
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
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  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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●●８月第１例会●●
・２Ｒ－ＲＣ　　河端 寛ライ

オン　
・2R-1Z・ＺＣ　横井文明ライ

オン、ＺＣＡ 篠原孝尚ライ
オン

・2R-1Z  ＰＲ・ライオンズ情報・大会参加委員　鈴木和政ライ
オン　

鈴木　雅志　能瀬さん、元気に復帰おめでとう。岡村さん頑張ってく
　　　　　　ださい。
伊藤　龍一　能瀬委員長、ご退院おめでとうございます。どうぞお体
　　　　　　をご慈愛ください。
岡田　賢治　来訪者を歓迎いたします。
能瀬　伸一　日曜日に退院しました。三週間少々の間皆様にご心配を
　　　　　　おかけしました。また頑張ってまいりますので宜しくお願
　　　　　　いします。
白石　誠一　河端様、横井様、鈴木様、篠原様本日ご来訪いただき
　　　　　　まして有難うございます。８月２２日は岡部ほのかちゃん
　　　　　　の集い、宜しくお願いします。
近藤　充徳　８月７日献血、献眼ご協力ありがとうございました。
岡村真里哉　これからお世話になります。どうぞ宜しくお願いいたし　
　　　　　　ます。毎日暑い日が続きます。お体、ご慈愛下さい。
大竹　崇夫　岡村真里哉さんのご入会を心より歓迎致します。
真鍋　憲夫　リオオリンピック男子団体体操、金メダルおめでとう。来
　　　　　　訪者を歓迎します。
加藤　久博　来訪者の皆様を歓迎いたします。岡村さんの転籍を歓
　　　　　　迎いたします。
松浦　一雄　リオオリンピックで日本選手が健闘していますね。今夜１０
　　　　　　時から卓球の愛ちゃんが準決勝を戦います。皆さん応
　　　　　　援しましょう。
有富　正治　オリンピックにて睡眠不足で疲れていますが連日のメダル
　　　　　　獲得を楽しんでいます。
宇野　博文　暑い日が続きます。先日、事務業務の社員が熱中症で
　　　　　　病院に行きました。他人事ではありません。深酒を控え、
　　　　　　睡眠、水分、塩分、体温調整に気をつけたいものです。
神野　雄太　リオオリンピック　サッカーせめてメダル取るようガンバレ！
石川　稔　　毎日暑い日が続きます。皆さんご慈愛下さい。
塩見　秀晴　会報８月号無事発行出来ました。読んで戴けると嬉しい
　　　　　　です。
田村　征夫　来訪者を歓迎します。
永易　明洋　来訪者の皆様を歓迎します。ご活躍を期待しております。
　　　　　　ご苦労様です。オリンピック選手の活躍は本当に勇気、
　　　　　　元気がでます。ありがとうございます。
山下　邦俊　岡村さんを歓迎します。
石川　敏則　河端ＲＣ　横井ＺＣの来訪を歓迎します。また藤縄さん
　　　　　　卓話有難うございます。
村上　博昭　来訪者を歓迎して！！
近藤　盛文　がんばれ～日本！！オリンピック。
青野　泰介　献血、献眼　お疲れ様でした。
後藤　達也　ご来訪の方 に々感謝いたします。そして岡村さん転籍お
　　　　　　めでとうございます。
天野　　淳　８月７日　夏祭りで新田太鼓台優勝しました。
檜垣　孝志　本当に毎日暑いですね。皆さんお身体ご慈愛下さい。
斉藤陽二朗　毎日暑いですね。皆さん熱中症にならないように気をつ
　　　　　　けてください。
・・・藤縄洲二さんの卓話に感謝・・・
真木泰彦、土岐敏勝、垂水康浩、岡田浩二、新田久司、大石隆憲、
福山　宏

　暑い夏の祭典が終わりました。
甲子園では５４年振りの作新学院の優勝で閉幕しましたが、３５℃を
超える猛暑の中で熱戦が繰り広げられました。戦前の優勝候補校が
ベストエイトに残れないという実力が均衡した高校野球の勝負の厳し
さを教えてくれました。
　リオオリンピックではメダル数４１個の過去最高を記録し、４年後の
東京大会に弾みをつけました。準決勝で敗戦した選手が一度下が
ったモチベーションを立直し銅メダルの獲得に繋げた姿に感動を受け
ました。レスリング、卓球、バドミントンも劣勢の中での最後の最後で
の逆転勝利も同様の強い気持ちの結果だと思います。男子 400ｍリ
レー銀メダルの獲得も感動しました。100ｍの個人記録の積上げでは
到底太刀打ちできない中、バトンリレー方式に勝機を見出しチームワ
ークで勝取った銀メダルは日本だけでなく、世界の人々にも興味深い
出来事として受け止められたようです。
　さあ皆さん、強い気持ちで、仕事に、スポーツに、ライオンズの
活動に頑張りましょう。　宇野博文

●●8 月第２例会●●
鈴木　雅志　出席大会の神野委員長の頑張りで出席率９０％越え、　
　　　　　　早くも２回達成しました。皆さんご協力有難うございます。
伊藤　龍一　本日８月第二例会も暑さ厳しい中、多くの方の出席有難
　　　　　　うございます。
岡田　賢治　有富さんの卓話に感謝。
武市　欣也　３ヶ月ぶりに大阪免疫クリニックへ行きホテルのシングルル
　　　　　　ームで気楽な時間を過ごしてきました。
加藤　久博　残暑厳しいおり、お身体ご慈愛下さい。
松浦　一雄　リオオリンピックでの日本選手の活躍はすばらしかったで
　　　　　　すね。男子４００ｍリレーはテレビで何度も何度も見まし
　　　　　　た。８月度のライオンズゴルフコンペでは大きいハンディを
　　　　　　いただき優勝させていただきました。メンバーの皆様有
　　　　　　難うございました。

伊藤　嘉秀　６月２２日月曜日に初めて岡部歩乃佳選手と会員の集い
　　　　　　が行われ多くの方に集まって頂きました。有難うございま
　　　　　　した。
岡村真里哉　先日のゴルフではお世話になりました。誰よりも一番疲　
　　　　　　れてしまい体力をつけないといけないなと反省でした。ま
　　　　　　だまだ暑いです。ご慈愛下さい。
佐伯　澄男　1ヵ月振りに帰って来ました。暑い日が続きます。体調に
　　　　　　気をつけましょう。
真鍋　憲夫　やっと朝方が涼しくなって来ましたね。残暑お見舞い申
　　　　　　し上げます。リオオリンピックの日本選手の活躍に感動し
　　　　　　ました。
永易　明洋　卓話に感謝します。まだまだ暑い日が続きますがお体を
　　　　　　御慈愛下さい。卓球の福原愛選手が大人になり感動し
　　　　　　ました。
有富　正治　健康が不健康の卓話になりお詫び申し上げます。
白石　誠一　歩乃佳ちゃんの集い有難うございました。
村上　博昭　リオオリンピックでの日本選手の頑張りは凄かったですね。
　　　　　　４年後の東京では野球、ソフトボールも復活。メダル５０
　　　　　　個くらいはいくでしょう。
後藤　達也　テーマを任されてからコメントを考える余裕がありません。
村上順一郎　まだまだ暑いですね。体調を崩さない様にして下さい。
塩見　秀晴　８月２６日ソフトバレー練習の予定です。川東中学校です。
　　　　　　宜しくお願いします。
能瀬　伸一　まだまだ暑い日が続きますがみなさんお体には十分お気
　　　　　　を付けて下さい。
宇野　博文　暑い夏のスポーツの祭典が終わりました。高校野球もリ
　　　　　　オオリンピックも多くの感動をいただきました。この感動が
　　　　　　残っている内にライオンズの活動もひとふんばりです。
近藤　充徳　卓話に感謝します。
近藤　盛文　オリンピック、日本すごい。パラリンピックも頑張れ。
檜垣　孝志　以前ライオンズクラブでレモンの木の苗をもらい鉢植えを
　　　　　　したのですが今年はその木に１８個のレモンの実がなっ
　　　　　　ています。有難うございます。
伊藤　久門　鬼のカクラン！風邪をひいてしまいました。
　　　　　　残暑厳しい折皆さんも御慈愛下さい。
神野　雄太　暑い！！！
高橋　在錫　残暑まだまだ厳しいです。熱中症には気をつけましょう。
古川　貴章　暑い日が続きます。体に気をつけましょう。
大竹　崇夫　岡部歩乃佳さんの健闘をお祈り致します。
石川　敏則　暑いですね。有富さん卓話をありがとう。
高橋　　守　卓話をありがとう。
・・・有富正治さんの卓話に感謝・・・
真木泰彦、藤縄洲二、垂水康浩、岡田浩二、上野　剛、新田久司、
青野泰介、福山　宏
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第１回 四献運動
保健福祉副委員長　近 藤  充 徳　　　　日時：平成２８年８月７日 10:00 ～　場所：イオンモール新居浜　

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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２Ｒ－１Ｚ  アクティビティ報告書 (８月分 )
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8月 21 日(日)　　新居浜CC

４７
４２ ４４

４７
４２
５８

４３
６４

８６
  ９４
 ８５
１２２

  ３０.０
３０.０

   １９.３
３０.０

５６.０
６４.０
６５.７

岡村真里哉 ９２.０

大 石 隆 憲

松 浦 一 雄

神 野 雄 太

準優勝

3　位
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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

9 月誕生日おめでとうございます
小松武道、真鍋憲夫、福山　宏、石川　稔

伊藤嘉秀、垂水康浩、高橋　彰、能瀬伸一

青野泰介、上野　剛

9 月結婚記念日おめでとうございます
新田久司、能瀬伸一

第 1342 回　8 月第二例会
8月 24日（水）12:15～ ユアーズ

行  事  予  定
・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会　９月１２日（月）18:30 ～　商工会館 3F
９月第 1例会　  ９月１４日（水）12:15 ～　ユアーズ
９月第２例会  　９月２８日（水）12:15 ～　ユアーズ
・委員会
計画財務委員会　  　　９月　１日（木）18:30 ～　事務局
環境保全委員会　  　　９月　６日（火）18:30 ～　事務局
会員会則委員会　  　　９月　７日（水）18:30 ～　事務局
保健福祉委員会　  　　９月　８日（木）18:30 ～　事務局
青少年委員会　　  　　９月１６日（金）18:30 ～　事務局
計画財務委員会（10 月）９月２９日（木）18:00 ～　事務局
PR広報委員会　  　　 ９月２９日（木）18:30 ～　事務局
  出席大会委員会　  　　９月３０日（金）18:30 ～　事務局　
・クラブ行事予定
第 27 回新居浜市中学生英語スピーチコンテスト
　９月２３日（金）14:00 ～　新居浜市文化センター中ホール
・その他行事予定
えひめ国体手作りカウントダウンボードお披露目式
　９月３日（土）9:00 ～　新居浜市山根体育館
えひめ国体リハーサル大会プランター運搬ボランティア
　９月１１日（日）17:00 ～　新居浜市営球場
平成２８年明の交通安全運動「人の輪作戦」
　９月２１日（水）10:30 ～　平形橋北側歩道
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　　　９月１１日（日）10:25　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　　　　９月９・２３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　

　８月７日９時３０分曇り空の中イオン駐車場に到着し
資材を下しておりますと太陽が顔を出し全員汗だくで
の準備作業となりました。
　同４０分には完了し５０分頃には採血者の方が見
え始めました。１時間程度は順調に推移しておりまし
たがその後お客様が減り採血バス前は人影が少なく
低調になりました。
　採血場近くの店舗入り口にてポケットティッシュによ
る呼びかけを行いましたが来客数が少なく関係者の
方に聞きますと、暑さの為屋根のある駐車場を利用
される方が多く通常出入り口を通られる方が少ないと
の事でした。
　全体的には昨日より始まりましたリオオリンピック、

甲子園高校野球、市内各地の夏祭り等で出足に影
響したのではないかと思われます。
　猛暑の中採血の協力頂いた多数のメンバーの皆
様に厚くお礼申し上げます。伊藤龍一幹事にはミス
トクーラーを設置頂き誠に有難うございます。炎天下
大きな効果がありました。
第１回四献運動実績　H.28.8.7
○献血　受付１２９名、採血者１０７名、不採血者２２名
○献眼登録者　　　　１６名
○骨髄バンク登録者　　３名
○ドナーカード配布   １７０枚
メンバーお手伝い２０名（１日お手伝い１１名）

■ライオンズの誓い唱和　永易明洋ライ
オン

■来訪者紹介　白石誠一直前会長
　３３６-Ａ地区２Ｒ－ＲＣ　河端 寛ライ

オン

　３３６-Ａ地区２Ｒ－１Ｚ－ＺＣ　横井文明ライ
オン

　３３６-Ａ地区２Ｒ－１Ｚ－ＺＣA　篠原孝尚ライ
オン

　３３６-Ａ地区２Ｒ・ＰＲライオンズ情報大会参加委員 鈴木和政ライ
オン

■会長挨拶　鈴木雅志会長
■来訪者挨拶　336-A 地区 2R-1Z 河端 寛ライ

オン他役員
■卓話「私の健康法」　藤縄洲二ライ

オン

　　　　つま先立ちで足の筋力を鍛えて健康維持
■審議事項
　①～⑨号議案全て承認されました。
■報告事項
１．第１回地区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 ～ふじ
　出席者　三役、加藤久博会員会則委員長
２．２０１６～２０１７年度冬期ＹＣＥ交換について
　（派遣予定国）ペルー･ニュージーランド・イタリア･スロベニア･ク
　ロアチア･マレーシア（8/10 締切）
　（受入予定国）ペルー･オーストラリア･ニュージーランド・イタリア･
　スロベニア･クロアチア･マレーシア（9月初旬締切）
　詳細につきましては事務局までお問合せ下さい。
３．新居浜市競技別リハーサル大会プランター運搬のボランティアに
　ついて
■委員会報告
会員会則委員会
・新会員について　　青野淳助さんの推薦書が出ています。
・会員転籍について　岡村真理哉さんが高知りょうまLCより転籍
保健福祉委員会
・第１回献血・献眼　８月７日（日）10:00 ～　イオンモール新居
　浜駐車場
　（献血者） 受付者１２９名、採血者１０７名、不採血者２２名
　（献眼登録者）  　 １６名
　（骨髄バンク登録者） ３名
　（臓器提供意志カード配布数）１７０ 枚
■その他
　会計より6月末、7月末、現在の資産残高の報告がありました。
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　86,000 円　ファイン　500 円　
■出席報告
　会員数５５名　出席４６名、欠席９名、出席率 83.6％　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　

ゾーン・地区・国際協会の動き
2R 地区ガバナー公式訪問　９月３日（土）　ユアーズ■ライオンズの誓い唱和　佐伯澄男第 2副会長

■会長挨拶　鈴木雅志会長
■卓話　「健康について」　有富正治ライオン
■審議事項　なし
■報告事項
１．第１回地区ガバナー諮問委員会、ゾーンレベル会員委員会が
　８月２０日（土）15:30 ～グラッシュふじにて開催されました。
　出席者は三役、加藤会員会則委員長でした。
２．岡部歩乃佳選手と会員の集いが８月２２日（月）18:30 ～　
　ユアーズで行われました。参加者 ６８名でした。
３．手作りカントダウンボードお披露目式 ９月３日（土）9:00～  　
　山根総合体育館で行われます。出席者は鈴木会長です。
４．地区ガバナー公式訪問が９月３日（土）13:00 ～ユアーズであ
　ります。　出席者は三役、村上第一副会長、加藤会員会則委
　員長が参加されました。
５．えひめ国体リハーサル大会のプランター運搬ボランティアが
　９月１１日（日）１７時予定　新居浜市営球場正面玄関前で行わ
　れます。
６．村上博昭さんのお義母様（田鍋道子様 77 歳）がお亡くなりに
　なられました事を報告致します。
■委員会報告
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　　71,000 円　　　　　　　　　　　　　　
■出席報告
　会員数５５名、出席５２名、欠席３名、出席率 94.5％
■ライオンズ・ローア　
　斉藤陽二朗ライ

オン　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



3

歯と健康と長寿について
青少年委員会　真 鍋  憲 夫

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
８月８日（月）18:30～ 商工会館3F

第 1341 回　9 月第一例会
8月 10日（水）12:15～ ユアーズ

献血の現状と問題点の改善策は
PR 広報委員長　塩 見  秀 晴　　　　　　　　　　　　　

‥ 新たなる挑戦 We Serve ‥

　血液は長期保存が出来ず、血液を人工的に作る
技術もまだない。年間１２０万人の患者が輸血を待っ
ている。これは一日約３,０００人。血液の有効期間は
赤血球が２１日、血小板にいたっては４日。常に鮮血
が必要になる。
　日本赤十字では全国７ブロックの血液センターで管
内需要を予測し、出来るだけ過不足のないように採
血を目指す。
　愛媛県の献血者数は平成２２年度には年間 6.4 万
人であったものが２７年度にはついに５万人を切った。
　その大きな原因の一つは少子高齢化と若者の献
血離れである。本県の１０代の献血率は 3.8%。
　全国３７位で一位の山梨県 8.3% の半分以下。
　これは全国平均 4 . 3%よりかなり下回る。
年代別献血率の推移を見ていただきたい。
図１献血率では 20,30,40 代でかなり減少が目立ち、
図２では 10 . 2 0 . 3 0 . 代の献血者数の減少が目立って
いる。６０代ではわずかながら回復しているが採血可
能年齢が６９歳までということを考えると今は足りてい
ても、１０年後はかなり厳しくなる。
　さて少子化と献血離れに対する有効な手立てはあ
るのか。血液センターでは既に次のような若年層対
策を採っている。
1. 若年層全体に広報活動、SNS 対策
2. 複数回献血クラブをつくり継続的な献血をお願い
　 する。
3. 献血年齢に達していない子供に献血の重要性を
　 理解してもらう
（7 . 8 月親子血液センター見学体験教室の開催など）
高校献血の校内実施は３年前に比較すると何故か
減少している。図 3
ライオンズクラブの奉仕活動の中で、献血運動が大
きな柱。
　今後、若年層にアピールできる献血推進が出来る

かどうかが献血事業の大きな課題になる。
　新居浜でも高専や専門学校での複数回献血クラ
ブ加入促進は重要な活動の一つ。
　小中学校で献血への予備知識持ってもらう為の
「いのちの講座」の実施やその開催の為の支援活
動が急務なのではなかろうか。

　　参考文献　LC 336-Ａ地区 2R- 献血推進研究会資料より
　　　　　　　日本赤十字社ホームページより

図１

図２

図３

　８月号会報で斉藤陽二朗ライ
オンの健康と

食についての記事を興味深く読ませて
頂きました。
　健康とは、健体健心の事で、健全な
体に安らかな心が伴ってはじめて健康と
いう意味を知りました。
　さて、歯と健康との関係はどうなのか？

歯は全身の健康の原点！　私達の生命活動は言うまでもな
く、食べる事によって支えられています。食べるには無くて
はならない器官が歯である。歯が大丈夫か否か、合った
義歯（入歯）を入れているかどうかは肉体面だけでなく、
精神面にも大きな影響を及ぼします。
　野生動物の世界では、歯の寿命がその動物の寿命を決
めいている大きな要因と言われています。歯を失う事がそ
のまま生命を失う結果をもたらします。
　古代人のおいても歯の良い悪いがその人間の生命を左
右していました。現代人においては、歯が無くても十分柔

らかい食べ物が供給され、生きて行くことが出来ます。
　しかし、いくら素晴らしい人口歯が開発されても自分の歯
以上の質を持った人口歯はありません。
　この素晴らしい自分の歯を大切のする事が健康と寿命の
質をよりよく維持する事に繋がります。平成元年より８０２０
（ハチマルニイマル）運動が提唱され、８０歳で２０本の歯
を残す目標を掲げています。
　今日では、徐々に目標に近づいています。更なる今後の
ゴールは、健康寿命を伸ばす事です。
　歯を失う三大原因は、虫歯と歯周病（歯槽膿漏）と歯
の破折です。これらを予防する為には歯の定期検診が大
切です。年に一度くらいは歯科医院でチエックを受けましょ
う。早期発見、早期治療が最も肝心です。早めに予防、
治療をすれば歯を失わずに済みます。歯は歯車と同じ一つ
でも欠けると上手く噛み合いません。１本抜けると他の歯も
揺れ動き次から次へと抜けていくこ事に繋がります。
　１本の歯を大切にしましょう。

●審議事項
１．新会員について　　青野淳助さんの推薦書が出ています。
２．会員転籍について　岡村真理哉さんが高知りょうま LC より転
籍
３．能瀬伸一さん入院お見舞金　　１０,０００円　拠出します
４．岡田浩二さん実父逝去に伴い　２０,０００円　拠出します
５．２Ｒ－１Ｚ第１回諮問委員会･ゾーンレベル会員委員会登録料　
　　２０,０００円 拠出します 8月20日( 土 )
６．地区ガバナー公式訪問登録料　
　　３０,０００円 拠出します 9月3日( 土 ) ユアーズ
７．伊予三島ＬＣ５５周年記念式典登録料　
　　３０,０００円 拠出します 10月15日( 土 )
●報告事項
１．第１回地区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 ～ふじ　出席者　三役、加藤会員委員
長
２.   ２０１６～２０１７年度冬期ＹＣＥ交換について
　（派遣予定国）ペルー･ニュージーランド・イタリア･スロベニア･ク
　ロアチア･マレーシア（8/10 締切）
　（受入予定国）ペルー･オーストラリア･ニュージーランド・イタリア
　･スロベニア･クロアチア･マレーシア（9月初旬締切）　
　詳細につきましては事務局までお問合せ下さい。
３．新居浜市競技別リハーサル大会プランター運搬のボランティアにつ
　　いて
●委員会報告
出席大会委員会
　・例会出席率向上費について　（予備費より拠出）30,000 円
　予算化します

■ライオンズの誓い唱和　永易明洋ライ
オン

■来訪者紹介　白石誠一直前会長
　３３６-Ａ地区２Ｒ－ＲＣ　河端 寛ライ

オン

　３３６-Ａ地区２Ｒ－１Ｚ－ＺＣ　横井文明ライ
オン

　３３６-Ａ地区２Ｒ－１Ｚ－ＺＣA　篠原孝尚ライ
オン

　３３６-Ａ地区２Ｒ・ＰＲライオンズ情報大会参加委員 鈴木和政ライ
オン

■会長挨拶　鈴木雅志会長
■来訪者挨拶　336-A 地区 2R-1Z 河端 寛ライ

オン他役員
■卓話「私の健康法」　藤縄洲二ライ

オン

　　　　つま先立ちで足の筋力を鍛えて健康維持
■審議事項
　①～⑨号議案全て承認されました。
■報告事項
１．第１回地区ガバナー諮問委員会、ゾーンレベル会員委員会

計画財務委員会
　・７月第２夜間例会決算報告
保健福祉委員会
　・委員会開催日の変更について　
　　保健福祉委員会８月１１日（木）から１８日（木）18:30 ～事務局
　・第１回献血・献眼登録　８月７日（日）10:00 ～イオンモール
　　新居浜駐車場
　（献血者） 受付者１２９名　　採血者１０７名　　不採血者２２名
　（献眼登録者）  　 １６名
　（骨髄バンク登録者） ３名
　（臓器提供意志カード配布数）１７０ 枚
環境保全委員会
　　・第１回愛リバー・愛ロード決算報告
●その他　　　　　　　　　　　　　
　会計より6月末、7月末のクラブ流動資産残高の報告がありました。

　８月２０日（土）15:30～ふじ
　出席者　三役、加藤久博会員会則委員長
２．２０１６～２０１７年度冬期ＹＣＥ交換について
　（派遣予定国）ペルー･ニュージーランド・イタリア･スロベニア･ク
　ロアチア･マレーシア（8/10 締切）
　（受入予定国）ペルー･オーストラリア･ニュージーランド・イタリア･
　スロベニア･クロアチア･マレーシア（9月初旬締切）
　詳細につきましては事務局までお問合せ下さい。
３．新居浜市競技別リハーサル大会プランター運搬のボランティアに
　ついて
■委員会報告
会員会則委員会
・新会員について　　青野淳助さんの推薦書が出ています。
・会員転籍について　岡村真理哉さんが高知りょうまLCより転籍
保健福祉委員会
・第１回献血・献眼　８月７日（日）10:00 ～　イオンモール新居
　浜駐車場
　（献血者） 受付者１２９名、採血者１０７名、不採血者２２名
　（献眼登録者）  　 １６名
　（骨髄バンク登録者） ３名
　（臓器提供意志カード配布数）１７０ 枚
■その他
　会計より6月末、7月末、現在の資産残高の報告がありました。
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　86,000 円　ファイン　500 円　
■出席報告
　会員数５５名　出席４６名、欠席９名、出席率 83.6％　　　　
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転籍会員紹介

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

氏　　名　岡村真里哉
生年月日　昭和４６年１０月３日
転　　籍　高知りょうまライオンズクラ

ブ より
スポンサー　加藤久博ライ

オン

所　　属　保健福祉委員会
住　　所　新居浜市若水町 2-6-36-306
携帯電話　090-9776-7777

勤　務　先　ジブラルタ生命（株）
勤務先住所　新居浜市坂井町 2-3-17　　　　
　　　　　　　　　テレコムプラザ 6F
勤務先TEL　(0897)31-3137
勤務先FAX　(0897)37-6955
役　　　職　所長

　新居浜ライオンズクラブのみなさま、この度は転籍を
認めていただきありがとうございます。
　会長スローガンの「新たなる挑戦 We Serve 」の
スローガンのもと、私が新居浜ライオンズクラブで出来
る事を、沢山のワクワク感を持ってチャレンジ出来れば

と思います。
　新居浜ライオンズクラブの伝統と誇りをみなさまに教
えていただきながら、これからのライオンズ活動を行い
ますので、ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し
上げます。

　７月２４日の日曜日、第１回愛リバー・愛ロードの
ボランティア活動には、２５名の方の参加をいただき、
商工会議所周辺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。
市民一斉清掃日と重なり、自治会の清掃活動もあっ
たでしょうに、やりくりをしていただき、新居浜ライオ
ンズクラブの活動に参加されたことに深く感謝致しま
す。今回の奉仕作業については、新居浜市環境
美化推進協議会から、早速、感謝のレターが届い
ていることも報告させていただきます。
　今回は市民一斉清掃日と重なったため、本来は

新居浜ライオンズクラブの「愛ロード」の受け持ち
範囲である、ローソンからユアーズまでの県道は東
予信用金庫が、ローソンからイオンまでの市役所通
りは十全病院が美化活動を実施されました。

　そのこともあり、新居浜ライオンズクラブ
は商工会議所前の県道を集中して除草・
清掃活動ができ、大変美しく仕上げること
ができました。
　早朝の１時間、汗は流しましたが、まだ
柔らかい夏の日差しのうちに、心が爽やか
に奉仕活動を終えることができました。
　改めて参加者に感謝致します。

今年で 50 才の です！
計画財務委員会　高 橋  在 錫　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

　皆さんにはお気に入りの車がありますか。思い出
の一台がありますか。この春私の特別な一台が仕上
がったので紹介します。
　ちょうど５０年前、私が１５の時に生まれて初めて
運転した、そう、無免許でこっそり運転した車がこ
のホンダ S600 でした。それから時は流れて４０年後
の、つまり今から１０年前、またこの懐かしい車に出
会ったのです。
　知り合いのディーラーさんのもとに現れました。
廃車になる予定でしたから内装も外装もぼろぼろ。
　山間部などに放置されて錆びて朽ちた車を見たこ
とがあるでしょう。あのくらいを思い浮かべてもらうと
ちょうどいいです。とても普通に走られる状態ではあ
りませんでした。
　それでも私もくるま屋。なんとかなるさと譲ってもら
いました。
　１０年かかりました。部品は純正にこだわり、もち
ろん新品など無いですから、中古部品をインターネッ
トで探しました。クーペタイプでもともと生産が少なか
ったので何年もかかって見つけた部品ばかりです。
　そうしてこの春やっと完成したのです。合わせたよ
うに徳島工業短大の自動車学科からお声がかかりク
ラシックカーフェスティバルに出展をしたところ、ホンダ

カーズ賞を頂きました。
　乗り心地。それはもう最悪です。
とにかく狭すぎます。膝と腹と胸がくっつきます。こな
いだは思わずアクセルとブレーキを同時に踏んでしま
いました。ハンドルは重たく、当然エアコンはなくシー
トベルトもない。乗ると疲れます。でもそれがいいの
です。だってクラシックカーなのですから。
　今は若かった頃を懐かしみながら、そして自動車
業界の著しい進歩を実感しながら免許証を携えて走
っております。手入れをして大事に長く乗ってやろう
と思っています。老後の楽しみがまた一つ増えました。

おかむら   まりや
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氏　　名　岡村真里哉
生年月日　昭和４６年１０月３日
転　　籍　高知りょうまライオンズクラ

ブ より
スポンサー　加藤久博ライ

オン

所　　属　保健福祉委員会
住　　所　新居浜市若水町 2-6-36-306
携帯電話　090-9776-7777

勤　務　先　ジブラルタ生命（株）
勤務先住所　新居浜市坂井町 2-3-17　　　　
　　　　　　　　　テレコムプラザ 6F
勤務先TEL　(0897)31-3137
勤務先FAX　(0897)37-6955
役　　　職　所長

　新居浜ライオンズクラブのみなさま、この度は転籍を
認めていただきありがとうございます。
　会長スローガンの「新たなる挑戦 We Serve 」の
スローガンのもと、私が新居浜ライオンズクラブで出来
る事を、沢山のワクワク感を持ってチャレンジ出来れば

と思います。
　新居浜ライオンズクラブの伝統と誇りをみなさまに教
えていただきながら、これからのライオンズ活動を行い
ますので、ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し
上げます。

　７月２４日の日曜日、第１回愛リバー・愛ロードの
ボランティア活動には、２５名の方の参加をいただき、
商工会議所周辺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。
市民一斉清掃日と重なり、自治会の清掃活動もあっ
たでしょうに、やりくりをしていただき、新居浜ライオ
ンズクラブの活動に参加されたことに深く感謝致しま
す。今回の奉仕作業については、新居浜市環境
美化推進協議会から、早速、感謝のレターが届い
ていることも報告させていただきます。
　今回は市民一斉清掃日と重なったため、本来は

新居浜ライオンズクラブの「愛ロード」の受け持ち
範囲である、ローソンからユアーズまでの県道は東
予信用金庫が、ローソンからイオンまでの市役所通
りは十全病院が美化活動を実施されました。

　そのこともあり、新居浜ライオンズクラブ
は商工会議所前の県道を集中して除草・
清掃活動ができ、大変美しく仕上げること
ができました。
　早朝の１時間、汗は流しましたが、まだ
柔らかい夏の日差しのうちに、心が爽やか
に奉仕活動を終えることができました。
　改めて参加者に感謝致します。

今年で 50 才の です！
計画財務委員会　高 橋  在 錫　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

　皆さんにはお気に入りの車がありますか。思い出
の一台がありますか。この春私の特別な一台が仕上
がったので紹介します。
　ちょうど５０年前、私が１５の時に生まれて初めて
運転した、そう、無免許でこっそり運転した車がこ
のホンダ S600 でした。それから時は流れて４０年後
の、つまり今から１０年前、またこの懐かしい車に出
会ったのです。
　知り合いのディーラーさんのもとに現れました。
廃車になる予定でしたから内装も外装もぼろぼろ。
　山間部などに放置されて錆びて朽ちた車を見たこ
とがあるでしょう。あのくらいを思い浮かべてもらうと
ちょうどいいです。とても普通に走られる状態ではあ
りませんでした。
　それでも私もくるま屋。なんとかなるさと譲ってもら
いました。
　１０年かかりました。部品は純正にこだわり、もち
ろん新品など無いですから、中古部品をインターネッ
トで探しました。クーペタイプでもともと生産が少なか
ったので何年もかかって見つけた部品ばかりです。
　そうしてこの春やっと完成したのです。合わせたよ
うに徳島工業短大の自動車学科からお声がかかりク
ラシックカーフェスティバルに出展をしたところ、ホンダ

カーズ賞を頂きました。
　乗り心地。それはもう最悪です。
とにかく狭すぎます。膝と腹と胸がくっつきます。こな
いだは思わずアクセルとブレーキを同時に踏んでしま
いました。ハンドルは重たく、当然エアコンはなくシー
トベルトもない。乗ると疲れます。でもそれがいいの
です。だってクラシックカーなのですから。
　今は若かった頃を懐かしみながら、そして自動車
業界の著しい進歩を実感しながら免許証を携えて走
っております。手入れをして大事に長く乗ってやろう
と思っています。老後の楽しみがまた一つ増えました。

おかむら   まりや
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歯と健康と長寿について
青少年委員会　真 鍋  憲 夫

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
８月８日（月）18:30～ 商工会館3F

第 1341 回　9 月第一例会
8月 10日（水）12:15～ ユアーズ

献血の現状と問題点の改善策は
PR 広報委員長　塩 見  秀 晴　　　　　　　　　　　　　

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

　血液は長期保存が出来ず、血液を人工的に作る
技術もまだない。年間１２０万人の患者が輸血を待っ
ている。これは一日約３,０００人。血液の有効期間は
赤血球が２１日、血小板にいたっては４日。常に鮮血
が必要になる。
　日本赤十字では全国７ブロックの血液センターで管
内需要を予測し、出来るだけ過不足のないように採
血を目指す。
　愛媛県の献血者数は平成２２年度には年間 6.4 万
人であったものが２７年度にはついに５万人を切った。
　その大きな原因の一つは少子高齢化と若者の献
血離れである。本県の１０代の献血率は 3.8%。
　全国３７位で一位の山梨県 8.3% の半分以下。
　これは全国平均 4 . 3%よりかなり下回る。
年代別献血率の推移を見ていただきたい。
図１献血率では 20,30,40 代でかなり減少が目立ち、
図２では 10 . 2 0 . 3 0 . 代の献血者数の減少が目立って
いる。６０代ではわずかながら回復しているが採血可
能年齢が６９歳までということを考えると今は足りてい
ても、１０年後はかなり厳しくなる。
　さて少子化と献血離れに対する有効な手立てはあ
るのか。血液センターでは既に次のような若年層対
策を採っている。
1. 若年層全体に広報活動、SNS 対策
2. 複数回献血クラブをつくり継続的な献血をお願い
　 する。
3. 献血年齢に達していない子供に献血の重要性を
　 理解してもらう
（7 . 8 月親子血液センター見学体験教室の開催など）
高校献血の校内実施は３年前に比較すると何故か
減少している。図 3
ライオンズクラブの奉仕活動の中で、献血運動が大
きな柱。
　今後、若年層にアピールできる献血推進が出来る

かどうかが献血事業の大きな課題になる。
　新居浜でも高専や専門学校での複数回献血クラ
ブ加入促進は重要な活動の一つ。
　小中学校で献血への予備知識持ってもらう為の
「いのちの講座」の実施やその開催の為の支援活
動が急務なのではなかろうか。

　　参考文献　LC 336-Ａ地区 2R- 献血推進研究会資料より
　　　　　　　日本赤十字社ホームページより

図１

図２

図３

　８月号会報で斉藤陽二朗ライ
オンの健康と

食についての記事を興味深く読ませて
頂きました。
　健康とは、健体健心の事で、健全な
体に安らかな心が伴ってはじめて健康と
いう意味を知りました。
　さて、歯と健康との関係はどうなのか？

歯は全身の健康の原点！　私達の生命活動は言うまでもな
く、食べる事によって支えられています。食べるには無くて
はならない器官が歯である。歯が大丈夫か否か、合った
義歯（入歯）を入れているかどうかは肉体面だけでなく、
精神面にも大きな影響を及ぼします。
　野生動物の世界では、歯の寿命がその動物の寿命を決
めいている大きな要因と言われています。歯を失う事がそ
のまま生命を失う結果をもたらします。
　古代人のおいても歯の良い悪いがその人間の生命を左
右していました。現代人においては、歯が無くても十分柔

らかい食べ物が供給され、生きて行くことが出来ます。
　しかし、いくら素晴らしい人口歯が開発されても自分の歯
以上の質を持った人口歯はありません。
　この素晴らしい自分の歯を大切のする事が健康と寿命の
質をよりよく維持する事に繋がります。平成元年より８０２０
（ハチマルニイマル）運動が提唱され、８０歳で２０本の歯
を残す目標を掲げています。
　今日では、徐々に目標に近づいています。更なる今後の
ゴールは、健康寿命を伸ばす事です。
　歯を失う三大原因は、虫歯と歯周病（歯槽膿漏）と歯
の破折です。これらを予防する為には歯の定期検診が大
切です。年に一度くらいは歯科医院でチエックを受けましょ
う。早期発見、早期治療が最も肝心です。早めに予防、
治療をすれば歯を失わずに済みます。歯は歯車と同じ一つ
でも欠けると上手く噛み合いません。１本抜けると他の歯も
揺れ動き次から次へと抜けていくこ事に繋がります。
　１本の歯を大切にしましょう。

●審議事項
１．新会員について　　青野淳助さんの推薦書が出ています。
２．会員転籍について　岡村真理哉さんが高知りょうま LC より転
籍
３．能瀬伸一さん入院お見舞金　　１０,０００円　拠出します
４．岡田浩二さん実父逝去に伴い　２０,０００円　拠出します
５．２Ｒ－１Ｚ第１回諮問委員会･ゾーンレベル会員委員会登録料　
　　２０,０００円 拠出します 8月20日( 土 )
６．地区ガバナー公式訪問登録料　
　　３０,０００円 拠出します 9月3日( 土 ) ユアーズ
７．伊予三島ＬＣ５５周年記念式典登録料　
　　３０,０００円 拠出します 10月15日( 土 )
●報告事項
１．第１回地区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 ～ふじ　出席者　三役、加藤会員委員
長
２.   ２０１６～２０１７年度冬期ＹＣＥ交換について
　（派遣予定国）ペルー･ニュージーランド・イタリア･スロベニア･ク
　ロアチア･マレーシア（8/10 締切）
　（受入予定国）ペルー･オーストラリア･ニュージーランド・イタリア
　･スロベニア･クロアチア･マレーシア（9月初旬締切）　
　詳細につきましては事務局までお問合せ下さい。
３．新居浜市競技別リハーサル大会プランター運搬のボランティアにつ
　　いて
●委員会報告
出席大会委員会
　・例会出席率向上費について　（予備費より拠出）30,000 円
　予算化します

■ライオンズの誓い唱和　永易明洋ライ
オン

■来訪者紹介　白石誠一直前会長
　３３６-Ａ地区２Ｒ－ＲＣ　河端 寛ライ

オン

　３３６-Ａ地区２Ｒ－１Ｚ－ＺＣ　横井文明ライ
オン

　３３６-Ａ地区２Ｒ－１Ｚ－ＺＣA　篠原孝尚ライ
オン

　３３６-Ａ地区２Ｒ・ＰＲライオンズ情報大会参加委員 鈴木和政ライ
オン

■会長挨拶　鈴木雅志会長
■来訪者挨拶　336-A 地区 2R-1Z 河端 寛ライ

オン他役員
■卓話「私の健康法」　藤縄洲二ライ

オン

　　　　つま先立ちで足の筋力を鍛えて健康維持
■審議事項
　①～⑨号議案全て承認されました。
■報告事項
１．第１回地区ガバナー諮問委員会、ゾーンレベル会員委員会

計画財務委員会
　・７月第２夜間例会決算報告
保健福祉委員会
　・委員会開催日の変更について　
　　保健福祉委員会８月１１日（木）から１８日（木）18:30 ～事務局
　・第１回献血・献眼登録　８月７日（日）10:00 ～イオンモール
　　新居浜駐車場
　（献血者） 受付者１２９名　　採血者１０７名　　不採血者２２名
　（献眼登録者）  　 １６名
　（骨髄バンク登録者） ３名
　（臓器提供意志カード配布数）１７０ 枚
環境保全委員会
　　・第１回愛リバー・愛ロード決算報告
●その他　　　　　　　　　　　　　
　会計より6月末、7月末のクラブ流動資産残高の報告がありました。

　８月２０日（土）15:30 ～ふじ
　出席者　三役、加藤久博会員会則委員長
２．２０１６～２０１７年度冬期ＹＣＥ交換について
　（派遣予定国）ペルー･ニュージーランド・イタリア･スロベニア･ク
　ロアチア･マレーシア（8/10 締切）
　（受入予定国）ペルー･オーストラリア･ニュージーランド・イタリア･
　スロベニア･クロアチア･マレーシア（9月初旬締切）
　詳細につきましては事務局までお問合せ下さい。
３．新居浜市競技別リハーサル大会プランター運搬のボランティアに
　ついて
■委員会報告
会員会則委員会
・新会員について　　青野淳助さんの推薦書が出ています。
・会員転籍について　岡村真理哉さんが高知りょうまLCより転籍
保健福祉委員会
・第１回献血・献眼　８月７日（日）10:00 ～　イオンモール新居
　浜駐車場
　（献血者） 受付者１２９名、採血者１０７名、不採血者２２名
　（献眼登録者）  　 １６名
　（骨髄バンク登録者） ３名
　（臓器提供意志カード配布数）１７０ 枚
■その他
　会計より6月末、7月末、現在の資産残高の報告がありました。
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　86,000 円　ファイン　500 円　
■出席報告
　会員数５５名　出席４６名、欠席９名、出席率 83.6％　　　　
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第１回 四献運動
保健福祉副委員長　近 藤  充 徳　　　　日時：平成２８年８月７日 10:00 ～　場所：イオンモール新居浜　

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 (８月分 )

５５
２８
２８
３０
１４１

179
0
0
0

179

125,477
0

4,704
9,500

139,681

89.1
83.9
87.5
75.0
83.9

93.7
96.4
94.6
78.5
90.8

名 ％ ％ Ｈ 円

8月 21 日(日)　　新居浜CC

４７
４２ ４４

４７
４２
５８

４３
６４

８６
  ９４
 ８５
１２２

  ３０.０
３０.０

   １９.３
３０.０

５６.０
６４.０
６５.７

岡村真里哉 ９２.０

大 石 隆 憲

松 浦 一 雄

神 野 雄 太

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

9 月誕生日おめでとうございます
小松武道、真鍋憲夫、福山　宏、石川　稔

伊藤嘉秀、垂水康浩、高橋　彰、能瀬伸一

青野泰介、上野　剛

9 月結婚記念日おめでとうございます
新田久司、能瀬伸一

第 1342 回　8 月第二例会
8月 24日（水）12:15～ ユアーズ

行  事  予  定
・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会　９月１２日（月）18:30 ～　商工会館 3F
９月第 1例会　  ９月１４日（水）12:15 ～　ユアーズ
９月第２例会  　９月２８日（水）12:15 ～　ユアーズ
・委員会
計画財務委員会　  　　９月　１日（木）18:30 ～　事務局
環境保全委員会　  　　９月　６日（火）18:30 ～　事務局
会員会則委員会　  　　９月　７日（水）18:30 ～　事務局
保健福祉委員会　  　　９月　８日（木）18:30 ～　事務局
青少年委員会　　  　　９月１６日（金）18:30 ～　事務局
計画財務委員会（10 月）９月２９日（木）18:00 ～　事務局
PR広報委員会　  　　 ９月２９日（木）18:30 ～　事務局
  出席大会委員会　  　　９月３０日（金）18:30 ～　事務局　
・クラブ行事予定
第 27 回新居浜市中学生英語スピーチコンテスト
　９月２３日（金）14:00 ～　新居浜市文化センター中ホール
・その他行事予定
えひめ国体手作りカウントダウンボードお披露目式
　９月３日（土）9:00 ～　新居浜市山根体育館
えひめ国体リハーサル大会プランター運搬ボランティア
　９月１１日（日）17:00 ～　新居浜市営球場
平成２８年明の交通安全運動「人の輪作戦」
　９月２１日（水）10:30 ～　平形橋北側歩道
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　　　９月１１日（日）10:25　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　　　　９月９・２３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　

　８月７日９時３０分曇り空の中イオン駐車場に到着し
資材を下しておりますと太陽が顔を出し全員汗だくで
の準備作業となりました。
　同４０分には完了し５０分頃には採血者の方が見
え始めました。１時間程度は順調に推移しておりまし
たがその後お客様が減り採血バス前は人影が少なく
低調になりました。
　採血場近くの店舗入り口にてポケットティッシュによ
る呼びかけを行いましたが来客数が少なく関係者の
方に聞きますと、暑さの為屋根のある駐車場を利用
される方が多く通常出入り口を通られる方が少ないと
の事でした。
　全体的には昨日より始まりましたリオオリンピック、

甲子園高校野球、市内各地の夏祭り等で出足に影
響したのではないかと思われます。
　猛暑の中採血の協力頂いた多数のメンバーの皆
様に厚くお礼申し上げます。伊藤龍一幹事にはミス
トクーラーを設置頂き誠に有難うございます。炎天下
大きな効果がありました。
第１回四献運動実績　H.28.8.7
○献血　受付１２９名、採血者１０７名、不採血者２２名
○献眼登録者　　　　１６名
○骨髄バンク登録者　　３名
○ドナーカード配布   １７０枚
メンバーお手伝い２０名（１日お手伝い１１名）

■ライオンズの誓い唱和　永易明洋ライ
オン

■来訪者紹介　白石誠一直前会長
　３３６-Ａ地区２Ｒ－ＲＣ　河端 寛ライ

オン

　３３６-Ａ地区２Ｒ－１Ｚ－ＺＣ　横井文明ライ
オン

　３３６-Ａ地区２Ｒ－１Ｚ－ＺＣA　篠原孝尚ライ
オン

　３３６-Ａ地区２Ｒ・ＰＲライオンズ情報大会参加委員 鈴木和政ライ
オン

■会長挨拶　鈴木雅志会長
■来訪者挨拶　336-A 地区 2R-1Z 河端 寛ライ

オン他役員
■卓話「私の健康法」　藤縄洲二ライ

オン

　　　　つま先立ちで足の筋力を鍛えて健康維持
■審議事項
　①～⑨号議案全て承認されました。
■報告事項
１．第１回地区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 ～ふじ
　出席者　三役、加藤久博会員会則委員長
２．２０１６～２０１７年度冬期ＹＣＥ交換について
　（派遣予定国）ペルー･ニュージーランド・イタリア･スロベニア･ク
　ロアチア･マレーシア（8/10 締切）
　（受入予定国）ペルー･オーストラリア･ニュージーランド・イタリア･
　スロベニア･クロアチア･マレーシア（9月初旬締切）
　詳細につきましては事務局までお問合せ下さい。
３．新居浜市競技別リハーサル大会プランター運搬のボランティアに
　ついて
■委員会報告
会員会則委員会
・新会員について　　青野淳助さんの推薦書が出ています。
・会員転籍について　岡村真理哉さんが高知りょうまLCより転籍
保健福祉委員会
・第１回献血・献眼　８月７日（日）10:00 ～　イオンモール新居
　浜駐車場
　（献血者） 受付者１２９名、採血者１０７名、不採血者２２名
　（献眼登録者）  　 １６名
　（骨髄バンク登録者） ３名
　（臓器提供意志カード配布数）１７０ 枚
■その他
　会計より6月末、7月末、現在の資産残高の報告がありました。
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　86,000 円　ファイン　500 円　
■出席報告
　会員数５５名　出席４６名、欠席９名、出席率 83.6％　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　

ゾーン・地区・国際協会の動き
2R 地区ガバナー公式訪問　９月３日（土）　ユアーズ■ライオンズの誓い唱和　佐伯澄男第 2副会長

■会長挨拶　鈴木雅志会長
■卓話　「健康について」　有富正治ライオン
■審議事項　なし
■報告事項
１．第１回地区ガバナー諮問委員会、ゾーンレベル会員委員会が
　８月２０日（土）15:30 ～グラッシュふじにて開催されました。
　出席者は三役、加藤会員会則委員長でした。
２．岡部歩乃佳選手と会員の集いが８月２２日（月）18:30 ～　
　ユアーズで行われました。参加者 ６８名でした。
３．手作りカントダウンボードお披露目式 ９月３日（土）9:00～  　
　山根総合体育館で行われます。出席者は鈴木会長です。
４．地区ガバナー公式訪問が９月３日（土）13:00 ～ユアーズであ
　ります。　出席者は三役、村上第一副会長、加藤会員会則委
　員長が参加されました。
５．えひめ国体リハーサル大会のプランター運搬ボランティアが
　９月１１日（日）１７時予定　新居浜市営球場正面玄関前で行わ
　れます。
６．村上博昭さんのお義母様（田鍋道子様 77 歳）がお亡くなりに
　なられました事を報告致します。
■委員会報告
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　　71,000 円　　　　　　　　　　　　　　
■出席報告
　会員数５５名、出席５２名、欠席３名、出席率 94.5％
■ライオンズ・ローア　
　斉藤陽二朗ライ

オン　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



■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
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●●８月第１例会●●
・２Ｒ－ＲＣ　　河端 寛ライ

オン　
・2R-1Z・ＺＣ　横井文明ライ

オン、ＺＣＡ 篠原孝尚ライ
オン

・2R-1Z  ＰＲ・ライオンズ情報・大会参加委員　鈴木和政ライ
オン　

鈴木　雅志　能瀬さん、元気に復帰おめでとう。岡村さん頑張ってく
　　　　　　ださい。
伊藤　龍一　能瀬委員長、ご退院おめでとうございます。どうぞお体
　　　　　　をご慈愛ください。
岡田　賢治　来訪者を歓迎いたします。
能瀬　伸一　日曜日に退院しました。三週間少々の間皆様にご心配を
　　　　　　おかけしました。また頑張ってまいりますので宜しくお願
　　　　　　いします。
白石　誠一　河端様、横井様、鈴木様、篠原様本日ご来訪いただき
　　　　　　まして有難うございます。８月２２日は岡部ほのかちゃん
　　　　　　の集い、宜しくお願いします。
近藤　充徳　８月７日献血、献眼ご協力ありがとうございました。
岡村真里哉　これからお世話になります。どうぞ宜しくお願いいたし　
　　　　　　ます。毎日暑い日が続きます。お体、ご慈愛下さい。
大竹　崇夫　岡村真里哉さんのご入会を心より歓迎致します。
真鍋　憲夫　リオオリンピック男子団体体操、金メダルおめでとう。来
　　　　　　訪者を歓迎します。
加藤　久博　来訪者の皆様を歓迎いたします。岡村さんの転籍を歓
　　　　　　迎いたします。
松浦　一雄　リオオリンピックで日本選手が健闘していますね。今夜１０
　　　　　　時から卓球の愛ちゃんが準決勝を戦います。皆さん応
　　　　　　援しましょう。
有富　正治　オリンピックにて睡眠不足で疲れていますが連日のメダル
　　　　　　獲得を楽しんでいます。
宇野　博文　暑い日が続きます。先日、事務業務の社員が熱中症で
　　　　　　病院に行きました。他人事ではありません。深酒を控え、
　　　　　　睡眠、水分、塩分、体温調整に気をつけたいものです。
神野　雄太　リオオリンピック　サッカーせめてメダル取るようガンバレ！
石川　稔　　毎日暑い日が続きます。皆さんご慈愛下さい。
塩見　秀晴　会報８月号無事発行出来ました。読んで戴けると嬉しい
　　　　　　です。
田村　征夫　来訪者を歓迎します。
永易　明洋　来訪者の皆様を歓迎します。ご活躍を期待しております。
　　　　　　ご苦労様です。オリンピック選手の活躍は本当に勇気、
　　　　　　元気がでます。ありがとうございます。
山下　邦俊　岡村さんを歓迎します。
石川　敏則　河端ＲＣ　横井ＺＣの来訪を歓迎します。また藤縄さん
　　　　　　卓話有難うございます。
村上　博昭　来訪者を歓迎して！！
近藤　盛文　がんばれ～日本！！オリンピック。
青野　泰介　献血、献眼　お疲れ様でした。
後藤　達也　ご来訪の方 に々感謝いたします。そして岡村さん転籍お
　　　　　　めでとうございます。
天野　　淳　８月７日　夏祭りで新田太鼓台優勝しました。
檜垣　孝志　本当に毎日暑いですね。皆さんお身体ご慈愛下さい。
斉藤陽二朗　毎日暑いですね。皆さん熱中症にならないように気をつ
　　　　　　けてください。
・・・藤縄洲二さんの卓話に感謝・・・
真木泰彦、土岐敏勝、垂水康浩、岡田浩二、新田久司、大石隆憲、
福山　宏

　暑い夏の祭典が終わりました。
甲子園では５４年振りの作新学院の優勝で閉幕しましたが、３５℃を
超える猛暑の中で熱戦が繰り広げられました。戦前の優勝候補校が
ベストエイトに残れないという実力が均衡した高校野球の勝負の厳し
さを教えてくれました。
　リオオリンピックではメダル数４１個の過去最高を記録し、４年後の
東京大会に弾みをつけました。準決勝で敗戦した選手が一度下が
ったモチベーションを立直し銅メダルの獲得に繋げた姿に感動を受け
ました。レスリング、卓球、バドミントンも劣勢の中での最後の最後で
の逆転勝利も同様の強い気持ちの結果だと思います。男子 400ｍリ
レー銀メダルの獲得も感動しました。100ｍの個人記録の積上げでは
到底太刀打ちできない中、バトンリレー方式に勝機を見出しチームワ
ークで勝取った銀メダルは日本だけでなく、世界の人々にも興味深い
出来事として受け止められたようです。
　さあ皆さん、強い気持ちで、仕事に、スポーツに、ライオンズの
活動に頑張りましょう。　宇野博文

●●8 月第２例会●●
鈴木　雅志　出席大会の神野委員長の頑張りで出席率９０％越え、　
　　　　　　早くも２回達成しました。皆さんご協力有難うございます。
伊藤　龍一　本日８月第二例会も暑さ厳しい中、多くの方の出席有難
　　　　　　うございます。
岡田　賢治　有富さんの卓話に感謝。
武市　欣也　３ヶ月ぶりに大阪免疫クリニックへ行きホテルのシングルル
　　　　　　ームで気楽な時間を過ごしてきました。
加藤　久博　残暑厳しいおり、お身体ご慈愛下さい。
松浦　一雄　リオオリンピックでの日本選手の活躍はすばらしかったで
　　　　　　すね。男子４００ｍリレーはテレビで何度も何度も見まし
　　　　　　た。８月度のライオンズゴルフコンペでは大きいハンディを
　　　　　　いただき優勝させていただきました。メンバーの皆様有
　　　　　　難うございました。

伊藤　嘉秀　６月２２日月曜日に初めて岡部歩乃佳選手と会員の集い
　　　　　　が行われ多くの方に集まって頂きました。有難うございま
　　　　　　した。
岡村真里哉　先日のゴルフではお世話になりました。誰よりも一番疲　
　　　　　　れてしまい体力をつけないといけないなと反省でした。ま
　　　　　　だまだ暑いです。ご慈愛下さい。
佐伯　澄男　1ヵ月振りに帰って来ました。暑い日が続きます。体調に
　　　　　　気をつけましょう。
真鍋　憲夫　やっと朝方が涼しくなって来ましたね。残暑お見舞い申
　　　　　　し上げます。リオオリンピックの日本選手の活躍に感動し
　　　　　　ました。
永易　明洋　卓話に感謝します。まだまだ暑い日が続きますがお体を
　　　　　　御慈愛下さい。卓球の福原愛選手が大人になり感動し
　　　　　　ました。
有富　正治　健康が不健康の卓話になりお詫び申し上げます。
白石　誠一　歩乃佳ちゃんの集い有難うございました。
村上　博昭　リオオリンピックでの日本選手の頑張りは凄かったですね。
　　　　　　４年後の東京では野球、ソフトボールも復活。メダル５０
　　　　　　個くらいはいくでしょう。
後藤　達也　テーマを任されてからコメントを考える余裕がありません。
村上順一郎　まだまだ暑いですね。体調を崩さない様にして下さい。
塩見　秀晴　８月２６日ソフトバレー練習の予定です。川東中学校です。
　　　　　　宜しくお願いします。
能瀬　伸一　まだまだ暑い日が続きますがみなさんお体には十分お気
　　　　　　を付けて下さい。
宇野　博文　暑い夏のスポーツの祭典が終わりました。高校野球もリ
　　　　　　オオリンピックも多くの感動をいただきました。この感動が
　　　　　　残っている内にライオンズの活動もひとふんばりです。
近藤　充徳　卓話に感謝します。
近藤　盛文　オリンピック、日本すごい。パラリンピックも頑張れ。
檜垣　孝志　以前ライオンズクラブでレモンの木の苗をもらい鉢植えを
　　　　　　したのですが今年はその木に１８個のレモンの実がなっ
　　　　　　ています。有難うございます。
伊藤　久門　鬼のカクラン！風邪をひいてしまいました。
　　　　　　残暑厳しい折皆さんも御慈愛下さい。
神野　雄太　暑い！！！
高橋　在錫　残暑まだまだ厳しいです。熱中症には気をつけましょう。
古川　貴章　暑い日が続きます。体に気をつけましょう。
大竹　崇夫　岡部歩乃佳さんの健闘をお祈り致します。
石川　敏則　暑いですね。有富さん卓話をありがとう。
高橋　　守　卓話をありがとう。
・・・有富正治さんの卓話に感謝・・・
真木泰彦、藤縄洲二、垂水康浩、岡田浩二、上野　剛、新田久司、
青野泰介、福山　宏
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