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●● ６月第1例会 ●●
白石　誠一　石村さん、本日の卓話に感謝します。世界で頑張っ 
　　　　　　て下さい。
大竹　崇夫　石村嘉成様の卓話及び素晴らしい作品に感動致しま
　　　　　　した。有り難うございました。
田村　征夫　役員の皆さん一年間ご苦労様でした。体調不良が長
　　　　　　引く中、又一年が過ぎていきます。おつきあいいた
　　　　　　だき有り難うございました。
岡田　賢治　卓話に感謝
伊藤　嘉秀　石村嘉成さん、和徳さん今日は作品展示と卓話有り
　　　　　　難うございました。いつまでも応援しています。
　　　　　　一緒に頑張りましょう。
武市　欣也　国際大会、インターナショナルパレードの際は梅雨
　　　　　　の最中ながら晴れでありますように！
真鍋　憲夫　今期もあと一ヶ月、会長はじめ役員の皆様ご苦労様
　　　　　　です。来訪者の石村嘉成さまを歓迎します。
加藤　久博　石村さんの卓話に感謝して。
神野　雄太　先月三男が東京で結婚しました。やっと親の責任が
　　　　　　終了。
永易　明洋　石村さんの卓話に感謝します。環境保全委員会の昨
　　　　　　日の最後の委員会を終了し次期に引き継ぐことが出
　　　　　　来ました。大変お世話になりました。
有富　正治　ご来訪者を歓迎致します。また、卓話に感謝申し上
　　　　　　げます。
山下　邦俊　石村さんの版画、素晴らしいですね！
伊藤　久門　卓話に感謝！石村嘉成様の益々のご活躍を祈念申し
　　　　　　上げます。
鈴木　雅志　石村様の卓話と素晴らしい作品に感動して。
宇野　博文　梅雨に入りましたが涼しい日が続きます。石村さま
　　　　　　の卓話を楽しみにしています。有り難うございます。
檜垣　孝志　明日から札幌です。来週は東京で、月末は国際大会
　　　　　　で福岡です。６月は日本列島縦断ですネ。
山岡弘太郎　宝くじが当たりますように。
能瀬　伸一　卓話に感謝です。次回例会は今期最後の例会です。
　　　　　　100％を目指していきましょう！
山口　　泰　会報発行今月号で終わります。会長、幹事さん会員
　　　　　　の皆様のご協力有り難うございました。
・・・石村嘉成様の卓話に感謝します。・・・
岡田浩二／上野　剛／土岐敏勝／村上順一郎／大石隆憲／真木泰
彦／斉藤陽二朗／伊藤龍一／近藤充徳／近藤盛文／佐伯澄男
塩見　秀晴　一年間テーマー、有り難うございました。
垂水　康浩　今秋、9 月に松山の県美術館で石村嘉成展が開かれ
　　　　　　ます。皆さんどうぞ観に行って下さい。
土岐　計一　石村様卓話有り難うございました。誕生祝い有り難
　　　　　　うございます。
石川　敏則　梅雨に入りうっとうしい日が続きますが、身体に気
　　　　　　をつけて下さい。石村さんの卓話に感謝！
松浦　一雄　石村さん卓話有り難うございます。素晴らしい版画
　　　　　　を楽しませていただきました。
村上　博昭　石村嘉成さんの卓話に感謝！白石会長残りわずかな
　　　　　　例会となりました。大いに楽しんで下さい！
青野　泰介　本日は中学総体応援のため早退します。多分、一回
　　　　　　戦負けですが。
藤縄　洲二　在錫さんの S600 見ました。青春時代を思い出しま
　　　　　　すね！
高橋　在錫　今年もホタルが出ています。20 ～ 30 匹と少なめで
　　　　　　すがそれはそれは綺麗で毎晩楽しんでいます。
高橋　　守　石村様の卓話、ありがとうございました。
後藤　達也　今日も早退します。すみません。

●● ６月第 2 例会  ●●
白石　誠一　1年間お世話になりました。
大竹　崇夫　皆様のおかげをもちまして、良好な決算が出来そう
　　　　　　です。1年間のご協力誠に有り難うございました。
伊藤　嘉秀　一年間皆様のご支援のおかげで無事に終えることが
　　　　　　出来ました。ありがとうございました。
岡田　賢治　白石誠一会長又役員の方々一年間ご苦労様でした。

高橋　在錫　今日は今期最後の例会です。白石会長一年間ご苦労
　　　　　　様でした。
有富　正治　白石会長はじめ伊藤幹事、大竹会計一年間お疲れ様
　　　　　　でした。また次期三役の鈴木会長、伊藤幹事、岡田
　　　　　　会計のご活躍をお祈り申し上げます。
高橋　　守　白石会長はじめ役員様 1年間お世話になりました。
後藤　達也　白石会長はじめ幹事、会計、委員長の皆さんお疲れ
　　　　　　様でした。
松浦　一雄　白石会長をはじめ三役の皆様、ご苦労様でした。次
　　　　　　期三役の皆様期待しています。頑張って下さい。
近藤　充徳　計画財務委員会お世話になります。
伊藤　龍一　白石会長、伊藤幹事、大竹会計 1年間大変お疲れ様
　　　　　　でした。7 月より幹事の大役に就任致します。精一
　　　　　　杯頑張ります。宜しくお願い致します。
佐伯　澄男　白石会長、伊藤幹事、大竹会計一年間有り難うござ
　　　　　　いました。
永易　明洋　白石会長、伊藤幹事、大竹会計一年間本当にご苦労
　　　　　　様でした。お世話になりました。
古川　貴章　保健福祉委員長を一年間させていただきました。皆
　　　　　　様のご協力有り難うございました。
神野　雄太　白石会長他三役、一年間ご苦労様でした。
真鍋　憲夫　最後の例会に遅刻して申し訳ありません。本当に会
　　　　　　長はじめ役員の皆様一年間ご苦労様でした。感謝で
　　　　　　す。
垂水　康浩　博多の夜が我々を待っております。再び介護お願い
　　　　　　します。
新田　久司　白石会長をはじめ三役の皆さん一年間お疲れ様でし
　　　　　　た。
宇野　博文　白石会長一年間ご苦労様でした。次期鈴木会長お世
　　　　　　話になります。夜間例会の準備、運営等計画財務委
　　　　　　員会の皆さん有り難うございます。
・・・白石会長、伊藤幹事、大竹会計、役員の皆様一年間大変ご
　　　　　　　苦労様でした。ありがとうございました・・・
山下邦俊／大石隆憲／岡田浩二／土岐敏勝／村上順一郎／高橋　
彰／真木泰彦／山岡弘太郎／天野　淳／大上幸雄／藤縄洲二／加
藤久博／石川敏則／
檜垣　孝志　役員の皆様方、一年間ご苦労様でした。今週末は福
　　　　　　岡の国際大会に出席してきます。
能瀬　伸一　一年間大変お世話になりました。足らぬ点多々あり
　　　　　　ましたが皆さんのお力添えにより何とか終えること
　　　　　　が出来ました。来期も頑張ります！
青野　泰介　娘が南海放送ラジオに出演しました。
塩見　秀晴　テーマー１年間楽しくやれました。有り難うござい
　　　　　　ました。
鈴木　雅志　白石会長、伊藤幹事、大竹会計三役の皆さん大変お
　　　　　　疲れ様でした。一年間素晴らしいクラブ運営でした。
上野　　剛　お疲れ様です。今日も早退します。すみません！

　新年度を迎え、鈴木新体制でのスタートを切りました。世
の中は経済政策の成果が問われ、アベノミクスの評価が夏の
参議院選挙で示されました。
　当クラブも新体制で新たな活動を企画･立案され具体遂行
されますが、この会報誌がきちんと皆様へのご報告に役立ち、
多くの方々に興味を持ってご愛読頂けるように頑張ってまい
ります。
　今年度は鈴木会長方針で、多くの皆様にご投稿をお願いす
ることになりますが、ご理解、ご協力宜しくお願い申し上げ
ます。　宇野博文



国際会長　ボブ・コーリュー
　　〈テーマ〉「次なる山を目指して」 

３３６－Ａ地区ガバナー　真 鍋   隆　

　　〈スローガン〉「１００周年、夢と誇り・笑顔と絆でＷｅ Ｓｅｒｖｅ」

　　〈キーワード〉「挑む」

新居浜ライオンズクラブ会長　鈴 木  雅 志
　　〈スローガン〉「新たなる挑戦 We Serve」

〈ライオンズクラブスローガン〉

Liberty,Intelligence,Our Nation’s Safety
［自由を守り、知性を重んじ、われわれの国の安全をはかる］

〈モットー〉

We Serve
［われわれは奉仕する］

2016.7 ～ 2017.6

（New Mountain To Climb）

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

会長就任挨拶
会　長　　鈴 木  雅 志
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ゴルフ部会報告

７月誕生日おめでとうございます
近藤充徳、村上順一郎、永易明洋

檜垣孝志、松浦一雄

7 月結婚記念日おめでとうございます
山岡弘太郎

　本年度、ライオンズクラブ国際

協会は、創立１００周年を迎えます。

　我が新居浜ライオンズクラブも結

成５５周年記念大会を大成功のう

ちに終え、６０周年の佳節に向け

て新時代への革新の一歩を踏み出す大切な年でも

あります。

　大きな節目の時に、伝統ある新居浜ライオンズク

ラブの会長を務めさせていただく事になりました。

　大変光栄に思いますと共にその責任の重さを痛

感している次第でございます。

　336－Ａ地区ガバナー・スローガンは「１００周年

夢と誇り・笑顔と絆で We Serve」 ガバナー・キー

ワードは「挑む」を示されました。

　私は、本年度のスローガンを「新たなる挑戦・

We Serve」といたします。

　今一度、我々の永遠のテーマ「We Serve 我々

は奉仕する」の原点に立ち帰り、地域社会におい

て支援を切実に必要とされている人たちや、我々の

目の届かない厳しい環境下におかれている恵まれな

い子供達に私達ライオンズのまごころの愛の手を差

しのべて行く行動「ニューチャレンジ！！新たなる挑
戦」を展開してまいりたいと思います。

　その為にも、皆様方と知恵を出し合い、繰り返し

相談をしながら、勇気を持って行動に移してまいり

たいと思います。

　又、白石直前会長の意志を引き継ぎ、メンバー

同志の絆を更に深め、若い力と諸先輩とが一枚岩

となってクラブ運営が力強く推進出来ますよう、伊

藤 龍一幹事、岡田 賢治会計と共々に先頭に立っ

て努力してまいりたいと思いますので、メンバーの

皆様方のご支援、御協力を何卒宜しくお願い申し

上げます。

第 1338 回　6 月第二例会
〈夜間引継例会〉

6月22日（水）18:00～ ユアーズ

行  事  予  定
・理事・委員長会及び例会
（旧）臨時理事会 7月１１日（月）18:10 ～　商工会館 3F
理事･委員長会　７月１１日（月）18:30 ～　商工会館 3F
７月第 1例会　  ７月１３日（水）12:15 ～　ユアーズ
７月第２（夜間）例会  ７月２７日（水）18:00 ～　ユアーズ
・委員会
環境保全委員会　　７月　５日（火）18:30 ～　事務局
会員会則委員会　　７月　６日（水）18:30 ～　事務局
計画財務委員会　　７月　７日（木）18:30 ～　事務局
保健福祉委員会　　７月１４日（木）18:30 ～　事務局
青少年委員会　　　７月１５日（金）18:30 ～　事務局
出席大会委員会　　７月２８日（木）18:00 ～　事務局
PR広報委員会　　 ７月２８日（木）18:30 ～　事務局
・クラブ行事予定
第１回愛リバー・愛ロード清掃奉仕作業（市民一斉清掃）
　７月２４日（日）7:00 ～　商工会館周辺
・その他行事予定
平成２８年笑顔つなぐえひめ国体新居浜市競技別リハーサル大
会運営ボランティアスタッフ説明会
　７月　６日（水）19:00 ～　新居浜市役所
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　　　７月１０日（日）10:18　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　　　　　奇数月の予定
スポーツ部会　　　　７月８・２２日 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　

ライオンキーを白石誠一会長より鈴木雅志次期会長へ

■会長挨拶　白石誠一会長
■卓話　
　版画家 石村嘉成様、父 石村和徳様
■審議事項
１．例会出席 100％記念品予算について
　43,000円　（１３名程度）計上します。
■報告事項
１．準備リジョン会議が５月２８日（土）
　11:00 ～　西条市総合文化会館で行われます。出席者は次期三
　役です。
２．２Ｒ年次会合並びに懇親会が５月２８日（土）13:00 ～　西条市
　総合文化会館で行われます。出席者は現・次期三役、川嶋地区
　委員です。
３．次期クラブ三役オリエンテーションが６月５日（日）14:00 ～
　香川県琴平町の琴参閣で行われます。出席者は次期三役です。
４．平成２８年度えひめ学園関係機関連絡会議が６月１６日（木）
　13:00 ～　えひめ学園で行われます。
　出席者は鈴木第一副会長です
５．次期クラブ委員長スクール並びに献血・献眼セミナーが６月

　１９日（日）13:00 ～　リーガロイヤルホテルで行われます。
　出席者は次期／後藤L･T、福山T･T、新田計画財委員長、加藤会
　員会則委員長、塩見ＰＲ広報委員長、垂水青少年委員長、能瀬保
　健福祉委員長、松浦環境保全委員長、伊藤龍一次期幹事、川嶋地
　区委員です。
６．新会員オリエンテーリョンが６月８日 18:30 よりユアーズに
　て行われます。
　新会員出席者は青野泰介ライ

オン、天野 淳ライ
オン、上野 剛ライ

オン、大上幸雄ライ
オン、

　岡田浩二ライ
オン、垂水康浩ライ

オン、山岡弘太郎ライ
オンの７名です

■委員会報告
・会員会則委員会
　退会者 宇賀 潔さん（10 年以上在籍）へ記念品贈呈及び会報誌
　送付します。　（10,000 円）
・出席大会委員会
　６月第２夜間例会予算案について
　委員会開催日の変更について
　出席大会委員会６月２４日（金）から２８日（火）18:30 ～興慶に
　変更します。
■その他
１．岡部歩乃佳後援会入会報告（６月３日現在）
　入会件数 249 件　会費　2,282,000 円です。
２．国際大会の服装について
　白いTシャツ、白ズボン、白い靴下にハッピを着る。
■出席報告
　会員数 57 名　出席 50 名　欠席 7名　出席率 87.8％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　　　89,000 円
　　　　　　

■会長挨拶　白石誠一会長
■審議事項
１．退会者 熊本賢二さん (１０年以上在籍 ) へ記念品贈呈及び会報誌
　送付について　（10,000 円とします）
■報告事項 
１．平成２８年度新居浜市環境美化推進協議会総会　６月２４日（金）
　10:00 ～ 消防庁舎で行われます。出席者は松浦次期環境保全委
　員長です。
２．平成２８年度第１回英語主任会　６月２７日（月）15:00 ～
　新居浜市役所で開催されます。
　出席者は次期三役と垂水次期青少年委員長です。
３．あかがねミュージアムサポータークラブ平成２８年度通常総会　
　６月２８日（火）15:00～より行われます。出席者は伊藤次期幹事です。
４．岡部歩乃佳後援会理事会６月３０日（水）18:30 ～ユアーズにて
　行われます。
　出席者は現三役、次期第一、第二副会長、次期幹事、岡田さん、
　永易さん、現･次期青少年委員長、副委員長です。
５．平成２８年度笑顔つなぐえひめ国体新居浜市競技別リハーサル大
　会運営ボランティアスタッフ説明会が７月６日（水）19:00 ～文化セン
　ターで行われます。出席者は伊藤次期幹事です。
■委員会報告
会員会則委員会　退会者について
　・熊本賢二　　昭和５２年４月入会　（在籍３９年３か月）
　・久保田繁拡　平成２０年３月入会　（在籍８年４か月）
■その他
　岡部歩乃佳後援会入会報告（６月２０日現在）
　入会件数 270 件　会費　2,364,000 円
■委員長退任挨拶
■ライオンキー伝達式
■出席報告
　会員数 57 名、出席 49 名、欠席 8名、出席率 86.0％
■テール・ツイスタータイム　　　　　　　　　　　　　　　　
　　ドネーション　　90,500 円　ファイン　　500円
■懇親会
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幹事就任のご挨拶
幹　事　　伊 藤  龍 一

会計就任ご挨拶
会　計　　岡 田  賢 治

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

6月 6日（月）18:30～ユアーズ

第 1337 回　6 月第一例会
6月 8日（水）12:15～ ユアーズ

　本年度、伝統と歴史ある新居

浜ライオンズクラブの幹事の大役を

拝命いたしました伊藤龍一です。

　一年半前に鈴木雅志会長のもと

で幹事をさせて頂く決心をしてから

この日が近づくにつれて職務の責任の重さとプレッ

シャーに押しつぶされ、果たして自分に務まるのだ

ろうかと不安でいっぱいでした。

　しかし３３６複合地区年次大会、２Ｒ準備リジョン

会議、次期クラブ三役オリエンテーションなど参加

するにつれて自分の中の意識も少しずつ変化して

いきました。

　今は、不安な気持ちもありますが、重職に選ば

れたことを自分にとって与えられたすばらしい試練

の機会だと捉えて、自分の出来る事を余すことなく

精一杯出しきり、一年後みなさんに「幹事ようやっ

た」と言われるように努めていきたいと思います。

　また、会長スローガンである「新たなる挑戦 We 

Serve」の思いを今一度よく理解して、ライオンズ

クラブ活動とは何たるかを見つめ直し、今まで甘え

ていた自分に渇を入れ直したいと思います。　

　まだ入会４年目にてライオンズクラブの知識や経

験も未熟な若輩者ではありますが、鈴木会長を一

年間精一杯支えクラブ活動が円滑かつ活発に運営

できるように、全身全霊をかけて職務に身を投じた

いと思います。

　先輩諸兄におかれましては、一年間どうか厳し

い目で見て頂き、ご指導を頂けることをお願いいた

します。

‥ 新たなる挑戦 We Serve ‥

　この度、新居浜ライオンズクラブ
例会での卓話に私の親友でもありま
す石村父子をお招き頂き誠にありが
とうございました。
　石村氏と私は中学以来４０年に亘
る付き合いです。彼は香川大学を

卒業後、ご両親が経営する食肉の小売業から自分で
精肉行業を開拓し、現在西中学校の南で手広く事業
を営んでおります。
　事業は順調なのですが、私生活では長男嘉成君
が２歳で自閉症と診断され、また１１年前に病気で奥
様を亡くすなど、身近で彼の苦労をみてまいりました。
　嘉成君が新居浜商業高校在学中は、雨の日も風の
日も自転車で伴走をして通学させておりました。普通
なら車で送迎するところでしょうが、石村氏は、嘉成
君を社会に順応させるために敢えて厳しい道を選んだ
のです。
　嘉成君が生まれて２２年間、彼の自立に向け惜しみ
ない愛情を注いできたのでしょう。
　石村氏と嘉成君がの真摯な生き方が実を結んだの
か、商業高校在学中に寺尾先生という美術の先生に

才能を見出され、若手芸術家の登竜門であるフラン
スのコンクール、エコール・ド・パリで優秀賞を受賞し、
そして、今年、環境庁主催のコンクールで環境大臣
賞を受賞されました。
　昔、映画「レインマン」でダスティン・ホフマンが自
閉症の青年を演じ話題を呼びましたが、ビル・ゲイツ、
アインシュタイン、エジソン、キュリー夫人、ピカソ、
モーツアルト、太陽の塔の岡本太郎、そしてマイク、
タイソン等、世の中で天才といわれる偉人には発達障
がいの可能性がある方が多いと聞きます。
　また、その才能が世の中を便利な生活に変えたり、
人々に感動を与える作品を作ってきたこ事は言うまでも
ありません。
　私も今後、微力ながら彼らの支援をしてまいります
が、皆様も新居浜市発展のためにも、ご指導ご協力
の程よろしくお願い申し上げます。

版画家石村嘉成さんを迎えて
青少年委員会　垂 水  康 浩　   　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

　今期、鈴木会長のもと、会計を

拝命いたしました。

　平成２０年、有富会長のとき会

計を経験させて頂き、それ以来で

す。

　会長スローガン「新たなる挑戦Ｗｅ Ｓｅｒｖｅ」を

掲げて、私も新人に戻った気持ちで全力を尽くし頑

張りたいと思っています。

　会員の皆様にはご迷惑をお掛けするかもわかりま

せんがよろしくご協力のほどお願い致します。

そこで、久しぶりにライオン必携を手に取りました。

　改めて、私自身が肝に銘じておかなければなら

ない！！ということが書かれていました。

　僭越ですが会計就任挨拶に替えて記載させて頂

きます。

そもそもクラブはみんなで運営していくものである。

「一人の英雄もなく、一人の非協力者もいない」

姿が好ましいことはいうまでもない。

　埋もれた人材を発掘し、新しい経験を得させる

ことにより、クラブ全体がレベルアップすることが

望まれる。

　経験深い先輩に温かく見守られながら、次か

ら次へとバトン・タッチをして、常に新しい会員が

フレッシュな感覚で環境の変化に対応した運営を

していくことが、どれほど貴重であり有意義である

かを認識されたい。

■会長挨拶　白石誠一会長
■卓話　
　版画家 石村嘉成様、父 石村和徳様
■審議事項
１．例会出席 100％記念品予算について
　43,000円　（１３名程度）計上します。
■報告事項
１．準備リジョン会議が５月２８日（土）
　11:00 ～　西条市総合文化会館で行われます。出席者は次期三
　役です。
２．２Ｒ年次会合並びに懇親会が５月２８日（土）13:00 ～　西条市
　総合文化会館で行われます。出席者は現・次期三役、川嶋地区
　委員です。
３．次期クラブ三役オリエンテーションが６月５日（日）14:00 ～
　香川県琴平町の琴参閣で行われます。出席者は次期三役です。
４．平成２８年度えひめ学園関係機関連絡会議が６月１６日（木）
　13:00 ～　えひめ学園で行われます。
　出席者は鈴木第一副会長です
５．次期クラブ委員長スクール並びに献血・献眼セミナーが６月

平成 28 年 7 月 24 日（日） 7:00 ～ 商工会館駐車場集合
愛リバー・愛ロード清掃奉仕（市民一斉清掃）が実施されます。
皆様のご参加宜しくお願いします

お
知
ら
せ
！

　１９日（日）13:00 ～　リーガロイヤルホテルで行われます。
　出席者は次期／後藤L･T、福山T･T、新田計画財委員長、加藤会
　員会則委員長、塩見ＰＲ広報委員長、垂水青少年委員長、能瀬保
　健福祉委員長、松浦環境保全委員長、伊藤龍一次期幹事、川嶋地
　区委員です。
６．新会員オリエンテーリョンが６月８日 18:30 よりユアーズに
　て行われます。
　新会員出席者は青野泰介ライ

オン、天野 淳ライ
オン、上野 剛ライ

オン、大上幸雄ライ
オン、

　岡田浩二ライ
オン、垂水康浩ライ

オン、山岡弘太郎ライ
オンの７名です

■委員会報告
・会員会則委員会
　退会者 宇賀 潔さん（10 年以上在籍）へ記念品贈呈及び会報誌
　送付します。　（10,000 円）
・出席大会委員会
　６月第２夜間例会予算案について
　委員会開催日の変更について
　出席大会委員会６月２４日（金）から２８日（火）18:30 ～興慶に
　変更します。
■その他
１．岡部歩乃佳後援会入会報告（６月３日現在）
　入会件数 249 件　会費　2,282,000 円です。
２．国際大会の服装について
　白いTシャツ、白ズボン、白い靴下にハッピを着る。
■出席報告
　会員数 57 名　出席 50 名　欠席 7名　出席率 87.8％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　　　89,000 円
　　　　　　

●会長挨拶
●審議事項
１．退会者 宇賀 潔さん (10 年以上在籍 ) へ記念品贈呈及び会報誌送
　付について（10,000 円）
 ２．６月第２夜間例会予算案について
３．例会出席１００％記念品予算について　43,000 円（１３名程度）
４．委員会開催日の変更について
　出席大会委員会６月２４日（金）→２８日（火）18:30 ～興慶
●報告事項
１．2R- 準備リジョン会議５月２８日（土）11:00 ～　西条市総合文化会館
　
　出席者　次期三役
２．２Ｒ年次会合並びに懇親会　５月２８日（土）13:00 ～
　西条市総合文化会館　出席者　現・次期三役、川嶋地区委員
３．次期クラブ三役オリエンテーション　６月５日（日）14:00 ～　琴参閣
　出席者　次期三役
４．平成２８年度えひめ学園関係機関連絡会議６月１６日（木）13:00 ～
　えひめ学園　出席者　鈴木第一副会長
５．次期クラブ委員長スクール並びに献血・献眼セミナー
　６月１９日（日）13:00 ～　リーガ・ロイヤルホテル
　出席者　次期／後藤 L･T、福山T･T、新田計画財委員長、加藤会
　員会則委員長、塩見ＰＲ広報委員長、垂水青少年委員長、能瀬保健
　福祉委員長、松浦環境保全委員長、伊藤龍一幹事、川嶋地区委員

６．６月第一例会は作家石村嘉成さんの卓話があります。
　（環境白書表紙絵コンクール一般の部 環境大臣賞受賞）　
７．岡部歩乃佳後援会入会報告（６月３日現在）
　入会件数 249 件　会費　2,282,000 円
●委員会報告
会員会則委員会　退会者について　　　　　　　　　　　　　　
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元気の秘訣
PR 広報委員会　宇 野  博 文　   　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

次期クラブ三役オリエンテーションに参加して
幹　事　伊 藤  龍 一　　　　　　　　　日時：平成28年６月５日（日）14:00～　場所：琴参閣　   
　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

次期クラブ委員長スクール  献血・献眼セミナー報告
会員会則委員長　加 藤  久 博　　　　　　　　　　日時：６月19日（日）13:00～　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 場所：リーガロイヤルホテル新居浜　   　　　　
　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

クラブ新会員オリエンテーション開催される
PR広報委員会　　　　　　　　　　　　　日時：６月8日（日）18:30～　場所：ユアーズ

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

　この度、会員会則委員長に就任
致しました。私の仕事は、第一に新
会員の入会を推進することです。
　入会は招請のみという厳格なルー
ルを守り、１人でも多くの新しいメン
バーを迎えたいと思います。

　第二は退会の防止です。メンバーの減少はクラブに
とって、最大の危機です。メンバー間のコミュニケーシ
ョンを図り、風通しの良いクラブにして行かなければな
りません。第三は会則を遵守することです。
　まずは会則を理解することから始めたいと思います。
以上の事を重点に委員会メンバーと共に進んでいきた
いと思います。
　６月１９日（日）リーガロイヤルホテル新
居浜において、２Ｒ次期クラブ委員長スク
ールが開催されました。出席者は新居浜
ライオンズクラブから１０名、２Ｒ各クラブよ
り約１５０名の参加で盛大に開催されまし
た。スクールに先立ち平成２８年度献血・
献眼セミナーが開催されました。
　献血では若年層の献血をいかに増やし
ていくかが、最大の課題であると感じまし
た。献眼では身内の死と言う最悪の事態
に、故人の遺志に従い献眼を決意する

難しさを如何に乗り越える事ができるか、自問自答しま
した。
　分科会はＧＭＴ・ＧＬＴ・ＦＷＴ・会則分科会に出席
しました。ＦＷＴは初めて聞く言葉ですが、家族及び
女性という意味だそうです。
　分科会では課題を３つ出されました。①１クラブ３名
の増員、②女性会員１名以上の入会、③家族会員の
増強です。参加クラブの中で先進的なクラブは例会に
オブザーバー参加を推奨し、多いときは毎例会ごとに
数名参加することもあり、会員増強に繋がるケースが
多いそうです。女性会員の増強は既に女性会員がい
るクラブが有利であり、男性会員が多数を占めるクラ
ブに、女性会員が溶け込める環境造りから始めてい

かなければなりません。
　家族会員は国際協会での発言力の強
化のためでなく、例会やアクトに参加にす
る事を前提とした入会式を実施しているク
ラブも２クラブあり、家族会員のスタンスを
新たにする事が重要であると思います。
　以上が委員長スクールの報告です。
これから１年間会員会則委員長としてクラ
ブの為に出来る限り頑張って参りますの
で、メンバーの皆様のご協力をお願い申し
上げます。

会員会則委員長就任挨拶並びに

　　　　　　　　　　　　   　　　

　長い会社生活を振り返ってみて、
病気で休んだことは記憶にありませ
ん。花粉症で年間４か月間は苦しん
でいますが、風邪は引かないし、ど
こか悪いというところも今のところあり
ません。

　元気に生んでくれた親に感謝しなくてはなりません
が、少しだけ健康管理に努力していることを紹介させ
ていただきます。
　予防策として外出先から帰った際には［うがい］［手
洗い］を徹底します。会議中に風邪の症状がある人
が同席していれば、途中のトイレタイムに［うがい］をし、
会議終了時には更に［うがい］を徹底します。
　のどを保護するため［のどスプレー］を愛用してい
ます。仕事、ゴルフ等で汗をかいた際に、クーラーの
効いた部屋に入る場合には下着を交換します。就寝
中に汗ばんだ時にも下着を着換えます。
　運動不足解消には、ゴルフのプレー中には少し歩く

ことを意識しています。
　帰宅時（お酒の無い日）先ず腹筋運動を欠かさず
やっています。ぶら下がり健康器具を活用し肩や肩甲
骨を動かし整体に気を付けています。起床時と就寝
前に日課としてマッサージ機で１５分間背中と腰をほぐ
します。
　お酒の席も多いのですが、飲む前にウコン、胃腸
薬を飲むと翌日が楽です。就寝前と起床時のコップ
１杯の冷水も内臓に良いように感じています。
　ストレスや暗い気持ちは出来るだけ早く発散するよう
にゴルフやお酒の席を定期的に入れています。
　最近は週末に女房と日帰り温泉を楽しみ、心と身体
を癒しています。又、庭木の剪定や、家の周辺の草
引きも成果が直ぐ見え楽しい作業です。
　いろいろと書きましたが、これが決めてというものは
無く日々少しだけ健康を考えながら生活していることが
『元気の秘訣』だと感じています。
　もうしばらくは元気でお酒とゴルフを楽しみたいもの
です！！

　去る６月５日（日）ことひら温泉、琴参閣にて開催
されました次期クラブ三役オリエンテーションに次期
鈴木会長と岡田会計と私３名で参加して参りました。
ＪＲ新居浜駅に集合して電車を乗り継ぎ揺られること
約１時間、ＪＲ琴平駅に到着しました。
　会場の琴参閣に着きまずは全体会に参加しまし
た。橋本充好地区ガバナーの一年間を振り返った挨
拶から始まり、真鍋隆地区ガバナーエレクトがスロー
ガンや地区活動方針を発表されました。
　全体会の終了後私たち次期三役はそれぞれの分
科会に分かれて参加しました。私は、次期幹事研

修会に参加しまし
た。研修会のなか
では、三谷智省元
地区ガバナー・地
区名誉顧より幹事

の任務・心得をご講義頂きました。
　また近兼聖弘次期キャビネット幹事からは幹事へ
の期待と題してお話頂きました。どのお話も聞けば
聞くほどに幹事の役職の重要さと責任の重さを痛感
する次第でありました。
　帰りの電車での車中でもデッキにて次期三役３名
懇親を深めながら新居浜まで帰ってきました。
　今回の次期クラブ三役オリエテテーションに参加し
て勉強したことを次期からの幹事活動に役立ててい
きたいと思います。

　当クラブでは年度内に入会した新会員を対象にクラ
ブオリエンテーションを実施しています。
　昨年度は５５周年を迎え会長の強い願い、５５人以
上で式典を迎えたいと新会員を募集した功もあって、
７名の新会員を獲得し、６月８日に開催しました。
　前会長の挨拶の後、神野雄太会員会則委員長は
平成５年の入会時に「ゾーンとリジョンの違いだけ覚
えて帰ってほしい」と言われたのが強く心に残ったそう
です。
　さて、入会前のライオンズに対するイメージと実際に
入会して活動し始めての違いや感想などを１人づつお
聞きしました。

●大上幸雄ライ
オン：年度末からずっと無休で働いていま

す。店は水曜日が定休日なので例会日とあうのでいい
と思っていましたが関係ありませんでした。欠席や早
退もあって申し訳ありません。これからは休みも取れる
ようになるので頑張って出席します。

●山岡弘太郎ライ
オン：入会前はライオンズってもっと寄付

が多いのかなと思っていました。入ってからはえひめ
学園との交流 ( ソフトボールと食事会 ) にも参加させて
もらって忙しいけど楽しかったです。

●天野 淳ライ
オン：ライオンズに入るまでの印象は特にな

かったです。白石会長の強い勧めで入会しました。「入
会ＯＫの返事するまで会社から帰らない」って言われ

閉口しました。これからも時間の許す限りがんばって
出席します。

●上野 剛ライ
オン：入会前はライオンズって格式高いところ

だと思っていました。少しでも早く慣れて協力できるよ
うにしたいと思っています。

●岡田浩二ライ
オン：入会前のライオンズに特別な印象はあ

りませんでした。８ヶ月経ちましたが未だによくわかりま
せん。〈笑い〉経験を早く重ねて勉強していきます。

●垂水康弘ライ
オン：ソフトボールと硬式野球の指導者とし

て地域に貢献してきたつもりです。何かで奉仕できる
ことはと思っていたところでしたので躊躇することなく入
会させていただきました。年齢に関係なく交流させて
頂き大変よかったと思っています。

　なお、青野泰介ライ
オンは出張のため残念ながら欠席で

したが先般のＮＨＫ素人のど自慢新居浜大会で特別
賞をもらった報告を是非ま
とめていただきたいと思っ
ています。
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元気の秘訣
PR 広報委員会　宇 野  博 文　   　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

次期クラブ三役オリエンテーションに参加して
幹　事　伊 藤  龍 一　　　　　　　　　日時：平成28年６月５日（日）14:00～　場所：琴参閣　   
　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

次期クラブ委員長スクール  献血・献眼セミナー報告
会員会則委員長　加 藤  久 博　　　　　　　　　　日時：６月19日（日）13:00～　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 場所：リーガロイヤルホテル新居浜　   　　　　
　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

クラブ新会員オリエンテーション開催される
PR広報委員会　　　　　　　　　　　　　日時：６月8日（日）18:30～　場所：ユアーズ

‥ 新たなる挑戦 We Serve ‥

　この度、会員会則委員長に就任
致しました。私の仕事は、第一に新
会員の入会を推進することです。
　入会は招請のみという厳格なルー
ルを守り、１人でも多くの新しいメン
バーを迎えたいと思います。

　第二は退会の防止です。メンバーの減少はクラブに
とって、最大の危機です。メンバー間のコミュニケーシ
ョンを図り、風通しの良いクラブにして行かなければな
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り約１５０名の参加で盛大に開催されまし
た。スクールに先立ち平成２８年度献血・
献眼セミナーが開催されました。
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これから１年間会員会則委員長としてクラ
ブの為に出来る限り頑張って参りますの
で、メンバーの皆様のご協力をお願い申し
上げます。
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ん。花粉症で年間４か月間は苦しん
でいますが、風邪は引かないし、ど
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ていただきます。
　予防策として外出先から帰った際には［うがい］［手
洗い］を徹底します。会議中に風邪の症状がある人
が同席していれば、途中のトイレタイムに［うがい］をし、
会議終了時には更に［うがい］を徹底します。
　のどを保護するため［のどスプレー］を愛用してい
ます。仕事、ゴルフ等で汗をかいた際に、クーラーの
効いた部屋に入る場合には下着を交換します。就寝
中に汗ばんだ時にも下着を着換えます。
　運動不足解消には、ゴルフのプレー中には少し歩く

ことを意識しています。
　帰宅時（お酒の無い日）先ず腹筋運動を欠かさず
やっています。ぶら下がり健康器具を活用し肩や肩甲
骨を動かし整体に気を付けています。起床時と就寝
前に日課としてマッサージ機で１５分間背中と腰をほぐ
します。
　お酒の席も多いのですが、飲む前にウコン、胃腸
薬を飲むと翌日が楽です。就寝前と起床時のコップ
１杯の冷水も内臓に良いように感じています。
　ストレスや暗い気持ちは出来るだけ早く発散するよう
にゴルフやお酒の席を定期的に入れています。
　最近は週末に女房と日帰り温泉を楽しみ、心と身体
を癒しています。又、庭木の剪定や、家の周辺の草
引きも成果が直ぐ見え楽しい作業です。
　いろいろと書きましたが、これが決めてというものは
無く日々少しだけ健康を考えながら生活していることが
『元気の秘訣』だと感じています。
　もうしばらくは元気でお酒とゴルフを楽しみたいもの
です！！

　去る６月５日（日）ことひら温泉、琴参閣にて開催
されました次期クラブ三役オリエンテーションに次期
鈴木会長と岡田会計と私３名で参加して参りました。
ＪＲ新居浜駅に集合して電車を乗り継ぎ揺られること
約１時間、ＪＲ琴平駅に到着しました。
　会場の琴参閣に着きまずは全体会に参加しまし
た。橋本充好地区ガバナーの一年間を振り返った挨
拶から始まり、真鍋隆地区ガバナーエレクトがスロー
ガンや地区活動方針を発表されました。
　全体会の終了後私たち次期三役はそれぞれの分
科会に分かれて参加しました。私は、次期幹事研

修会に参加しまし
た。研修会のなか
では、三谷智省元
地区ガバナー・地
区名誉顧より幹事

の任務・心得をご講義頂きました。
　また近兼聖弘次期キャビネット幹事からは幹事へ
の期待と題してお話頂きました。どのお話も聞けば
聞くほどに幹事の役職の重要さと責任の重さを痛感
する次第でありました。
　帰りの電車での車中でもデッキにて次期三役３名
懇親を深めながら新居浜まで帰ってきました。
　今回の次期クラブ三役オリエテテーションに参加し
て勉強したことを次期からの幹事活動に役立ててい
きたいと思います。

　当クラブでは年度内に入会した新会員を対象にクラ
ブオリエンテーションを実施しています。
　昨年度は５５周年を迎え会長の強い願い、５５人以
上で式典を迎えたいと新会員を募集した功もあって、
７名の新会員を獲得し、６月８日に開催しました。
　前会長の挨拶の後、神野雄太会員会則委員長は
平成５年の入会時に「ゾーンとリジョンの違いだけ覚
えて帰ってほしい」と言われたのが強く心に残ったそう
です。
　さて、入会前のライオンズに対するイメージと実際に
入会して活動し始めての違いや感想などを１人づつお
聞きしました。

●大上幸雄ライ
オン：年度末からずっと無休で働いていま

す。店は水曜日が定休日なので例会日とあうのでいい
と思っていましたが関係ありませんでした。欠席や早
退もあって申し訳ありません。これからは休みも取れる
ようになるので頑張って出席します。

●山岡弘太郎ライ
オン：入会前はライオンズってもっと寄付

が多いのかなと思っていました。入ってからはえひめ
学園との交流 ( ソフトボールと食事会 ) にも参加させて
もらって忙しいけど楽しかったです。

●天野 淳ライ
オン：ライオンズに入るまでの印象は特にな

かったです。白石会長の強い勧めで入会しました。「入
会ＯＫの返事するまで会社から帰らない」って言われ

閉口しました。これからも時間の許す限りがんばって
出席します。

●上野 剛ライ
オン：入会前はライオンズって格式高いところ

だと思っていました。少しでも早く慣れて協力できるよ
うにしたいと思っています。

●岡田浩二ライ
オン：入会前のライオンズに特別な印象はあ

りませんでした。８ヶ月経ちましたが未だによくわかりま
せん。〈笑い〉経験を早く重ねて勉強していきます。

●垂水康弘ライ
オン：ソフトボールと硬式野球の指導者とし

て地域に貢献してきたつもりです。何かで奉仕できる
ことはと思っていたところでしたので躊躇することなく入
会させていただきました。年齢に関係なく交流させて
頂き大変よかったと思っています。

　なお、青野泰介ライ
オンは出張のため残念ながら欠席で

したが先般のＮＨＫ素人のど自慢新居浜大会で特別
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幹事就任のご挨拶
幹　事　　伊 藤  龍 一

会計就任ご挨拶
会　計　　岡 田  賢 治

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

6月 6日（月）18:30～ユアーズ

第 1337 回　6 月第一例会
6月 8日（水）12:15～ ユアーズ

　本年度、伝統と歴史ある新居

浜ライオンズクラブの幹事の大役を

拝命いたしました伊藤龍一です。

　一年半前に鈴木雅志会長のもと

で幹事をさせて頂く決心をしてから

この日が近づくにつれて職務の責任の重さとプレッ

シャーに押しつぶされ、果たして自分に務まるのだ

ろうかと不安でいっぱいでした。

　しかし３３６複合地区年次大会、２Ｒ準備リジョン

会議、次期クラブ三役オリエンテーションなど参加

するにつれて自分の中の意識も少しずつ変化して

いきました。

　今は、不安な気持ちもありますが、重職に選ば

れたことを自分にとって与えられたすばらしい試練

の機会だと捉えて、自分の出来る事を余すことなく

精一杯出しきり、一年後みなさんに「幹事ようやっ

た」と言われるように努めていきたいと思います。

　また、会長スローガンである「新たなる挑戦 We 

Serve」の思いを今一度よく理解して、ライオンズ

クラブ活動とは何たるかを見つめ直し、今まで甘え

ていた自分に渇を入れ直したいと思います。　

　まだ入会４年目にてライオンズクラブの知識や経

験も未熟な若輩者ではありますが、鈴木会長を一

年間精一杯支えクラブ活動が円滑かつ活発に運営

できるように、全身全霊をかけて職務に身を投じた

いと思います。

　先輩諸兄におかれましては、一年間どうか厳し

い目で見て頂き、ご指導を頂けることをお願いいた

します。

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

　この度、新居浜ライオンズクラブ
例会での卓話に私の親友でもありま
す石村父子をお招き頂き誠にありが
とうございました。
　石村氏と私は中学以来４０年に亘
る付き合いです。彼は香川大学を

卒業後、ご両親が経営する食肉の小売業から自分で
精肉行業を開拓し、現在西中学校の南で手広く事業
を営んでおります。
　事業は順調なのですが、私生活では長男嘉成君
が２歳で自閉症と診断され、また１１年前に病気で奥
様を亡くすなど、身近で彼の苦労をみてまいりました。
　嘉成君が新居浜商業高校在学中は、雨の日も風の
日も自転車で伴走をして通学させておりました。普通
なら車で送迎するところでしょうが、石村氏は、嘉成
君を社会に順応させるために敢えて厳しい道を選んだ
のです。
　嘉成君が生まれて２２年間、彼の自立に向け惜しみ
ない愛情を注いできたのでしょう。
　石村氏と嘉成君がの真摯な生き方が実を結んだの
か、商業高校在学中に寺尾先生という美術の先生に

才能を見出され、若手芸術家の登竜門であるフラン
スのコンクール、エコール・ド・パリで優秀賞を受賞し、
そして、今年、環境庁主催のコンクールで環境大臣
賞を受賞されました。
　昔、映画「レインマン」でダスティン・ホフマンが自
閉症の青年を演じ話題を呼びましたが、ビル・ゲイツ、
アインシュタイン、エジソン、キュリー夫人、ピカソ、
モーツアルト、太陽の塔の岡本太郎、そしてマイク、
タイソン等、世の中で天才といわれる偉人には発達障
がいの可能性がある方が多いと聞きます。
　また、その才能が世の中を便利な生活に変えたり、
人々に感動を与える作品を作ってきたこ事は言うまでも
ありません。
　私も今後、微力ながら彼らの支援をしてまいります
が、皆様も新居浜市発展のためにも、ご指導ご協力
の程よろしくお願い申し上げます。

版画家石村嘉成さんを迎えて
青少年委員会　垂 水  康 浩　   　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

　今期、鈴木会長のもと、会計を

拝命いたしました。

　平成２０年、有富会長のとき会

計を経験させて頂き、それ以来で

す。

　会長スローガン「新たなる挑戦Ｗｅ Ｓｅｒｖｅ」を

掲げて、私も新人に戻った気持ちで全力を尽くし頑

張りたいと思っています。

　会員の皆様にはご迷惑をお掛けするかもわかりま

せんがよろしくご協力のほどお願い致します。

そこで、久しぶりにライオン必携を手に取りました。

　改めて、私自身が肝に銘じておかなければなら

ない！！ということが書かれていました。

　僭越ですが会計就任挨拶に替えて記載させて頂

きます。

そもそもクラブはみんなで運営していくものである。

「一人の英雄もなく、一人の非協力者もいない」

姿が好ましいことはいうまでもない。

　埋もれた人材を発掘し、新しい経験を得させる

ことにより、クラブ全体がレベルアップすることが

望まれる。

　経験深い先輩に温かく見守られながら、次か

ら次へとバトン・タッチをして、常に新しい会員が

フレッシュな感覚で環境の変化に対応した運営を

していくことが、どれほど貴重であり有意義である

かを認識されたい。

■会長挨拶　白石誠一会長
■卓話　
　版画家 石村嘉成様、父 石村和徳様
■審議事項
１．例会出席 100％記念品予算について
　43,000円　（１３名程度）計上します。
■報告事項
１．準備リジョン会議が５月２８日（土）
　11:00 ～　西条市総合文化会館で行われます。出席者は次期三
　役です。
２．２Ｒ年次会合並びに懇親会が５月２８日（土）13:00 ～　西条市
　総合文化会館で行われます。出席者は現・次期三役、川嶋地区
　委員です。
３．次期クラブ三役オリエンテーションが６月５日（日）14:00 ～
　香川県琴平町の琴参閣で行われます。出席者は次期三役です。
４．平成２８年度えひめ学園関係機関連絡会議が６月１６日（木）
　13:00 ～　えひめ学園で行われます。
　出席者は鈴木第一副会長です
５．次期クラブ委員長スクール並びに献血・献眼セミナーが６月

平成 28 年 7 月 24 日（日） 7:00 ～ 商工会館駐車場集合
愛リバー・愛ロード清掃奉仕（市民一斉清掃）が実施されます。
皆様のご参加宜しくお願いします

お
知
ら
せ
！

　１９日（日）13:00 ～　リーガロイヤルホテルで行われます。
　出席者は次期／後藤L･T、福山T･T、新田計画財委員長、加藤会
　員会則委員長、塩見ＰＲ広報委員長、垂水青少年委員長、能瀬保
　健福祉委員長、松浦環境保全委員長、伊藤龍一次期幹事、川嶋地
　区委員です。
６．新会員オリエンテーリョンが６月８日 18:30 よりユアーズに
　て行われます。
　新会員出席者は青野泰介ライ

オン、天野 淳ライ
オン、上野 剛ライ

オン、大上幸雄ライ
オン、

　岡田浩二ライ
オン、垂水康浩ライ

オン、山岡弘太郎ライ
オンの７名です

■委員会報告
・会員会則委員会
　退会者 宇賀 潔さん（10 年以上在籍）へ記念品贈呈及び会報誌
　送付します。　（10,000 円）
・出席大会委員会
　６月第２夜間例会予算案について
　委員会開催日の変更について
　出席大会委員会６月２４日（金）から２８日（火）18:30 ～興慶に
　変更します。
■その他
１．岡部歩乃佳後援会入会報告（６月３日現在）
　入会件数 249 件　会費　2,282,000 円です。
２．国際大会の服装について
　白いTシャツ、白ズボン、白い靴下にハッピを着る。
■出席報告
　会員数 57 名　出席 50 名　欠席 7名　出席率 87.8％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　　　89,000 円
　　　　　　

●会長挨拶
●審議事項
１．退会者 宇賀 潔さん (10 年以上在籍 ) へ記念品贈呈及び会報誌送
　付について（10,000 円）
 ２．６月第２夜間例会予算案について
３．例会出席１００％記念品予算について　43,000 円（１３名程度）
４．委員会開催日の変更について
　出席大会委員会６月２４日（金）→２８日（火）18:30 ～興慶
●報告事項
１．2R- 準備リジョン会議５月２８日（土）11:00 ～　西条市総合文化会館
　
　出席者　次期三役
２．２Ｒ年次会合並びに懇親会　５月２８日（土）13:00 ～
　西条市総合文化会館　出席者　現・次期三役、川嶋地区委員
３．次期クラブ三役オリエンテーション　６月５日（日）14:00 ～　琴参閣
　出席者　次期三役
４．平成２８年度えひめ学園関係機関連絡会議６月１６日（木）13:00 ～
　えひめ学園　出席者　鈴木第一副会長
５．次期クラブ委員長スクール並びに献血・献眼セミナー
　６月１９日（日）13:00 ～　リーガ・ロイヤルホテル
　出席者　次期／後藤 L･T、福山T･T、新田計画財委員長、加藤会
　員会則委員長、塩見ＰＲ広報委員長、垂水青少年委員長、能瀬保健
　福祉委員長、松浦環境保全委員長、伊藤龍一幹事、川嶋地区委員

６．６月第一例会は作家石村嘉成さんの卓話があります。
　（環境白書表紙絵コンクール一般の部 環境大臣賞受賞）　
７．岡部歩乃佳後援会入会報告（６月３日現在）
　入会件数 249 件　会費　2,282,000 円
●委員会報告
会員会則委員会　退会者について　　　　　　　　　　　　　　



国際会長　ボブ・コーリュー
　　〈テーマ〉「次なる山を目指して」 

３３６－Ａ地区ガバナー　真 鍋   隆　

　　〈スローガン〉「１００周年、夢と誇り・笑顔と絆でＷｅ Ｓｅｒｖｅ」

　　〈キーワード〉「挑む」

新居浜ライオンズクラブ会長　鈴 木  雅 志
　　〈スローガン〉「新たなる挑戦 We Serve」

〈ライオンズクラブスローガン〉

Liberty,Intelligence,Our Nation’s Safety
［自由を守り、知性を重んじ、われわれの国の安全をはかる］

〈モットー〉

We Serve
［われわれは奉仕する］

2016.7 ～ 2017.6

（N ）

‥ 新たなる挑戦 We Serve ‥

会長就任挨拶
会　長　　鈴 木  雅 志
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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 (6月分 )
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２７
２８
３２
１４４
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0
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79
219

0
0
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70,000
102,690
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85.2
87.8
78.1
84.5

92.1
98.2
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81.3
90.3

名 ％ ％ Ｈ 円

6月 12 日(日)　　新居浜CC
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神 野 雄 太 ８４.４

古 川 貴 章

村 上 博 昭

藤 縄 洲 二

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

７月誕生日おめでとうございます
近藤充徳、村上順一郎、永易明洋

檜垣孝志、松浦一雄

7 月結婚記念日おめでとうございます
山岡弘太郎

　本年度、ライオンズクラブ国際

協会は、創立１００周年を迎えます。

　我が新居浜ライオンズクラブも結

成５５周年記念大会を大成功のう

ちに終え、６０周年の佳節に向け

て新時代への革新の一歩を踏み出す大切な年でも

あります。

　大きな節目の時に、伝統ある新居浜ライオンズク

ラブの会長を務めさせていただく事になりました。

　大変光栄に思いますと共にその責任の重さを痛

感している次第でございます。

　336－Ａ地区ガバナー・スローガンは「１００周年

夢と誇り・笑顔と絆で We Serve」 ガバナー・キー

ワードは「挑む」を示されました。

　私は、本年度のスローガンを「新たなる挑戦・

We Serve」といたします。

　今一度、我々の永遠のテーマ「We Serve 我々

は奉仕する」の原点に立ち帰り、地域社会におい

て支援を切実に必要とされている人たちや、我々の

目の届かない厳しい環境下におかれている恵まれな

い子供達に私達ライオンズのまごころの愛の手を差

しのべて行く行動「ニューチャレンジ！！新たなる挑
戦」を展開してまいりたいと思います。

　その為にも、皆様方と知恵を出し合い、繰り返し

相談をしながら、勇気を持って行動に移してまいり

たいと思います。

　又、白石直前会長の意志を引き継ぎ、メンバー

同志の絆を更に深め、若い力と諸先輩とが一枚岩

となってクラブ運営が力強く推進出来ますよう、伊

藤 龍一幹事、岡田 賢治会計と共々に先頭に立っ

て努力してまいりたいと思いますので、メンバーの

皆様方のご支援、御協力を何卒宜しくお願い申し

上げます。

第 1338 回　6 月第二例会
〈夜間引継例会〉

6月22日（水）18:00～ ユアーズ

行  事  予  定
・理事・委員長会及び例会
（旧）臨時理事会 7月１１日（月）18:10 ～　商工会館 3F
理事･委員長会　７月１１日（月）18:30 ～　商工会館 3F
７月第 1例会　  ７月１３日（水）12:15 ～　ユアーズ
７月第２（夜間）例会  ７月２７日（水）18:00 ～　ユアーズ
・委員会
環境保全委員会　　７月　５日（火）18:30 ～　事務局
会員会則委員会　　７月　６日（水）18:30 ～　事務局
計画財務委員会　　７月　７日（木）18:30 ～　事務局
保健福祉委員会　　７月１４日（木）18:30 ～　事務局
青少年委員会　　　７月１５日（金）18:30 ～　事務局
出席大会委員会　　７月２８日（木）18:00 ～　事務局
PR広報委員会　　 ７月２８日（木）18:30 ～　事務局
・クラブ行事予定
第１回愛リバー・愛ロード清掃奉仕作業（市民一斉清掃）
　７月２４日（日）7:00 ～　商工会館周辺
・その他行事予定
平成２８年笑顔つなぐえひめ国体新居浜市競技別リハーサル大
会運営ボランティアスタッフ説明会
　７月　６日（水）19:00 ～　新居浜市役所
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　　　７月１０日（日）10:18　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　　　　　奇数月の予定
スポーツ部会　　　　７月８・２２日 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　

ライオンキーを白石誠一会長より鈴木雅志次期会長へ

■会長挨拶　白石誠一会長
■卓話　
　版画家 石村嘉成様、父 石村和徳様
■審議事項
１．例会出席 100％記念品予算について
　43,000円　（１３名程度）計上します。
■報告事項
１．準備リジョン会議が５月２８日（土）
　11:00 ～　西条市総合文化会館で行われます。出席者は次期三
　役です。
２．２Ｒ年次会合並びに懇親会が５月２８日（土）13:00 ～　西条市
　総合文化会館で行われます。出席者は現・次期三役、川嶋地区
　委員です。
３．次期クラブ三役オリエンテーションが６月５日（日）14:00 ～
　香川県琴平町の琴参閣で行われます。出席者は次期三役です。
４．平成２８年度えひめ学園関係機関連絡会議が６月１６日（木）
　13:00 ～　えひめ学園で行われます。
　出席者は鈴木第一副会長です
５．次期クラブ委員長スクール並びに献血・献眼セミナーが６月

　１９日（日）13:00 ～　リーガロイヤルホテルで行われます。
　出席者は次期／後藤L･T、福山T･T、新田計画財委員長、加藤会
　員会則委員長、塩見ＰＲ広報委員長、垂水青少年委員長、能瀬保
　健福祉委員長、松浦環境保全委員長、伊藤龍一次期幹事、川嶋地
　区委員です。
６．新会員オリエンテーリョンが６月８日 18:30 よりユアーズに
　て行われます。
　新会員出席者は青野泰介ライ

オン、天野 淳ライ
オン、上野 剛ライ

オン、大上幸雄ライ
オン、

　岡田浩二ライ
オン、垂水康浩ライ

オン、山岡弘太郎ライ
オンの７名です

■委員会報告
・会員会則委員会
　退会者 宇賀 潔さん（10 年以上在籍）へ記念品贈呈及び会報誌
　送付します。　（10,000 円）
・出席大会委員会
　６月第２夜間例会予算案について
　委員会開催日の変更について
　出席大会委員会６月２４日（金）から２８日（火）18:30 ～興慶に
　変更します。
■その他
１．岡部歩乃佳後援会入会報告（６月３日現在）
　入会件数 249 件　会費　2,282,000 円です。
２．国際大会の服装について
　白いTシャツ、白ズボン、白い靴下にハッピを着る。
■出席報告
　会員数 57 名　出席 50 名　欠席 7名　出席率 87.8％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　　　89,000 円
　　　　　　

■会長挨拶　白石誠一会長
■審議事項
１．退会者 熊本賢二さん (１０年以上在籍 ) へ記念品贈呈及び会報誌
　送付について　（10,000 円とします）
■報告事項 
１．平成２８年度新居浜市環境美化推進協議会総会　６月２４日（金）
　10:00 ～ 消防庁舎で行われます。出席者は松浦次期環境保全委
　員長です。
２．平成２８年度第１回英語主任会　６月２７日（月）15:00 ～
　新居浜市役所で開催されます。
　出席者は次期三役と垂水次期青少年委員長です。
３．あかがねミュージアムサポータークラブ平成２８年度通常総会　
　６月２８日（火）15:00～より行われます。出席者は伊藤次期幹事です。
４．岡部歩乃佳後援会理事会６月３０日（水）18:30 ～ユアーズにて
　行われます。
　出席者は現三役、次期第一、第二副会長、次期幹事、岡田さん、
　永易さん、現･次期青少年委員長、副委員長です。
５．平成２８年度笑顔つなぐえひめ国体新居浜市競技別リハーサル大
　会運営ボランティアスタッフ説明会が７月６日（水）19:00 ～文化セン
　ターで行われます。出席者は伊藤次期幹事です。
■委員会報告
会員会則委員会　退会者について
　・熊本賢二　　昭和５２年４月入会　（在籍３９年３か月）
　・久保田繁拡　平成２０年３月入会　（在籍８年４か月）
■その他
　岡部歩乃佳後援会入会報告（６月２０日現在）
　入会件数 270 件　会費　2,364,000 円
■委員長退任挨拶
■ライオンキー伝達式
■出席報告
　会員数 57 名、出席 49 名、欠席 8名、出席率 86.0％
■テール・ツイスタータイム　　　　　　　　　　　　　　　　
　　ドネーション　　90,500 円　ファイン　　500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：「マリンパーク新居浜」　撮影：森實好彦氏

●● ６月第1例会 ●●
白石　誠一　石村さん、本日の卓話に感謝します。世界で頑張っ 
　　　　　　て下さい。
大竹　崇夫　石村嘉成様の卓話及び素晴らしい作品に感動致しま
　　　　　　した。有り難うございました。
田村　征夫　役員の皆さん一年間ご苦労様でした。体調不良が長
　　　　　　引く中、又一年が過ぎていきます。おつきあいいた
　　　　　　だき有り難うございました。
岡田　賢治　卓話に感謝
伊藤　嘉秀　石村嘉成さん、和徳さん今日は作品展示と卓話有り
　　　　　　難うございました。いつまでも応援しています。
　　　　　　一緒に頑張りましょう。
武市　欣也　国際大会、インターナショナルパレードの際は梅雨
　　　　　　の最中ながら晴れでありますように！
真鍋　憲夫　今期もあと一ヶ月、会長はじめ役員の皆様ご苦労様
　　　　　　です。来訪者の石村嘉成さまを歓迎します。
加藤　久博　石村さんの卓話に感謝して。
神野　雄太　先月三男が東京で結婚しました。やっと親の責任が
　　　　　　終了。
永易　明洋　石村さんの卓話に感謝します。環境保全委員会の昨
　　　　　　日の最後の委員会を終了し次期に引き継ぐことが出
　　　　　　来ました。大変お世話になりました。
有富　正治　ご来訪者を歓迎致します。また、卓話に感謝申し上
　　　　　　げます。
山下　邦俊　石村さんの版画、素晴らしいですね！
伊藤　久門　卓話に感謝！石村嘉成様の益々のご活躍を祈念申し
　　　　　　上げます。
鈴木　雅志　石村様の卓話と素晴らしい作品に感動して。
宇野　博文　梅雨に入りましたが涼しい日が続きます。石村さま
　　　　　　の卓話を楽しみにしています。有り難うございます。
檜垣　孝志　明日から札幌です。来週は東京で、月末は国際大会
　　　　　　で福岡です。６月は日本列島縦断ですネ。
山岡弘太郎　宝くじが当たりますように。
能瀬　伸一　卓話に感謝です。次回例会は今期最後の例会です。
　　　　　　100％を目指していきましょう！
山口　　泰　会報発行今月号で終わります。会長、幹事さん会員
　　　　　　の皆様のご協力有り難うございました。
・・・石村嘉成様の卓話に感謝します。・・・
岡田浩二／上野　剛／土岐敏勝／村上順一郎／大石隆憲／真木泰
彦／斉藤陽二朗／伊藤龍一／近藤充徳／近藤盛文／佐伯澄男
塩見　秀晴　一年間テーマー、有り難うございました。
垂水　康浩　今秋、9 月に松山の県美術館で石村嘉成展が開かれ
　　　　　　ます。皆さんどうぞ観に行って下さい。
土岐　計一　石村様卓話有り難うございました。誕生祝い有り難
　　　　　　うございます。
石川　敏則　梅雨に入りうっとうしい日が続きますが、身体に気
　　　　　　をつけて下さい。石村さんの卓話に感謝！
松浦　一雄　石村さん卓話有り難うございます。素晴らしい版画
　　　　　　を楽しませていただきました。
村上　博昭　石村嘉成さんの卓話に感謝！白石会長残りわずかな
　　　　　　例会となりました。大いに楽しんで下さい！
青野　泰介　本日は中学総体応援のため早退します。多分、一回
　　　　　　戦負けですが。
藤縄　洲二　在錫さんの S600 見ました。青春時代を思い出しま
　　　　　　すね！
高橋　在錫　今年もホタルが出ています。20 ～ 30 匹と少なめで
　　　　　　すがそれはそれは綺麗で毎晩楽しんでいます。
高橋　　守　石村様の卓話、ありがとうございました。
後藤　達也　今日も早退します。すみません。

●● ６月第 2 例会  ●●
白石　誠一　1年間お世話になりました。
大竹　崇夫　皆様のおかげをもちまして、良好な決算が出来そう
　　　　　　です。1年間のご協力誠に有り難うございました。
伊藤　嘉秀　一年間皆様のご支援のおかげで無事に終えることが
　　　　　　出来ました。ありがとうございました。
岡田　賢治　白石誠一会長又役員の方々一年間ご苦労様でした。

高橋　在錫　今日は今期最後の例会です。白石会長一年間ご苦労
　　　　　　様でした。
有富　正治　白石会長はじめ伊藤幹事、大竹会計一年間お疲れ様
　　　　　　でした。また次期三役の鈴木会長、伊藤幹事、岡田
　　　　　　会計のご活躍をお祈り申し上げます。
高橋　　守　白石会長はじめ役員様 1年間お世話になりました。
後藤　達也　白石会長はじめ幹事、会計、委員長の皆さんお疲れ
　　　　　　様でした。
松浦　一雄　白石会長をはじめ三役の皆様、ご苦労様でした。次
　　　　　　期三役の皆様期待しています。頑張って下さい。
近藤　充徳　計画財務委員会お世話になります。
伊藤　龍一　白石会長、伊藤幹事、大竹会計 1年間大変お疲れ様
　　　　　　でした。7 月より幹事の大役に就任致します。精一
　　　　　　杯頑張ります。宜しくお願い致します。
佐伯　澄男　白石会長、伊藤幹事、大竹会計一年間有り難うござ
　　　　　　いました。
永易　明洋　白石会長、伊藤幹事、大竹会計一年間本当にご苦労
　　　　　　様でした。お世話になりました。
古川　貴章　保健福祉委員長を一年間させていただきました。皆
　　　　　　様のご協力有り難うございました。
神野　雄太　白石会長他三役、一年間ご苦労様でした。
真鍋　憲夫　最後の例会に遅刻して申し訳ありません。本当に会
　　　　　　長はじめ役員の皆様一年間ご苦労様でした。感謝で
　　　　　　す。
垂水　康浩　博多の夜が我々を待っております。再び介護お願い
　　　　　　します。
新田　久司　白石会長をはじめ三役の皆さん一年間お疲れ様でし
　　　　　　た。
宇野　博文　白石会長一年間ご苦労様でした。次期鈴木会長お世
　　　　　　話になります。夜間例会の準備、運営等計画財務委
　　　　　　員会の皆さん有り難うございます。
・・・白石会長、伊藤幹事、大竹会計、役員の皆様一年間大変ご
　　　　　　　苦労様でした。ありがとうございました・・・
山下邦俊／大石隆憲／岡田浩二／土岐敏勝／村上順一郎／高橋　
彰／真木泰彦／山岡弘太郎／天野　淳／大上幸雄／藤縄洲二／加
藤久博／石川敏則／
檜垣　孝志　役員の皆様方、一年間ご苦労様でした。今週末は福
　　　　　　岡の国際大会に出席してきます。
能瀬　伸一　一年間大変お世話になりました。足らぬ点多々あり
　　　　　　ましたが皆さんのお力添えにより何とか終えること
　　　　　　が出来ました。来期も頑張ります！
青野　泰介　娘が南海放送ラジオに出演しました。
塩見　秀晴　テーマー１年間楽しくやれました。有り難うござい
　　　　　　ました。
鈴木　雅志　白石会長、伊藤幹事、大竹会計三役の皆さん大変お
　　　　　　疲れ様でした。一年間素晴らしいクラブ運営でした。
上野　　剛　お疲れ様です。今日も早退します。すみません！

　新年度を迎え、鈴木新体制でのスタートを切りました。世
の中は経済政策の成果が問われ、アベノミクスの評価が夏の
参議院選挙で示されました。
　当クラブも新体制で新たな活動を企画･立案され具体遂行
されますが、この会報誌がきちんと皆様へのご報告に役立ち、
多くの方々に興味を持ってご愛読頂けるように頑張ってまい
ります。
　今年度は鈴木会長方針で、多くの皆様にご投稿をお願いす
ることになりますが、ご理解、ご協力宜しくお願い申し上げ
ます。　宇野博文
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