親善スポーツ大会もキャプテンとして宜し
　　　　　　くお願いします。
岡田　賢治　塩見さんの卓話に感謝。
塩見　秀晴　今日は卓話させて頂き誠に有難うございます。
永易　明洋　１０月２６日の家族会、楽しかったです。計画財務委員
　　　　　　会の皆様ありがとうございます。
藤縄　洲二　今治５５周年記念ゴルフで小波賞を頂きました。
松浦　一雄　布団の中で隙間風が気になる季節になりましたが風邪を
　　　　　　引かぬよう皆様健康に留意して御体を大切にして下さい。
石川　敏則　塩見さんの「健康卓話」ありがとうございました。
真鍋　憲夫　本格的な寒さになって来ました。風邪引きに注意して年
　　　　　　末を乗り切りましょう。アメリカの大統領選挙、どうなるの
　　　　　　かなあ～？
檜垣　孝志　立冬も過ぎ今日は木枯らし一号です。寒くなりますね。
　　　　　　御体を大事に！
宇野　博文　１１月に入って何故か花粉症に泣いています。例年１１
　　　　　　月は花粉は少ないのに！ここにも地球環境の変化を感じて
　　　　　　います。
加藤　久博　会員卓話に感謝して。
古川　貴章　１１月５日平家平１６９３ｍに登ってきました。天気も良く綺
　　　　　　麗でした。
有富　正治　お祭りも終わりました。皆様楽しまれましたか。来年のお
　　　　　　祭りまで３４２日となりました。まだまだ長いですね。
伊藤　嘉秀　寒くなってきました。皆様お体、御慈愛下さい。
伊藤　久門　ずいぶん寒くなりました。皆様体調管理に留意して健康
　　　　　　にお過ごし下さい。
高橋　　守　愛リバー・愛ロードに参加します。
佐伯　澄男　遅刻をしまして申し訳ございません。寒くなってきました。
　　　　　　風邪をひかないようにしましょう！
青野　淳助　昨日は歓迎会を開催していただき誠にありがとうございま
　　　　　　した。少し飲みすぎたせいか朝、酒が残っていたみた
　　　　　　いで今日はまだ車を運転していません。
能瀬　伸一　本日はご審議ありがとうございました。２７日の献血は皆
　　　　　　様のご参加よろしくお願い申し上げます。
岡村真里哉　先日の家族会は多くの方々の出席でとても良かったと思
　　　　　　います。また誕生日も祝っていただき有難うございました。
　　　　　　寒くなってきました。どうぞお身体御慈愛下さい。
山口　　泰　家族会のジャンケンで妻にバッグが当りました。
山下　邦俊　卓話に感謝。
白石　誠一　本日、早退させていただきます。
土岐　計一　早退いたします。
神野　雄太　寒くなりました。今年は秋が無かった気がします。
高橋　在錫　先月末仕事で東京に行った際に夜の渋谷を歩いてきまし
　　　　　　た。ハロウィンで大変な賑わいでした。
天野　　淳　１０月１７日　孫、３人目がうまれました。

・・・塩見秀晴さんの卓話に感謝・・・
真木泰彦／後藤達也／土岐敏勝／岡田浩二／山之内浩二／近藤盛
文／近藤充徳／大石隆憲／垂水康浩／大竹崇夫／村上博昭／
福山　宏

●●１１月第二例会●●
鈴木　雅志　譽田さんの入会を記念して。昨日のスポーツ大会、皆さ
　　　　　　んお疲れさまでした。
伊藤　龍一　本日は譽田さん、ご入会おめでとうございます。今後と
　　　　　　も宜しくお願い致します。
岡田　賢治　譽田さんの入会を歓迎します。頑張ってください。

譽田　幸弘　入会させて頂きありがとうございます。
塩見　秀晴　２Ｒ親善スポーツ大会４位でした。選手の皆様、応援の
　　　　　　皆様、サポートして下さった方々、誠に有難うございま
　　　　　　した。
永易　明洋　譽田さん入会おめでとうございます。ご活躍をお祈りしま
　　　　　　す。スポーツ大会に参加してきました。今日も筋肉痛です。
藤縄　洲二　２Ｒソフトバレー大会、健闘しました！塩見スポーツ部会
　　　　　　長及び参加の皆さんお疲れさまでした。
松浦　一雄　１２月になる前に東京では雪がふりましたが寒さに負けず
　　　　　　今年の冬も乗り切りましょう。インフルエンザの予防注射
　　　　　　も早めに受けましょう。
石川　敏則　譽田さんの入会を祝し歓迎します！
宇野　博文　夜間例会のお世話、計画財務委員会の皆様ご苦労さ
　　　　　　まです。楽しませていただきます。
加藤　久博　譽田さんの入会を祝して。
有富　正治　譽田さんのご入会を歓迎いたします。まだ字がかけませ
　　　　　　んがお許し下さい。
青野　淳助　紅白に藤あや子が出ないなんて淋し過ぎます。（和田ア
　　　　　　キ子はどうでもいいけど）演歌歌手は顔で決めたら良い
　　　　　　と思います。
能瀬　伸一　昨年ご協力頂きました年末商戦。あれから早、一年が
　　　　　　経ちました。新田委員長も頑張られていますので！皆様
　　　　　　のご協力よろしくお願い申し上げます。
岡村真里哉　昨日は初めてのソフトバレーでした。筋肉痛大変です！！
　　　　　　が楽しかったです。譽田先生入会おめでとうございます。
神野　雄太　新会員、歓迎します。
村上順一郎　新会員さんを歓迎いたします。
村上　博昭　先日より急に寒くなりましたが体調管理には充分気をつけ
　　　　　　ましょう。新会員　譽田さんの入会を歓迎いたします。
山之内浩二　バレーでは皆さんにご迷惑をお掛けしました。来年に向
　　　　　　けて頑張ります。
大上　幸雄　ソフトバレーボール大会おつかれ様でした。
石川　　稔　先日の奈良県での６０歳以上の野球の大会で２勝し、　
　　　　　　来年の甲子園での大会への出場権を獲得しました。
近藤　充徳　譽田様の入会を祝して。
後藤　達也　本日ご入会されました譽田　幸弘さんおめでとうござい
　　　　　　ます。ゴルフ部会の方でもご活躍期待しております。そ
　　　　　　れと昨日のバレーに参加された皆様お疲れ様でした。

・・・譽田幸弘さんの入会を歓迎します・・・
大石隆憲／高橋守／真木泰彦／岡田浩二／高橋在錫／垂水康浩
／上野  剛／新田久司／伊藤久門／土岐敏勝／福山  宏

　新居浜ライオンズクラブは１１月１３日（日）に愛リバー愛ロ
ードを実施し、新居浜商工会館周辺の道路、河川がすっか
り綺麗になりました。
　作業終了後の帰宅途中の松原町で、多くの方々の清掃
作業に出くわしました。また新居浜駅前の国領高木線道路
周辺も夕刻多くの参加を得て清掃作業が実施されているの
を見かけます。
　ボランティア清掃活動の輪が更に広がり、新居浜市が物
理的にも精神的にも住み易い街にしていきたいものです。
　宇野博文
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