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●● ７月第１例会 ●●
鈴木　雅志　一生懸命頑張りますので皆様、一年間宜しくお願いしま
　　　　　　す。
伊藤　龍一　本年度より幹事の職を拝命いたしました。鈴木会長を支
　　　　　　えクラブの運営を円滑に出来るように一生懸命頑張りま
　　　　　　す。一年間宜しくお願いします。
岡田　賢治　今期、会計を拝命しました。宜しくご協力お願いします。
能瀬　伸一　申し訳ないのですが本日より入院することとなりました。
　　　　　　皆様には大変ご迷惑をおかけしますが今は治療に専念
　　　　　　して少しでも早く帰ってきます。
大竹　崇夫　皆様のご協力のおかげで良好な決算が出来ました。誠
　　　　　　に有難うございます。鈴木丸の出航を祝福いたします。
伊藤　嘉秀　一年間幹事職を勤めさせていただきまして皆様にお世
　　　　　　話になりました。有難うございました。また国際大会で
　　　　　　は古川さん　佐伯さん　後藤さん　伊藤龍一さん　能
　　　　　　瀬さん、お世話になりました。早速本日欠席させていた
　　　　　　だき仕事をしてきます。失礼します。
白石　誠一　鈴木会長、一年間頑張って下さい。
永易　明洋　鈴木会長のもと新しい年度が始まりました。大いに期待
　　　　　　すると共に素晴らしい一年となる様に祈念します。
村上　順一郎　鈴木丸の門出を祝して。
松浦　一雄　新役員に皆様、ご苦労様です。一年間頑張って下さい。
有富　正治　鈴木船団の船出を祝して！！
佐伯　澄男　鈴木会長、一年間よろしくお願いします。
真鍋　憲夫　鈴木丸の門出を祝して！一年間宜しくお願いします。
山岡弘太郎　ゴルフコンペ準優勝！！取り切り杯　優勝！！助かります。
加藤　久博　新年度のスタートを祝して。
石川　敏則　鈴木会長、伊藤幹事、岡田会計、ご期待しています。
　　　　　　福岡国際大会参加の皆さんご苦労様です。
後藤　達也　鈴木会長　今期一年間頑張りましょう！五六八は控えめ
　　　　　　にして下さい。
山下　邦俊　鈴木新会長をはじめ役員の皆様、一年間宜しくお願い
　　　　　　いたします。
近藤　充徳　今期も宜しくお願いします。
宇野　博文　鈴木会長、伊藤幹事、岡田会計の新体制でのスタート
　　　　　　です。全員で新体制を応援していきたいものです。
新田　久司　鈴木会長はじめ三役の皆様一年間宜しくお願いします。
藤縄　洲二　新三役さんお世話になります。
高橋　　守　鈴木会長さん一年間宜しく頼みます。ガンバッテ下さい。
土岐　計一　鈴木会長船出おめでとう。
近藤　盛文　新役員の皆様お世話になります。ご活躍を祈っておりま
　　　　　　す。
天野　　淳　鈴木会長新年度出発おめでとうございます。
高橋　在錫　鈴木会長一年間宜しくお願いします。
古川　貴章　三役様一年間宜しくお願いいたします。
神野　雄太　例会出席率向上宜しくお願いします。
垂水　康浩　寝冷えし風邪をひかぬ様にご自愛下さい。
塩見　秀晴　７月号の会報皆様のお陰で本日無事発行出来ました。
　　　　　　是非読んでやって下さい。
大上　幸雄　本日 13:00 までに別子中学校へ行く幼児があり失礼さ
　　　　　　せていただきます。大変申し訳ありません。
伊藤　久門　白石直前会長、伊藤前幹事、大竹前会計　お疲れ様
　　　　　　でした。、有難うございました。新三役の皆様宜しくお
　　　　　　願いいたします。
檜垣　孝司　年度が変わって委員会の日時をすっかり忘れていました。
　　　　　　申し訳ありませんでした！
村上　博昭　鈴木会長の船出を祝して！！

・・・鈴木会長の船出を祈念して・・・
大石 隆憲／青野 泰介／上野  剛／岡田 浩二／福山  宏

　７月２４日（日）新居浜市民一斉清掃日に当新居浜ラ
イオンズクラブも愛リバー・愛ロード清掃奉仕作業を実施
しました。
　今年の市民一斉清掃は多くの地元企業、自治会の皆
さんの参画があり市内が見違えるほど綺麗になりました。
　商工会館周辺だけでなく市内至るとこで清掃作業に
励む市民の方 を々見かけました。
　ライオンズクラブの奉仕の輪が市民に広がり、市内が
何時でもこの美しい状態を維持したいものです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇野博文

●● ７月第２例会 ●●
鈴木　雅志　岡村さんの例会訪問を大歓迎いたします。メンバーの
　　　　　　皆さん今年は元気が一番で頑張りましょう。
伊藤　龍一　岡村さんの例会オブザーバー出席に感謝いたします。

岡田　賢治　今期初の夜間例会です。楽しくやりましょう。岡村さんの
　　　　　　入会を歓迎します。
永易　明洋　夜間例会の計画財務委員会の皆様、ご苦労様です。
　　　　　　楽しい会となりますことをご祈念します。暑い日が続きま
　　　　　　すが健康に留意して乗り切りましょう。
塩見　秀晴　レクバレーの練習、第二、第四金曜日、相手が決まっ
　　　　　　ていますので参加よろしくお願いします。
石川　敏則　暑中お見舞い申し上げます。気をつけよう詐欺と災害、
　　　　　　熱中症。
真鍋　憲夫　暑中お見舞い申し上げます。元気で夏を乗り切りましょう。
檜垣　孝志　朝顔を鉢植えしています。毎朝、楽しんでいます。
青野　泰介　ポケモンをつかまえています。
垂水　康浩　暑い日が続きます。でも夏だから仕方ないですね！
神野　雄太　暑い日が続きます。夏バテに注意しましょう。
高橋　　守　第一回　愛リバー・愛ロード、会員の皆様ご苦労様で
　　　　　　した。
古川　貴章　夏ですね。少し太りました。
石川　　稔　暑い日が続きます。皆様、ご自愛下さい。
宇野　博文　７月２４日の愛リバー・愛ロードの後で汗をかいたついで
　　　　　　に家の周辺の清掃作業を行いました。近所の方 も々や
　　　　　　られており新居浜市が綺麗になりました。
近藤　充徳　８月７日第一回献血献眼運動のご協力をお願いします。
松浦　一雄　先日７月２４日の愛リバー・愛ロードには大勢の皆様に参
　　　　　　加していただき有難うございました。今後とも宜しくお願
　　　　　　いします。
武市　欣也　福岡での国際大会。車椅子まで準備いただき、皆さん
　　　　　　に大変お世話になり感謝しています。
有富　正治　自治会の役員会と重なり早退させていただきます。
岡田　浩二　先日は父の葬儀に参列していただき誠にありがとうござい
　　　　　　ました。沢山の人達に見送っていただき父もよろこんで
　　　　　　いると思います。本当に有難うございました。
真木　泰彦　亡き父の葬儀に際しましてはご参列、お手伝いを頂きま
　　　　　　して有難うございました。
伊藤　嘉秀　本日は遅刻しまして申し訳ございません。感謝状を頂き
　　　　　　まして有難うございました。一年間勉強させていただい
　　　　　　て私が感謝しております。
白石　誠一　岡村さんをよろしくお願いします。出張のため愛リバー・
　　　　　　愛ロード参加できませんでした。
村上　博昭　岡村さんの転籍を歓迎します。
・・・岡村さんの入会を大歓迎します。・・・
高橋 在錫、新田 久司、後藤 達也、村上 順一郎、近藤 盛文、
加藤 久博、藤縄 洲二、福山  宏
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新 居 浜
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3　位
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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

　

８月誕生日おめでとうございます。
　田村 征夫、神野 雄太、岡田 賢治

第 1340 回　7 月第二例会
〈夜間例会〉

7月24日（水）18:00～ ユアーズ

行  事  予  定

ゾーン・地区・国際協会の動き
第１回１Ｚガバナー諮問委員会・ゾーンレベル会員委員会
　８月２０日（土）15:30 ～　グラッツェふじ

・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会　８月　８日（月）18:30 ～　商工会館 3F
８月第 1例会　  ８月１０日（水）12:15 ～　ユアーズ
８月第２例会　  ８月２４日（水）12:15 ～　ユアーズ
・委員会
環境保全委員会　　８月　２日（火）18:30 ～　事務局
会員会則委員会　　８月　３日（水）18:30 ～　事務局
計画財務委員会　　８月　４日（木）18:30 ～　事務局
保健福祉委員会　　８月１８日（木）18:30 ～　事務局
青少年委員会　　　８月１９日（金）18:30 ～　事務局
PR広報委員会　 　８月２５日（木）18:00 ～　事務局
出席大会委員会 　  ８月２６日（金）18:30 ～　事務局
・クラブ行事予定
第１回献血・献眼登録奉仕作業
　８月　７日（日）10:00 ～　イオンモール新居浜駐車場
第１例会２Ｒ・ＲＣ、１Ｚ・ＺＣ例会訪問
　８月１０日（水）12:15 ～　ユアーズ　
・その他行事予定
岡部歩乃佳選手と会員の集い
　８月２２日（月）18:30 ～　ユアーズ
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　８月２１日（日）10:32 ～        新居浜ＣＣ
囲碁部会　　　　未定
つれづれの会　　８月３０日（火）18:30 ～        華月
くらげの会　　　奇数月の予定
スポーツ部会　　８月１２・２６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
　

インターナショナルパレードに参加して
PR 広報委員会  理事　　石 川  敏 則

　６月２４日（金曜日）１９時商工会
館にメンバー２２名が集合し、バス
で一路松山港へ出発。
　フェリーくるしまで松山港から小倉
港へ、船中泊、翌朝６時に到着し、
途中朝食をとり、一路福岡へ向か

いました。
　途中で前日より宿泊されていた武市さんを迎えに行
き、３３６複合地区の集合場所である旧冷泉小学校
跡へ。そこで新幹線で来た５名（伊藤久門さんの奥
さんも参加）と合流し、パレードの開始をを待ちました。
　心配していた天気も小雨がぱらつくほどで合羽を着
るほどでもありませんでした。インターナショナルパレー
ドは大会のハイライトであり、まず先頭は日本です。
　我 も々船中で着替えた桜模様のハッピに白いズボン

と白い靴のいでたちで出発。
　ゴールの天神中央公園を目指して約２ｋｍを武市さ
んも車椅子で行進に参加。途中で沿道の人達とバッ
ジの交換をしたり、話をしたり、ハイタッチや握手をし

たり、楽しいパレードでした。
　なお、パレードは約１００ヶ国のライオンズクラブ会員
等約 12,000 人が参加しました。
　また、各国の民族衣装で参加したりマーチングバン
ドの演奏に合わせての行進で大いに盛り上がり楽しい
１日でした。なお大会は６月２４日から２８日まで開催さ
れますが私たちはメインである国際大会での開会式・
閉会式に参加しませんでした。
　パレードの余韻を残しながらホテルへ、夕食はバス
で移動し名物の水炊きを美味しくいただきました。
　お開きの後、ホテルに帰る人、博多名物屋台のラ
ーメン屋へ行く人と、さまざま思い思いで宴会場を後
にしました。
　６月２６日朝９時ホテルを出発、お土産屋さんで新幹
線組とお別れし、我々はお土産を買って大刀洗平和
記念館を見学。

　かってこの飛行場は特攻隊の中継基地として、多く
の若き特攻隊員たちの出撃を見送った場所である。
　展示物や映画を観賞したり、語り部のボランティア
の方の話を聞き感動しました。
　その後佐賀関港より帰路につきました。無事新居
浜着１９時３０分。
　会長、幹事の渾身的なもてなしに深く感謝申しあげ
ます。また関係者の皆様楽しいく有意義な３日間あり
がとうございました。皆さんお疲れさまでした。
　最後に一言「皆さんよく飲みますね！！」
また新入会員の垂水康浩さんと山岡弘太郎さんよりこ
の大会の感想をいただきました。同時に掲載させてい
ただきます。

　ライオンズクラブ国際大会におきまして、白石誠一
会長以下、我々新居浜ライオンズクラブ有志２８名は、
博多の街を存分に楽しんで参りました。
　とても楽しい実りのある旅でした。因みに生まれて
初めてラーメン屋を３軒ハシゴ致しました。
　　　　　　　　　　　　　　　垂水　康治

６月２４日（金）から白石会長を筆頭に第９９回ライオ
ンズクラブ国際大会に参加させて頂きました。
　初めての国際大会でしたが、スケールの大きさに圧
倒され続けました。
　ハイライトのインターナショナルパレードでは１００ヶ
国、12 , 0 0 0 人以上の人数が参加され民族衣装やお
国柄のファッションを見ることができました。
　我々 336-Ａ地区のメンバー達も堂 と々約２km の道
のりを行進できたと思います。
　今思えば、勇気を出して外国のライオン達とバッチ
交換やコミュニケーションをもっとすれば思い出深いも
のになったと思います。
　移動中、見学中、懇親会と何もかもが楽しく、色々
なことを経験する事ができました。
　最後に参加された皆様、お酒の飲み過ぎには気を
付けてください。
　　　　　　　　　　　　　　山岡　弘太郎

■ライオンズの誓い　村上博昭第 1副会長

■会長挨拶　鈴木雅志会長

■審議事項
　提出された①から㉚号議案すべて承認されました。
■報告事項
１．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 ～ 当館でおこなわれました。 
２．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
　７月６日（水）19:00 ～文化センターで行われました。
　出席者は伊藤龍一幹事です。
３．第１期会費　７月１５日（水）43,000 円を引き落とします。
４．第５５回東洋東南アジアライオンズフォーラム（香港）
　１１月１０日( 木 )～１３日(日)に開催されます。
　登録締切は８月２４日（水）です。詳細は事務局までお問合せ下さい。
５．２０２０年東京オリンピック・パラリンピック支援について
　会員一人あたり３か年で5,000 円の拠出
　（内訳）２０１６年－２０１７年 1,500 円
             ２０１７年－２０１８年 1,500 円
             ２０１８年－２０１９年 2,000 円
６．第１７回全国障がい者スポーツ大会支援について　
　年 1,000 円／会員１名、拠出します。
　３３６－Ａ地区２Ｒ１７クラブは大会使用の運動用具、施設会場道具
　購入の金銭アクティビティを行い支援する。
　２０１５年より２０１７年の３年間（今年度最終）
７．岡部歩乃佳後援会入会報告（７月８日現在）
　入会件数 273 件　会費　2,409,000 円

■委員会報告
会員会則委員会
・新会員について　11月頃入会予定
青少年委員会
・平成２８年度第１回英語主任会　
　６月２７日（月）15:00 ～新居浜市で開かれました。
　出席者は三役、垂水青少年委員長です。
保健福祉委員会
・７月第一例会で「ダメ。ゼッタイ」国連支援募金を行います。
環境保全委員会
・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した。
　出席者は松浦環境保全委員長です。
・第１回愛リバー・愛ロード（市民一斉清掃）
　７月２４日（日）7:00～に行われます。商工会館周辺の清掃

■その他
・岡部歩乃佳後援会理事会６月３０日（水）
　18:30 ～ ユアーズで開催されました。
　出席者は ( 前・現 ) 三役、第一副会長、永易明洋さん、( 前・現 )
　青少年委員長、副委員長でした。
・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　活動意向調査について
■出席報告
　会員数　５４名、出席　５２名、欠席　２名、出席率　96.3％
■テールツイスタータイム
　ドネーション　　87,000 円　　ファイン　　500円　　

インターナショナルパレード 平成２８年６月２５日（土）福岡市明治通り

■ライオンズの誓い　天野 淳ライ
オン

■会長挨拶　鈴木雅志会長
■審議事項　なし
■報告事項
１．８月第一例会（８月１０日）は河端 寛２Ｒ・RＣ、横井文明１Ｚ・ＺＣ
　の例会訪問があります。
２．８月１日（月）～４日（木）事務局をお休みさせて頂きます。

■委員会報告
会員会則委員会
・転籍会員の紹介　　
保健福祉委員会
・第１回献血・献眼運動が８月７日（日）10:00 よりイオンモール新居
　浜駐車場で行います。
環境保全委員会
・第１回愛リバー・愛ロード（市民一斉清掃）の一環として
　７月２４日（日）7:00 より商工会館周辺の除草・清掃を行いました。
　なお参加者は２５名でした。ご苦労様でした。

■出席報告
　会員数　５４名、出席　４５名、欠席　９名、出席率 83.3％

■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　138,000 円　ファイン　500円

■懇親会　　　　　　　　　　　　　　　　
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健康と食について  健康とは？食とは？なんだろう？
PR 広報委員会　斉 藤  陽 二 朗　   　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

‥ 新たなる挑戦 We Serve ‥

　健康とは？食とは？なんだろう？
二つの言葉とも巷にありふれた言葉
ではありますが、そんなに深く考え
たことがあるでしょうか？
　健康という言葉は、本来、健体
康心のことで、健全な体に安らかな

心が伴ってはじめて健康という意味を表しています。
　この健体康心を略して私たちは健康という言葉を
使ってるのです。これは体と心の両方のバランスが
大切です。
　単に肉体的に健康なだけでなく、毎日を明るく楽し
く生きるという精神的な面の健康も加わって、始めて
本当の「健康」といえます。
　"さてどうすれば、健康になれるのでしょうか？"
そこで大切なのが体の健康を支える毎日の食事で
す。昔から医食同源と言う教えがあります、日頃か
らバランスの取れた美味しい食事をとることで病気を
予防し、治療しようとする考え方です。
　体に良い物をとることで健康となり安定した生活が
送れるのです。しかしその食材の質が今、世界的
に問題視されています。
　最近の統計学では富裕層ほど、バランスの良い食
事を採っているのがわかっています。
　野菜、肉、穀物類などのバランスが良く野菜を多
く採っているのです。

　逆に貧困層ほど穀物類の摂取量が多くなり、肉と
野菜の摂取量が少なく偏った食事をしています。
これは何を表しているかと言いますと、貧困層ほど栄
養不足に陥りやすく病気になるリスクが高いということ
を表しています。
　それに加えて貧困層ほど、安くて危険な輸入食材
を知らずしらず購入しているのです。
　その危険食材の代表とされるのが、アジアの大国
で生産された、生野菜、加工食品、冷凍食品など
です。
　安い輸入食材の中には、体に危険を及ぼす物が
多く含まれています。それが今問題になっている、
中国製危険食材です。
　例えば、殺虫剤、除草剤漬けの生野菜、成長剤
で大きくなり爆発するトマトや西瓜、プラスティック米
を混ぜ、工業用ラードで艶を出したお米、病気にな
らないように抗生剤たっぷりの飼料漬けの豚肉や鶏
肉、加工食品に至っては何が入っているかわからな
いと言われています。
　こういった日本向け輸出用の食材は中国人も食べ
ません。中国の富裕層は日本のお米を食べ日本の無
農薬野菜を食べているのです。
　色 と々長くはなりましたが、現代は飽食の時代では
ありますが、四季折々の旬を食することが健康の原
点になると言えるのではないでしょうか。
　やっぱり旬の物を食べ、季節を感じることですね。

　６月２４日（金曜日）１９時商工会
館にメンバー２２名が集合し、バス
で一路松山港へ出発。
　フェリーくるしまで松山港から小倉
港へ、船中泊、翌朝６時に到着し、
途中朝食をとり、一路福岡へ向か

いました。
　途中で前日より宿泊されていた武市さんを迎えに行
き、３３６複合地区の集合場所である旧冷泉小学校
跡へ。そこで新幹線で来た５名（伊藤久門さんの奥
さんも参加）と合流し、パレードの開始をを待ちました。
　心配していた天気も小雨がぱらつくほどで合羽を着
るほどでもありませんでした。インターナショナルパレー
ドは大会のハイライトであり、まず先頭は日本です。
　我 も々船中で着替えた桜模様のハッピに白いズボン

と白い靴のいでたちで出発。
　ゴールの天神中央公園を目指して約２ｋｍを武市さ
んも車椅子で行進に参加。途中で沿道の人達とバッ
ジの交換をしたり、話をしたり、ハイタッチや握手をし

たり、楽しいパレードでした。
　なお、パレードは約１００ヶ国のライオンズクラブ会員
等約 12,000 人が参加しました。
　また、各国の民族衣装で参加したりマーチングバン
ドの演奏に合わせての行進で大いに盛り上がり楽しい
１日でした。なお大会は６月２４日から２８日まで開催さ
れますが私たちはメインである国際大会での開会式・
閉会式に参加しませんでした。
　パレードの余韻を残しながらホテルへ、夕食はバス
で移動し名物の水炊きを美味しくいただきました。
　お開きの後、ホテルに帰る人、博多名物屋台のラ
ーメン屋へ行く人と、さまざま思い思いで宴会場を後
にしました。
　６月２６日朝９時ホテルを出発、お土産屋さんで新幹
線組とお別れし、我々はお土産を買って大刀洗平和
記念館を見学。

　かってこの飛行場は特攻隊の中継基地として、多く
の若き特攻隊員たちの出撃を見送った場所である。
　展示物や映画を観賞したり、語り部のボランティア
の方の話を聞き感動しました。
　その後佐賀関港より帰路につきました。無事新居
浜着１９時３０分。
　会長、幹事の渾身的なもてなしに深く感謝申しあげ
ます。また関係者の皆様楽しいく有意義な３日間あり
がとうございました。皆さんお疲れさまでした。
　最後に一言「皆さんよく飲みますね！！」
また新入会員の垂水康浩さんと山岡弘太郎さんよりこ
の大会の感想をいただきました。同時に掲載させてい
ただきます。

　ライオンズクラブ国際大会におきまして、白石誠一
会長以下、我々新居浜ライオンズクラブ有志２８名は、
博多の街を存分に楽しんで参りました。
　とても楽しい実りのある旅でした。因みに生まれて
初めてラーメン屋を３軒ハシゴ致しました。
　　　　　　　　　　　　　　　垂水　康治

６月２４日（金）から白石会長を筆頭に第９９回ライオ
ンズクラブ国際大会に参加させて頂きました。
　初めての国際大会でしたが、スケールの大きさに圧
倒され続けました。
　ハイライトのインターナショナルパレードでは１００ヶ
国、12 , 0 0 0 人以上の人数が参加され民族衣装やお
国柄のファッションを見ることができました。
　我々 336-Ａ地区のメンバー達も堂 と々約２km の道
のりを行進できたと思います。
　今思えば、勇気を出して外国のライオン達とバッチ
交換やコミュニケーションをもっとすれば思い出深いも
のになったと思います。
　移動中、見学中、懇親会と何もかもが楽しく、色々
なことを経験する事ができました。
　最後に参加された皆様、お酒の飲み過ぎには気を
付けてください。
　　　　　　　　　　　　　　山岡　弘太郎

■環境保全委員長　松 浦  一 雄　
　「続けよう ！ 愛リバー・愛ロード」

　今期、環境保全委員長をさせて
いただくことになりました松浦です。
　愛リバー・愛ロードのボランティア
活動に、皆様のご出席、ご協力を
お願いします。
　愛媛県は、平成１３年に「愛リバ
ー・愛ロードサポーター事業」を始

めました。
　この事業は、行政と地域住民の合意・協働により、
道路及び河川の清掃美化活動を通じて、人々に潤い
や豊かさ、快適さを与える美しい景観作りを創出し・
維持するために、地域にふさわしい道路及び環境づ

くりを進めようとするものです。
　新居浜ライオンズクラブでは、この趣旨に賛同して、
平成１４年１０月８日に参加団体の登録をしています。
　地球の環境問題がますます深刻になっている現在、
自分たちが住んでいる地域の環境汚染や健康被害が
発生しないよう見守っていくことが新居浜ライオンズの
使命と考え、継続事業として１５年間続けています。
　今年度は、例年同様、年３回の愛リバー・愛ロー
ドの奉仕作業を予定（７月、１１月、３月）しています。
　早朝の１時間、多数の会員の参加で道路も河川も
きれいになり、また皆さんの心も爽やかになる奉仕作
業ができますよう、会員皆様のご理解ご協力をお願い
します。

■保健福祉委員長　能 瀬  伸 一
　今期、保健福祉委員会の委員長
を仰せつかりました能瀬です。
　昨期、初の委員長を務めさせて
頂きましたが、まだまだ勉強不足、
至らぬ点多々ございます。
　力不足とは承知しておりますが、
任せられた以上、精一杯努力して参

　　　　　　　る所存です。

　今期は例年どおり、年三回の献血、献眼活動を実
施し、合わせて献腎、骨髄ドナー登録推進運動も行
います。
　また、薬物乱用防止活動としては、クラブ内におけ
る規範意識向上と啓発強化を行います。
　さらに、今期は会長の想いもあり、肢体不自由者
への奉仕活動を行います。現時点では構想を模索中

■ライオンズの誓い　村上博昭第 1副会長

■会長挨拶　鈴木雅志会長

■審議事項
　提出された①から㉚号議案すべて承認されました。
■報告事項
１．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 ～ 当館でおこなわれました。 
２．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
　７月６日（水）19:00 ～文化センターで行われました。
　出席者は伊藤龍一幹事です。
３．第１期会費　７月１５日（水）43,000 円を引き落とします。
４．第５５回東洋東南アジアライオンズフォーラム（香港）
　１１月１０日( 木 )～１３日(日)に開催されます。
　登録締切は８月２４日（水）です。詳細は事務局までお問合せ下さい。
５．２０２０年東京オリンピック・パラリンピック支援について
　会員一人あたり３か年で5,000 円の拠出
　（内訳）２０１６年－２０１７年 1,500 円
             ２０１７年－２０１８年 1,500 円
             ２０１８年－２０１９年 2,000 円
６．第１７回全国障がい者スポーツ大会支援について　
　年 1,000 円／会員１名、拠出します。
　３３６－Ａ地区２Ｒ１７クラブは大会使用の運動用具、施設会場道具
　購入の金銭アクティビティを行い支援する。
　２０１５年より２０１７年の３年間（今年度最終）
７．岡部歩乃佳後援会入会報告（７月８日現在）
　入会件数 273 件　会費　2,409,000 円

■委員会報告
会員会則委員会
・新会員について　11月頃入会予定
青少年委員会
・平成２８年度第１回英語主任会　
　６月２７日（月）15:00 ～新居浜市で開かれました。
　出席者は三役、垂水青少年委員長です。
保健福祉委員会
・７月第一例会で「ダメ。ゼッタイ」国連支援募金を行います。
環境保全委員会
・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した。
　出席者は松浦環境保全委員長です。
・第１回愛リバー・愛ロード（市民一斉清掃）
　７月２４日（日）7:00～に行われます。商工会館周辺の清掃

■その他
・岡部歩乃佳後援会理事会６月３０日（水）
　18:30 ～ ユアーズで開催されました。
　出席者は ( 前・現 ) 三役、第一副会長、永易明洋さん、( 前・現 )
　青少年委員長、副委員長でした。
・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　活動意向調査について
■出席報告
　会員数　５４名、出席　５２名、欠席　２名、出席率　96.3％
■テールツイスタータイム
　ドネーション　　87,000 円　　ファイン　　500円　　

ですが、奉仕の精神と人間愛をもって事業に取り組ん
でまいります。
　今期でようやく三年目。まだまだ我武者羅に活動し
なくてはならない時期ではありますが、少し気が緩み

がちな自分に気が付く時があります。
　今一度気を引き締めてこの一年間活動して参りま
す。ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
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■PR 広報委員長　塩 見  秀 晴
　本年度ＰＲ広報委員長をお引き受
けしました。
　広報は一ヶ月早く始まり、休むこと
なく１２回会報を発行する最後まで気
の抜けない委員会です。
　会長方針に従い、キャビネットの

広報委員長方針を見極めながら、今まで先輩たちが
築いてくれた手作り会報誌を一生懸命、各委員が心
を一つにしてがんばります。
　中でも本年は出来るだけ多くの会員さんから原稿を

集めることをポイントにしています。
　健康づくり、趣味、旅行、など題材は多いと思いま
す。どうしても書けないとおっしゃる方には委員が出張
して談話としてまとめます。５０周年記念誌の時も全員
に書いて頂きました。
　広報としての記録性を尊重しながら、会員や配布
先の方にも興味をもって読んでいただける広報誌を目
指します。
この先、原稿依頼文が届きましたら嫌がらずに、どう
ぞ積極的に、期限までに投稿お願いいたします。
一年間どうぞよろしくお願いいたします。

■出席大会委員長　神 野  雄 太
　鈴木会長より出席大会委員長に
任命された神野です。
　今季の会長方針は純出席 85％メ
ークアップ後 95％以上が目標です。
それと例会純出席 100％を年間 1 回
以上達成して欲しい厳しいノルマを

課せられております。
　会員には権利と義務があり、義務の一番目に例会
出席があります。
　しかし仕事等の都合でどうしても例会出席できない
場合、出席メークアップ規則があり例会の前後それぞ
れ１３日間以内に他クラブの例会出席、所属クラブの
理事会・常設委員会・アクティビティへの出席等で例

会出席したものとみなされます。
　また国際大会・東洋東南アジアフォーラム・複合地
区・地区大会への出席も同様です。ぜひ活用してほ
しいと思います。
　前期は１００％純出席者が１４名もおり、出席率の向
上に寄与しました。
　今季もぜひたくさんの１００％純出席者が出るように
会員皆様のご協力よろしくお願い致します。
　また各委員会委員長にお願いなのですが、例会欠
席した委員の人にメークアップを何で取るか、ご指導
お願いします。
　最後に来年の４月８･９日に開催される地区年次大
会も多くの会員が出席するよう積極的に勧誘したいと
思っております。

■計画財務委員長　新 田  久 司
　本年度、鈴木会長より計画財務
委員会の委員長を仰せつかりました 
新田です。
　私も入会して１２年になりますが、
計画財務委員会は、初めてですの
で楽しみ半分、不安半分の気持ち
ですが なんとか一年間  頑張っていき

たいと思います。
　事業の方ですが、本年度は会長より歴代会長 幹
事を称える会を夜間例会にして時間をかけて 今まで
の功績を称えお祝いしたいとの思いです。
　また、健康例会を開催して メンバーの健康管理に

も気をつけながら 何か興味を持って 例会に参加しや
すい雰囲気作りをしていくこと、そして家族会もメンバ
ーの奥様やご家族の方が参加しやすい楽しい会にし
ていきたいと思います。
　そしてメンバーの同士の絆がより一層深まるような事
業をしていきたいと思います。
　その他にもいろいろ忙しい委員会とは思いますが、
経験豊富な理事の高橋在錫さんを初め委員会メンバ
ーの皆様のご協力のもと頑張っていきたいと思います
のでクラブメンバーの皆様 一年間どうぞよろしくお願い
致します。

ライオン・テーマー就任ご挨拶
ライオン・テーマー　後 藤   達 也

　鈴木会長よりご指名をいただきまし
てこの度テール・ツイスターを務めさ
せていただく事になりました。
　昨年度は直前会長という立場で申
し訳無い位、のんびりと過させてい
ただきました。

　直前会長というのは委員会にも属していないので自
分がライオンズクラブの会員という事を忘れてしまいそ
うになるほどボケーっとしてしまいます。

　さて委員長スクールでいただいた資料によりますとテ
ール・ツイスターとは尻尾をつねる人ということのようで
す。いわばちょっかいを出す人という事で「会合の引
き立て役」会合の活気を盛り上げ、友愛の情を一段
と深め、全体の雰囲気を和やかに保つ事が使命。
　旺盛な独創力とユーモラスな才知の持ち主である
事が必要である、とありました。
　こんな事、私に出来るのかとプレッシャーを感じます
がこの一年、一生懸命に務めさせていただくつもりで
すのでどうぞ皆様もご協力を宜しくお願い致します。

テール・ツイスター就任挨拶
テール・ツイスター　福  山  　宏

　このたびライオン・テーマーに任
命されました。私にとって初の大役
になります。
　鈴木会長から、入会して間もない
私に　「テーマーをやってくれない
か」と依頼があり不安よりも鈴木会

長から期待されている事が大変嬉しく、即答で受諾さ
せていただきました。
　私は以前から団体活動が大の苦手でした。今でも
そうかもしれません。しかし４０歳をすぎ事業主となり
少しは社交性を持たないとという思いが芽生え入会さ

せていただきました。
　こんな私でも期待してくれて任務を与えていただけ
るのは有り難いことです。
　先日、受講したライオン・テーマー分科会の資料に
ライオン・テーマーとはライオンを飼いならす人、即ち
奉仕という利益をともなわない目的に向かって心を一つ
にさせるための調教師であり、」と書かれています。
　初めてのことでどこまでやれるのかわかりませんが一
年後、少しでも成長していられるよう精進したいと思い
ます。

■会員会則委員長　加 藤  久 博 　会員会則委員長の就任挨拶は前年度６月号に掲
載いたしました。

■青少年委員長　垂 水  康 浩
　みなさん、こんにちは。
この度、青少年委員長に任命されま
した垂水です。
　この世に生を受けて５５年と１０ヶ
月、まさかこんな大役を仰せつかると
は夢にも思っていませんでした。
　私は、スポーツ鑑賞が趣味で、

特に高校生アスリートが大好きです。
　しかし、ここ暫くは、新居浜勢は低迷を続けており
ます。新居浜商業高校の野球・女子バスケットボール、
新居浜工業高校のハンドボールと全国的に強い時期

がありましたから、残念でなりません。
　今後は、私を育んで下さった新居浜市の為に、ま
たスポーツ界発展の為に尽力して参りたいと考えてい
ます。
　新居浜ライオンズクラブに入会させて頂いてからまだ
１年で、わからない事だらけではありますが、任された
以上、不退転の決意で、鈴木会長始めメンバーの方々
に迷惑を掛けぬよう、また、ライオンズの名を汚さぬよ
う精進してまいります。
　今後共よろしくお願い申し上げます。
PS：岡部歩乃佳ちゃんを東京で応援出来る事を祈っ
ています。

■保健福祉委員長　能 瀬  伸 一
　今期、保健福祉委員会の委員長
を仰せつかりました能瀬です。
　昨期、初の委員長を務めさせて
頂きましたが、まだまだ勉強不足、
至らぬ点多々ございます。
　力不足とは承知しておりますが、
任せられた以上、精一杯努力して参

　　　　　　　る所存です。

　今期は例年どおり、年三回の献血、献眼活動を実
施し、合わせて献腎、骨髄ドナー登録推進運動も行
います。
　また、薬物乱用防止活動としては、クラブ内におけ
る規範意識向上と啓発強化を行います。
　さらに、今期は会長の想いもあり、肢体不自由者
への奉仕活動を行います。現時点では構想を模索中任せ

■ライオンズの誓い　村上博昭第 1副会長

■会長挨拶　鈴木雅志会長

■審議事項
　提出された①から㉚号議案すべて承認されました。
■報告事項
１．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 ～ 当館でおこなわれました。 
２．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
　７月６日（水）19:00 ～文化センターで行われました。
　出席者は伊藤龍一幹事です。
３．第１期会費　７月１５日（水）43,000 円を引き落とします。
４．第５５回東洋東南アジアライオンズフォーラム（香港）
　１１月１０日( 木 )～１３日(日)に開催されます。
　登録締切は８月２４日（水）です。詳細は事務局までお問合せ下さい。
５．２０２０年東京オリンピック・パラリンピック支援について
　会員一人あたり３か年で5,000 円の拠出
　（内訳）２０１６年－２０１７年 1,500 円
             ２０１７年－２０１８年 1,500 円
             ２０１８年－２０１９年 2,000 円
６．第１７回全国障がい者スポーツ大会支援について　
　年 1,000 円／会員１名、拠出します。
　３３６－Ａ地区２Ｒ１７クラブは大会使用の運動用具、施設会場道具
　購入の金銭アクティビティを行い支援する。
　２０１５年より２０１７年の３年間（今年度最終）
７．岡部歩乃佳後援会入会報告（７月８日現在）
　入会件数 273 件　会費　2,409,000 円

■委員会報告
会員会則委員会
・新会員について　11月頃入会予定
青少年委員会
・平成２８年度第１回英語主任会　
　６月２７日（月）15:00～新居浜市で開かれました。
　出席者は三役、垂水青少年委員長です。
保健福祉委員会
・７月第一例会で「ダメ。ゼッタイ」国連支援募金を行います。
環境保全委員会
・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した。
　出席者は松浦環境保全委員長です。
・第１回愛リバー・愛ロード（市民一斉清掃）
　７月２４日（日）7:00～に行われます。商工会館周辺の清掃

■その他
・岡部歩乃佳後援会理事会６月３０日（水）
　18:30 ～ ユアーズで開催されました。
　出席者は ( 前・現 ) 三役、第一副会長、永易明洋さん、( 前・現 )
　青少年委員長、副委員長でした。
・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　活動意向調査について
■出席報告
　会員数　５４名、出席　５２名、欠席　２名、出席率　96.3％
■テールツイスタータイム
　ドネーション　　87,000 円　　ファイン　　500円　　

ですが、奉仕の精神と人間愛をもって事業に取り組ん
でまいります。
　今期でようやく三年目。まだまだ我武者羅に活動し
なくてはならない時期ではありますが、少し気が緩み

がちな自分に気が付く時があります。
　今一度気を引き締めてこの一年間活動して参りま
す。ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
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■PR 広報委員長　塩 見  秀 晴
　本年度ＰＲ広報委員長をお引き受
けしました。
　広報は一ヶ月早く始まり、休むこと
なく１２回会報を発行する最後まで気
の抜けない委員会です。
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集めることをポイントにしています。
　健康づくり、趣味、旅行、など題材は多いと思いま
す。どうしても書けないとおっしゃる方には委員が出張
して談話としてまとめます。５０周年記念誌の時も全員
に書いて頂きました。
　広報としての記録性を尊重しながら、会員や配布
先の方にも興味をもって読んでいただける広報誌を目
指します。
この先、原稿依頼文が届きましたら嫌がらずに、どう
ぞ積極的に、期限までに投稿お願いいたします。
一年間どうぞよろしくお願いいたします。

■出席大会委員長　神 野  雄 太
　鈴木会長より出席大会委員長に
任命された神野です。
　今季の会長方針は純出席 85％メ
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それと例会純出席 100％を年間 1 回
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課せられております。
　会員には権利と義務があり、義務の一番目に例会
出席があります。
　しかし仕事等の都合でどうしても例会出席できない
場合、出席メークアップ規則があり例会の前後それぞ
れ１３日間以内に他クラブの例会出席、所属クラブの
理事会・常設委員会・アクティビティへの出席等で例

会出席したものとみなされます。
　また国際大会・東洋東南アジアフォーラム・複合地
区・地区大会への出席も同様です。ぜひ活用してほ
しいと思います。
　前期は１００％純出席者が１４名もおり、出席率の向
上に寄与しました。
　今季もぜひたくさんの１００％純出席者が出るように
会員皆様のご協力よろしくお願い致します。
　また各委員会委員長にお願いなのですが、例会欠
席した委員の人にメークアップを何で取るか、ご指導
お願いします。
　最後に来年の４月８･９日に開催される地区年次大
会も多くの会員が出席するよう積極的に勧誘したいと
思っております。

■計画財務委員長　新 田  久 司
　本年度、鈴木会長より計画財務
委員会の委員長を仰せつかりました 
新田です。
　私も入会して１２年になりますが、
計画財務委員会は、初めてですの
で楽しみ半分、不安半分の気持ち
ですが なんとか一年間  頑張っていき

たいと思います。
　事業の方ですが、本年度は会長より歴代会長 幹
事を称える会を夜間例会にして時間をかけて 今まで
の功績を称えお祝いしたいとの思いです。
　また、健康例会を開催して メンバーの健康管理に

も気をつけながら 何か興味を持って 例会に参加しや
すい雰囲気作りをしていくこと、そして家族会もメンバ
ーの奥様やご家族の方が参加しやすい楽しい会にし
ていきたいと思います。
　そしてメンバーの同士の絆がより一層深まるような事
業をしていきたいと思います。
　その他にもいろいろ忙しい委員会とは思いますが、
経験豊富な理事の高橋在錫さんを初め委員会メンバ
ーの皆様のご協力のもと頑張っていきたいと思います
のでクラブメンバーの皆様 一年間どうぞよろしくお願い
致します。

ライオン・テーマー就任ご挨拶
ライオン・テーマー　後 藤   達 也

　鈴木会長よりご指名をいただきまし
てこの度テール・ツイスターを務めさ
せていただく事になりました。
　昨年度は直前会長という立場で申
し訳無い位、のんびりと過させてい
ただきました。

　直前会長というのは委員会にも属していないので自
分がライオンズクラブの会員という事を忘れてしまいそ
うになるほどボケーっとしてしまいます。

　さて委員長スクールでいただいた資料によりますとテ
ール・ツイスターとは尻尾をつねる人ということのようで
す。いわばちょっかいを出す人という事で「会合の引
き立て役」会合の活気を盛り上げ、友愛の情を一段
と深め、全体の雰囲気を和やかに保つ事が使命。
　旺盛な独創力とユーモラスな才知の持ち主である
事が必要である、とありました。
　こんな事、私に出来るのかとプレッシャーを感じます
がこの一年、一生懸命に務めさせていただくつもりで
すのでどうぞ皆様もご協力を宜しくお願い致します。

テール・ツイスター就任挨拶
テール・ツイスター　福  山  　宏

　このたびライオン・テーマーに任
命されました。私にとって初の大役
になります。
　鈴木会長から、入会して間もない
私に　「テーマーをやってくれない
か」と依頼があり不安よりも鈴木会

長から期待されている事が大変嬉しく、即答で受諾さ
せていただきました。
　私は以前から団体活動が大の苦手でした。今でも
そうかもしれません。しかし４０歳をすぎ事業主となり
少しは社交性を持たないとという思いが芽生え入会さ

せていただきました。
　こんな私でも期待してくれて任務を与えていただけ
るのは有り難いことです。
　先日、受講したライオン・テーマー分科会の資料に
ライオン・テーマーとはライオンを飼いならす人、即ち
奉仕という利益をともなわない目的に向かって心を一つ
にさせるための調教師であり、」と書かれています。
　初めてのことでどこまでやれるのかわかりませんが一
年後、少しでも成長していられるよう精進したいと思い
ます。

■会員会則委員長　加 藤  久 博 　会員会則委員長の就任挨拶は前年度６月号に掲
載いたしました。

■青少年委員長　垂 水  康 浩
　みなさん、こんにちは。
この度、青少年委員長に任命されま
した垂水です。
　この世に生を受けて５５年と１０ヶ
月、まさかこんな大役を仰せつかると
は夢にも思っていませんでした。
　私は、スポーツ鑑賞が趣味で、

特に高校生アスリートが大好きです。
　しかし、ここ暫くは、新居浜勢は低迷を続けており
ます。新居浜商業高校の野球・女子バスケットボール、
新居浜工業高校のハンドボールと全国的に強い時期

がありましたから、残念でなりません。
　今後は、私を育んで下さった新居浜市の為に、ま
たスポーツ界発展の為に尽力して参りたいと考えてい
ます。
　新居浜ライオンズクラブに入会させて頂いてからまだ
１年で、わからない事だらけではありますが、任された
以上、不退転の決意で、鈴木会長始めメンバーの方々
に迷惑を掛けぬよう、また、ライオンズの名を汚さぬよ
う精進してまいります。
　今後共よろしくお願い申し上げます。
PS：岡部歩乃佳ちゃんを東京で応援出来る事を祈っ
ています。

■保健福祉委員長　能 瀬  伸 一
　今期、保健福祉委員会の委員長
を仰せつかりました能瀬です。
　昨期、初の委員長を務めさせて
頂きましたが、まだまだ勉強不足、
至らぬ点多々ございます。
　力不足とは承知しておりますが、
任せられた以上、精一杯努力して参

　　　　　　　る所存です。

　今期は例年どおり、年三回の献血、献眼活動を実
施し、合わせて献腎、骨髄ドナー登録推進運動も行
います。
　また、薬物乱用防止活動としては、クラブ内におけ
る規範意識向上と啓発強化を行います。
　さらに、今期は会長の想いもあり、肢体不自由者
への奉仕活動を行います。現時点では構想を模索中任せ

■ライオンズの誓い　村上博昭第 1副会長

■会長挨拶　鈴木雅志会長

■審議事項
　提出された①から㉚号議案すべて承認されました。
■報告事項
１．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～ 当館でおこなわれました。 
２．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
　７月６日（水）19:00～文化センターで行われました。
　出席者は伊藤龍一幹事です。
３．第１期会費　７月１５日（水）43,000 円を引き落とします。
４．第５５回東洋東南アジアライオンズフォーラム（香港）
　１１月１０日( 木 )～１３日(日)に開催されます。
　登録締切は８月２４日（水）です。詳細は事務局までお問合せ下さい。
５．２０２０年東京オリンピック・パラリンピック支援について
　会員一人あたり３か年で5,000 円の拠出
　（内訳）２０１６年－２０１７年 1,500 円
             ２０１７年－２０１８年 1,500 円
             ２０１８年－２０１９年 2,000 円
６．第１７回全国障がい者スポーツ大会支援について　
　年 1,000 円／会員１名、拠出します。
　３３６－Ａ地区２Ｒ１７クラブは大会使用の運動用具、施設会場道具
　購入の金銭アクティビティを行い支援する。
　２０１５年より２０１７年の３年間（今年度最終）
７．岡部歩乃佳後援会入会報告（７月８日現在）
　入会件数 273 件　会費　2,409,000 円

■委員会報告
会員会則委員会
・新会員について　11月頃入会予定
青少年委員会
・平成２８年度第１回英語主任会　
　６月２７日（月）15:00 ～新居浜市で開かれました。
　出席者は三役、垂水青少年委員長です。
保健福祉委員会
・７月第一例会で「ダメ。ゼッタイ」国連支援募金を行います。
環境保全委員会
・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した。
　出席者は松浦環境保全委員長です。
・第１回愛リバー・愛ロード（市民一斉清掃）
　７月２４日（日）7:00～に行われます。商工会館周辺の清掃

■その他
・岡部歩乃佳後援会理事会６月３０日（水）
　18:30 ～ ユアーズで開催されました。
　出席者は ( 前・現 ) 三役、第一副会長、永易明洋さん、( 前・現 )
　青少年委員長、副委員長でした。
・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　活動意向調査について
■出席報告
　会員数　５４名、出席　５２名、欠席　２名、出席率　96.3％
■テールツイスタータイム
　ドネーション　　87,000 円　　ファイン　　500円　　

ですが、奉仕の精神と人間愛をもって事業に取り組ん
でまいります。
　今期でようやく三年目。まだまだ我武者羅に活動し
なくてはならない時期ではありますが、少し気が緩み

がちな自分に気が付く時があります。
　今一度気を引き締めてこの一年間活動して参りま
す。ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
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健康と食について  健康とは？食とは？なんだろう？
PR 広報委員会　斉 藤  陽 二 朗　   　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

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

　健康とは？食とは？なんだろう？
二つの言葉とも巷にありふれた言葉
ではありますが、そんなに深く考え
たことがあるでしょうか？
　健康という言葉は、本来、健体
康心のことで、健全な体に安らかな

心が伴ってはじめて健康という意味を表しています。
　この健体康心を略して私たちは健康という言葉を
使ってるのです。これは体と心の両方のバランスが
大切です。
　単に肉体的に健康なだけでなく、毎日を明るく楽し
く生きるという精神的な面の健康も加わって、始めて
本当の「健康」といえます。
　"さてどうすれば、健康になれるのでしょうか？"
そこで大切なのが体の健康を支える毎日の食事で
す。昔から医食同源と言う教えがあります、日頃か
らバランスの取れた美味しい食事をとることで病気を
予防し、治療しようとする考え方です。
　体に良い物をとることで健康となり安定した生活が
送れるのです。しかしその食材の質が今、世界的
に問題視されています。
　最近の統計学では富裕層ほど、バランスの良い食
事を採っているのがわかっています。
　野菜、肉、穀物類などのバランスが良く野菜を多
く採っているのです。

　逆に貧困層ほど穀物類の摂取量が多くなり、肉と
野菜の摂取量が少なく偏った食事をしています。
これは何を表しているかと言いますと、貧困層ほど栄
養不足に陥りやすく病気になるリスクが高いということ
を表しています。
　それに加えて貧困層ほど、安くて危険な輸入食材
を知らずしらず購入しているのです。
　その危険食材の代表とされるのが、アジアの大国
で生産された、生野菜、加工食品、冷凍食品など
です。
　安い輸入食材の中には、体に危険を及ぼす物が
多く含まれています。それが今問題になっている、
中国製危険食材です。
　例えば、殺虫剤、除草剤漬けの生野菜、成長剤
で大きくなり爆発するトマトや西瓜、プラスティック米
を混ぜ、工業用ラードで艶を出したお米、病気にな
らないように抗生剤たっぷりの飼料漬けの豚肉や鶏
肉、加工食品に至っては何が入っているかわからな
いと言われています。
　こういった日本向け輸出用の食材は中国人も食べ
ません。中国の富裕層は日本のお米を食べ日本の無
農薬野菜を食べているのです。
　色 と々長くはなりましたが、現代は飽食の時代では
ありますが、四季折々の旬を食することが健康の原
点になると言えるのではないでしょうか。
　やっぱり旬の物を食べ、季節を感じることですね。

　６月２４日（金曜日）１９時商工会
館にメンバー２２名が集合し、バス
で一路松山港へ出発。
　フェリーくるしまで松山港から小倉
港へ、船中泊、翌朝６時に到着し、
途中朝食をとり、一路福岡へ向か

いました。
　途中で前日より宿泊されていた武市さんを迎えに行
き、３３６複合地区の集合場所である旧冷泉小学校
跡へ。そこで新幹線で来た５名（伊藤久門さんの奥
さんも参加）と合流し、パレードの開始をを待ちました。
　心配していた天気も小雨がぱらつくほどで合羽を着
るほどでもありませんでした。インターナショナルパレー
ドは大会のハイライトであり、まず先頭は日本です。
　我 も々船中で着替えた桜模様のハッピに白いズボン

と白い靴のいでたちで出発。
　ゴールの天神中央公園を目指して約２ｋｍを武市さ
んも車椅子で行進に参加。途中で沿道の人達とバッ
ジの交換をしたり、話をしたり、ハイタッチや握手をし

たり、楽しいパレードでした。
　なお、パレードは約１００ヶ国のライオンズクラブ会員
等約 12,000 人が参加しました。
　また、各国の民族衣装で参加したりマーチングバン
ドの演奏に合わせての行進で大いに盛り上がり楽しい
１日でした。なお大会は６月２４日から２８日まで開催さ
れますが私たちはメインである国際大会での開会式・
閉会式に参加しませんでした。
　パレードの余韻を残しながらホテルへ、夕食はバス
で移動し名物の水炊きを美味しくいただきました。
　お開きの後、ホテルに帰る人、博多名物屋台のラ
ーメン屋へ行く人と、さまざま思い思いで宴会場を後
にしました。
　６月２６日朝９時ホテルを出発、お土産屋さんで新幹
線組とお別れし、我々はお土産を買って大刀洗平和
記念館を見学。

　かってこの飛行場は特攻隊の中継基地として、多く
の若き特攻隊員たちの出撃を見送った場所である。
　展示物や映画を観賞したり、語り部のボランティア
の方の話を聞き感動しました。
　その後佐賀関港より帰路につきました。無事新居
浜着１９時３０分。
　会長、幹事の渾身的なもてなしに深く感謝申しあげ
ます。また関係者の皆様楽しいく有意義な３日間あり
がとうございました。皆さんお疲れさまでした。
　最後に一言「皆さんよく飲みますね！！」
また新入会員の垂水康浩さんと山岡弘太郎さんよりこ
の大会の感想をいただきました。同時に掲載させてい
ただきます。

　ライオンズクラブ国際大会におきまして、白石誠一
会長以下、我々新居浜ライオンズクラブ有志２８名は、
博多の街を存分に楽しんで参りました。
　とても楽しい実りのある旅でした。因みに生まれて
初めてラーメン屋を３軒ハシゴ致しました。
　　　　　　　　　　　　　　　垂水　康治

６月２４日（金）から白石会長を筆頭に第９９回ライオ
ンズクラブ国際大会に参加させて頂きました。
　初めての国際大会でしたが、スケールの大きさに圧
倒され続けました。
　ハイライトのインターナショナルパレードでは１００ヶ
国、12 , 0 0 0 人以上の人数が参加され民族衣装やお
国柄のファッションを見ることができました。
　我々 336-Ａ地区のメンバー達も堂 と々約２km の道
のりを行進できたと思います。
　今思えば、勇気を出して外国のライオン達とバッチ
交換やコミュニケーションをもっとすれば思い出深いも
のになったと思います。
　移動中、見学中、懇親会と何もかもが楽しく、色々
なことを経験する事ができました。
　最後に参加された皆様、お酒の飲み過ぎには気を
付けてください。
　　　　　　　　　　　　　　山岡　弘太郎

■環境保全委員長　松 浦  一 雄　
　「続けよう ！ 愛リバー・愛ロード」

　今期、環境保全委員長をさせて
いただくことになりました松浦です。
　愛リバー・愛ロードのボランティア
活動に、皆様のご出席、ご協力を
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　愛媛県は、平成１３年に「愛リバ
ー・愛ロードサポーター事業」を始

めました。
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道路及び河川の清掃美化活動を通じて、人々に潤い
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維持するために、地域にふさわしい道路及び環境づ

くりを進めようとするものです。
　新居浜ライオンズクラブでは、この趣旨に賛同して、
平成１４年１０月８日に参加団体の登録をしています。
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使命と考え、継続事業として１５年間続けています。
　今年度は、例年同様、年３回の愛リバー・愛ロー
ドの奉仕作業を予定（７月、１１月、３月）しています。
　早朝の１時間、多数の会員の参加で道路も河川も
きれいになり、また皆さんの心も爽やかになる奉仕作
業ができますよう、会員皆様のご理解ご協力をお願い
します。

■保健福祉委員長　能 瀬  伸 一
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る規範意識向上と啓発強化を行います。
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２．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
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７．岡部歩乃佳後援会入会報告（７月８日現在）
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・新会員について　11月頃入会予定
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・平成２８年度第１回英語主任会　
　６月２７日（月）15:00 ～新居浜市で開かれました。
　出席者は三役、垂水青少年委員長です。
保健福祉委員会
・７月第一例会で「ダメ。ゼッタイ」国連支援募金を行います。
環境保全委員会
・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した。
　出席者は松浦環境保全委員長です。
・第１回愛リバー・愛ロード（市民一斉清掃）
　７月２４日（日）7:00～に行われます。商工会館周辺の清掃

■その他
・岡部歩乃佳後援会理事会６月３０日（水）
　18:30 ～ ユアーズで開催されました。
　出席者は ( 前・現 ) 三役、第一副会長、永易明洋さん、( 前・現 )
　青少年委員長、副委員長でした。
・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　活動意向調査について
■出席報告
　会員数　５４名、出席　５２名、欠席　２名、出席率　96.3％
■テールツイスタータイム
　ドネーション　　87,000 円　　ファイン　　500円　　

ですが、奉仕の精神と人間愛をもって事業に取り組ん
でまいります。
　今期でようやく三年目。まだまだ我武者羅に活動し
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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

理事・委員長会
7月 11日（月）18:30～ 商工会館3F

●伝達事項
１．国際会長方針
２．３３６－A地区ガバナー方針
３．会長方針

●審議事項
１．理事委員長会、定例会の開催日時について　
 ・理事会　第一例会の週の月曜日　18:30 ～　
　新居浜商工会館３階で開催します。
 ・委員長会　理事会と同時開催
 ・第一例会　第２水曜日　12:15 ～ 13:30　ユアーズにて
 ・第二例会　第４水曜日　12:15 ～ 13:30　ユアーズにて
２．取引銀行の件　愛媛銀行新居浜東支店とします。
３．事務局員雇用について
　白石康代さんを平成２８年７月１日～平成２９年６月３０日まで雇用しま
　す。市内の時給上昇、勤務実績等を鑑み基本給を 5,000 円昇給
　し110,000 円とします。
　給料支払日、雇用通知書に従い、月末締め、翌１０日支給とします。
４．前年度決算報告と監査報告について

　７月第一例会で決算および監査報告をいたします。
５．本年度予算について
　７月第一例会で審議願います。
６．会費等納入時期について
　年４回、徴収させていただきます。（７月、１０月、１月、４月）
７．各種支払いについて　　月末締め翌月５日払いとします。
８．前年度三役への感謝状、記念品贈呈について
　 ７月第一例会で贈呈します。（１人１万円程度）
９．会計監査委員への委嘱について
　７月第一例会で委嘱状をお渡しいたします。
10．クラブ発行領収書等会計以外の連署人決定について
　規約通り連署人は幹事といたします。
　（ライオンズクラブ国際協会役員必携クラブ会計第６章会計実務）
11．委員会費について
　委員会内の親睦を図り、奉仕活動の原動力としてください。
　3,000 円／人、拠出します
12．例会時の服装について　クールビズ導入を推奨いたします。
　７、８、９、１０月および翌年５、６月の上着なし、ノーネクタイＯＫ。
　但しバッジ着用。
　クールビズ以外の期間（１１月～翌年４月）は正装とします。
13．例会中は禁煙とします。

　２０年ほど前、『のど自慢』という映画を見ました。
様々な理由でのど自慢出場をめざす人たちのヒュー
マンドラマでした。ほとんどの設定を本物ののど自慢
と同じ設定にして撮影されたその映画を見て、僕は
のど自慢のファンになりました。
　今年の初め、市政だよりでのど自慢が新居浜で開
催されることを知り、『こんなチャンスは二度とない』
とすぐに往復はがきを買いに行きました。
　目指すは『審査員特別賞』歌うまチャンピオンじゃ
ありません。あくまでも『特別賞狙い』でした。
　卑怯だと言われることを承知で二人の娘を担ぎ出
し、父ひとり娘ふたりの家庭環境を最大限に利用し、
普段感謝したことの無い母に感謝し、選考に携わる
であろう男性審査員達の心を掴むことに全力を注ぎま
した。
　予選会、本選とハードな二日間でした。しかし、
娘たちとの最高の思い出ができました。高校３年生
の娘と、中学３年生の娘。二日間びっしり一緒に過

ごしたのはいつ以来だったのでしょう。
　素晴らしい時間を過ごし、結果は狙い通りの『審
査員特別賞』近所に買い物に行けば『おめでとうご
ざいます～』と見知らぬ人から声をかけられる生活も
やっと落ち着いてきました。
　他の出演者の皆さんも、たった１分の歌を歌うた
めに自分の人生をさらけ出し、その一瞬に懸けた人
たちでした。
　『NHK のど自慢』本当に素晴らしい番組です。
　最高の時を過ごすことができました。

      のど自慢新居浜大会に出場しました。
青少年委員会　青 野  泰 介　   　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

NHK 14．理事・委員長会へのオブザーバー参加について。
　事前申込が必要です。
15．複合地区緊急援助資金不足額補充について　
　年３００円／会員１名につき、出資します。
　（「東日本豪雨災害義捐金」として 336 複合地区へ 100 万円を拠出
　し、最低額 1,000 万円に約８０万円の不足が生じ、また本年度拠出
　分として約 300 万円を見込んでいる為）
16．２０２０年東京オリンピック・パラリンピック支援について
　会員一人あたり３か年で5,000 円の拠出です。
　（内訳）２０１６年－２０１７年 1,500 円
             ２０１７年－２０１８年 1,500 円
             ２０１８年－２０１９年 2,000 円
17．第１７回全国障がい者スポーツ大会支援について　
　年１,０００円／会員１名、拠出します。
　３３６－Ａ地区２Ｒ１７クラブは大会使用の運動用具、施設会場道具
　購入の金銭アクティビティを行い支援する。
　２０１５年より２０１７年の３年間（今年度最終）
18．７月第二夜間例会予算について
19．第１回愛リバー・愛ロード予算について　
　２０,０００円です。７月２４日（日）
20．第１回献血・献眼予算について
　１５０,０００円です。８月７日（日）
21．平和ポスター予算について  ５０,０００円拠出します。
22．愛媛アイバンク賛助会費について　２０,０００円拠出します。
23．新居浜ユネスコ協会賛助会費について　１０,０００円拠出します。
24．「ダメ。ゼッタイ」国連支援募金運動への協力について
　５,０００円拠出します。
25．新居浜ユネスコ寄席（7/16）チケット購入について
　１６,０００円 (800 円×20 枚 )で購入
26．新居浜まちおこし委員会「ふる里新居浜の誇りの発見物語」展
　協賛について１０,０００円出資します。
27．新会員について
28．愛媛アイバンク設立３０周年事業支援金　１０,０００円出資します。
29．岡部歩乃佳後援会会費について　３０,０００円出資します。
30．委員会開催日の変更について
・青少年委員会　　第２金曜日から第３金曜日18:30 ～
・計画財務委員会　１０月６日（木）から９月２９日（木）に変更
　１１月３日（木･祝）から４日（金）に変更
　平成 29 年５月４日（木･祝）から5月１日（月）に変更
・保健福祉委員会　  ７月１４日（木）から２１日（木）18:30に変更
・出席大会委員会　  ７月２２日（金）18:30 から２８日（木）18:00　
　に変更

●確認事項
１．役員及び委員会構成表
２．行事予定表

●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
　出席者　松浦環境保全委員長
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
　出席者　三役、垂水青少年委員長
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 ～ 
　出席者　伊藤龍一幹事

４．岡部歩乃佳後援会理事会６月３０日（水）18:30 ～ ユアーズ
　出席者　( 前・現 ) 三役、第一副会長、永易明洋さん、( 前・現 )
　青少年委員長、副委員長
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
　　７月６日（水）19:00 ～ 文化センター　出席者　伊藤龍一幹事
６．第１回愛リバー・愛ロード（市民一斉清掃））
　７月２４日（日）7:00～ 商工会館周辺
７．７月第一例会で「ダメ。ゼッタイ」国連支援募金を行います。
８．第１期会費の引落について　　７月１５日（水）４３,０００円
９．第５５回東洋東南アジアライオンズフォーラム（香港）
　１１月１０日( 木 )～１３日(日)
　登録締切　８月２４日（水）詳細は事務局までお問合せ下さい。
10．岡部歩乃佳後援会入会報告（７月８日現在）
　入会件数 273 件　会費　2,409,000 円

●その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　活動意向調査について

■ライオンズの誓い　村上博昭第 1副会長

■会長挨拶　鈴木雅志会長

■審議事項
　提出された①から㉚号議案すべて承認されました。
■報告事項
１．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 ～ 当館でおこなわれました。 
２．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
　７月６日（水）19:00 ～文化センターで行われました。
　出席者は伊藤龍一幹事です。
３．第１期会費　７月１５日（水）43,000 円を引き落とします。
４．第５５回東洋東南アジアライオンズフォーラム（香港）
　１１月１０日( 木 )～１３日(日)に開催されます。
　登録締切は８月２４日（水）です。詳細は事務局までお問合せ下さい。
５．２０２０年東京オリンピック・パラリンピック支援について
　会員一人あたり３か年で5,000 円の拠出
　（内訳）２０１６年－２０１７年 1,500 円
             ２０１７年－２０１８年 1,500 円
             ２０１８年－２０１９年 2,000 円
６．第１７回全国障がい者スポーツ大会支援について　
　年 1,000 円／会員１名、拠出します。
　３３６－Ａ地区２Ｒ１７クラブは大会使用の運動用具、施設会場道具
　購入の金銭アクティビティを行い支援する。
　２０１５年より２０１７年の３年間（今年度最終）
７．岡部歩乃佳後援会入会報告（７月８日現在）
　入会件数 273 件　会費　2,409,000 円

■委員会報告
会員会則委員会
・新会員について　11月頃入会予定
青少年委員会
・平成２８年度第１回英語主任会　
　６月２７日（月）15:00 ～新居浜市で開かれました。
　出席者は三役、垂水青少年委員長です。
保健福祉委員会
・７月第一例会で「ダメ。ゼッタイ」国連支援募金を行います。
環境保全委員会
・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した。
　出席者は松浦環境保全委員長です。
・第１回愛リバー・愛ロード（市民一斉清掃）
　７月２４日（日）7:00～に行われます。商工会館周辺の清掃

■その他
・岡部歩乃佳後援会理事会６月３０日（水）
　18:30 ～ ユアーズで開催されました。
　出席者は ( 前・現 ) 三役、第一副会長、永易明洋さん、( 前・現 )
　青少年委員長、副委員長でした。
・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　活動意向調査について
■出席報告
　会員数　５４名、出席　５２名、欠席　２名、出席率　96.3％
■テールツイスタータイム
　ドネーション　　87,000 円　　ファイン　　500円　　



例  会  報  告

第 1339 回　7 月第一例会
7月 13日（水）12:15～ ユアーズ

8

●伝達事項
１．国際会長方針
２．３３６－A地区ガバナー方針
３．会長方針

●審議事項
１．理事委員長会、定例会の開催日時について　
 ・理事会　第一例会の週の月曜日　18:30 ～　
　新居浜商工会館３階で開催します。
 ・委員長会　理事会と同時開催
 ・第一例会　第２水曜日　12:15 ～ 13:30　ユアーズにて
 ・第二例会　第４水曜日　12:15 ～ 13:30　ユアーズにて
２．取引銀行の件　愛媛銀行新居浜東支店とします。
３．事務局員雇用について
　白石康代さんを平成２８年７月１日～平成２９年６月３０日まで雇用しま
　す。市内の時給上昇、勤務実績等を鑑み基本給を 5,000 円昇給
　し110,000 円とします。
　給料支払日、雇用通知書に従い、月末締め、翌１０日支給とします。
４．前年度決算報告と監査報告について

　７月第一例会で決算および監査報告をいたします。
５．本年度予算について
　７月第一例会で審議願います。
６．会費等納入時期について
　年４回、徴収させていただきます。（７月、１０月、１月、４月）
７．各種支払いについて　　月末締め翌月５日払いとします。
８．前年度三役への感謝状、記念品贈呈について
　 ７月第一例会で贈呈します。（１人１万円程度）
９．会計監査委員への委嘱について
　７月第一例会で委嘱状をお渡しいたします。
10．クラブ発行領収書等会計以外の連署人決定について
　規約通り連署人は幹事といたします。
　（ライオンズクラブ国際協会役員必携クラブ会計第６章会計実務）
11．委員会費について
　委員会内の親睦を図り、奉仕活動の原動力としてください。
　3,000 円／人、拠出します
12．例会時の服装について　クールビズ導入を推奨いたします。
　７、８、９、１０月および翌年５、６月の上着なし、ノーネクタイＯＫ。
　但しバッジ着用。
　クールビズ以外の期間（１１月～翌年４月）は正装とします。
13．例会中は禁煙とします。

14．理事・委員長会へのオブザーバー参加について。
　事前申込が必要です。
15．複合地区緊急援助資金不足額補充について　
　年３００円／会員１名につき、出資します。
　（「東日本豪雨災害義捐金」として 336 複合地区へ 100 万円を拠出
　し、最低額 1,000 万円に約８０万円の不足が生じ、また本年度拠出
　分として約 300 万円を見込んでいる為）
16．２０２０年東京オリンピック・パラリンピック支援について
　会員一人あたり３か年で5,000 円の拠出です。
　（内訳）２０１６年－２０１７年 1,500 円
             ２０１７年－２０１８年 1,500 円
             ２０１８年－２０１９年 2,000 円
17．第１７回全国障がい者スポーツ大会支援について　
　年１,０００円／会員１名、拠出します。
　３３６－Ａ地区２Ｒ１７クラブは大会使用の運動用具、施設会場道具
　購入の金銭アクティビティを行い支援する。
　２０１５年より２０１７年の３年間（今年度最終）
18．７月第二夜間例会予算について
19．第１回愛リバー・愛ロード予算について　
　２０,０００円です。７月２４日（日）
20．第１回献血・献眼予算について
　１５０,０００円です。８月７日（日）
21．平和ポスター予算について  ５０,０００円拠出します。
22．愛媛アイバンク賛助会費について　２０,０００円拠出します。
23．新居浜ユネスコ協会賛助会費について　１０,０００円拠出します。
24．「ダメ。ゼッタイ」国連支援募金運動への協力について
　５,０００円拠出します。
25．新居浜ユネスコ寄席（7/16）チケット購入について
　１６,０００円 (800 円×20 枚 )で購入
26．新居浜まちおこし委員会「ふる里新居浜の誇りの発見物語」展
　協賛について１０,０００円出資します。
27．新会員について
28．愛媛アイバンク設立３０周年事業支援金　１０,０００円出資します。
29．岡部歩乃佳後援会会費について　３０,０００円出資します。
30．委員会開催日の変更について
・青少年委員会　　第２金曜日から第３金曜日18:30 ～
・計画財務委員会　１０月６日（木）から９月２９日（木）に変更
　１１月３日（木･祝）から４日（金）に変更
　平成 29 年５月４日（木･祝）から5月１日（月）に変更
・保健福祉委員会　  ７月１４日（木）から２１日（木）18:30に変更
・出席大会委員会　  ７月２２日（金）18:30 から２８日（木）18:00　
　に変更

●確認事項
１．役員及び委員会構成表
２．行事予定表

●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
　出席者　松浦環境保全委員長
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
　出席者　三役、垂水青少年委員長
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 ～ 
　出席者　伊藤龍一幹事

４．岡部歩乃佳後援会理事会６月３０日（水）18:30 ～ ユアーズ
　出席者　( 前・現 ) 三役、第一副会長、永易明洋さん、( 前・現 )
　青少年委員長、副委員長
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
　　７月６日（水）19:00 ～ 文化センター　出席者　伊藤龍一幹事
６．第１回愛リバー・愛ロード（市民一斉清掃））
　７月２４日（日）7:00～ 商工会館周辺
７．７月第一例会で「ダメ。ゼッタイ」国連支援募金を行います。
８．第１期会費の引落について　　７月１５日（水）４３,０００円
９．第５５回東洋東南アジアライオンズフォーラム（香港）
　１１月１０日( 木 )～１３日(日)
　登録締切　８月２４日（水）詳細は事務局までお問合せ下さい。
10．岡部歩乃佳後援会入会報告（７月８日現在）
　入会件数 273 件　会費　2,409,000 円

●その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　活動意向調査について

■ライオンズの誓い　村上博昭第 1副会長

■会長挨拶　鈴木雅志会長

■審議事項
　提出された①から㉚号議案すべて承認されました。
■報告事項
１．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 ～ 当館でおこなわれました。 
２．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
　７月６日（水）19:00 ～文化センターで行われました。
　出席者は伊藤龍一幹事です。
３．第１期会費　７月１５日（水）43,000 円を引き落とします。
４．第５５回東洋東南アジアライオンズフォーラム（香港）
　１１月１０日( 木 )～１３日(日)に開催されます。
　登録締切は８月２４日（水）です。詳細は事務局までお問合せ下さい。
５．２０２０年東京オリンピック・パラリンピック支援について
　会員一人あたり３か年で5,000 円の拠出
　（内訳）２０１６年－２０１７年 1,500 円
             ２０１７年－２０１８年 1,500 円
             ２０１８年－２０１９年 2,000 円
６．第１７回全国障がい者スポーツ大会支援について　
　年 1,000 円／会員１名、拠出します。
　３３６－Ａ地区２Ｒ１７クラブは大会使用の運動用具、施設会場道具
　購入の金銭アクティビティを行い支援する。
　２０１５年より２０１７年の３年間（今年度最終）
７．岡部歩乃佳後援会入会報告（７月８日現在）
　入会件数 273 件　会費　2,409,000 円

■委員会報告
会員会則委員会
・新会員について　11月頃入会予定
青少年委員会
・平成２８年度第１回英語主任会　
　６月２７日（月）15:00 ～新居浜市で開かれました。
　出席者は三役、垂水青少年委員長です。
保健福祉委員会
・７月第一例会で「ダメ。ゼッタイ」国連支援募金を行います。
環境保全委員会
・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した。
　出席者は松浦環境保全委員長です。
・第１回愛リバー・愛ロード（市民一斉清掃）
　７月２４日（日）7:00～に行われます。商工会館周辺の清掃

■その他
・岡部歩乃佳後援会理事会６月３０日（水）
　18:30 ～ ユアーズで開催されました。
　出席者は ( 前・現 ) 三役、第一副会長、永易明洋さん、( 前・現 )
　青少年委員長、副委員長でした。
・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　活動意向調査について
■出席報告
　会員数　５４名、出席　５２名、欠席　２名、出席率　96.3％
■テールツイスタータイム
　ドネーション　　87,000 円　　ファイン　　500円　　
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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 (7月分 )

５４
２７
２８
２９
１３８

26
38
18
34
116

70,280
35,277
40,492
50,000
196,049

89.8
85.2
74.6
78.3
82.0

92.6
92.6
83.9
81.6
87.7

名 ％ ％ Ｈ 円

7月 10 日(日)　　新居浜CC

４６
４８ ４８

４６
４０
４５

４０
４６

９６
  ９２
 ８０
９１

  ２５.０
２９.０

   ９.６
１４.４

６７.０
６７.０
７０.４

宇 野 博 文 ７６.６

山岡弘太郎

白 石 誠 一

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
優　勝

ゴルフ部会報告

BIRTHDAY&MARRIAGE

　

８月誕生日おめでとうございます。
　田村 征夫、神野 雄太、岡田 賢治

第 1340 回　7 月第二例会
〈夜間例会〉

7月24日（水）18:00～ ユアーズ

行  事  予  定

ゾーン・地区・国際協会の動き
第１回１Ｚガバナー諮問委員会・ゾーンレベル会員委員会
　８月２０日（土）15:30 ～　グラッツェふじ

・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会　８月　８日（月）18:30 ～　商工会館 3F
８月第 1例会　  ８月１０日（水）12:15 ～　ユアーズ
８月第２例会　  ８月２４日（水）12:15 ～　ユアーズ
・委員会
環境保全委員会　　８月　２日（火）18:30 ～　事務局
会員会則委員会　　８月　３日（水）18:30 ～　事務局
計画財務委員会　　８月　４日（木）18:30 ～　事務局
保健福祉委員会　　８月１８日（木）18:30 ～　事務局
青少年委員会　　　８月１９日（金）18:30 ～　事務局
PR広報委員会　 　８月２５日（木）18:00 ～　事務局
出席大会委員会 　  ８月２６日（金）18:30 ～　事務局
・クラブ行事予定
第１回献血・献眼登録奉仕作業
　８月　７日（日）10:00 ～　イオンモール新居浜駐車場
第１例会２Ｒ・ＲＣ、１Ｚ・ＺＣ例会訪問
　８月１０日（水）12:15 ～　ユアーズ　
・その他行事予定
岡部歩乃佳選手と会員の集い
　８月２２日（月）18:30 ～　ユアーズ
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　８月２１日（日）10:32 ～        新居浜ＣＣ
囲碁部会　　　　未定
つれづれの会　　８月３０日（火）18:30 ～        華月
くらげの会　　　奇数月の予定
スポーツ部会　　８月１２・２６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
　

インターナショナルパレードに参加して
PR 広報委員会  理事　　石 川  敏 則

　６月２４日（金曜日）１９時商工会
館にメンバー２２名が集合し、バス
で一路松山港へ出発。
　フェリーくるしまで松山港から小倉
港へ、船中泊、翌朝６時に到着し、
途中朝食をとり、一路福岡へ向か

いました。
　途中で前日より宿泊されていた武市さんを迎えに行
き、３３６複合地区の集合場所である旧冷泉小学校
跡へ。そこで新幹線で来た５名（伊藤久門さんの奥
さんも参加）と合流し、パレードの開始をを待ちました。
　心配していた天気も小雨がぱらつくほどで合羽を着
るほどでもありませんでした。インターナショナルパレー
ドは大会のハイライトであり、まず先頭は日本です。
　我 も々船中で着替えた桜模様のハッピに白いズボン

と白い靴のいでたちで出発。
　ゴールの天神中央公園を目指して約２ｋｍを武市さ
んも車椅子で行進に参加。途中で沿道の人達とバッ
ジの交換をしたり、話をしたり、ハイタッチや握手をし

たり、楽しいパレードでした。
　なお、パレードは約１００ヶ国のライオンズクラブ会員
等約 12,000 人が参加しました。
　また、各国の民族衣装で参加したりマーチングバン
ドの演奏に合わせての行進で大いに盛り上がり楽しい
１日でした。なお大会は６月２４日から２８日まで開催さ
れますが私たちはメインである国際大会での開会式・
閉会式に参加しませんでした。
　パレードの余韻を残しながらホテルへ、夕食はバス
で移動し名物の水炊きを美味しくいただきました。
　お開きの後、ホテルに帰る人、博多名物屋台のラ
ーメン屋へ行く人と、さまざま思い思いで宴会場を後
にしました。
　６月２６日朝９時ホテルを出発、お土産屋さんで新幹
線組とお別れし、我々はお土産を買って大刀洗平和
記念館を見学。

　かってこの飛行場は特攻隊の中継基地として、多く
の若き特攻隊員たちの出撃を見送った場所である。
　展示物や映画を観賞したり、語り部のボランティア
の方の話を聞き感動しました。
　その後佐賀関港より帰路につきました。無事新居
浜着１９時３０分。
　会長、幹事の渾身的なもてなしに深く感謝申しあげ
ます。また関係者の皆様楽しいく有意義な３日間あり
がとうございました。皆さんお疲れさまでした。
　最後に一言「皆さんよく飲みますね！！」
また新入会員の垂水康浩さんと山岡弘太郎さんよりこ
の大会の感想をいただきました。同時に掲載させてい
ただきます。

　ライオンズクラブ国際大会におきまして、白石誠一
会長以下、我々新居浜ライオンズクラブ有志２８名は、
博多の街を存分に楽しんで参りました。
　とても楽しい実りのある旅でした。因みに生まれて
初めてラーメン屋を３軒ハシゴ致しました。
　　　　　　　　　　　　　　　垂水　康治

６月２４日（金）から白石会長を筆頭に第９９回ライオ
ンズクラブ国際大会に参加させて頂きました。
　初めての国際大会でしたが、スケールの大きさに圧
倒され続けました。
　ハイライトのインターナショナルパレードでは１００ヶ
国、12 , 0 0 0 人以上の人数が参加され民族衣装やお
国柄のファッションを見ることができました。
　我々 336-Ａ地区のメンバー達も堂 と々約２km の道
のりを行進できたと思います。
　今思えば、勇気を出して外国のライオン達とバッチ
交換やコミュニケーションをもっとすれば思い出深いも
のになったと思います。
　移動中、見学中、懇親会と何もかもが楽しく、色々
なことを経験する事ができました。
　最後に参加された皆様、お酒の飲み過ぎには気を
付けてください。
　　　　　　　　　　　　　　山岡　弘太郎

■ライオンズの誓い　村上博昭第 1副会長

■会長挨拶　鈴木雅志会長

■審議事項
　提出された①から㉚号議案すべて承認されました。
■報告事項
１．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 ～ 当館でおこなわれました。 
２．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
　７月６日（水）19:00 ～文化センターで行われました。
　出席者は伊藤龍一幹事です。
３．第１期会費　７月１５日（水）43,000 円を引き落とします。
４．第５５回東洋東南アジアライオンズフォーラム（香港）
　１１月１０日( 木 )～１３日(日)に開催されます。
　登録締切は８月２４日（水）です。詳細は事務局までお問合せ下さい。
５．２０２０年東京オリンピック・パラリンピック支援について
　会員一人あたり３か年で5,000 円の拠出
　（内訳）２０１６年－２０１７年 1,500 円
             ２０１７年－２０１８年 1,500 円
             ２０１８年－２０１９年 2,000 円
６．第１７回全国障がい者スポーツ大会支援について　
　年 1,000 円／会員１名、拠出します。
　３３６－Ａ地区２Ｒ１７クラブは大会使用の運動用具、施設会場道具
　購入の金銭アクティビティを行い支援する。
　２０１５年より２０１７年の３年間（今年度最終）
７．岡部歩乃佳後援会入会報告（７月８日現在）
　入会件数 273 件　会費　2,409,000 円

■委員会報告
会員会則委員会
・新会員について　11月頃入会予定
青少年委員会
・平成２８年度第１回英語主任会　
　６月２７日（月）15:00 ～新居浜市で開かれました。
　出席者は三役、垂水青少年委員長です。
保健福祉委員会
・７月第一例会で「ダメ。ゼッタイ」国連支援募金を行います。
環境保全委員会
・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した。
　出席者は松浦環境保全委員長です。
・第１回愛リバー・愛ロード（市民一斉清掃）
　７月２４日（日）7:00～に行われます。商工会館周辺の清掃

■その他
・岡部歩乃佳後援会理事会６月３０日（水）
　18:30 ～ ユアーズで開催されました。
　出席者は ( 前・現 ) 三役、第一副会長、永易明洋さん、( 前・現 )
　青少年委員長、副委員長でした。
・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　活動意向調査について
■出席報告
　会員数　５４名、出席　５２名、欠席　２名、出席率　96.3％
■テールツイスタータイム
　ドネーション　　87,000 円　　ファイン　　500円　　

インターナショナルパレード 平成２８年６月２５日（土）福岡市明治通り

■ライオンズの誓い　天野 淳ライ
オン

■会長挨拶　鈴木雅志会長
■審議事項　なし
■報告事項
１．８月第一例会（８月１０日）は河端 寛２Ｒ・RＣ、横井文明１Ｚ・ＺＣ
　の例会訪問があります。
２．８月１日（月）～４日（木）事務局をお休みさせて頂きます。

■委員会報告
会員会則委員会
・転籍会員の紹介　　
保健福祉委員会
・第１回献血・献眼運動が８月７日（日）10:00 よりイオンモール新居
　浜駐車場で行います。
環境保全委員会
・第１回愛リバー・愛ロード（市民一斉清掃）の一環として
　７月２４日（日）7:00 より商工会館周辺の除草・清掃を行いました。
　なお参加者は２５名でした。ご苦労様でした。

■出席報告
　会員数　５４名、出席　４５名、欠席　９名、出席率 83.3％

■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　138,000 円　ファイン　500円

■懇親会　　　　　　　　　　　　　　　　



E-mail   ehime.ni- l ions@nifty.com URL   http://homepage3.nifty.com/ni- l ions

■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：「種子川」　撮影：森實好彦氏

●● ７月第１例会 ●●
鈴木　雅志　一生懸命頑張りますので皆様、一年間宜しくお願いしま
　　　　　　す。
伊藤　龍一　本年度より幹事の職を拝命いたしました。鈴木会長を支
　　　　　　えクラブの運営を円滑に出来るように一生懸命頑張りま
　　　　　　す。一年間宜しくお願いします。
岡田　賢治　今期、会計を拝命しました。宜しくご協力お願いします。
能瀬　伸一　申し訳ないのですが本日より入院することとなりました。
　　　　　　皆様には大変ご迷惑をおかけしますが今は治療に専念
　　　　　　して少しでも早く帰ってきます。
大竹　崇夫　皆様のご協力のおかげで良好な決算が出来ました。誠
　　　　　　に有難うございます。鈴木丸の出航を祝福いたします。
伊藤　嘉秀　一年間幹事職を勤めさせていただきまして皆様にお世
　　　　　　話になりました。有難うございました。また国際大会で
　　　　　　は古川さん　佐伯さん　後藤さん　伊藤龍一さん　能
　　　　　　瀬さん、お世話になりました。早速本日欠席させていた
　　　　　　だき仕事をしてきます。失礼します。
白石　誠一　鈴木会長、一年間頑張って下さい。
永易　明洋　鈴木会長のもと新しい年度が始まりました。大いに期待
　　　　　　すると共に素晴らしい一年となる様に祈念します。
村上　順一郎　鈴木丸の門出を祝して。
松浦　一雄　新役員に皆様、ご苦労様です。一年間頑張って下さい。
有富　正治　鈴木船団の船出を祝して！！
佐伯　澄男　鈴木会長、一年間よろしくお願いします。
真鍋　憲夫　鈴木丸の門出を祝して！一年間宜しくお願いします。
山岡弘太郎　ゴルフコンペ準優勝！！取り切り杯　優勝！！助かります。
加藤　久博　新年度のスタートを祝して。
石川　敏則　鈴木会長、伊藤幹事、岡田会計、ご期待しています。
　　　　　　福岡国際大会参加の皆さんご苦労様です。
後藤　達也　鈴木会長　今期一年間頑張りましょう！五六八は控えめ
　　　　　　にして下さい。
山下　邦俊　鈴木新会長をはじめ役員の皆様、一年間宜しくお願い
　　　　　　いたします。
近藤　充徳　今期も宜しくお願いします。
宇野　博文　鈴木会長、伊藤幹事、岡田会計の新体制でのスタート
　　　　　　です。全員で新体制を応援していきたいものです。
新田　久司　鈴木会長はじめ三役の皆様一年間宜しくお願いします。
藤縄　洲二　新三役さんお世話になります。
高橋　　守　鈴木会長さん一年間宜しく頼みます。ガンバッテ下さい。
土岐　計一　鈴木会長船出おめでとう。
近藤　盛文　新役員の皆様お世話になります。ご活躍を祈っておりま
　　　　　　す。
天野　　淳　鈴木会長新年度出発おめでとうございます。
高橋　在錫　鈴木会長一年間宜しくお願いします。
古川　貴章　三役様一年間宜しくお願いいたします。
神野　雄太　例会出席率向上宜しくお願いします。
垂水　康浩　寝冷えし風邪をひかぬ様にご自愛下さい。
塩見　秀晴　７月号の会報皆様のお陰で本日無事発行出来ました。
　　　　　　是非読んでやって下さい。
大上　幸雄　本日 13:00 までに別子中学校へ行く幼児があり失礼さ
　　　　　　せていただきます。大変申し訳ありません。
伊藤　久門　白石直前会長、伊藤前幹事、大竹前会計　お疲れ様
　　　　　　でした。、有難うございました。新三役の皆様宜しくお
　　　　　　願いいたします。
檜垣　孝司　年度が変わって委員会の日時をすっかり忘れていました。
　　　　　　申し訳ありませんでした！
村上　博昭　鈴木会長の船出を祝して！！

・・・鈴木会長の船出を祈念して・・・
大石 隆憲／青野 泰介／上野  剛／岡田 浩二／福山  宏

　７月２４日（日）新居浜市民一斉清掃日に当新居浜ラ
イオンズクラブも愛リバー・愛ロード清掃奉仕作業を実施
しました。
　今年の市民一斉清掃は多くの地元企業、自治会の皆
さんの参画があり市内が見違えるほど綺麗になりました。
　商工会館周辺だけでなく市内至るとこで清掃作業に
励む市民の方 を々見かけました。
　ライオンズクラブの奉仕の輪が市民に広がり、市内が
何時でもこの美しい状態を維持したいものです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇野博文

●● ７月第２例会 ●●
鈴木　雅志　岡村さんの例会訪問を大歓迎いたします。メンバーの
　　　　　　皆さん今年は元気が一番で頑張りましょう。
伊藤　龍一　岡村さんの例会オブザーバー出席に感謝いたします。

岡田　賢治　今期初の夜間例会です。楽しくやりましょう。岡村さんの
　　　　　　入会を歓迎します。
永易　明洋　夜間例会の計画財務委員会の皆様、ご苦労様です。
　　　　　　楽しい会となりますことをご祈念します。暑い日が続きま
　　　　　　すが健康に留意して乗り切りましょう。
塩見　秀晴　レクバレーの練習、第二、第四金曜日、相手が決まっ
　　　　　　ていますので参加よろしくお願いします。
石川　敏則　暑中お見舞い申し上げます。気をつけよう詐欺と災害、
　　　　　　熱中症。
真鍋　憲夫　暑中お見舞い申し上げます。元気で夏を乗り切りましょう。
檜垣　孝志　朝顔を鉢植えしています。毎朝、楽しんでいます。
青野　泰介　ポケモンをつかまえています。
垂水　康浩　暑い日が続きます。でも夏だから仕方ないですね！
神野　雄太　暑い日が続きます。夏バテに注意しましょう。
高橋　　守　第一回　愛リバー・愛ロード、会員の皆様ご苦労様で
　　　　　　した。
古川　貴章　夏ですね。少し太りました。
石川　　稔　暑い日が続きます。皆様、ご自愛下さい。
宇野　博文　７月２４日の愛リバー・愛ロードの後で汗をかいたついで
　　　　　　に家の周辺の清掃作業を行いました。近所の方 も々や
　　　　　　られており新居浜市が綺麗になりました。
近藤　充徳　８月７日第一回献血献眼運動のご協力をお願いします。
松浦　一雄　先日７月２４日の愛リバー・愛ロードには大勢の皆様に参
　　　　　　加していただき有難うございました。今後とも宜しくお願
　　　　　　いします。
武市　欣也　福岡での国際大会。車椅子まで準備いただき、皆さん
　　　　　　に大変お世話になり感謝しています。
有富　正治　自治会の役員会と重なり早退させていただきます。
岡田　浩二　先日は父の葬儀に参列していただき誠にありがとうござい
　　　　　　ました。沢山の人達に見送っていただき父もよろこんで
　　　　　　いると思います。本当に有難うございました。
真木　泰彦　亡き父の葬儀に際しましてはご参列、お手伝いを頂きま
　　　　　　して有難うございました。
伊藤　嘉秀　本日は遅刻しまして申し訳ございません。感謝状を頂き
　　　　　　まして有難うございました。一年間勉強させていただい
　　　　　　て私が感謝しております。
白石　誠一　岡村さんをよろしくお願いします。出張のため愛リバー・
　　　　　　愛ロード参加できませんでした。
村上　博昭　岡村さんの転籍を歓迎します。
・・・岡村さんの入会を大歓迎します。・・・
高橋 在錫、新田 久司、後藤 達也、村上 順一郎、近藤 盛文、
加藤 久博、藤縄 洲二、福山  宏
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