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●● 12月第一例会 ●●
鈴木　雅志　オウン・ベンシーさんを歓迎いたします。
伊藤　龍一　オウン・ベンシーさんの例会訪問を心より歓迎いたします。
岡田　賢治　岡村さんの卓話に感謝。オウン・ベンシーさんの来日に
　　　　　　感謝。
塩見　秀晴　会報も６回目発行することが出来ました。あと６回頑張りま
　　　　　　す。
永易　明洋　くらげの会の旅行で大阪、神戸に行ってきました。１２名
　　　　　　の全員参加で楽しい旅行となりました。交換留学生を歓
　　　　　　迎します。
藤縄　洲二　白石誠一さん　ＹＣＥ受入れご苦労さまです！
松浦　一雄　最高気温が１０℃を切る寒い季節になりましたがまだ冬は
　　　　　　始まったばかりです。風邪など引かず今年の冬も元気に
　　　　　　乗り切りましょう。
宇野　博文　一年も早や年末を迎えましてライオンズ活動も今期半年を
　　　　　　迎えました。前半を反省し後半に備えたいと思います。
加藤　久博　ＹＣＥ生のオウン・ベンシーさんを歓迎して。
有富　正治　オウン・ベンシーさんを歓迎いたします。楽しんで下さいね。
青野　淳助　自分の健康に感謝。
能瀬　伸一　先日は献血にご協力頂き有難うございました。第三回も
　　　　　　宜しくお願いします。
岡村真里哉　ベンシーさんようこそ！新居浜はどうでしょうか？是非、新居
　　　　　　浜を日本を楽しんで帰って欲しいです。
神野　雄太　くらげの会、ナンバ吉本で腹の底から笑ってきました。
村上　博昭　オウン・ベンシーさんを歓迎して。１２月の月例ゴルフ、　
　　　　　　雨の中優勝させていただきました。
後藤　達也　ご来訪されたオウン・ベンシーさんに感謝します。
山下　邦俊　オウン・ベンシーさんの来訪を歓迎します。
伊藤　久門　Ｎｉｃｅ ｔｏ ｍｅｅｔ Ｏｎｇ Ｖｉｎｃｙ． Ｗｅｌｃｏｍｅ ｔｏ Ｎｉｉｈａｍａ． Ｈａ
　　　　　　ｖｅ ａ ｇｏｏｄ ｔｉｍｅ ｉｎ Ｎｉｉｈａｍａ． Ｇｏｏｄ ｌｕｃｋ ＆ Ｈａｖｅ ｆｕｎ！
青野　泰介　オウン・ベンシーさん、ようこそいらっしゃいました。心より
　　　　　　歓迎いたします。
佐伯　澄男　Ｍｉｓｓ Ｖｉｎｃｙ Ｗｅｌｃｏｍｅ ｔｏ Ｎｉｉｈａｍａ！！
古川　貴章　ベンシーさん、ようこそ新居浜ライオンズクラブへ。
白石　誠一　オウン・ベンシーさんのご来訪を心より歓迎いたします。
檜垣　孝志　１２月３日～４日、くらげの会で神戸方面に旅をしました。
　　　　　　楽しかったです。幹事さん有難うございました。
斉藤陽二朗　すみません仕事で早退させていただきます。
高橋　　守　今年も後１７日、元気で頑張りましょう。
高橋　在錫　年末商戦にご協力くださった皆さん有難うございました。
・・・岡村さんの卓話に感謝して・・・
大石隆憲／垂水康浩／大竹崇夫／土岐敏勝／近藤充徳／岡田浩二
／大上幸雄／村上順一郎／山之内浩二／福山　宏

●● 12月第二例会 ●●
鈴木　雅志　今年は本当に皆さんお世話になりました。ご家族でよい
　　　　　　お年をお迎えください。
伊藤　龍一　白石誠一さんＹＣＥ受け入れホストファミリーお疲れ様でし
　　　　　　た。娘の鼓美も２１日に無事ニュージーランドへ出発しまし
　　　　　　た。メンバーの皆様今年一年大変お世話になりました。
　　　　　　良いお年を！
岡田　賢治　今年最後の例会です。半年間お世話になりました。
　　　　　　来年も宜しくお願い致します。
武市　欣也　最近、極めて体調不良（目がかすみ、手が震える等）
　　　　　　の為皆様に年賀状を差し上げることが出来ませんのでご
　　　　　　容赦下さい。併せて良き新年を迎えられるよう衷心より祈
　　　　　　念いたします。此ってファインにも該当するかも？
白石　誠一　ビンシーさんお疲れ様でした。日本での思い出をいつまで
　　　　　　も大切に、これからも頑張って下さい。
村上　博昭　この度は、皆様方に大変ご迷惑をおかけして誠に申し訳
　　　　　　ございません。
佐伯　澄男　今年一年お世話になりました。来年も宜しくお願いします。
　　　　　　良いお年を！
松浦　一雄　本年は大変お世話になりました。来年も愛リバー・愛ロ

　　　　　　ードの清掃美化活動にご協力をお願いします。来る年が
　　　　　　皆様にとって良き一年となりますように。
高橋　　守　今年も会員の皆様にはお世話になりました。新年も宜しく
　　　　　　又白石誠一さんにはオウン・ベンシーさんの受け入れご
　　　　　　苦労さんでした
大竹　崇夫　今年も大変お世話になります。来年宜しくお願い申し上
　　　　　　げます。
岡村真里哉　今年は新居浜ライオンズクラブのメンバーの一員となれて
　　　　　　本当に良かったです。有難うございます。来年も楽しく
　　　　　　活動したいと思います。インフルエンザそろそろ出てます。
　　　　　　体調管理して良い新年を迎えて下さい。
加藤　久博　年の瀬お忙しいと思います。お身体ご自愛下さい。
有富　正治　今年一年、大変お世話になりました。来年も宜しくお願
　　　　　　いたします。よいお年をお迎えください。早退いたします。
真鍋　憲夫　いよいよ今年最後の例会となりました。一年間お世話に
　　　　　　なりました。良いお年をお迎え下さい。
譽田　幸弘　今年は色 と々お世話になり有難うございました。
村上順一郎　一年間お世話になりました。
藤縄　洲二　みなさんよいお年をお迎えください。
近藤　盛文　お世話になります。来年も宜しくお願いします。
伊藤　久門　２０１６もまもなく幕を閉じ新年を迎える時節となりました。
　　　　　　今年一年多岐に渡りありがとうございました。2017 も宜し
　　　　　　くお願い致します。皆様良いお年をお迎え下さい。
後藤　達也　ベンシーさん今後のご活躍を期待します。
塩見　秀晴　半年過ぎました。残り6ヶ月会報お届けできるよう頑張ります。
宇野　博文　今年もお世話になりました。次年度もライオンズ活動を頑
　　　　　　張ります。
伊藤　嘉秀　みなさま、今年は大変お世話になりました。来年も宜しく
　　　　　　お願い致します。ベンシーちゃんまた日本へ帰って来て下
　　　　　　さい。お元気で！
山之内浩二　入会して数ヶ月ではありますが、楽しい時間を頂きました。
　　　　　　来年も宜しくお願い致します。
永易　明洋　今年も残りわずかとなりました。来年が皆様にとって素晴
　　　　　　らしい良い年となりますようにご祈念します。
天野　　淳　本年度は皆さんにお世話になりました。良いお年をお迎
　　　　　　え下さい。
石川　敏則　来年も宜しく！
土岐　敏勝　来る年が皆様にとって良い年でありますように。
上野　　剛　一年間お世話になりました。
石川　　稔　今年一年元気で過ごせたことに感謝。みなさん良いお年を！
大上　幸雄　今年一年大変お世話になりました。又来年も宜しくお願
　　　　　　いします。
能瀬　伸一　今年も一年お世話になりました。来年も宜しくお願いします。
神野　雄太　皆様良いお年をお迎え下さい。
高橋　　彰　今年一年大変お世話になりました。
岡田　浩二　来年も宜しくお願いします。
・・・皆様良いお年をお迎え下さい・・・
大石隆憲／垂水康浩／山下邦俊／高橋在錫／新田久司／真木泰彦
／青野泰介

新年明けましておめでとうございます。
　今年度も折り返しに入りました。
鈴木会長の方針の下、多くの会員の皆さまに日頃の取組み、思い
等を紹介していただいています。
　健康管理、仕事、趣味、等々いろんなジャンルの記事が掲載さ
れており従来以上に会報誌が新鮮で毎月楽しみにしています。
　後半もどうぞ宜しくお願い致します。　宇野博文



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

2

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 (12月分 )

５８
３０
２８
３１
１４７

516
0
0
85
601

700,000
0
0

80,000
780,000

85.4
90.0
82.8
79.0
84.3

88.8
95.0
93.1
84.0
90.2

名 ％ ％ Ｈ 円

12月 4 日(日)　　新居浜CC

５７
４１ ４１

５７
６１
７４

５７
６５

８２
 １１４
 １１８
１３９

  １７.３
４.７

   １８.０
３０.０

７７.３
９６.７
１００.０

後 藤 達 也 １０９.０

大 石 隆 憲

村 上 博 昭

佐 伯 澄 男

準優勝

3　位

ＢＢ賞
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ゴルフ部会報告

1月 誕生日おめでとうございます
石川 敏則、山岡 弘太郎

第 1350 回　12 月第二例会
12月 27日（火）12 :15～ ユアーズ

行  事  予  定

ゾーン・地区・国際協会の動き
薬物乱用防止教育認定講師養成講座
　　１月２２（日）  13:00 ～ ウェルピア伊予

・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会　 １月１０日（火）18:30 ～　商工会館 3F
１月第 1例会　　１月１１日（水）12:15 ～　ユアーズ
１月第２例会　　１月２５日（水）18:00 ～　ユアーズ
・委員会
会員会則委員会　　１月　４日（水）18:30 ～　事務局
計画財務委員会　　１月　５日（木）18:30 ～　事務局
環境保全委員会　　１月　６日（金）18:00 ～　事務局
保健福祉委員会　　１月１２日（木）18:30 ～　興　慶
青少年委員会　　　１月２０日（金）18:30 ～　事務局
PR広報委員会　　 １月２６日（木）18:30 ～　事務局
出席大会委員会　　１月２７日（金）18:30 ～　事務局
・クラブ行事予定
１月１１日（水）第一例会　長寿のお祝い
１月２５日（水）第２例会　元会長幹事を称える会
・その他行事予定
平成２９年新年互礼会
　　　１月　４日（水）11:00 ～ リーガロイヤルホテル
（公社）新居浜青年会議所新年式典
　　　１月１３日（金）18:45 ～ リーガロイヤルホテル
岡部歩乃佳後援会理事会
　　　１月１７日（火）18:30 ～ ユアーズ
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　　１月　８日（日）9:50 ～　　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　　　１月１３・２７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
　

今年も一生懸命頑張ります！
新居浜東高校１年　岡 部  歩 乃 佳　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　        　
　明けましておめでとうございます。
２０１６年は、後援会を立ち上げて頂き、とて
もたくさんの経験をさせて頂く事が出来ました。
　そして、たくさんの事を学んだ一年になりま
した。
　まず３月には、リオデジャネイロパラリンピッ
クの選考会の大会に出場しました。でもその大会
では自分の実力を出し切れず、リオパラには出場
することができませんでした。
　その後は悔しさを胸に一生懸命練習して、７月
のジャパンパラリンピックでは１００ｍ背泳ぎで優勝、
１００ｍ自由形では準優勝することができました。
　それから１０月には全国障害者スポーツ大会いわ
て大会に愛媛県代表として出場し、５０ｍ背泳ぎで
優勝、５０ｍ平泳ぎで準優勝、そして１１月の日本

選手権では２００ｍ個人メドレーで優勝、１０
０ｍ背泳ぎで準優勝することができました。
　また８月には日本テレビの２４時間テレビ
【佐渡海峡遠泳リレー】に挑戦者として出演
させて頂き、オリンピック選手の方や芸能人
の方達と一緒に４０ｋｍを泳ぎ切りゴールする

ことができました。あの時の感動は今でも忘れませ
ん。
　たくさんの人達に支えて頂いたおかげで、色々
な大会に出場できたり、素晴らしい経験をさせて頂
くことができ、すごく充実した一年を送ることができ
ました。
　本当にありがとうございました。
２０１７年も一生懸命頑張ります。本年も宜しくお願
いします。

■ライオンズの誓い唱和　大上幸雄ライ
オン

■会長挨拶　　　　　　　鈴木雅志会長
■来訪者紹介　直前会長　白石誠一ライ

オン

■来訪者挨拶　Ｏｎｇ Ｖｉｎｃｙさん
　　（オウン・ビェンシー、マレーシア出身、16 才女子学生）
　「私はまさか日本に来る様になるとは想像していませんでした。父がこ
のプログラムに応募して兄と来日するようになりました。今は日本に来て
本当に良かったと思っています。ホストファミリーには本当の娘のように
大事にされています。東京、京都にも連れて行ってもらいました。今、
日本を楽しんでいます。本当にありがとうございます。」
■会長優秀賞伝達　　白石誠一ライ

オン

■会員卓話　「健康について」　岡村真里哉ライ
オン

■審議事項　
　原案とおり全て承認されました
■報告事項
1. 次期１Ｚ-ＺＣ選出について　提出期限１月13日（金）まで
2. 次期指名委員会任命について
3. 2Ｒ親善ゴルフ大会 11月26日（土）滝宮カントリークラブ
　参加者 10 名、団体は4位でした。
4. 第２回献血献眼 11月27日（日）イオンモール駐車場 10:00 ～
　（献血者）受付者 180 名採血者 148 名不採血者 32 名
　（献眼登録者）14 名　（骨髄バンク登録者）11 名
　（臓器提供意思カード配布数）250 枚
5. 2Ｒリーダーシップ ( 指導力育成 ) 研修会
　12月4日(日) 14 :15 ～ユアーズ　　出席者　伊藤久門副幹事

6. 第２回１Ｚ地区ガバナー諮問委員会並びにゾーンレベル会員委員会
　12月17日( 土 ) 15 :30 ～ふじ　出席者会長、幹事、会員理事
7. YCE 派遣生伊藤鼓美さんニュージーランド出発 12月21日( 水 )
　1月8日帰国
8. 平成 28 年度年末の交通安全県民運動
   12月21日（水）15:00 ～
　場所：税務署前及び簡易裁判所前の各歩道
9. 第 100 回ライオンズクラブ国際大会（シカゴ）
　6月30日( 金 )～ 7月4日( 火 )
　締切早期登録 1月10日　普通登録：3月27日
　詳細は事務局までお問い合わせください。
10.クラブ流動資産残高報告
■委員会報告
　出席大会委員会
　　１月第 2 例会 100％出席を目指しています。ご協力宜しくお願いし
　　ます。
　計画財務委員会　
　　11月第２例会の決算報告ご協力ありがとうございました。
　青少年委員会
　　3 月 12 日にえひめ学園生徒とプロ野球オープン戦を観戦します。
　　よろしくお願いします。
　保健福祉委員会　
　　第２回献血・献眼運動ご協力ありがとうございました。
　環境保全委員会　
　　第２回愛リバー愛ロード無事終了しました。ご協力ありがとうござ
　　いました
■同好会報告　福山 宏ライ

オン

　　あけぼのつつじが咲くころ銅山越に行く予定です。お声をかけ　
　　ますのでよろしくお願いします。
■出席報告
　会員数 58 名、出席 50 名、欠席 8名、出席率 86.2％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　64,000 円
　　

■ライオンズの誓い唱和　　宇野博文ライ
オン

■会長挨拶　　　鈴木雅志会長
■ＹＣＥ来日生オウン・ベンシーさん活動報告
　　受入ホストファミリー　白石誠一ライ

オン

■帰国・お礼挨拶　　オウン・ベンシーさん
■審議事項　なし　
■報告事項
１．ＹＣＥ派遣生伊藤鼓美さんニュージーランドへ出発 １２月２１日（木）
　　１月８日（日）帰国
２. 平成２８年年末の交通安全県民運動　１２月２１日（水）　中止
３. ＹＣＥ来日生オウン・ベンシーさん　１２月２８日（水）マレーシア帰国
４. 平成２９年新年互礼会
　　１月４日（水）11:00 ～リーガロイヤルホテル
５. １月理事・委員長会は１月１０日（火）18:30 ～
　　商工会館３Ｆ研修室で開催します。
６. １月環境保全委員会は１月６日(金 )18:00～事務局で開催致します。
7. 年末年始１２月２８日（水）～１月３日（火）の間、事務局をお休み 
　　させて頂きます。
■委員会報告
　青少年委員会　えひめ学園との交流会について　
■出席報告
　会員数５８名、出席４９名、欠席９名、出席率 84.5％
■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
■ライオンズ・ローア　神野雄太ライ

オン
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例  会  報  告

理事・委員長会
12月 12日（月）18:30～ 商工会館3F

第 1349 回　12 月第一例会
12月 14日（水）12 :15～ ユアーズ

‥ 新たなる挑戦 We Serve ‥

献血・献眼登録を実施しました
保健福祉委員長　能 瀬  伸 一　　　　日時：平成２８年１１月２７日（日）10:00 ～　場所：イオンモール新居浜　

第２回

　健康に関する原稿依頼をいただ
きまして暫く何を書こうかと考え込ん
でいました。
　私は自慢出来るような健康に気を
つけている事は無いのです。
お酒も飲みますし、愛煙家ですし、

人間ドックにも一度も行った事が無いのです。
　体重は重たいのですが体を動かす事は好きで今は
来年２月の愛媛マラソンの為に定期的に夜１０ｋｍ走
っております。
　小一時間走って帰宅後にまずする事はタバコに火
を点けて一服です。走った後のタバコが本当に美味
いのです。こんな私ですので「健康の為に頑張って
おります。」と胸を張って言えるような事はないのです。
　そこで今回は身体的な事では無く精神的な健康に
ついて書かせていただきます。
　私は多趣味なほうですが一番しつこく楽しんでいる
趣味はバイクです。私は仕事で人と会う機会が多い
せいかプライベートでは一人で過すのが大好きです。
日常の嫌な事等を忘れて寂しい気持ちになって孤独
に浸っている時間が私には一番のストレス解消になる
のです。
　孤独に浸るのに最適な相棒はずばりバイクです。
仕事から帰宅して夜にふらりとバイクで走ってコンビ

二でタバコとコーヒーで一服するだけで日常から非日
常の孤独な気分が味わえるのです。これが何故か
車では駄目なのです。
　最近再燃しているのがバイクにキャンプ道具を積
んで行って人の少ないキャンプ地で寝る事です。
　現地でインスタントラーメン等を簡単に調理して食
べてウイスキーをチビチビとやりながらボーっと過しま
す。日が暮れるとテントに潜り込んでランタンの灯りの
下で小説を読んでみたり持って来たラジオを聴いて
過します。特に夜中のＡＭ放送は良いです。テント
の中で聴くＡＭ放送は更に寂しい気分を盛り上げて

くれるのです。
　朝日が上るのと同時に目覚めて沸かしたコーヒー
で一服。「さあ、帰るか。」とテント類を撤収し帰路
につきます。別に遠くまで行く必要も無くテントで一
晩寝るだけで翌日はストレス無く気持ちもリセットされ
てまた日常に向かう事が出来ます。
　皆さんの参考にはならない私の健康方でありまし
たが健康な精神でなければ身体も健康にはならない
ですよね。
　仕事以外に打ち込める趣味が人生には大事だと
思います。

■ライオンズの誓い唱和　大上幸雄ライ
オン

■会長挨拶　　　　　　　鈴木雅志会長
■来訪者紹介　直前会長　白石誠一ライ

オン

■来訪者挨拶　Ｏｎｇ Ｖｉｎｃｙさん
　　（オウン・ビェンシー、マレーシア出身、16 才女子学生）
　「私はまさか日本に来る様になるとは想像していませんでした。父がこ
のプログラムに応募して兄と来日するようになりました。今は日本に来て
本当に良かったと思っています。ホストファミリーには本当の娘のように
大事にされています。東京、京都にも連れて行ってもらいました。今、
日本を楽しんでいます。本当にありがとうございます。」
■会長優秀賞伝達　　白石誠一ライ

オン

■会員卓話　「健康について」　岡村真里哉ライ
オン

■審議事項　
　原案とおり全て承認されました
■報告事項
1. 次期１Ｚ-ＺＣ選出について　提出期限１月13日（金）まで
2. 次期指名委員会任命について
3. 2Ｒ親善ゴルフ大会 11月26日（土）滝宮カントリークラブ
　参加者 10 名、団体は4位でした。
4. 第２回献血献眼 11月27日（日）イオンモール駐車場 10:00 ～
　（献血者）受付者 180 名採血者 148 名不採血者 32 名
　（献眼登録者）14 名　（骨髄バンク登録者）11 名
　（臓器提供意思カード配布数）250 枚
5. 2Ｒリーダーシップ ( 指導力育成 ) 研修会
　12月4日(日) 14 :15 ～ユアーズ　　出席者　伊藤久門副幹事

6. 第２回１Ｚ地区ガバナー諮問委員会並びにゾーンレベル会員委員会
　12月17日( 土 ) 15 :30 ～ふじ　出席者会長、幹事、会員理事
7. YCE 派遣生伊藤鼓美さんニュージーランド出発 12月21日( 水 )
　1月8日帰国
8. 平成 28 年度年末の交通安全県民運動
   12月21日（水）15:00 ～
　場所：税務署前及び簡易裁判所前の各歩道
9. 第 100 回ライオンズクラブ国際大会（シカゴ）
　6月30日( 金 )～ 7月4日( 火 )
　締切早期登録 1月10日　普通登録：3月27日
　詳細は事務局までお問い合わせください。
10.クラブ流動資産残高報告
■委員会報告
　出席大会委員会
　　１月第 2 例会 100％出席を目指しています。ご協力宜しくお願いし
　　ます。
　計画財務委員会　
　　11月第２例会の決算報告ご協力ありがとうございました。
　青少年委員会
　　3 月 12 日にえひめ学園生徒とプロ野球オープン戦を観戦します。
　　よろしくお願いします。
　保健福祉委員会　
　　第２回献血・献眼運動ご協力ありがとうございました。
　環境保全委員会　
　　第２回愛リバー愛ロード無事終了しました。ご協力ありがとうござ
　　いました
■同好会報告　福山 宏ライ

オン

　　あけぼのつつじが咲くころ銅山越に行く予定です。お声をかけ　
　　ますのでよろしくお願いします。
■出席報告
　会員数 58 名、出席 50 名、欠席 8名、出席率 86.2％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　64,000 円
　　

　去る１１月２７日、イオンモール新
居浜にて「第２回献血・献眼」を
実施しました。
　数日前からの予報通り、当日は
朝から雨で、不安を抱えながらの
開始となりましたが、心配をよそに

開始前から人が集い、開始を早めるほど幸先の良
いスタートとなりました。昼過ぎに多少動きが鈍ったも
のの、一日を通して受付者が途絶えることはなく、
最終的に１８０名の受付を頂くことが出来ました。
　一度も止むことなく終日雨でしたが、この天候が
市民の皆さんが行楽地へ行くことを止めさせ、また
今年から始まった「ブラックフライデー」なるセール
に人が集まったことなど、結果は様々な面で良い方
向に転がったようです。日本赤十字社の方も、最近
ではかなり良い結果でしたとのことです。
　しかしながら、ご存じのとおり、献血事業全体の
現状は決して良いものではなく、採血者は毎年減少
し、約１０年先にはこの愛媛県でも年間１万人近くの
人の血液が不足するだろうというデータがあります。
　そこで当委員会としましては、今期中のリジョン会
議にて、鈴木会長に、日本赤十字社に対し、東予
地区における献血ルーム設立の提言を行おうという
提案をして頂く予定としています。（既に提言書の原
案は委員会で議論し作成済みです）提言は過去に
何度も行われてきたと思いますが、困難と言われて

あきらめるのではなく、継続して行うことで、不可能
といわれる先に小さな光が見えることもありますし、
小さなうねりが無視出来ない大きなうねりになることも
あります。
　数字に表れているように、現状の献血事業の手
段は限界がきており、遠くない将来、大きな改革、
決断をしなくてはならないであろうと感じています。
　今こそ新居浜ライオンズクラブがイニシアチブを取
り、献血事業改革の提案を行うことは非常に大切な
ことだと考えています。
　最後になりましたが、悪天候のなか、今回もたくさ
んのメンバーにご協力頂きました。本当にありがとう
ございました。
　今期中にもう一回、「第３回－」もあります。
引き続き、皆さんのご協力、よろしくお願い申し上げ
ます。

●審議事項
１．次期ＺＣ選出について　　選出期限 1月13日( 金 )まで　
２．次期指名委員会任命について
３．地区ガバナー諮問委員会登録料について　１５,０００円
４．薬物乱用防止教育認定講師養成講座受講料について
　　１１,０００円　1月22日(日)　ウェルピア伊予
５．平成２９年新年互礼会会費について
　　１,０００円　1月４日（水）リーガロイヤルホテル
６．青少年委員会えひめ学園との交流会について
７．第２回愛リバー・愛ロード決算報告について
８．１１月第２夜間例会決算報告について
９．第２回献血・献眼決算報告について
10．１月第一例会長寿のお祝いについて　予算３５,０００円
　　（還暦 1名、古希 6名、喜寿 1名、卒寿 2名）
11．委員会開催の変更について　
　環境保全委員会 １月３日（火）→６日（金）18:00 ～ 事務局
　保健福祉委員会 １月１２日（木）18:00 ～　歓迎会、興慶
●報告事項
１．２Ｒ親善ゴルフ大会 １１月２６日（土） 滝の宮カントリークラブ
　　参加者１０名　団体４位　
２．第２回献血・献眼　
　　１１月２７日（日）10:00 ～　イオンモール駐車場
　　（献血者） 受付者１８０名、採血者１４８名、不採血者３２名
　　（献眼登録者） １４名　（骨髄バンク登録者） １１名
　　（臓器提供意志カード配布数）２５０ 枚
３．２Ｒリーダーシップ（指導力育成）研修会　
　　１２月４日（日）　14:15 ～　ユアーズ
　　出席者　伊藤久門副幹事
４．第２回地区ガバナー諮問委員会並びにゾーンレベル会員委員会　
　　１２月１７日（土）15:30 ～　ふじ
　　出席者　会長、幹事、会員理事
５.  ＹＣＥ派遣生伊藤鼓美さんニュージーランド出発
　　１２月２１日（水）　１月８日（日）帰国
●委員会報告
　出席大会委員会
　　１月第２例会は出席率１００％を目指しています。
　　ご協力お願いします。
　計画財務委員会
　　11月第２例会の決算承認お願いします。

　青少年委員会
　　平成２９年３月１２日にプロ野球オープン戦ヤクルト対広島を観戦予
　　定です。予算 40 万円お願いします。
　保健福祉委員会
　　第２回献血・献眼登録は雨天が幸いして献血者の出足がよく好
　　成績でした。
　環境保全委員会
　　第２回愛リバー・愛ロード 11/13 無事終了いたしました。川の中
　　のごみを拾った方寒い中お疲れ様でした。
●その他
　岡田会計が 11 月末クラブ流動資産残高の報告をしました。　　　
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 僕の健康はずばりバイクのおかげです。
テール・ツイスター　福 山 　宏　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

 健康について
保健福祉委員会　田 村  征 夫　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

２Ｒリーダーシップ（指導力育成）研修会に参加して
保健福祉委員会　伊 藤  久 門　　　　　　　　　日時：平成２８年１２月４日（日）14:15 ～　場所：ユアーズ

地区ガバナー諮問委員会・ゾーンレベル会員委員会に出席して

幹　事　伊 藤  龍 一　　　　　　　日時：平成２８年１２月１７日（土）15:30 ～　場所：レイグラッツェふじ　

第２回１Ｚ

　辞書を引くと「すこやか」「から
だがじょうぶなこと」とある。
当たり前だが自分や家族などに当
てはめてみると、案外いろいろの
問題に気が付く。
　風邪を引いた、熱が出た、あそ

こが痛い、ここがかゆいなど日常の事から持病持ち
など簡単な事から難しい事まで切っても切れない事
が山ほどある。
　私の場合、健康について話が出来る事などない
が、せっかくチャンスを頂きましたので披露します。
　私が当クラブに入会して３０年が経過しますが、
その当時同じくメンバーであった諸岡正晋氏に当ク
ラブの NO.1 を田村君に譲ると・・・何だと思いま
すか・・・
　実は私の体重は１２５Kg 位ありました。

諸岡先輩も例会の食事２人分をたいらげている姿を
よく見掛けていました。肥満のチャンピオンでした。
　しかし、若さからか深く考えず日々の行事に合わ
せて飲食も適度に、時々深酒も・・・。
　結果はご承知のとおり、体調が悪くなる方向へ
数字が移動して医師の勧めもあり減量に取組み、
気が付いてみたら（殆ど食事制限）現在７７～７８
Kg までに落とす事が出来たが、医師は後７～８
Kg 頑張れ・・・と。
　しかし努力はしても持病が改善に繋がる事はない
ようで、薬を飲んで現状維持を継続していて死ぬま
で飲み続けなければならいとの事。
　家族揃って健康で平均寿命まで頑張れるのは努
力だけではダメで、運にも恵まれ親の健康度も影響
するのでは・・・。と考えている次第です。
　簡単に考えず真剣に取り組みましょう！！

　健康に関する原稿依頼をいただ
きまして暫く何を書こうかと考え込ん
でいました。
　私は自慢出来るような健康に気を
つけている事は無いのです。
お酒も飲みますし、愛煙家ですし、

人間ドックにも一度も行った事が無いのです。
　体重は重たいのですが体を動かす事は好きで今は
来年２月の愛媛マラソンの為に定期的に夜１０ｋｍ走
っております。
　小一時間走って帰宅後にまずする事はタバコに火
を点けて一服です。走った後のタバコが本当に美味
いのです。こんな私ですので「健康の為に頑張って
おります。」と胸を張って言えるような事はないのです。
　そこで今回は身体的な事では無く精神的な健康に
ついて書かせていただきます。
　私は多趣味なほうですが一番しつこく楽しんでいる
趣味はバイクです。私は仕事で人と会う機会が多い
せいかプライベートでは一人で過すのが大好きです。
日常の嫌な事等を忘れて寂しい気持ちになって孤独
に浸っている時間が私には一番のストレス解消になる
のです。
　孤独に浸るのに最適な相棒はずばりバイクです。
仕事から帰宅して夜にふらりとバイクで走ってコンビ

二でタバコとコーヒーで一服するだけで日常から非日
常の孤独な気分が味わえるのです。これが何故か
車では駄目なのです。
　最近再燃しているのがバイクにキャンプ道具を積
んで行って人の少ないキャンプ地で寝る事です。
　現地でインスタントラーメン等を簡単に調理して食
べてウイスキーをチビチビとやりながらボーっと過しま
す。日が暮れるとテントに潜り込んでランタンの灯りの
下で小説を読んでみたり持って来たラジオを聴いて
過します。特に夜中のＡＭ放送は良いです。テント
の中で聴くＡＭ放送は更に寂しい気分を盛り上げて

くれるのです。
　朝日が上るのと同時に目覚めて沸かしたコーヒー
で一服。「さあ、帰るか。」とテント類を撤収し帰路
につきます。別に遠くまで行く必要も無くテントで一
晩寝るだけで翌日はストレス無く気持ちもリセットされ
てまた日常に向かう事が出来ます。
　皆さんの参考にはならない私の健康方でありまし
たが健康な精神でなければ身体も健康にはならない
ですよね。
　仕事以外に打ち込める趣味が人生には大事だと
思います。

 オウン・ベンシーさんマレーシアから新居浜へ
   　　平成 28 年 12 月 8 日（木）～平成 28 年 12 月 28 日（木）滞在　　ホストファミリー　白石誠一ライ

オン　　
　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

ＹＣE 来日生

　　　　　　　　　　　　               　 　 　 　 　　　　　　　　　　　

ベンシーさん新居浜駅へ到着 メンバーと例会場にて12 月第一例会へ
例会訪問

　　　　　　　　  

　過日１２月４日（日）われらがホー
ムグランドのユアーズにて、２Ｒリー
ダーシップ（指導力育成）研修会
が開催された。
　ホームグランドではあったが、わ
がクラブからは、なんと小職ひとり

の参加であった。ホームでありながら、若干の疎外
感を感じたものの、鈴木会長がふらりと陣中見舞い
に来てくれたのが心強かった。
　各クラブから、骨の髄まで WE SURVE の精鋭
方が自身のスキルアップ、キャリアアップを図ろうと、
貪欲に学習しようと前向きな様が痛いほど感じ取れ
た。私自身まだまだライオンズの一員というには、他
のメンバーたちと比較すると、知識も経験もそして技

術も、ともすればモチベーションも低いと認識し、い
ささか小っ恥ずかしく、場違い感さえ感じてしまった。
　もちろん、講義の内容は、表題の通り、リーダー
シップ研修会ですから、ライオンズの何たるかという
ことを既に凌駕してるメンバーのための、クラブ運営
スキルであったり、俯瞰的意識の持ち方であったりと、
明らかにクラブ幹部養成の内容であった。この講義
を通して、クラブ運営も、会社運営も、そして人をま
とめるという観点からみると基軸は変わらないというこ
とに改めて再認識したように思う。
　この経験を踏まえて、これからのクラブ活動に大
いに生かし、有意義な活動を実践していこうと思う。
　貴重な経験をさせていただいたことに、改めて感
謝の意を表します。感謝

　レイグラッツェふじにて開催されま
した。第２回地区ガバナー諮問委員
会、第２回ゾーンレベル会員委員会
に鈴木会長、加藤会員会則委員長
と私の３名で出席してまいりました。
　議事の中で地区年次大会費の見

直しが話されて、現在の一人当たりの大会費を１００
円から２００円に変更する案が発表されました。
　大会運営全体の基金を太くする試案ですが、これ
は一人当たりの負担が上がる代わりに大会参加費を
現在の 10,000 円を、7,000 円から 8,000 円程度に
引き下げて登録参加しやすくする目的だと説明があり
ました。また２０１７第１７回全国障害者スポーツ大会

支援について、現在２Ｒ内にて３年計画で会員一人
当たり年間 1,000 円徴収していますが、愛媛県の担
当課から西条市で開催されるフライングディスク競技
の用具の購入に使わせて頂くことになったと報告があ
りました。続いて横井文明 2R-1Z-ZC の進行によっ
て地区ガバナー諮問委員会が行われました。
　こちらは、各クラブの事業の進捗状況や新規のア
クティビティーの諮問、会員増強の状況についての
諮問などがあり鈴木会長は新居浜ライオンズクラブの
冬季 YCE 派遣、受入事業の現状について発表しま
た。諮問委員会終了後は同会場にて懇親会が持た
れそれぞれのクラブの方たちと懇親を深めて意見交
換を行うことができました。
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‥ 新たなる挑戦 We Serve ‥

 僕の健康はずばりバイクのおかげです。
テール・ツイスター　福 山 　宏　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

 健康について
保健福祉委員会　田 村  征 夫　　　   　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

２Ｒリーダーシップ（指導力育成）研修会に参加して
保健福祉委員会　伊 藤  久 門　　　　　　　　　日時：平成２８年１２月４日（日）14:15 ～　場所：ユアーズ

地区ガバナー諮問委員会・ゾーンレベル会員委員会に出席して

幹　事　伊 藤  龍 一　　　　　　　日時：平成２８年１２月１７日（土）15:30 ～　場所：レイグラッツェふじ　

第２回１Ｚ

　辞書を引くと「すこやか」「から
だがじょうぶなこと」とある。
当たり前だが自分や家族などに当
てはめてみると、案外いろいろの
問題に気が付く。
　風邪を引いた、熱が出た、あそ

こが痛い、ここがかゆいなど日常の事から持病持ち
など簡単な事から難しい事まで切っても切れない事
が山ほどある。
　私の場合、健康について話が出来る事などない
が、せっかくチャンスを頂きましたので披露します。
　私が当クラブに入会して３０年が経過しますが、
その当時同じくメンバーであった諸岡正晋氏に当ク
ラブの NO.1 を田村君に譲ると・・・何だと思いま
すか・・・
　実は私の体重は１２５Kg 位ありました。

諸岡先輩も例会の食事２人分をたいらげている姿を
よく見掛けていました。肥満のチャンピオンでした。
　しかし、若さからか深く考えず日々の行事に合わ
せて飲食も適度に、時々深酒も・・・。
　結果はご承知のとおり、体調が悪くなる方向へ
数字が移動して医師の勧めもあり減量に取組み、
気が付いてみたら（殆ど食事制限）現在７７～７８
Kg までに落とす事が出来たが、医師は後７～８
Kg 頑張れ・・・と。
　しかし努力はしても持病が改善に繋がる事はない
ようで、薬を飲んで現状維持を継続していて死ぬま
で飲み続けなければならいとの事。
　家族揃って健康で平均寿命まで頑張れるのは努
力だけではダメで、運にも恵まれ親の健康度も影響
するのでは・・・。と考えている次第です。
　簡単に考えず真剣に取り組みましょう！！

　健康に関する原稿依頼をいただ
きまして暫く何を書こうかと考え込ん
でいました。
　私は自慢出来るような健康に気を
つけている事は無いのです。
お酒も飲みますし、愛煙家ですし、

人間ドックにも一度も行った事が無いのです。
　体重は重たいのですが体を動かす事は好きで今は
来年２月の愛媛マラソンの為に定期的に夜１０ｋｍ走
っております。
　小一時間走って帰宅後にまずする事はタバコに火
を点けて一服です。走った後のタバコが本当に美味
いのです。こんな私ですので「健康の為に頑張って
おります。」と胸を張って言えるような事はないのです。
　そこで今回は身体的な事では無く精神的な健康に
ついて書かせていただきます。
　私は多趣味なほうですが一番しつこく楽しんでいる
趣味はバイクです。私は仕事で人と会う機会が多い
せいかプライベートでは一人で過すのが大好きです。
日常の嫌な事等を忘れて寂しい気持ちになって孤独
に浸っている時間が私には一番のストレス解消になる
のです。
　孤独に浸るのに最適な相棒はずばりバイクです。
仕事から帰宅して夜にふらりとバイクで走ってコンビ

二でタバコとコーヒーで一服するだけで日常から非日
常の孤独な気分が味わえるのです。これが何故か
車では駄目なのです。
　最近再燃しているのがバイクにキャンプ道具を積
んで行って人の少ないキャンプ地で寝る事です。
　現地でインスタントラーメン等を簡単に調理して食
べてウイスキーをチビチビとやりながらボーっと過しま
す。日が暮れるとテントに潜り込んでランタンの灯りの
下で小説を読んでみたり持って来たラジオを聴いて
過します。特に夜中のＡＭ放送は良いです。テント
の中で聴くＡＭ放送は更に寂しい気分を盛り上げて

くれるのです。
　朝日が上るのと同時に目覚めて沸かしたコーヒー
で一服。「さあ、帰るか。」とテント類を撤収し帰路
につきます。別に遠くまで行く必要も無くテントで一
晩寝るだけで翌日はストレス無く気持ちもリセットされ
てまた日常に向かう事が出来ます。
　皆さんの参考にはならない私の健康方でありまし
たが健康な精神でなければ身体も健康にはならない
ですよね。
　仕事以外に打ち込める趣味が人生には大事だと
思います。

 オウン・ベンシーさんマレーシアから新居浜へ
   　　平成 28 年 12 月 8 日（木）～平成 28 年 12 月 28 日（木）滞在　　ホストファミリー　白石誠一ライ

オン　　
　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

ＹＣE 来日生

　　　　　　　　　　　　                 　 　 　 　 　　　　　　　　　　　

ベンシーさん新居浜駅へ到着 メンバーと例会場にて12 月第一例会へ
例会訪問

　　　　　　　　  

　過日１２月４日（日）われらがホー
ムグランドのユアーズにて、２Ｒリー
ダーシップ（指導力育成）研修会
が開催された。
　ホームグランドではあったが、わ
がクラブからは、なんと小職ひとり

の参加であった。ホームでありながら、若干の疎外
感を感じたものの、鈴木会長がふらりと陣中見舞い
に来てくれたのが心強かった。
　各クラブから、骨の髄まで WE SURVE の精鋭
方が自身のスキルアップ、キャリアアップを図ろうと、
貪欲に学習しようと前向きな様が痛いほど感じ取れ
た。私自身まだまだライオンズの一員というには、他
のメンバーたちと比較すると、知識も経験もそして技

術も、ともすればモチベーションも低いと認識し、い
ささか小っ恥ずかしく、場違い感さえ感じてしまった。
　もちろん、講義の内容は、表題の通り、リーダー
シップ研修会ですから、ライオンズの何たるかという
ことを既に凌駕してるメンバーのための、クラブ運営
スキルであったり、俯瞰的意識の持ち方であったりと、
明らかにクラブ幹部養成の内容であった。この講義
を通して、クラブ運営も、会社運営も、そして人をま
とめるという観点からみると基軸は変わらないというこ
とに改めて再認識したように思う。
　この経験を踏まえて、これからのクラブ活動に大
いに生かし、有意義な活動を実践していこうと思う。
　貴重な経験をさせていただいたことに、改めて感
謝の意を表します。感謝

　レイグラッツェふじにて開催されま
した。第２回地区ガバナー諮問委員
会、第２回ゾーンレベル会員委員会
に鈴木会長、加藤会員会則委員長
と私の３名で出席してまいりました。
　議事の中で地区年次大会費の見

直しが話されて、現在の一人当たりの大会費を１００
円から２００円に変更する案が発表されました。
　大会運営全体の基金を太くする試案ですが、これ
は一人当たりの負担が上がる代わりに大会参加費を
現在の 10,000 円を、7,000 円から 8,000 円程度に
引き下げて登録参加しやすくする目的だと説明があり
ました。また２０１７第１７回全国障害者スポーツ大会

支援について、現在２Ｒ内にて３年計画で会員一人
当たり年間 1,000 円徴収していますが、愛媛県の担
当課から西条市で開催されるフライングディスク競技
の用具の購入に使わせて頂くことになったと報告があ
りました。続いて横井文明 2R-1Z-ZC の進行によっ
て地区ガバナー諮問委員会が行われました。
　こちらは、各クラブの事業の進捗状況や新規のア
クティビティーの諮問、会員増強の状況についての
諮問などがあり鈴木会長は新居浜ライオンズクラブの
冬季 YCE 派遣、受入事業の現状について発表しま
た。諮問委員会終了後は同会場にて懇親会が持た
れそれぞれのクラブの方たちと懇親を深めて意見交
換を行うことができました。
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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

例  会  報  告

理事・委員長会
12月 12日（月）18:30～ 商工会館3F

第 1349 回　12 月第一例会
12月 14日（水）12 :15～ ユアーズ

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

献血・献眼登録を実施しました
保健福祉委員長　能 瀬  伸 一　　　　日時：平成２８年１１月２７日（日）10:00 ～　場所：イオンモール新居浜　

第２回

　健康に関する原稿依頼をいただ
きまして暫く何を書こうかと考え込ん
でいました。
　私は自慢出来るような健康に気を
つけている事は無いのです。
お酒も飲みますし、愛煙家ですし、

人間ドックにも一度も行った事が無いのです。
　体重は重たいのですが体を動かす事は好きで今は
来年２月の愛媛マラソンの為に定期的に夜１０ｋｍ走
っております。
　小一時間走って帰宅後にまずする事はタバコに火
を点けて一服です。走った後のタバコが本当に美味
いのです。こんな私ですので「健康の為に頑張って
おります。」と胸を張って言えるような事はないのです。
　そこで今回は身体的な事では無く精神的な健康に
ついて書かせていただきます。
　私は多趣味なほうですが一番しつこく楽しんでいる
趣味はバイクです。私は仕事で人と会う機会が多い
せいかプライベートでは一人で過すのが大好きです。
日常の嫌な事等を忘れて寂しい気持ちになって孤独
に浸っている時間が私には一番のストレス解消になる
のです。
　孤独に浸るのに最適な相棒はずばりバイクです。
仕事から帰宅して夜にふらりとバイクで走ってコンビ

二でタバコとコーヒーで一服するだけで日常から非日
常の孤独な気分が味わえるのです。これが何故か
車では駄目なのです。
　最近再燃しているのがバイクにキャンプ道具を積
んで行って人の少ないキャンプ地で寝る事です。
　現地でインスタントラーメン等を簡単に調理して食
べてウイスキーをチビチビとやりながらボーっと過しま
す。日が暮れるとテントに潜り込んでランタンの灯りの
下で小説を読んでみたり持って来たラジオを聴いて
過します。特に夜中のＡＭ放送は良いです。テント
の中で聴くＡＭ放送は更に寂しい気分を盛り上げて

くれるのです。
　朝日が上るのと同時に目覚めて沸かしたコーヒー
で一服。「さあ、帰るか。」とテント類を撤収し帰路
につきます。別に遠くまで行く必要も無くテントで一
晩寝るだけで翌日はストレス無く気持ちもリセットされ
てまた日常に向かう事が出来ます。
　皆さんの参考にはならない私の健康方でありまし
たが健康な精神でなければ身体も健康にはならない
ですよね。
　仕事以外に打ち込める趣味が人生には大事だと
思います。

■ライオンズの誓い唱和　大上幸雄ライ
オン

■会長挨拶　　　　　　　鈴木雅志会長
■来訪者紹介　直前会長　白石誠一ライ

オン

■来訪者挨拶　Ｏｎｇ Ｖｉｎｃｙさん
　　（オウン・ビェンシー、マレーシア出身、16 才女子学生）
　「私はまさか日本に来る様になるとは想像していませんでした。父がこ
のプログラムに応募して兄と来日するようになりました。今は日本に来て
本当に良かったと思っています。ホストファミリーには本当の娘のように
大事にされています。東京、京都にも連れて行ってもらいました。今、
日本を楽しんでいます。本当にありがとうございます。」
■会長優秀賞伝達　　白石誠一ライ

オン

■会員卓話　「健康について」　岡村真里哉ライ
オン

■審議事項　
　原案とおり全て承認されました
■報告事項
1. 次期１Ｚ-ＺＣ選出について　提出期限１月13日（金）まで
2. 次期指名委員会任命について
3. 2Ｒ親善ゴルフ大会 11月26日（土）滝宮カントリークラブ
　参加者 10 名、団体は4位でした。
4. 第２回献血献眼 11月27日（日）イオンモール駐車場 10:00 ～
　（献血者）受付者 180 名採血者 148 名不採血者 32 名
　（献眼登録者）14 名　（骨髄バンク登録者）11 名
　（臓器提供意思カード配布数）250 枚
5. 2Ｒリーダーシップ ( 指導力育成 ) 研修会
　12月4日(日) 14:15 ～ユアーズ　　出席者　伊藤久門副幹事

6. 第２回１Ｚ地区ガバナー諮問委員会並びにゾーンレベル会員委員会
　12月17日( 土 ) 15 :30 ～ふじ　出席者会長、幹事、会員理事
7. YCE 派遣生伊藤鼓美さんニュージーランド出発 12月21日( 水 )
　1月8日帰国
8. 平成 28 年度年末の交通安全県民運動
   12月21日（水）15:00 ～
　場所：税務署前及び簡易裁判所前の各歩道
9. 第 100 回ライオンズクラブ国際大会（シカゴ）
　6月30日( 金 )～ 7月4日( 火 )
　締切早期登録 1月10日　普通登録：3月27日
　詳細は事務局までお問い合わせください。
10.クラブ流動資産残高報告
■委員会報告
　出席大会委員会
　　１月第 2 例会 100％出席を目指しています。ご協力宜しくお願いし
　　ます。
　計画財務委員会　
　　11月第２例会の決算報告ご協力ありがとうございました。
　青少年委員会
　　3 月 12 日にえひめ学園生徒とプロ野球オープン戦を観戦します。
　　よろしくお願いします。
　保健福祉委員会　
　　第２回献血・献眼運動ご協力ありがとうございました。
　環境保全委員会　
　　第２回愛リバー愛ロード無事終了しました。ご協力ありがとうござ
　　いました
■同好会報告　福山 宏ライ

オン

　　あけぼのつつじが咲くころ銅山越に行く予定です。お声をかけ　
　　ますのでよろしくお願いします。
■出席報告
　会員数 58 名、出席 50 名、欠席 8名、出席率 86.2％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　64,000 円
　　

　去る１１月２７日、イオンモール新
居浜にて「第２回献血・献眼」を
実施しました。
　数日前からの予報通り、当日は
朝から雨で、不安を抱えながらの
開始となりましたが、心配をよそに

開始前から人が集い、開始を早めるほど幸先の良
いスタートとなりました。昼過ぎに多少動きが鈍ったも
のの、一日を通して受付者が途絶えることはなく、
最終的に１８０名の受付を頂くことが出来ました。
　一度も止むことなく終日雨でしたが、この天候が
市民の皆さんが行楽地へ行くことを止めさせ、また
今年から始まった「ブラックフライデー」なるセール
に人が集まったことなど、結果は様々な面で良い方
向に転がったようです。日本赤十字社の方も、最近
ではかなり良い結果でしたとのことです。
　しかしながら、ご存じのとおり、献血事業全体の
現状は決して良いものではなく、採血者は毎年減少
し、約１０年先にはこの愛媛県でも年間１万人近くの
人の血液が不足するだろうというデータがあります。
　そこで当委員会としましては、今期中のリジョン会
議にて、鈴木会長に、日本赤十字社に対し、東予
地区における献血ルーム設立の提言を行おうという
提案をして頂く予定としています。（既に提言書の原
案は委員会で議論し作成済みです）提言は過去に
何度も行われてきたと思いますが、困難と言われて

あきらめるのではなく、継続して行うことで、不可能
といわれる先に小さな光が見えることもありますし、
小さなうねりが無視出来ない大きなうねりになることも
あります。
　数字に表れているように、現状の献血事業の手
段は限界がきており、遠くない将来、大きな改革、
決断をしなくてはならないであろうと感じています。
　今こそ新居浜ライオンズクラブがイニシアチブを取
り、献血事業改革の提案を行うことは非常に大切な
ことだと考えています。
　最後になりましたが、悪天候のなか、今回もたくさ
んのメンバーにご協力頂きました。本当にありがとう
ございました。
　今期中にもう一回、「第３回－」もあります。
引き続き、皆さんのご協力、よろしくお願い申し上げ
ます。

●審議事項
１．次期ＺＣ選出について　　選出期限 1月13日( 金 )まで　
２．次期指名委員会任命について
３．地区ガバナー諮問委員会登録料について　１５,０００円
４．薬物乱用防止教育認定講師養成講座受講料について
　　１１,０００円　1月22日(日)　ウェルピア伊予
５．平成２９年新年互礼会会費について
　　１,０００円　1月４日（水）リーガロイヤルホテル
６．青少年委員会えひめ学園との交流会について
７．第２回愛リバー・愛ロード決算報告について
８．１１月第２夜間例会決算報告について
９．第２回献血・献眼決算報告について
10．１月第一例会長寿のお祝いについて　予算３５,０００円
　　（還暦 1名、古希 6名、喜寿 1名、卒寿 2名）
11．委員会開催の変更について　
　環境保全委員会 １月３日（火）→６日（金）18:00 ～ 事務局
　保健福祉委員会 １月１２日（木）18:00 ～　歓迎会、興慶
●報告事項
１．２Ｒ親善ゴルフ大会 １１月２６日（土） 滝の宮カントリークラブ
　　参加者１０名　団体４位　
２．第２回献血・献眼　
　　１１月２７日（日）10:00 ～　イオンモール駐車場
　　（献血者） 受付者１８０名、採血者１４８名、不採血者３２名
　　（献眼登録者） １４名　（骨髄バンク登録者） １１名
　　（臓器提供意志カード配布数）２５０ 枚
３．２Ｒリーダーシップ（指導力育成）研修会　
　　１２月４日（日）　14:15 ～　ユアーズ
　　出席者　伊藤久門副幹事
４．第２回地区ガバナー諮問委員会並びにゾーンレベル会員委員会　
　　１２月１７日（土）15:30 ～　ふじ
　　出席者　会長、幹事、会員理事
５.  ＹＣＥ派遣生伊藤鼓美さんニュージーランド出発
　　１２月２１日（水）　１月８日（日）帰国
●委員会報告
　出席大会委員会
　　１月第２例会は出席率１００％を目指しています。
　　ご協力お願いします。
　計画財務委員会
　　11月第２例会の決算承認お願いします。

　青少年委員会
　　平成２９年３月１２日にプロ野球オープン戦ヤクルト対広島を観戦予
　　定です。予算 40 万円お願いします。
　保健福祉委員会
　　第２回献血・献眼登録は雨天が幸いして献血者の出足がよく好
　　成績でした。
　環境保全委員会
　　第２回愛リバー・愛ロード 11/13 無事終了いたしました。川の中
　　のごみを拾った方寒い中お疲れ様でした。
●その他
　岡田会計が 11 月末クラブ流動資産残高の報告をしました。　　　
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新 居 浜
新居浜中央
新居浜別子
新居浜ひうち

計

ク ラ ブ 名 会 員 数 純出席率 メークアップ 労力奉仕 金額奉仕
Ａ  Ｃ  Ｔ

２Ｒ－１Ｚ  アクティビティ報告書 (12月分 )

５８
３０
２８
３１
１４７

516
0
0
85
601

700,000
0
0

80,000
780,000

85.4
90.0
82.8
79.0
84.3

88.8
95.0
93.1
84.0
90.2

名 ％ ％ Ｈ 円

12月 4 日(日)　　新居浜CC

５７
４１ ４１

５７
６１
７４

５７
６５

８２
 １１４
 １１８
１３９

  １７.３
４.７

   １８.０
３０.０

７７.３
９６.７
１００.０

後 藤 達 也 １０９.０

大 石 隆 憲

村 上 博 昭

佐 伯 澄 男

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

1月 誕生日おめでとうございます
石川 敏則、山岡 弘太郎

第 1350 回　12 月第二例会
12月 27日（火）12 :15～ ユアーズ

行  事  予  定

ゾーン・地区・国際協会の動き
薬物乱用防止教育認定講師養成講座
　　１月２２（日）  13:00 ～ ウェルピア伊予

・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会　 １月１０日（火）18:30 ～　商工会館 3F
１月第 1例会　　１月１１日（水）12:15 ～　ユアーズ
１月第２例会　　１月２５日（水）18:00 ～　ユアーズ
・委員会
会員会則委員会　　１月　４日（水）18:30 ～　事務局
計画財務委員会　　１月　５日（木）18:30 ～　事務局
環境保全委員会　　１月　６日（金）18:00 ～　事務局
保健福祉委員会　　１月１２日（木）18:30 ～　興　慶
青少年委員会　　　１月２０日（金）18:30 ～　事務局
PR広報委員会　　 １月２６日（木）18:30 ～　事務局
出席大会委員会　　１月２７日（金）18:30 ～　事務局
・クラブ行事予定
１月１１日（水）第一例会　長寿のお祝い
１月２５日（水）第２例会　元会長幹事を称える会
・その他行事予定
平成２９年新年互礼会
　　　１月　４日（水）11:00 ～ リーガロイヤルホテル
（公社）新居浜青年会議所新年式典
　　　１月１３日（金）18:45 ～ リーガロイヤルホテル
岡部歩乃佳後援会理事会
　　　１月１７日（火）18:30 ～ ユアーズ
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　　１月　８日（日）9:50 ～　　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　　　１月１３・２７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
　

今年も一生懸命頑張ります！
新居浜東高校１年　岡 部  歩 乃 佳　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　        　
　明けましておめでとうございます。
２０１６年は、後援会を立ち上げて頂き、とて
もたくさんの経験をさせて頂く事が出来ました。
　そして、たくさんの事を学んだ一年になりま
した。
　まず３月には、リオデジャネイロパラリンピッ
クの選考会の大会に出場しました。でもその大会
では自分の実力を出し切れず、リオパラには出場
することができませんでした。
　その後は悔しさを胸に一生懸命練習して、７月
のジャパンパラリンピックでは１００ｍ背泳ぎで優勝、
１００ｍ自由形では準優勝することができました。
　それから１０月には全国障害者スポーツ大会いわ
て大会に愛媛県代表として出場し、５０ｍ背泳ぎで
優勝、５０ｍ平泳ぎで準優勝、そして１１月の日本

選手権では２００ｍ個人メドレーで優勝、１０
０ｍ背泳ぎで準優勝することができました。
　また８月には日本テレビの２４時間テレビ
【佐渡海峡遠泳リレー】に挑戦者として出演
させて頂き、オリンピック選手の方や芸能人
の方達と一緒に４０ｋｍを泳ぎ切りゴールする

ことができました。あの時の感動は今でも忘れませ
ん。
　たくさんの人達に支えて頂いたおかげで、色々
な大会に出場できたり、素晴らしい経験をさせて頂
くことができ、すごく充実した一年を送ることができ
ました。
　本当にありがとうございました。
２０１７年も一生懸命頑張ります。本年も宜しくお願
いします。

■ライオンズの誓い唱和　大上幸雄ライ
オン

■会長挨拶　　　　　　　鈴木雅志会長
■来訪者紹介　直前会長　白石誠一ライ

オン

■来訪者挨拶　Ｏｎｇ Ｖｉｎｃｙさん
　　（オウン・ビェンシー、マレーシア出身、16 才女子学生）
　「私はまさか日本に来る様になるとは想像していませんでした。父がこ
のプログラムに応募して兄と来日するようになりました。今は日本に来て
本当に良かったと思っています。ホストファミリーには本当の娘のように
大事にされています。東京、京都にも連れて行ってもらいました。今、
日本を楽しんでいます。本当にありがとうございます。」
■会長優秀賞伝達　　白石誠一ライ

オン

■会員卓話　「健康について」　岡村真里哉ライ
オン

■審議事項　
　原案とおり全て承認されました
■報告事項
1. 次期１Ｚ-ＺＣ選出について　提出期限１月13日（金）まで
2. 次期指名委員会任命について
3. 2Ｒ親善ゴルフ大会 11月26日（土）滝宮カントリークラブ
　参加者 10 名、団体は4位でした。
4. 第２回献血献眼 11月27日（日）イオンモール駐車場 10:00 ～
　（献血者）受付者 180 名採血者 148 名不採血者 32 名
　（献眼登録者）14 名　（骨髄バンク登録者）11 名
　（臓器提供意思カード配布数）250 枚
5. 2Ｒリーダーシップ ( 指導力育成 ) 研修会
　12月4日(日) 14 :15 ～ユアーズ　　出席者　伊藤久門副幹事

6. 第２回１Ｚ地区ガバナー諮問委員会並びにゾーンレベル会員委員会
　12月17日( 土 ) 15 :30 ～ふじ　出席者会長、幹事、会員理事
7. YCE 派遣生伊藤鼓美さんニュージーランド出発 12月21日( 水 )
　1月8日帰国
8. 平成 28 年度年末の交通安全県民運動
   12月21日（水）15:00 ～
　場所：税務署前及び簡易裁判所前の各歩道
9. 第 100 回ライオンズクラブ国際大会（シカゴ）
　6月30日( 金 )～ 7月4日( 火 )
　締切早期登録 1月10日　普通登録：3月27日
　詳細は事務局までお問い合わせください。
10.クラブ流動資産残高報告
■委員会報告
　出席大会委員会
　　１月第 2 例会 100％出席を目指しています。ご協力宜しくお願いし
　　ます。
　計画財務委員会　
　　11月第２例会の決算報告ご協力ありがとうございました。
　青少年委員会
　　3 月 12 日にえひめ学園生徒とプロ野球オープン戦を観戦します。
　　よろしくお願いします。
　保健福祉委員会　
　　第２回献血・献眼運動ご協力ありがとうございました。
　環境保全委員会　
　　第２回愛リバー愛ロード無事終了しました。ご協力ありがとうござ
　　いました
■同好会報告　福山 宏ライ

オン

　　あけぼのつつじが咲くころ銅山越に行く予定です。お声をかけ　
　　ますのでよろしくお願いします。
■出席報告
　会員数 58 名、出席 50 名、欠席 8名、出席率 86.2％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　64,000 円
　　

■ライオンズの誓い唱和　　宇野博文ライ
オン

■会長挨拶　　　鈴木雅志会長
■ＹＣＥ来日生オウン・ベンシーさん活動報告
　　受入ホストファミリー　白石誠一ライ

オン

■帰国・お礼挨拶　　オウン・ベンシーさん
■審議事項　なし　
■報告事項
１．ＹＣＥ派遣生伊藤鼓美さんニュージーランドへ出発 １２月２１日（木）
　　１月８日（日）帰国
２. 平成２８年年末の交通安全県民運動　１２月２１日（水）　中止
３. ＹＣＥ来日生オウン・ベンシーさん　１２月２８日（水）マレーシア帰国
４. 平成２９年新年互礼会
　　１月４日（水）11:00 ～リーガロイヤルホテル
５. １月理事・委員長会は１月１０日（火）18:30 ～
　　商工会館３Ｆ研修室で開催します。
６. １月環境保全委員会は１月６日(金 )18:00～事務局で開催致します。
7. 年末年始１２月２８日（水）～１月３日（火）の間、事務局をお休み 
　　させて頂きます。
■委員会報告
　青少年委員会　えひめ学園との交流会について　
■出席報告
　会員数５８名、出席４９名、欠席９名、出席率 84.5％
■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
■ライオンズ・ローア　神野雄太ライ

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
  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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●● 12月第一例会 ●●
鈴木　雅志　オウン・ベンシーさんを歓迎いたします。
伊藤　龍一　オウン・ベンシーさんの例会訪問を心より歓迎いたします。
岡田　賢治　岡村さんの卓話に感謝。オウン・ベンシーさんの来日に
　　　　　　感謝。
塩見　秀晴　会報も６回目発行することが出来ました。あと６回頑張りま
　　　　　　す。
永易　明洋　くらげの会の旅行で大阪、神戸に行ってきました。１２名
　　　　　　の全員参加で楽しい旅行となりました。交換留学生を歓
　　　　　　迎します。
藤縄　洲二　白石誠一さん　ＹＣＥ受入れご苦労さまです！
松浦　一雄　最高気温が１０℃を切る寒い季節になりましたがまだ冬は
　　　　　　始まったばかりです。風邪など引かず今年の冬も元気に
　　　　　　乗り切りましょう。
宇野　博文　一年も早や年末を迎えましてライオンズ活動も今期半年を
　　　　　　迎えました。前半を反省し後半に備えたいと思います。
加藤　久博　ＹＣＥ生のオウン・ベンシーさんを歓迎して。
有富　正治　オウン・ベンシーさんを歓迎いたします。楽しんで下さいね。
青野　淳助　自分の健康に感謝。
能瀬　伸一　先日は献血にご協力頂き有難うございました。第三回も
　　　　　　宜しくお願いします。
岡村真里哉　ベンシーさんようこそ！新居浜はどうでしょうか？是非、新居
　　　　　　浜を日本を楽しんで帰って欲しいです。
神野　雄太　くらげの会、ナンバ吉本で腹の底から笑ってきました。
村上　博昭　オウン・ベンシーさんを歓迎して。１２月の月例ゴルフ、　
　　　　　　雨の中優勝させていただきました。
後藤　達也　ご来訪されたオウン・ベンシーさんに感謝します。
山下　邦俊　オウン・ベンシーさんの来訪を歓迎します。
伊藤　久門　Ｎｉｃｅ ｔｏ ｍｅｅｔ Ｏｎｇ Ｖｉｎｃｙ． Ｗｅｌｃｏｍｅ ｔｏ Ｎｉｉｈａｍａ． Ｈａ
　　　　　　ｖｅ ａ ｇｏｏｄ ｔｉｍｅ ｉｎ Ｎｉｉｈａｍａ． Ｇｏｏｄ ｌｕｃｋ ＆ Ｈａｖｅ ｆｕｎ！
青野　泰介　オウン・ベンシーさん、ようこそいらっしゃいました。心より
　　　　　　歓迎いたします。
佐伯　澄男　Ｍｉｓｓ Ｖｉｎｃｙ Ｗｅｌｃｏｍｅ ｔｏ Ｎｉｉｈａｍａ！！
古川　貴章　ベンシーさん、ようこそ新居浜ライオンズクラブへ。
白石　誠一　オウン・ベンシーさんのご来訪を心より歓迎いたします。
檜垣　孝志　１２月３日～４日、くらげの会で神戸方面に旅をしました。
　　　　　　楽しかったです。幹事さん有難うございました。
斉藤陽二朗　すみません仕事で早退させていただきます。
高橋　　守　今年も後１７日、元気で頑張りましょう。
高橋　在錫　年末商戦にご協力くださった皆さん有難うございました。
・・・岡村さんの卓話に感謝して・・・
大石隆憲／垂水康浩／大竹崇夫／土岐敏勝／近藤充徳／岡田浩二
／大上幸雄／村上順一郎／山之内浩二／福山　宏

●● 12月第二例会 ●●
鈴木　雅志　今年は本当に皆さんお世話になりました。ご家族でよい
　　　　　　お年をお迎えください。
伊藤　龍一　白石誠一さんＹＣＥ受け入れホストファミリーお疲れ様でし
　　　　　　た。娘の鼓美も２１日に無事ニュージーランドへ出発しまし
　　　　　　た。メンバーの皆様今年一年大変お世話になりました。
　　　　　　良いお年を！
岡田　賢治　今年最後の例会です。半年間お世話になりました。
　　　　　　来年も宜しくお願い致します。
武市　欣也　最近、極めて体調不良（目がかすみ、手が震える等）
　　　　　　の為皆様に年賀状を差し上げることが出来ませんのでご
　　　　　　容赦下さい。併せて良き新年を迎えられるよう衷心より祈
　　　　　　念いたします。此ってファインにも該当するかも？
白石　誠一　ビンシーさんお疲れ様でした。日本での思い出をいつまで
　　　　　　も大切に、これからも頑張って下さい。
村上　博昭　この度は、皆様方に大変ご迷惑をおかけして誠に申し訳
　　　　　　ございません。
佐伯　澄男　今年一年お世話になりました。来年も宜しくお願いします。
　　　　　　良いお年を！
松浦　一雄　本年は大変お世話になりました。来年も愛リバー・愛ロ

　　　　　　ードの清掃美化活動にご協力をお願いします。来る年が
　　　　　　皆様にとって良き一年となりますように。
高橋　　守　今年も会員の皆様にはお世話になりました。新年も宜しく
　　　　　　又白石誠一さんにはオウン・ベンシーさんの受け入れご
　　　　　　苦労さんでした
大竹　崇夫　今年も大変お世話になります。来年宜しくお願い申し上
　　　　　　げます。
岡村真里哉　今年は新居浜ライオンズクラブのメンバーの一員となれて
　　　　　　本当に良かったです。有難うございます。来年も楽しく
　　　　　　活動したいと思います。インフルエンザそろそろ出てます。
　　　　　　体調管理して良い新年を迎えて下さい。
加藤　久博　年の瀬お忙しいと思います。お身体ご自愛下さい。
有富　正治　今年一年、大変お世話になりました。来年も宜しくお願
　　　　　　いたします。よいお年をお迎えください。早退いたします。
真鍋　憲夫　いよいよ今年最後の例会となりました。一年間お世話に
　　　　　　なりました。良いお年をお迎え下さい。
譽田　幸弘　今年は色 と々お世話になり有難うございました。
村上順一郎　一年間お世話になりました。
藤縄　洲二　みなさんよいお年をお迎えください。
近藤　盛文　お世話になります。来年も宜しくお願いします。
伊藤　久門　２０１６もまもなく幕を閉じ新年を迎える時節となりました。
　　　　　　今年一年多岐に渡りありがとうございました。2017 も宜し
　　　　　　くお願い致します。皆様良いお年をお迎え下さい。
後藤　達也　ベンシーさん今後のご活躍を期待します。
塩見　秀晴　半年過ぎました。残り6ヶ月会報お届けできるよう頑張ります。
宇野　博文　今年もお世話になりました。次年度もライオンズ活動を頑
　　　　　　張ります。
伊藤　嘉秀　みなさま、今年は大変お世話になりました。来年も宜しく
　　　　　　お願い致します。ベンシーちゃんまた日本へ帰って来て下
　　　　　　さい。お元気で！
山之内浩二　入会して数ヶ月ではありますが、楽しい時間を頂きました。
　　　　　　来年も宜しくお願い致します。
永易　明洋　今年も残りわずかとなりました。来年が皆様にとって素晴
　　　　　　らしい良い年となりますようにご祈念します。
天野　　淳　本年度は皆さんにお世話になりました。良いお年をお迎
　　　　　　え下さい。
石川　敏則　来年も宜しく！
土岐　敏勝　来る年が皆様にとって良い年でありますように。
上野　　剛　一年間お世話になりました。
石川　　稔　今年一年元気で過ごせたことに感謝。みなさん良いお年を！
大上　幸雄　今年一年大変お世話になりました。又来年も宜しくお願
　　　　　　いします。
能瀬　伸一　今年も一年お世話になりました。来年も宜しくお願いします。
神野　雄太　皆様良いお年をお迎え下さい。
高橋　　彰　今年一年大変お世話になりました。
岡田　浩二　来年も宜しくお願いします。
・・・皆様良いお年をお迎え下さい・・・
大石隆憲／垂水康浩／山下邦俊／高橋在錫／新田久司／真木泰彦
／青野泰介

新年明けましておめでとうございます。
　今年度も折り返しに入りました。
鈴木会長の方針の下、多くの会員の皆さまに日頃の取組み、思い
等を紹介していただいています。
　健康管理、仕事、趣味、等々いろんなジャンルの記事が掲載さ
れており従来以上に会報誌が新鮮で毎月楽しみにしています。
　後半もどうぞ宜しくお願い致します。　宇野博文


	1_1.pdf
	1_2.pdf
	1_3.pdf
	1_4.pdf
	1_5.pdf
	1_6.pdf
	1_7.pdf
	1_8.pdf

