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ライオンズの歴史　その２（1995 ～ 2017）　　　　会　長　佐 伯  澄 男
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９９５年：LCIF はアフリカと南米の河川盲目

症と闘うべく、元米国大統領でありライオンの
ジミー・カーターが牽引するカーター・センタ
ーと提携しました。
１９９９年：パキスタンのニロファー・バクティ
アが女性として初めて協会の国際理事に選出さ
れました。
２００１年：LCIF とスペシャル・オリンピックスが、
スペシャル・オリンピックスの選手の視力検査を行
うオープニング・アイズに関する提携を結びました。
２００２年：中国では 1950 年代以来初めてとなる
ボランティア会員組織として、2 つのライオンズクラ
ブが結成されました。
２００３年：視力ファーストを通じて、ライオンズとカ
ーター・センターは 5,000 万件の河川盲目症の治
療を達成しました。
２００４年：ライオンズは南アジアの津波による被害
に対する支援として、1,500 万ドル以上を投入しま
した。
２００７年：ファイナンシャル・タイムズは、LCIF を
提携相手として世界ナンバーワンの NGO に選出し
ました。
２０１０年：ビル&メリンダ・ゲイツ財団が 500 万ド
ルをワンショット、ワンライフ・キャンペーンに献金し、

その後２年間、ライオンズは、はしか対策支
援に 1,000 万ドル以上を拠出しました。
２０１１年：LCIF は、10,000 件目の交付金
を承認し、交付金の総計が 7 億 800 万ドル
に達しました。ライオンズは河川盲目症の治
療のために、1 億 4,800 万件目のメクチザン

（Mectizan）投与を支援しました。
日本の地震と津波の被害を受けて、ライオンズは
2,100 万ドル以上を救援活動のために拠出しまし
た。
２０１３年：LCIF は、子供たちをはしかと風疹か
ら守るために GAVI アライアンスと提携を結びまし
た。LCIF は予防接種に 3,000 万ドルを投入し、
英国政府とビル & メリンダ・ゲイツ財団が同額の
3,000 万ドルをマッチング資金として提供し、計
6,000 万ドルが確保されました。
コロンビアはライオンズとカーター・センターのパート
ナーシップによる支援を受けて、河川盲目症を根絶
しました。
２０１４年：ライオンズは世界中で 1 億人の人々へ
の奉仕を目指す世界的な取り組み、100 周年記念
奉仕チャレンジをスタートしました。
２０１７年： ライオンズは 100 周年を記念し、1 世
紀にわたる奉仕を祝賀します！

　　　　　　　　盲目

選出さ

その　　　　

療の

●● 9月第一例会 ●●
2R‐RC　石川　正人
　　　　　　小松武道様のご冥福をお祈りいたします。
佐伯　澄男　小松武道様のご冥福を心よりお祈りいたします。
　　　　　　献血事業にご出席を頂いた会員の皆様ありがと
　　　　　　うございました。
岡田　賢治　元地区ガバナー小松様のご冥福をお祈りします。
後藤　達也　小松武道様のご冥福をお祈りいたします。
　　　　　　9月10日は献血とゴルフが重なっておりましたが、
　　　　　　参加されたメンバーの方々お疲れ様でした。
福山　　宏　小松さんのご冥福をお祈りします。
白石　誠一　小松武道様のご冥福を心よりお祈りいたします。
　　　　　　2R-RC 石川正人様お忙しい中のご訪問、誠に
　　　　　　ありがとうございます。
有富　正治　小松武道さん、半世紀に渡りライオンズ活動、　
　　　　　　大変にお疲れ様でした、安らかにお眠りください。
永易　明洋　小松武道様、慎んでお悔やみ申し上げます、お
　　　　　　世話になり、またご苦労様です。ありがとうござ
　　　　　　いました。御来訪者を歓迎します。
真鍋　憲夫　先日の献血・献眼活動ではメンバーの皆様多数
　　　　　　ご参加下さりありがとうございました。今後共宜
　　　　　　しくお願い申し上げます。
鈴木　雅志　故・小松武道様を偲んで！
大竹　崇夫　小松武道氏のご冥福をお祈り致します。
松浦　一雄　小松武道様のご逝去を悼み、ご冥福をお祈り致
　　　　　　します。
能瀬　伸一　先日は献血・献眼お疲れ様でした。季節の変
　　　　　　わり目で体調を崩しやすい時期ですがお体には
　　　　　　十分お気を付け下さい。
村上順一郎　献血・献眼お疲れ様でした。
伊藤　久門　ずいぶん秋めいてきました。秋の夜長を楽しんで
　　　　　　いきたいと思います。
石川　　稔　暑さ寒さも彼岸まで！まだまだ暑い日が続きますが
　　　　　　皆さんご自愛下さい。
塩見　秀晴　文庫本だけですが持参いたしました！！
天野　　淳　古本リサイクルよろしくお願いします。
神野　雄太　週末台風に気をつけましょう。
伊藤　龍一　小松武道様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。
宇野　博文　小松武道さま長い間ライオンズ活動にご尽力頂き
　　　　　　ありがとうございます。ご冥福をお祈りします。
加藤　久博　小松武道さんのご冥福をお祈りいたします。
古川　貴章　小松さんご冥福をお祈りいたします。
藤縄　洲二　小松さんのご逝去を偲んで。
伊藤　嘉秀　小松武道先輩のご冥福をお祈り申し上げます。
大上　幸雄　小松武道様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。
近藤　充徳　小松武道様のご冥福をお祈り申し上げます。

●● 9月第二例会 ●●
佐伯　澄男　たなか内科クリニック田中院長の卓話に感謝しま
　　　　　　す。
岡田　賢治　田中先生の卓話に感謝。
後藤　達也　先日、会長と福山さんのお見舞いに行って来まし
　　　　　　た。バイクに乗れないストレスを車いすに乗って
　　　　　　発散しておりました。早い復帰をお願いします。
有富　正治　９月１８日上原自治会敬老祝賀会に青野泰介さん
　　　　　　のお嬢さんにご出演を頂き漫才のご披露を賜り高
　　　　　　齢者を和ませていただきました。ありがとうござい
　　　　　　ました。
藤縄　洲二　国体が始まります。文化センター廻りもあわただ
　　　　　　しい感じです
永易　明洋　昨日は、くらげの会の定例会があり、楽しく飲ん
　　　　　　で有意義な時間を過ごすことが出来ました。
高橋　尚毅　広島カープ優勝おめでとうございます。
真鍋　憲夫　だいぶ過ごしやすくなりました。いよいよ国体が
　　　　　　開催され全国から来県されますのでおもてなしの
　　　　　　心で歓迎しましょう。来訪者に感謝します。
塩見　秀晴　11/23、２Ｒ親善レクバレー大会の大会要項が発
　　　　　　表されました。２チーム出場します。参加宜しく
　　　　　　お願いします。
大上　幸雄　後藤さんと青野さんの愛媛マラソンの当選を心よ
　　　　　　りお喜び申し上げます。
宇野　博文　秋の花粉が飛び出しました。１０月末までがまん
　　　　　　の日々 が続きます。
岡村真里哉　田中先生、卓話有難うございました。
伊藤　嘉秀　田中先生素晴らしい卓話を有難うございました。
伊藤　龍一　田中委員長の卓話に感謝致します。
大竹　崇夫　田中委員長の卓話に感謝します。
松浦　一雄　田中先生の卓話に感謝します。皆さん血糖値を
　　　　　　下げるために運動を続けましょう。
鈴木　雅志　卓話に感謝して、希望あるお話を聞けて良かっ
　　　　　　たです。
・・・たなか内科クリニック田中院長の卓話に感謝します・・・
上野　剛 /岡田浩二／真木泰彦／山下邦俊／大石隆憲／
川嶋理之／金田智行／中田君江
近藤　充徳　卓話に感謝します。
譽田　幸弘　健康卓話有難うございました。
古川　貴章　卓話ありがとうございます。
加藤　久博　卓話に感謝して。
能瀬　伸一　卓話に感謝致します！
村上　博昭　来訪者の卓話に感謝！
神野　雄太　卓話に感謝
青野　泰介　愛媛マラソン当選しました。今日から練習です。
　　　　　　後藤さんも当選おめでとうございます。

金田　智行　小松武道様の御冥福を心よりお祈りいたします。
村上　博昭　小松武道さんのご冥福をお祈りいたします。
武市　欣也　小松武道さんのご冥福を心よりお祈りいたします
・・・小松武道様のご冥福をお祈り致します。・・・
青野泰介 / 大石隆憲 / 岡田浩二 / 近藤盛文 / 土岐敏勝 /
新田久司 /譽田幸弘 /真木泰彦 /齋藤陽二朗

編 集 後 記
　　　　最近夜はすっかり涼しくなり、我が家のベランダに出て気持ちの
良い風を感じていると、あちらこちらから太鼓をたたく音が聞こえて
来るようになりました。
　新居浜太鼓祭りは、新居浜市を代表する秋祭りで、今年は、「新
居浜市市制施行 80 周年記念」ということで、祭りの初日 10 月 15
日の午後から、私が住んでいる坂井町の「あかがねミュージアム」
の北側に全太鼓台？が集結するみたいです。
　私の出身の観音寺市も太鼓祭りでして、子供の頃から太鼓には
慣れ親しんで来ただけに、本場新居浜の太鼓祭りは非常に楽しみ
にしております。
　何と祭り初日の大イベントが坂井町で行われる！これはラッキー！
当日は実家のおふくろも呼んで家族で満喫したいと思います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　譽田 幸弘
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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

１0月 誕生日おめでとうございます
大石隆憲、土岐敏勝、伊藤龍一、高橋尚毅

１0 月 結婚記念日おめでとうございます
塩見秀晴、鈴木雅志、土岐敏勝、山下邦俊
藤縄洲二、田村征夫、岡村真里哉、高橋尚毅

行  事  予  定

ゾーン・地区・国際協会の動き
１０月　８日（日）  6:00 ～　ライオンズの庭
　世界ライオンズデー（１0月第 2例会）
１０月　８日（日）13:00 ～　四国中央市福祉会館
　ＧＬＴ・ＧＳＴ・ＬＣＩＦ研修会
１０月１３日（金）10:00 ～　えひめ学園
　平成２９年度えひめ学園秋季運動会
１０月２８日（土）　新居浜カントリー倶楽部
　２Ｒ親善ゴルフ大会

・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会　 　１０月　２日（月）18:30 ～商工会館 3F
１０月第 1例会　〔世界ライオンズデー早朝合同例会〕　　 
　　１０月　８日（日）　6:00 ～ ライオンズの庭
 １０月第２夜間例会　〔家族会〕
　 １０月２５日（水）18:00 ～ ユアーズ
・委員会
環境保全委員会　　１０月　３日（火）18:30 ～　事務局
会員会則委員会　　１０月　４日（水）18:30 ～　事務局
計画財務委員会　　１０月　５日（木）18:30 ～　事務局
出席大会委員会　　１０月　６日（金）18:30 ～　事務局
保健福祉委員会　　１０月１２日（木）18:30 ～　事務局
青少年委員会　　　１０月１３日（金）18:30 ～　事務局
PR広報委員会　　 １０月２６日（木）18:30 ～　事務局
・クラブ・その他行事予定
１０月１２～１５日（日）フィリピン共和国ダバオ市
　会長国際アクティビティ
１０月２５日（水） 18:30 ～　ユアーズ
　家族会（１0月第 2例会）　　例会 18:00 ～　家族会 18:30 ～
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　　１０月　８日（日）10:04 ～　新居浜ＣＣ
囲碁部会　　　　　未定
つれづれの会　　　１０月２３日（月）18:30 ～　みなと
くらげの会　　　　奇数月の予定   
スポーツ部会　　　１０月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
　

故 小松 武道さんの
         ご逝去を悼んで

9 月理事・委員長会
9月 11日（月）18:30～ 商工会館3F研修室

●物故会員に黙祷　元地区ガバナー　小松武道ライ
オン

●会長挨拶　佐伯澄男会長
●審議事項
１）GMT･FWT研修会登録料について
　　４,０００円（2,000 円×2名）９月１６日（土）
　１ＺＣ白石誠一、古川貴章第２副会長、真木会泰彦員理事
　が出席します。
２）２Ｒ親善ゴルフ大会クラブが１０月２８日（土）新居浜カントリ
　ー倶楽部で行われます。
　賛助金５，０００円並びに登録料５，０００円／１人拠出します。
３）平成２９年度愛媛県臓器移植普及推進月間の後援につい
　て　（名義のみ）
４）会長アクト予算（案）について
５）１０月家族会予算（案）について　
　10月25日( 水 ) 第 2 夜間例会
６）アクティビティ着用カラーベスト作成について　
　版下代１０，０００円　
　ベスト代（胸プリント代含）4,080 円 +税は購入者負担
●幹事報告
１）物故会員について　
　小松武道さんが８月２８日（月）ご逝去され、８月３０日（水）
　家族葬が執り行われました。後日ご家族より連絡がありました。
　クラブ内規によりお香典５０，０００円お仏前に供えました。
２）第１回国際交流推進委員会が８月２８日（月）18:00 から
　19:30 市役所で開催されました。佐伯澄男会長が出席しま
　した。
３）地区ガバナー公式訪問が９月２日（土）１４：３０よりホテル
　グランフォーレで行われました。白石誠一１ＺＣ、伊藤嘉秀１Ｚ
　ＣＡ、佐伯澄男会長、伊藤龍一第１副会長、後藤達也幹事、
　福山宏会計、真木泰彦会員理事が出席されました。
４）第１回献血・献眼運動が９月１０日（日）10:00 よりイオン
　新居浜駐車場で行われました。　
　（献血者） 受付者 １４４名、採血者 １１６名、不採血者 ２８名
　（献眼登録者） ６２ 名、（骨髄バンク登録者）  ２９名　
　（臓器提供意志カード配布数）２５０枚　　（参加者１８名）
　L 佐伯澄男、L 伊藤龍一、L 古川貴章、L 後藤達也、L
　福山宏、L青野泰介、L有富正治、L伊藤嘉秀、L山下邦俊、
　L 藤縄洲二、L 高橋尚毅、L 金田智行、L 真鍋憲夫、L
　能瀬伸一、L 近藤充徳、L 村上博昭、L 中田君江、L 天
　野淳
５）GMT･FWT研修会が９月１６日（土）13:00より徳島県立 
　総合福祉センターで行われます。白石誠一１ＺＣ、古川貴章
　第２副会長、真木泰彦会員理事が出席します。
６）平成２９年秋の交通安全運動「人の輪」が９月２１日（木）
　10:30 から平形橋北側歩道で実施されます。
７）ライフジャケット準備説明会が９月２４日（日）13:00 から
　吉野川ハイウェイオアシスで行われます。
　出席者は白石誠一１ＺＣです。
８）冬期ＹＣＥ生受入について
　現時点では国、期間等の詳細な情報はありませんが、キャ
　ビネットが迅速な受入態勢を整える必要がある為、受入希望
　の方が居られましたら事務局までご連絡をお願い致します。
　昨年度参考　１２月中旬から１月中旬内３週間　イタリア、マ
　レーシア
●委員会報告
　計画財務委員会　１０月に実施予定の家族会について
　保健福祉委員会　献血・献眼運動について
　環境保全委員会　古本等のリサイクルについて
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●●会員投稿コラム●●

新 会 員 紹 介
氏　　名　中 田  君 江
生年月日　昭和４２年３月２２日
スポンサー　佐伯澄男ライ

オン

所　　属　保健福祉委員会
住　　所　新居浜市沢津町 2-6-37
Ｔ Ｅ  Ｌ　(0897)47-1655

勤　務　先　第一生命新居浜駅前
勤務先住所　新居浜市坂井町 2-3-17
　　　　　　　 　　テレコムプラザ 5F　
勤務先TEL　(050)3782-6622
勤務先FAX　(0897)37-6535
役　　　職　オフィス長
趣　　  味　ゴルフ

なかた　 きみえ

　この度、歴史ある新居浜ライオンズクラブに佐伯
会長からお声を掛けて頂き入会させて頂きました中
田君江でございます。私は第一生命新居浜駅前営
業オフィスでオフィス長をさせて頂いております。趣
味は最近始めましたゴルフですが、初心者なので

色々教えて頂きたいと思っています。
　これから積極的に参加し、新居浜市を良くする為
に奉仕の気持ちで色々な事に参加していきたいと思
っていますので、よろしくお願い致します。

● 高校野球観戦 ●
　　　　　　計画財務委員会　伊 藤  久 門

　平成２９年８月２３日第９９
回全国高校野球選手権大
会が、埼玉県代表としては
初の全国制覇 花咲徳栄高
校に栄冠が輝き、赤とんぼ
がグランドを周遊し、秋の

訪れを告げ、全国の高校野球ファンの後ろ髪をひ
きながら幕を閉じました。
　そうです。私は、高校野球フェチなのです。
　出張などでどこかに出向けば、有名どころの高
校の野球部のグランドや練習場、学校を訪れては
甲子園を夢見てる連中と同じ空気を吸い、同じ空
間で思いのベクトルを合わせ、その学校の伝統や
歴史を肌で感じてきました。
　もちろん大会では、グランドの熱戦のみならず、
スタンドやバックネット裏での友人や生徒さんの応
援・チアリーディング・ブラスバンドの熱い演技や
演奏・保護者の方々の献身的なサポート・指導頂
いている先生方の熱意・グランドでの一戦を迎え

るにどれだけ多くの熱量が使われていることか。
　これらに思いをはせる時、こちらの胸も熱くなっ
てまいります。そして、歓喜の雄たけびと失望の
涙を共有するとき、そのチームの持つ高い意識や
誇りを理解することができるのです。
　大分県立臼杵高校（大分県有数の進学校、甲
子園出場経験あり、多くの著名人・プロ野球選手
輩出）を訪問した時、豊後の風を感じグランドの

　小松武道さんとのお付き合いは、
単に我がライオンズクラブのメンバ
ーとしての友人関係だけではなくて
「２０００年にはガバナー・キャビネッ
ト幹事」の仲ではあったもののそれ
より以前、昭和３０年代頃に遡り、

沿岸荷役の免許習得のため複数の業者がお互いに
協力して、当時は習得困難とされていた免許を入
手すべく行動したことから同志的・友好的な関係
が生じて、小松武道さんとは“コマッチャン”“タケ
チャン”と呼び合う仲となり、初期の目的を完遂す
るに至り、時には一杯ひっかけるため話し相手とし
て呼び出し共に夜の新居浜をウロウロしたことも少な

からずありました。
　現在は、当時が懐かしく思い出され、今は感無
量としか適当な表現の言葉が見いだせない心境で
す。
　故人は、我がクラブにあっても、メンバーの中で
は特に目立たない物静かな存在で個人付き合いも
余りしない存在のため、故人の人柄を知る人は数
少ないかと思われますが、こと「ライオンズクラブ」
に関してはさまざまな面で精通した貴重な人材であ
ったことは間違いのない事実で、この様な文章を
過去形で記載することに後ろめたさと残念さを感じ
ながらも、コマッチャンの冥福を祈り、記述を終わ
りとします。
『小生も近いうちに浄土で再開できるかも』

　９月８日（金）ＰＲ広報委員会で
事務局へ赴くと小松武道さんの訃
報の知らせに愕然とし、何で、と
暫し言葉が出なかったです。
　ここ数年来例会出席はしていな
かったので体調不良でしたが心配

はしていませんでした。
　私と小松さんとは１９８４年（昭和５９年７月）２５
代会長に就任され、私が幹事として指名され、入
会８年目で幹事に指名され当時として身に余る光栄
と思い、また責任の重大さを痛感いたしました。
　しかし、小松さんは非常に優しい人で思いやりの
ある方で怠りする人でなかったと思います。
　昭和５９年７月２１日クラブとして２度目のＹＣＥ交換
留学生として、台湾から載 曼莉さんを受け入れる
事になり、会長より今回は特別委員会を作らず教育
市民委員会でやって欲しいとの要請で、委員会を
開き珍客として迎えるのではないから余り華美なる接
待はしないで、学生だし日本とはどんな国か、また
風俗、習慣や産業等を理解してもらう事の方が今
後の彼女の人生に少しでもプラスになると思い、委

員会でスケジュールを組み、７月２１日ホストファミリ
ーになるＬ篠原家にお世話になりました。
　しかし言葉も習慣も違う曼莉さんを常に家族の一
員として取り扱って頂きまして有難く感謝の他はあり
ません。
　受入てみて大変困ったことは、全然日本語が喋
れず筆談も字の違うところもあって途方にくれていた
所、今治に中国からの引揚者の女子高校生がいて、
地区ＹＥ委員のＬ曽我部さんの世話でホストファミリ
ー宅へ曼莉さんと同居してもらって、やっと意が通じ
合い日本の生活を満喫した事と思い、任務に小松
さんと２人で喜んでいました。
　７月２１日松山空港出迎え、新居浜商業高校への
見学等、松山県庁及び市内見学、例会訪問、メッ
セージを読み上げる曼莉さん、又メンバーの呉服店
で案内してお土産のゆかたを小松会長より贈られま
した。
　そして８月７日無事台湾へ帰国しました。１９８８
年７月３３６－Ａ地区２Ｒ－１Ｚ―ＺＣに小松さんが就
任しました。私も小松さんの要請で２Ｒ－１Ｚ－ＺＣＡ
として就任し、小松さんの指導もと２Ｒ内を例会訪問

亡き人となったコマッチャンを偲んで！
                              武 市  欣 也

故小松武道さんのご逝去を悼んで
                              　山 口 　泰

秋の交通安全運動（人の輪作戦）　平成 29 年 9 月 21 日 ( 木 )　平形橋歩道
平成２9 年度 周りをとぼとぼと歩いていると、一人の

ユニホーム姿の野球部員が話しかけ
てきました。
「こんにちは！一緒に歩いてよかです
か！？（笑顔）」こんな風に爽やかに屈
託なく話しかけてくれる高校生、なか
なか居ませんよね～！！
　その選手は投手で、練習試合で登
板のあと有酸素運動を行っていたとの
ことでした。
　愛媛から来た事を告げ、臼杵の名
産や名店を教えてもらい、恐らく４０分
位だったと思いますが、ひとしきり互いの話をしまし

た。実に清々しい素晴らしい出会いと
ひと時でした。
　この後、彼から教えてもらった大分
名物とり天に舌鼓を打ったことは言うま
でもありません。
　今年も各高新チームを結成し、春の
選抜にむけて、しのぎを削る大熱戦を
繰り広げることでしょう。
　その背景にある人間模様を目の当た
りにし、こちらの意識も高きに向けて昇
華させるのです。これからも、素晴ら
しいシーン、人との出会いを求めて高

校野球を観戦したいと思います。

して来ました。
　そして１９９９年副地区ガバナーに就任、２０００年
７月に３３６－Ａ地区ガバナーとして当クラブ２人目の
ガバナーに就任しました。
　しかし、ガバナー就任前に小松さんと私２人で西
条ＬＣに例会訪問しましたが、ガバナー就任前で色々
と西条ＬＣとの食い違う問題点があったようで小松さ
んも非常に困惑していました。
　キャビネット事務局は３年間続いて高松での事務

局で月何回か高松に行き打合わせをする事になり、
私も地区誌編集委員長として地区誌の編集に小松
さんとよく頑張っていました。
　今、思えば４２年に渡り小松さんとのライオンズク
ラブの生活は忘れない想い出となりました。
　小松武道さんに謹んで哀悼の意を表し、ご冥福
をお祈りいたします。
　永い間、小松武道ライ

オン本当にありがとうございまし
た安らかにお眠りください。

　秋晴れのもと、各所属団体よりの多くの参加
者と共に平形橋歩道上にて安全運転・シートベ

ルト着用・早めのライト点灯など交通安全を呼
びかけました。
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地区ガバナー公式訪問に出席して
幹　事　後 藤  達 也　　　　　　　　開催日：平成 29 年 9 月 2 日（土）　場所：ホテルグランフォーレ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

３３６－Ａ地区２Ｒ

　９月２日（土）グランフォーレにて
336-A 地区２Ｒ地区ガバナー公式
訪問が開催され、当クラブから佐
伯会長はじめ三役、伊藤第一副
会長、真木会員会則委員長の５
名と白石誠一 1Z-ZC、伊藤嘉秀

1Z-ZCA の７名で出席してまいりました。
　石川正人 2R-RC の開会宣言及び開会ゴングで
始まり、川辺信郎地区ガバナーの挨拶の中では、
やはり会員増強、維持は永遠のテーマだと強くお話
されておりました。
　公式訪問の記念品贈呈では各クラブの会長が川
辺地区ガバナーより藍色に染められたバナーを手渡
され、佐伯会長も両手を挙げて大喜びでした。

　そして事前に提出してあった地区ガバナー質問
書をもとに各クラブの会長がクラブの目標と抱負を発
表しましたが、思いが熱いせいもあって終了時間を
少々オーバーするほどでした。
　その熱い発表を応対された川辺地区ガバナーが
終始優しい笑顔で受け止めておられたのが印象的
でした。
公式訪問終了後はゾーンごとに記念撮影をして懇
親会が開かれ、川辺地区ガバナーを囲んでキャビ
ネット役員、地区役員、各クラブの方々と交流を深
めました。
出席されたメンバーの方々お疲れ様でした。

● 高校野球観戦 ●
　　　　　　計画財務委員会　伊 藤  久 門

　平成２９年８月２３日第９９
回全国高校野球選手権大
会が、埼玉県代表としては
初の全国制覇 花咲徳栄高
校に栄冠が輝き、赤とんぼ
がグランドを周遊し、秋の

訪れを告げ、全国の高校野球ファンの後ろ髪をひ
きながら幕を閉じました。
　そうです。私は、高校野球フェチなのです。
　出張などでどこかに出向けば、有名どころの高
校の野球部のグランドや練習場、学校を訪れては
甲子園を夢見てる連中と同じ空気を吸い、同じ空
間で思いのベクトルを合わせ、その学校の伝統や
歴史を肌で感じてきました。
　もちろん大会では、グランドの熱戦のみならず、
スタンドやバックネット裏での友人や生徒さんの応
援・チアリーディング・ブラスバンドの熱い演技や
演奏・保護者の方々の献身的なサポート・指導頂
いている先生方の熱意・グランドでの一戦を迎え

るにどれだけ多くの熱量が使われていることか。
　これらに思いをはせる時、こちらの胸も熱くなっ
てまいります。そして、歓喜の雄たけびと失望の
涙を共有するとき、そのチームの持つ高い意識や
誇りを理解することができるのです。
　大分県立臼杵高校（大分県有数の進学校、甲
子園出場経験あり、多くの著名人・プロ野球選手
輩出）を訪問した時、豊後の風を感じグランドの

献血・献眼登録奉仕活動を行って
保健福祉委員長　真 鍋  憲 夫　　日時：平成 29 年 9 月１0日（日）　場所：イオンモール新居浜駐車場　
　　　　　　　　　　　　　　　　        　

第 1 回

　９月８日（金）ＰＲ広報委員会で
事務局へ赴くと小松武道さんの訃
報の知らせに愕然とし、何で、と
暫し言葉が出なかったです。
　ここ数年来例会出席はしていな
かったので体調不良でしたが心配

はしていませんでした。
　私と小松さんとは１９８４年（昭和５９年７月）２５
代会長に就任され、私が幹事として指名され、入
会８年目で幹事に指名され当時として身に余る光栄
と思い、また責任の重大さを痛感いたしました。
　しかし、小松さんは非常に優しい人で思いやりの
ある方で怠りする人でなかったと思います。
　昭和５９年７月２１日クラブとして２度目のＹＣＥ交換
留学生として、台湾から載 曼莉さんを受け入れる
事になり、会長より今回は特別委員会を作らず教育
市民委員会でやって欲しいとの要請で、委員会を
開き珍客として迎えるのではないから余り華美なる接
待はしないで、学生だし日本とはどんな国か、また
風俗、習慣や産業等を理解してもらう事の方が今
後の彼女の人生に少しでもプラスになると思い、委

員会でスケジュールを組み、７月２１日ホストファミリ
ーになるＬ篠原家にお世話になりました。
　しかし言葉も習慣も違う曼莉さんを常に家族の一
員として取り扱って頂きまして有難く感謝の他はあり
ません。
　受入てみて大変困ったことは、全然日本語が喋
れず筆談も字の違うところもあって途方にくれていた
所、今治に中国からの引揚者の女子高校生がいて、
地区ＹＥ委員のＬ曽我部さんの世話でホストファミリ
ー宅へ曼莉さんと同居してもらって、やっと意が通じ
合い日本の生活を満喫した事と思い、任務に小松
さんと２人で喜んでいました。
　７月２１日松山空港出迎え、新居浜商業高校への
見学等、松山県庁及び市内見学、例会訪問、メッ
セージを読み上げる曼莉さん、又メンバーの呉服店
で案内してお土産のゆかたを小松会長より贈られま
した。
　そして８月７日無事台湾へ帰国しました。１９８８
年７月３３６－Ａ地区２Ｒ－１Ｚ―ＺＣに小松さんが就
任しました。私も小松さんの要請で２Ｒ－１Ｚ－ＺＣＡ
として就任し、小松さんの指導もと２Ｒ内を例会訪問

　残暑厳しい９月１０日（日）９時
に新居浜商工会館に役員５人が集
合し倉庫内の関連備品を運び出
し、トラックでイオンモール会場に
向かいました。幸い天候に恵まれ、
日赤の方々も忙しく準備されていま

した。
　景品をメンバーで用意し、１０時からスタート。
午前中来場される方が、例年より少ない感じで心
配しましたが、昼頃からだんだんと増えてきて安堵
しました。
　特にこの８月に入会されたばかりの中田君江さん
が受付を担当されてから、熱心な説明で近年にな
い人数、６２名の献眼登録者を達成する事ができま
した。
　骨髄バンク登録でも、専門家の森實さんが久し
ぶりに参加され頑張って頂きました。

　お陰で景品が品切れのなる程でうれしい限りでした。
献血･献眼登録結果
受付：１４４名、採血：１１６名、不採血：２８名
献眼登録：６２名、骨髄バンク登録：２９名

周りをとぼとぼと歩いていると、一人の
ユニホーム姿の野球部員が話しかけ
てきました。
「こんにちは！一緒に歩いてよかです
か！？（笑顔）」こんな風に爽やかに屈
託なく話しかけてくれる高校生、なか
なか居ませんよね～！！
　その選手は投手で、練習試合で登
板のあと有酸素運動を行っていたとの
ことでした。
　愛媛から来た事を告げ、臼杵の名
産や名店を教えてもらい、恐らく４０分
位だったと思いますが、ひとしきり互いの話をしまし

た。実に清々しい素晴らしい出会いと
ひと時でした。
　この後、彼から教えてもらった大分
名物とり天に舌鼓を打ったことは言うま
でもありません。
　今年も各高新チームを結成し、春の
選抜にむけて、しのぎを削る大熱戦を
繰り広げることでしょう。
　その背景にある人間模様を目の当た
りにし、こちらの意識も高きに向けて昇
華させるのです。これからも、素晴ら
しいシーン、人との出会いを求めて高

校野球を観戦したいと思います。

して来ました。
　そして１９９９年副地区ガバナーに就任、２０００年
７月に３３６－Ａ地区ガバナーとして当クラブ２人目の
ガバナーに就任しました。
　しかし、ガバナー就任前に小松さんと私２人で西
条ＬＣに例会訪問しましたが、ガバナー就任前で色々
と西条ＬＣとの食い違う問題点があったようで小松さ
んも非常に困惑していました。
　キャビネット事務局は３年間続いて高松での事務

局で月何回か高松に行き打合わせをする事になり、
私も地区誌編集委員長として地区誌の編集に小松
さんとよく頑張っていました。
　今、思えば４２年に渡り小松さんとのライオンズク
ラブの生活は忘れない想い出となりました。
　小松武道さんに謹んで哀悼の意を表し、ご冥福
をお祈りいたします。
　永い間、小松武道ライ

オン本当にありがとうございまし
た安らかにお眠りください。

第 1 回　2017年
１０月１２日：関西国際空港を出発しマニラ空港を経
　　由し夕方ダバオ市に到着。
１０月１３日：午前ミンダナオ国際大学主催の日比祭り
　　に参加し日本語スピーチコンテストの審査員と         
　　して出席。入賞者、参加者に商品を提供。　
　　午後６時から SANTA ANA LIONS CLUB と
　　交流会を行います。
１０月１４日：ダバオフリースクールを訪問して生徒と
　　交流を図ります。
１０月１５日：帰国

第 2 回　2018年
２月１６日：関西空港を出発しマニラ空港を経由し夕
　　方ダバオ市に到着。
２月１７日：フリースクールの生徒たちとサマル島で植
　　樹を行います。
２月１８日：日本人墓地、戦没者慰霊の塔を訪問し
　　清掃活動を行います。その後 SANTA ANA 
　　LIONS CLUBメンバーと交流会を開催します。
２月１９日：帰国

■ 会長アクティビティ 日程のお知らせ ■
　フィリピン共和国ダバオ市で 2 回に分けて行います。

　以上のような日程で行う予定です。
　旅費は約１１万円～１２万円程度です。初めての
国際アクティビティになりますが特に第２回は多くのメ
ンバーの方々に参加して頂きたいと思います。
　事前打ち合わせでも SANTA ANA LIONS CLUB
のメンバーは温かく迎えてくれ交流を楽しみにしてい
てくれています。
　どうぞ宜しくお願い致します。
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地区ガバナー公式訪問に出席して
幹　事　後 藤  達 也　　　　　　　　開催日：平成 29 年 9 月 2 日（土）　場所：ホテルグランフォーレ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

３３６－Ａ地区２Ｒ

　９月２日（土）グランフォーレにて
336-A 地区２Ｒ地区ガバナー公式
訪問が開催され、当クラブから佐
伯会長はじめ三役、伊藤第一副
会長、真木会員会則委員長の５
名と白石誠一 1Z-ZC、伊藤嘉秀

1Z-ZCA の７名で出席してまいりました。
　石川正人 2R-RC の開会宣言及び開会ゴングで
始まり、川辺信郎地区ガバナーの挨拶の中では、
やはり会員増強、維持は永遠のテーマだと強くお話
されておりました。
　公式訪問の記念品贈呈では各クラブの会長が川
辺地区ガバナーより藍色に染められたバナーを手渡
され、佐伯会長も両手を挙げて大喜びでした。

　そして事前に提出してあった地区ガバナー質問
書をもとに各クラブの会長がクラブの目標と抱負を発
表しましたが、思いが熱いせいもあって終了時間を
少々オーバーするほどでした。
　その熱い発表を応対された川辺地区ガバナーが
終始優しい笑顔で受け止めておられたのが印象的
でした。
公式訪問終了後はゾーンごとに記念撮影をして懇
親会が開かれ、川辺地区ガバナーを囲んでキャビ
ネット役員、地区役員、各クラブの方々と交流を深
めました。
出席されたメンバーの方々お疲れ様でした。

● 高校野球観戦 ●
　　　　　　計画財務委員会　伊 藤  久 門

　平成２９年８月２３日第９９
回全国高校野球選手権大
会が、埼玉県代表としては
初の全国制覇 花咲徳栄高
校に栄冠が輝き、赤とんぼ
がグランドを周遊し、秋の

訪れを告げ、全国の高校野球ファンの後ろ髪をひ
きながら幕を閉じました。
　そうです。私は、高校野球フェチなのです。
　出張などでどこかに出向けば、有名どころの高
校の野球部のグランドや練習場、学校を訪れては
甲子園を夢見てる連中と同じ空気を吸い、同じ空
間で思いのベクトルを合わせ、その学校の伝統や
歴史を肌で感じてきました。
　もちろん大会では、グランドの熱戦のみならず、
スタンドやバックネット裏での友人や生徒さんの応
援・チアリーディング・ブラスバンドの熱い演技や
演奏・保護者の方々の献身的なサポート・指導頂
いている先生方の熱意・グランドでの一戦を迎え

るにどれだけ多くの熱量が使われていることか。
　これらに思いをはせる時、こちらの胸も熱くなっ
てまいります。そして、歓喜の雄たけびと失望の
涙を共有するとき、そのチームの持つ高い意識や
誇りを理解することができるのです。
　大分県立臼杵高校（大分県有数の進学校、甲
子園出場経験あり、多くの著名人・プロ野球選手
輩出）を訪問した時、豊後の風を感じグランドの

献血・献眼登録奉仕活動を行って
保健福祉委員長　真 鍋  憲 夫　　日時：平成 29 年 9 月１0日（日）　場所：イオンモール新居浜駐車場　
　　　　　　　　　　　　　　　　        　

第 1 回

　９月８日（金）ＰＲ広報委員会で
事務局へ赴くと小松武道さんの訃
報の知らせに愕然とし、何で、と
暫し言葉が出なかったです。
　ここ数年来例会出席はしていな
かったので体調不良でしたが心配

はしていませんでした。
　私と小松さんとは１９８４年（昭和５９年７月）２５
代会長に就任され、私が幹事として指名され、入
会８年目で幹事に指名され当時として身に余る光栄
と思い、また責任の重大さを痛感いたしました。
　しかし、小松さんは非常に優しい人で思いやりの
ある方で怠りする人でなかったと思います。
　昭和５９年７月２１日クラブとして２度目のＹＣＥ交換
留学生として、台湾から載 曼莉さんを受け入れる
事になり、会長より今回は特別委員会を作らず教育
市民委員会でやって欲しいとの要請で、委員会を
開き珍客として迎えるのではないから余り華美なる接
待はしないで、学生だし日本とはどんな国か、また
風俗、習慣や産業等を理解してもらう事の方が今
後の彼女の人生に少しでもプラスになると思い、委

員会でスケジュールを組み、７月２１日ホストファミリ
ーになるＬ篠原家にお世話になりました。
　しかし言葉も習慣も違う曼莉さんを常に家族の一
員として取り扱って頂きまして有難く感謝の他はあり
ません。
　受入てみて大変困ったことは、全然日本語が喋
れず筆談も字の違うところもあって途方にくれていた
所、今治に中国からの引揚者の女子高校生がいて、
地区ＹＥ委員のＬ曽我部さんの世話でホストファミリ
ー宅へ曼莉さんと同居してもらって、やっと意が通じ
合い日本の生活を満喫した事と思い、任務に小松
さんと２人で喜んでいました。
　７月２１日松山空港出迎え、新居浜商業高校への
見学等、松山県庁及び市内見学、例会訪問、メッ
セージを読み上げる曼莉さん、又メンバーの呉服店
で案内してお土産のゆかたを小松会長より贈られま
した。
　そして８月７日無事台湾へ帰国しました。１９８８
年７月３３６－Ａ地区２Ｒ－１Ｚ―ＺＣに小松さんが就
任しました。私も小松さんの要請で２Ｒ－１Ｚ－ＺＣＡ
として就任し、小松さんの指導もと２Ｒ内を例会訪問

　残暑厳しい９月１０日（日）９時
に新居浜商工会館に役員５人が集
合し倉庫内の関連備品を運び出
し、トラックでイオンモール会場に
向かいました。幸い天候に恵まれ、
日赤の方々も忙しく準備されていま

した。
　景品をメンバーで用意し、１０時からスタート。
午前中来場される方が、例年より少ない感じで心
配しましたが、昼頃からだんだんと増えてきて安堵
しました。
　特にこの８月に入会されたばかりの中田君江さん
が受付を担当されてから、熱心な説明で近年にな
い人数、６２名の献眼登録者を達成する事ができま
した。
　骨髄バンク登録でも、専門家の森實さんが久し
ぶりに参加され頑張って頂きました。

　お陰で景品が品切れのなる程でうれしい限りでした。
献血･献眼登録結果
受付：１４４名、採血：１１６名、不採血：２８名
献眼登録：６２名、骨髄バンク登録：２９名

周りをとぼとぼと歩いていると、一人の
ユニホーム姿の野球部員が話しかけ
てきました。
「こんにちは！一緒に歩いてよかです
か！？（笑顔）」こんな風に爽やかに屈
託なく話しかけてくれる高校生、なか
なか居ませんよね～！！
　その選手は投手で、練習試合で登
板のあと有酸素運動を行っていたとの
ことでした。
　愛媛から来た事を告げ、臼杵の名
産や名店を教えてもらい、恐らく４０分
位だったと思いますが、ひとしきり互いの話をしまし

た。実に清々しい素晴らしい出会いと
ひと時でした。
　この後、彼から教えてもらった大分
名物とり天に舌鼓を打ったことは言うま
でもありません。
　今年も各高新チームを結成し、春の
選抜にむけて、しのぎを削る大熱戦を
繰り広げることでしょう。
　その背景にある人間模様を目の当た
りにし、こちらの意識も高きに向けて昇
華させるのです。これからも、素晴ら
しいシーン、人との出会いを求めて高

校野球を観戦したいと思います。

して来ました。
　そして１９９９年副地区ガバナーに就任、２０００年
７月に３３６－Ａ地区ガバナーとして当クラブ２人目の
ガバナーに就任しました。
　しかし、ガバナー就任前に小松さんと私２人で西
条ＬＣに例会訪問しましたが、ガバナー就任前で色々
と西条ＬＣとの食い違う問題点があったようで小松さ
んも非常に困惑していました。
　キャビネット事務局は３年間続いて高松での事務

局で月何回か高松に行き打合わせをする事になり、
私も地区誌編集委員長として地区誌の編集に小松
さんとよく頑張っていました。
　今、思えば４２年に渡り小松さんとのライオンズク
ラブの生活は忘れない想い出となりました。
　小松武道さんに謹んで哀悼の意を表し、ご冥福
をお祈りいたします。
　永い間、小松武道ライ

オン本当にありがとうございまし
た安らかにお眠りください。

第 1 回　2017年
１０月１２日：関西国際空港を出発しマニラ空港を経
　　由し夕方ダバオ市に到着。
１０月１３日：午前ミンダナオ国際大学主催の日比祭り
　　に参加し日本語スピーチコンテストの審査員と         
　　して出席。入賞者、参加者に商品を提供。　
　　午後６時から SANTA ANA LIONS CLUB と
　　交流会を行います。
１０月１４日：ダバオフリースクールを訪問して生徒と
　　交流を図ります。
１０月１５日：帰国

第 2 回　2018年
２月１６日：関西空港を出発しマニラ空港を経由し夕
　　方ダバオ市に到着。
２月１７日：フリースクールの生徒たちとサマル島で植
　　樹を行います。
２月１８日：日本人墓地、戦没者慰霊の塔を訪問し
　　清掃活動を行います。その後 SANTA ANA 
　　LIONS CLUBメンバーと交流会を開催します。
２月１９日：帰国

■ 会長アクティビティ 日程のお知らせ ■
　フィリピン共和国ダバオ市で 2 回に分けて行います。

　以上のような日程で行う予定です。
　旅費は約１１万円～１２万円程度です。初めての
国際アクティビティになりますが特に第２回は多くのメ
ンバーの方々に参加して頂きたいと思います。
　事前打ち合わせでも SANTA ANA LIONS CLUB
のメンバーは温かく迎えてくれ交流を楽しみにしてい
てくれています。
　どうぞ宜しくお願い致します。
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●●会員投稿コラム●●

新 会 員 紹 介
氏　　名　中 田  君 江
生年月日　昭和４２年３月２２日
スポンサー　佐伯澄男ライ

オン

所　　属　保健福祉委員会
住　　所　新居浜市沢津町 2-6-37
Ｔ Ｅ  Ｌ　(0897)47-1655

勤　務　先　第一生命新居浜駅前
勤務先住所　新居浜市坂井町 2-3-17
　　　　　　　 　　テレコムプラザ 5F　
勤務先TEL　(050)3782-6622
勤務先FAX　(0897)37-6535
役　　　職　オフィス長
趣　　  味　ゴルフ

なかた　 きみえ

　この度、歴史ある新居浜ライオンズクラブに佐伯
会長からお声を掛けて頂き入会させて頂きました中
田君江でございます。私は第一生命新居浜駅前営
業オフィスでオフィス長をさせて頂いております。趣
味は最近始めましたゴルフですが、初心者なので

色々教えて頂きたいと思っています。
　これから積極的に参加し、新居浜市を良くする為
に奉仕の気持ちで色々な事に参加していきたいと思
っていますので、よろしくお願い致します。

● 高校野球観戦 ●
　　　　　　計画財務委員会　伊 藤  久 門

　平成２９年８月２３日第９９
回全国高校野球選手権大
会が、埼玉県代表としては
初の全国制覇 花咲徳栄高
校に栄冠が輝き、赤とんぼ
がグランドを周遊し、秋の

訪れを告げ、全国の高校野球ファンの後ろ髪をひ
きながら幕を閉じました。
　そうです。私は、高校野球フェチなのです。
　出張などでどこかに出向けば、有名どころの高
校の野球部のグランドや練習場、学校を訪れては
甲子園を夢見てる連中と同じ空気を吸い、同じ空
間で思いのベクトルを合わせ、その学校の伝統や
歴史を肌で感じてきました。
　もちろん大会では、グランドの熱戦のみならず、
スタンドやバックネット裏での友人や生徒さんの応
援・チアリーディング・ブラスバンドの熱い演技や
演奏・保護者の方々の献身的なサポート・指導頂
いている先生方の熱意・グランドでの一戦を迎え

るにどれだけ多くの熱量が使われていることか。
　これらに思いをはせる時、こちらの胸も熱くなっ
てまいります。そして、歓喜の雄たけびと失望の
涙を共有するとき、そのチームの持つ高い意識や
誇りを理解することができるのです。
　大分県立臼杵高校（大分県有数の進学校、甲
子園出場経験あり、多くの著名人・プロ野球選手
輩出）を訪問した時、豊後の風を感じグランドの

　小松武道さんとのお付き合いは、
単に我がライオンズクラブのメンバ
ーとしての友人関係だけではなくて
「２０００年にはガバナー・キャビネッ
ト幹事」の仲ではあったもののそれ
より以前、昭和３０年代頃に遡り、

沿岸荷役の免許習得のため複数の業者がお互いに
協力して、当時は習得困難とされていた免許を入
手すべく行動したことから同志的・友好的な関係
が生じて、小松武道さんとは“コマッチャン”“タケ
チャン”と呼び合う仲となり、初期の目的を完遂す
るに至り、時には一杯ひっかけるため話し相手とし
て呼び出し共に夜の新居浜をウロウロしたことも少な

からずありました。
　現在は、当時が懐かしく思い出され、今は感無
量としか適当な表現の言葉が見いだせない心境で
す。
　故人は、我がクラブにあっても、メンバーの中で
は特に目立たない物静かな存在で個人付き合いも
余りしない存在のため、故人の人柄を知る人は数
少ないかと思われますが、こと「ライオンズクラブ」
に関してはさまざまな面で精通した貴重な人材であ
ったことは間違いのない事実で、この様な文章を
過去形で記載することに後ろめたさと残念さを感じ
ながらも、コマッチャンの冥福を祈り、記述を終わ
りとします。
『小生も近いうちに浄土で再開できるかも』

　９月８日（金）ＰＲ広報委員会で
事務局へ赴くと小松武道さんの訃
報の知らせに愕然とし、何で、と
暫し言葉が出なかったです。
　ここ数年来例会出席はしていな
かったので体調不良でしたが心配

はしていませんでした。
　私と小松さんとは１９８４年（昭和５９年７月）２５
代会長に就任され、私が幹事として指名され、入
会８年目で幹事に指名され当時として身に余る光栄
と思い、また責任の重大さを痛感いたしました。
　しかし、小松さんは非常に優しい人で思いやりの
ある方で怠りする人でなかったと思います。
　昭和５９年７月２１日クラブとして２度目のＹＣＥ交換
留学生として、台湾から載 曼莉さんを受け入れる
事になり、会長より今回は特別委員会を作らず教育
市民委員会でやって欲しいとの要請で、委員会を
開き珍客として迎えるのではないから余り華美なる接
待はしないで、学生だし日本とはどんな国か、また
風俗、習慣や産業等を理解してもらう事の方が今
後の彼女の人生に少しでもプラスになると思い、委

員会でスケジュールを組み、７月２１日ホストファミリ
ーになるＬ篠原家にお世話になりました。
　しかし言葉も習慣も違う曼莉さんを常に家族の一
員として取り扱って頂きまして有難く感謝の他はあり
ません。
　受入てみて大変困ったことは、全然日本語が喋
れず筆談も字の違うところもあって途方にくれていた
所、今治に中国からの引揚者の女子高校生がいて、
地区ＹＥ委員のＬ曽我部さんの世話でホストファミリ
ー宅へ曼莉さんと同居してもらって、やっと意が通じ
合い日本の生活を満喫した事と思い、任務に小松
さんと２人で喜んでいました。
　７月２１日松山空港出迎え、新居浜商業高校への
見学等、松山県庁及び市内見学、例会訪問、メッ
セージを読み上げる曼莉さん、又メンバーの呉服店
で案内してお土産のゆかたを小松会長より贈られま
した。
　そして８月７日無事台湾へ帰国しました。１９８８
年７月３３６－Ａ地区２Ｒ－１Ｚ―ＺＣに小松さんが就
任しました。私も小松さんの要請で２Ｒ－１Ｚ－ＺＣＡ
として就任し、小松さんの指導もと２Ｒ内を例会訪問

亡き人となったコマッチャンを偲んで！
                              武 市  欣 也

故小松武道さんのご逝去を悼んで
                              　山 口 　泰

秋の交通安全運動（人の輪作戦）　平成 29 年 9 月 21 日 ( 木 )　平形橋歩道
平成２9 年度 周りをとぼとぼと歩いていると、一人の

ユニホーム姿の野球部員が話しかけ
てきました。
「こんにちは！一緒に歩いてよかです
か！？（笑顔）」こんな風に爽やかに屈
託なく話しかけてくれる高校生、なか
なか居ませんよね～！！
　その選手は投手で、練習試合で登
板のあと有酸素運動を行っていたとの
ことでした。
　愛媛から来た事を告げ、臼杵の名
産や名店を教えてもらい、恐らく４０分
位だったと思いますが、ひとしきり互いの話をしまし

た。実に清々しい素晴らしい出会いと
ひと時でした。
　この後、彼から教えてもらった大分
名物とり天に舌鼓を打ったことは言うま
でもありません。
　今年も各高新チームを結成し、春の
選抜にむけて、しのぎを削る大熱戦を
繰り広げることでしょう。
　その背景にある人間模様を目の当た
りにし、こちらの意識も高きに向けて昇
華させるのです。これからも、素晴ら
しいシーン、人との出会いを求めて高

校野球を観戦したいと思います。

して来ました。
　そして１９９９年副地区ガバナーに就任、２０００年
７月に３３６－Ａ地区ガバナーとして当クラブ２人目の
ガバナーに就任しました。
　しかし、ガバナー就任前に小松さんと私２人で西
条ＬＣに例会訪問しましたが、ガバナー就任前で色々
と西条ＬＣとの食い違う問題点があったようで小松さ
んも非常に困惑していました。
　キャビネット事務局は３年間続いて高松での事務

局で月何回か高松に行き打合わせをする事になり、
私も地区誌編集委員長として地区誌の編集に小松
さんとよく頑張っていました。
　今、思えば４２年に渡り小松さんとのライオンズク
ラブの生活は忘れない想い出となりました。
　小松武道さんに謹んで哀悼の意を表し、ご冥福
をお祈りいたします。
　永い間、小松武道ライ

オン本当にありがとうございまし
た安らかにお眠りください。

　秋晴れのもと、各所属団体よりの多くの参加
者と共に平形橋歩道上にて安全運転・シートベ

ルト着用・早めのライト点灯など交通安全を呼
びかけました。
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●  バードウォッチング ●
　　　　　 PR 広報委員会　高 橋  尚 毅　

　私にとってバードウォッチングの
楽しいところは
『癒し』『季節感』『童心』ですね。
　『癒し』…実際のところ真夏、
真冬は暑すぎたり寒すぎたりでな
かなか厳しいものがありますが（行

きますけど）涼しい季節のバードウォッチングは本
当に癒されます。
　滝の宮公園や、別子山をゆっくりと歩きながら鳥
の囀りに耳を澄まし野鳥を探します。
　時に立ち止まり自分の足音も消すと野鳥たちは
心を許したかのように近くまでやってくることもありま
す。
　別子山はともかく、とても身近な滝の宮公園だけ
でも数十種類の野鳥を見ることができるのです。
　『季節感』…野鳥には（留鳥）と（渡り鳥）が
います。
　留鳥はずっと日本にいる鳥で、渡り鳥
は夏だけ、或いは冬にだけ日本に渡っ
てくる鳥です。
だから、この鳥の鳴き声が聞こえたら『も
うすぐ暑くなるな』なんて毎年感じること
ができるのです。
　『童心』…初めて見た野鳥の写真を
撮り、家に帰り図鑑で調べる時、ワクワ
クします。
子供の頃、恐竜図鑑を見ていた時のよ
うなワクワク感。
　また野鳥をファインダーの真ん中で捕
えピントもズバッと合ってた時の爽快感！
『カワセミゲットだぜ！』と叫びたくなるほ

どです。
　まだまだ新居浜には美しい場所がたくさんありま
す。
しかし山や公園を歩いているとたくさんのゴミや吸
殻が落ちていることも多々あり、私はそれらを拾い
ながら歩きます。
　新居浜ライオンズクラブに入会したことにより、さ
らにその責任感が増しました。
　諸先輩方のご指導、ご協力をいただきながら美
しい新居浜を守り続けたいと思います。

● 高校野球観戦 ●
　　　　　　計画財務委員会　伊 藤  久 門

　平成２９年８月２３日第９９
回全国高校野球選手権大
会が、埼玉県代表としては
初の全国制覇 花咲徳栄高
校に栄冠が輝き、赤とんぼ
がグランドを周遊し、秋の

訪れを告げ、全国の高校野球ファンの後ろ髪をひ
きながら幕を閉じました。
　そうです。私は、高校野球フェチなのです。
　出張などでどこかに出向けば、有名どころの高
校の野球部のグランドや練習場、学校を訪れては
甲子園を夢見てる連中と同じ空気を吸い、同じ空
間で思いのベクトルを合わせ、その学校の伝統や
歴史を肌で感じてきました。
　もちろん大会では、グランドの熱戦のみならず、
スタンドやバックネット裏での友人や生徒さんの応
援・チアリーディング・ブラスバンドの熱い演技や
演奏・保護者の方々の献身的なサポート・指導頂
いている先生方の熱意・グランドでの一戦を迎え

るにどれだけ多くの熱量が使われていることか。
　これらに思いをはせる時、こちらの胸も熱くなっ
てまいります。そして、歓喜の雄たけびと失望の
涙を共有するとき、そのチームの持つ高い意識や
誇りを理解することができるのです。
　大分県立臼杵高校（大分県有数の進学校、甲
子園出場経験あり、多くの著名人・プロ野球選手
輩出）を訪問した時、豊後の風を感じグランドの

周りをとぼとぼと歩いていると、一人の
ユニホーム姿の野球部員が話しかけ
てきました。
「こんにちは！一緒に歩いてよかです
か！？（笑顔）」こんな風に爽やかに屈
託なく話しかけてくれる高校生、なか
なか居ませんよね～！！
　その選手は投手で、練習試合で登
板のあと有酸素運動を行っていたとの
ことでした。
　愛媛から来た事を告げ、臼杵の名
産や名店を教えてもらい、恐らく４０分
位だったと思いますが、ひとしきり互いの話をしまし

た。実に清々しい素晴らしい出会いと
ひと時でした。
　この後、彼から教えてもらった大分
名物とり天に舌鼓を打ったことは言うま
でもありません。
　今年も各高新チームを結成し、春の
選抜にむけて、しのぎを削る大熱戦を
繰り広げることでしょう。
　その背景にある人間模様を目の当た
りにし、こちらの意識も高きに向けて昇
華させるのです。これからも、素晴ら
しいシーン、人との出会いを求めて高

校野球を観戦したいと思います。
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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

第 1367 回　9 月第一例会
9月 13日（水）12 :15～ ユアーズ

■物故会員に黙祷　元地区ガバナー　小松武道ライ
オン

■会長挨拶　　佐伯澄男会長
■故小松武道さんを偲ぶ会
　2R-RC 挨拶： 石川正人ライ

オン

　偲ぶ言葉：武市欣也ライ
オン

■審議事項
１）GMT･FWT研修会登録料について
　４,０００円（2,000 円×2名）９月１６日（土）
　１ＺＣ白石誠一、古川貴章第２副会長、真木会泰彦員理事
　が出席します。
２）２Ｒ親善ゴルフ大会が１０月２８日（土）新居浜カントリー倶
　楽部で行われます。
　賛助金５,０００円並びに登録料５,０００円／１人拠出します。
３）平成２９年度愛媛県臓器移植普及推進月間の後援につい
　て（名義のみ）
４）会長アクト予算（案）について
５）１０月家族会予算（案）について
　10月25日( 水 ) 第 2 夜間例会
６）アクティビティ着用カラーベスト作成について
　版下代１０，０００円　
　ベスト代（胸プリント代含）4,080 円 +税は購入者負担
■幹事報告
１）物故会員について　
　小松武道さんが８月２８日（月）ご逝去され、８月３０日（水）
　家族葬が執り行われました。後日ご家族より連絡がありました。
　クラブ内規によりお香典５０,０００円お仏前に供えました。
２）第１回国際交流推進委員会が８月２８日（月）18:00 から
　19:30 市役所で開催されました。佐伯澄男会長が出席しま
　した。
３）地区ガバナー公式訪問が９月２日（土）14:30 からホテル 
　グランフォーレで行われました。白石誠一１ＺＣ、伊藤嘉秀１Ｚ
　ＣＡ、佐伯澄男会長、伊藤龍一第１副会長、後藤達也幹事、
　福山宏会計、真木泰彦会員理事が出席されました。
４）第１回献血・献眼運動が９月１０日（日）10:00 よりイオン 
　新居浜駐車場で行われました。　
　（献血者） 受付者 １４４名、採血者 １１６名、不採血者 ２８名
　（献眼登録者） ６２ 名、（骨髄バンク登録者）  ２９名　
　（臓器提供意志カード配布数）２５０枚　　（参加者１８名）
　L 佐伯澄男、L 伊藤龍一、L 古川貴章、L 後藤達也、L
　福山宏、L青野泰介、L有富正治、L伊藤嘉秀、L山下邦俊、
　L 藤縄洲二、L 高橋尚毅、L 金田智行、L 真鍋憲夫、L
　能瀬伸一、L 近藤充徳、L 村上博昭、L 中田君江、L 天
　野淳
５）GMT･FWT 研修会が９月１６日（土）13:00より徳島県立
　総合福祉センターで行われます。白石誠一１ＺＣ、古川貴章
　第２副会長、真木泰彦会員理事が出席します。
６）平成２９年秋の交通安全運動「人の輪」が９月２１日（木） 
　10:00 から平形橋北側歩道で実施されます。

７）ライフジャケット準備説明会が９月２４日（日）13:00 から
　吉野川ハイウェイオアシスで行われます。出席者は白石誠一
　１ＺＣです。
８）冬期ＹＣＥ生受入について
　現時点では国、期間等の詳細な情報はありませんが、キャ
　ビネットが迅速な受入態勢を整える必要がある為、受入希望
　の方が居られましたら事務局までご連絡をお願い致します。
　昨年度参考　１２月中旬から１月中旬内３週間　イタリア、マ
　レーシア
■委員会報告
　計画財務委員会　１０月に実施予定の家族会について
　保健福祉委員会　献血・献眼運動について
　環境保全委員会　古本等のリサイクルについて
■出席報告
　会員数５５名、出席者４６名、欠席９名、出席率８３.０４%
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　７９,０００円
■ライオンズ・ローア　
　真鍋憲夫ライ

オン

第 1368 回　9 月第二例会
9月 27日（水）12 : 15～ ユアーズ

■ライオンズの誓い唱和　宇野博文ライ
オン

■会長挨拶　佐伯澄男会長
■来訪者紹介　鈴木雅志直前会長
■卓話　たなか内科クリニック 田中清宜院長
　　　　「糖尿病予防について」
■審議事項　なし
■幹事報告
１）GMT･FWT研修会が９月１６日（土）13:00より
　徳島県立総合福祉センターで開かれました。
　白石誠一１ＺＣ、古川貴章第２副会長、真木泰彦会員理事
　が出席しました。
２）SANTA ANA LIONS CLUBと交流打合せ会が
　９月２０日（水）ダバオ市ミンダナオ国際大学で行われ、佐伯
　澄男会長が出席しました。
３）平成２９年秋の交通安全運動「人の輪」が
　９月２１日（木）10:30 より平形橋北側歩道で行われ後藤達
　也幹事、石川稔ライ

オン、白石誠一ライ
オンが参加しました。

４）ライフジャケット準備説明会が９月２４日（日）13:00より
　吉野川ハイウェイオアシスで行われ白石誠一 2R-１ＺＣが出席
　しました。
５）１０月理事･委員長会について
　１０月２日（月）18:30より商工会館３F研修室で開催されます。
６）１０月第一例会（４クラブ合同例会）１０月８日（日）
　ライオンズの庭（山根公園の上）で雨天決行
　午前６時から清掃、６時２５分～ラジオ体操、６時３０分～合
　同例会、各クラブにて幹事報告、委員会報告を行います。
■委員会報告
　青少年委員会　平和ポスターについて　
■出席報告
　会員数５５名、出席４３名、欠席１２名、出席率 78.1％　　
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　６０,０００円
■ライオンズ・ローア　　　　　　　？　　　　　　　　
　天野　淳ライ

オン　　　
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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 (9月分 )

５５
３３
２７
３７
１５２

147
470
0

138
755

209,886
845,617
4,640

352,000
1,412,143

80.9
83.4
74.1
75.7
78.5

83.7
93.9
90.8
97.3
91.4

名 ％ ％ Ｈ 円

9月 10 日(日)　　新居浜CC

４８
４７ ４６

５０
４５
－

４３
－

９３
 ９８
 ８８
－　

  ２８.０
２７.６

   １４.６
－　

６５.４
７０.０
７３.４

該当者なし －　

岡 田 賢 治

白 石 誠 一

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

１0月 誕生日おめでとうございます
大石隆憲、土岐敏勝、伊藤龍一、高橋尚毅

１0 月 結婚記念日おめでとうございます
塩見秀晴、鈴木雅志、土岐敏勝、山下邦俊
藤縄洲二、田村征夫、岡村真里哉、高橋尚毅

行  事  予  定

ゾーン・地区・国際協会の動き
１０月　８日（日）  6:00 ～　ライオンズの庭
　世界ライオンズデー（１0月第 2例会）
１０月　８日（日）13:00 ～　四国中央市福祉会館
　ＧＬＴ・ＧＳＴ・ＬＣＩＦ研修会
１０月１３日（金）10:00 ～　えひめ学園
　平成２９年度えひめ学園秋季運動会
１０月２８日（土）　新居浜カントリー倶楽部
　２Ｒ親善ゴルフ大会

・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会　 　１０月　２日（月）18:30 ～商工会館 3F
１０月第 1例会　〔世界ライオンズデー早朝合同例会〕　　 
　　１０月　８日（日）　6:00 ～ ライオンズの庭
 １０月第２夜間例会　〔家族会〕
　 １０月２５日（水）18:00 ～ ユアーズ
・委員会
環境保全委員会　　１０月　３日（火）18:30 ～　事務局
会員会則委員会　　１０月　４日（水）18:30 ～　事務局
計画財務委員会　　１０月　５日（木）18:30 ～　事務局
出席大会委員会　　１０月　６日（金）18:30 ～　事務局
保健福祉委員会　　１０月１２日（木）18:30 ～　事務局
青少年委員会　　　１０月１３日（金）18:30 ～　事務局
PR広報委員会　　 １０月２６日（木）18:30 ～　事務局
・クラブ・その他行事予定
１０月１２～１５日（日）フィリピン共和国ダバオ市
　会長国際アクティビティ
１０月２５日（水） 18:30 ～　ユアーズ
　家族会（１0月第 2例会）　　例会 18:00 ～　家族会 18:30 ～
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　　１０月　８日（日）10:04 ～　新居浜ＣＣ
囲碁部会　　　　　未定
つれづれの会　　　１０月２３日（月）18:30 ～　みなと
くらげの会　　　　奇数月の予定   
スポーツ部会　　　１０月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
　

故 小松 武道さんの
         ご逝去を悼んで

9 月理事・委員長会
9月 11日（月）18:30～ 商工会館3F研修室

●物故会員に黙祷　元地区ガバナー　小松武道ライ
オン

●会長挨拶　佐伯澄男会長
●審議事項
１）GMT･FWT研修会登録料について
　　４,０００円（2,000 円×2名）９月１６日（土）
　１ＺＣ白石誠一、古川貴章第２副会長、真木会泰彦員理事
　が出席します。
２）２Ｒ親善ゴルフ大会クラブが１０月２８日（土）新居浜カントリ
　ー倶楽部で行われます。
　賛助金５，０００円並びに登録料５，０００円／１人拠出します。
３）平成２９年度愛媛県臓器移植普及推進月間の後援につい
　て　（名義のみ）
４）会長アクト予算（案）について
５）１０月家族会予算（案）について　
　10月25日( 水 ) 第 2 夜間例会
６）アクティビティ着用カラーベスト作成について　
　版下代１０，０００円　
　ベスト代（胸プリント代含）4,080 円 +税は購入者負担
●幹事報告
１）物故会員について　
　小松武道さんが８月２８日（月）ご逝去され、８月３０日（水）
　家族葬が執り行われました。後日ご家族より連絡がありました。
　クラブ内規によりお香典５０，０００円お仏前に供えました。
２）第１回国際交流推進委員会が８月２８日（月）18:00 から
　19:30 市役所で開催されました。佐伯澄男会長が出席しま
　した。
３）地区ガバナー公式訪問が９月２日（土）１４：３０よりホテル
　グランフォーレで行われました。白石誠一１ＺＣ、伊藤嘉秀１Ｚ
　ＣＡ、佐伯澄男会長、伊藤龍一第１副会長、後藤達也幹事、
　福山宏会計、真木泰彦会員理事が出席されました。
４）第１回献血・献眼運動が９月１０日（日）10:00 よりイオン
　新居浜駐車場で行われました。　
　（献血者） 受付者 １４４名、採血者 １１６名、不採血者 ２８名
　（献眼登録者） ６２ 名、（骨髄バンク登録者）  ２９名　
　（臓器提供意志カード配布数）２５０枚　　（参加者１８名）
　L 佐伯澄男、L 伊藤龍一、L 古川貴章、L 後藤達也、L
　福山宏、L青野泰介、L有富正治、L伊藤嘉秀、L山下邦俊、
　L 藤縄洲二、L 高橋尚毅、L 金田智行、L 真鍋憲夫、L
　能瀬伸一、L 近藤充徳、L 村上博昭、L 中田君江、L 天
　野淳
５）GMT･FWT研修会が９月１６日（土）13:00より徳島県立 
　総合福祉センターで行われます。白石誠一１ＺＣ、古川貴章
　第２副会長、真木泰彦会員理事が出席します。
６）平成２９年秋の交通安全運動「人の輪」が９月２１日（木）
　10:30 から平形橋北側歩道で実施されます。
７）ライフジャケット準備説明会が９月２４日（日）13:00 から
　吉野川ハイウェイオアシスで行われます。
　出席者は白石誠一１ＺＣです。
８）冬期ＹＣＥ生受入について
　現時点では国、期間等の詳細な情報はありませんが、キャ
　ビネットが迅速な受入態勢を整える必要がある為、受入希望
　の方が居られましたら事務局までご連絡をお願い致します。
　昨年度参考　１２月中旬から１月中旬内３週間　イタリア、マ
　レーシア
●委員会報告
　計画財務委員会　１０月に実施予定の家族会について
　保健福祉委員会　献血・献眼運動について
　環境保全委員会　古本等のリサイクルについて



■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
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毎月第1例会（第2水曜日）発行

会長  佐伯 澄男　幹事  後藤 達也　会計  福山　 宏
発行責任者  ＰＲ広報委員長  山下 邦俊
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ライオンズの歴史　その２（1995 ～ 2017）　　　　会　長　佐 伯  澄 男
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９９５年：LCIF はアフリカと南米の河川盲目

症と闘うべく、元米国大統領でありライオンの
ジミー・カーターが牽引するカーター・センタ
ーと提携しました。
１９９９年：パキスタンのニロファー・バクティ
アが女性として初めて協会の国際理事に選出さ
れました。
２００１年：LCIF とスペシャル・オリンピックスが、
スペシャル・オリンピックスの選手の視力検査を行
うオープニング・アイズに関する提携を結びました。
２００２年：中国では 1950 年代以来初めてとなる
ボランティア会員組織として、2 つのライオンズクラ
ブが結成されました。
２００３年：視力ファーストを通じて、ライオンズとカ
ーター・センターは 5,000 万件の河川盲目症の治
療を達成しました。
２００４年：ライオンズは南アジアの津波による被害
に対する支援として、1,500 万ドル以上を投入しま
した。
２００７年：ファイナンシャル・タイムズは、LCIF を
提携相手として世界ナンバーワンの NGO に選出し
ました。
２０１０年：ビル&メリンダ・ゲイツ財団が 500 万ド
ルをワンショット、ワンライフ・キャンペーンに献金し、

その後２年間、ライオンズは、はしか対策支
援に 1,000 万ドル以上を拠出しました。
２０１１年：LCIF は、10,000 件目の交付金
を承認し、交付金の総計が 7 億 800 万ドル
に達しました。ライオンズは河川盲目症の治
療のために、1 億 4,800 万件目のメクチザン

（Mectizan）投与を支援しました。
日本の地震と津波の被害を受けて、ライオンズは
2,100 万ドル以上を救援活動のために拠出しまし
た。
２０１３年：LCIF は、子供たちをはしかと風疹か
ら守るために GAVI アライアンスと提携を結びまし
た。LCIF は予防接種に 3,000 万ドルを投入し、
英国政府とビル & メリンダ・ゲイツ財団が同額の
3,000 万ドルをマッチング資金として提供し、計
6,000 万ドルが確保されました。
コロンビアはライオンズとカーター・センターのパート
ナーシップによる支援を受けて、河川盲目症を根絶
しました。
２０１４年：ライオンズは世界中で 1 億人の人々へ
の奉仕を目指す世界的な取り組み、100 周年記念
奉仕チャレンジをスタートしました。
２０１７年： ライオンズは 100 周年を記念し、1 世
紀にわたる奉仕を祝賀します！

　　　　　　　　盲目

選出さ

その

療の

●● 9月第一例会 ●●
2R‐RC　石川　正人
　　　　　　小松武道様のご冥福をお祈りいたします。
佐伯　澄男　小松武道様のご冥福を心よりお祈りいたします。
　　　　　　献血事業にご出席を頂いた会員の皆様ありがと
　　　　　　うございました。
岡田　賢治　元地区ガバナー小松様のご冥福をお祈りします。
後藤　達也　小松武道様のご冥福をお祈りいたします。
　　　　　　9月10日は献血とゴルフが重なっておりましたが、
　　　　　　参加されたメンバーの方々お疲れ様でした。
福山　　宏　小松さんのご冥福をお祈りします。
白石　誠一　小松武道様のご冥福を心よりお祈りいたします。
　　　　　　2R-RC 石川正人様お忙しい中のご訪問、誠に
　　　　　　ありがとうございます。
有富　正治　小松武道さん、半世紀に渡りライオンズ活動、　
　　　　　　大変にお疲れ様でした、安らかにお眠りください。
永易　明洋　小松武道様、慎んでお悔やみ申し上げます、お
　　　　　　世話になり、またご苦労様です。ありがとうござ
　　　　　　いました。御来訪者を歓迎します。
真鍋　憲夫　先日の献血・献眼活動ではメンバーの皆様多数
　　　　　　ご参加下さりありがとうございました。今後共宜
　　　　　　しくお願い申し上げます。
鈴木　雅志　故・小松武道様を偲んで！
大竹　崇夫　小松武道氏のご冥福をお祈り致します。
松浦　一雄　小松武道様のご逝去を悼み、ご冥福をお祈り致
　　　　　　します。
能瀬　伸一　先日は献血・献眼お疲れ様でした。季節の変
　　　　　　わり目で体調を崩しやすい時期ですがお体には
　　　　　　十分お気を付け下さい。
村上順一郎　献血・献眼お疲れ様でした。
伊藤　久門　ずいぶん秋めいてきました。秋の夜長を楽しんで
　　　　　　いきたいと思います。
石川　　稔　暑さ寒さも彼岸まで！まだまだ暑い日が続きますが
　　　　　　皆さんご自愛下さい。
塩見　秀晴　文庫本だけですが持参いたしました！！
天野　　淳　古本リサイクルよろしくお願いします。
神野　雄太　週末台風に気をつけましょう。
伊藤　龍一　小松武道様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。
宇野　博文　小松武道さま長い間ライオンズ活動にご尽力頂き
　　　　　　ありがとうございます。ご冥福をお祈りします。
加藤　久博　小松武道さんのご冥福をお祈りいたします。
古川　貴章　小松さんご冥福をお祈りいたします。
藤縄　洲二　小松さんのご逝去を偲んで。
伊藤　嘉秀　小松武道先輩のご冥福をお祈り申し上げます。
大上　幸雄　小松武道様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。
近藤　充徳　小松武道様のご冥福をお祈り申し上げます。

●● 9月第二例会 ●●
佐伯　澄男　たなか内科クリニック田中院長の卓話に感謝しま
　　　　　　す。
岡田　賢治　田中先生の卓話に感謝。
後藤　達也　先日、会長と福山さんのお見舞いに行って来まし
　　　　　　た。バイクに乗れないストレスを車いすに乗って
　　　　　　発散しておりました。早い復帰をお願いします。
有富　正治　９月１８日上原自治会敬老祝賀会に青野泰介さん
　　　　　　のお嬢さんにご出演を頂き漫才のご披露を賜り高
　　　　　　齢者を和ませていただきました。ありがとうござい
　　　　　　ました。
藤縄　洲二　国体が始まります。文化センター廻りもあわただ
　　　　　　しい感じです
永易　明洋　昨日は、くらげの会の定例会があり、楽しく飲ん
　　　　　　で有意義な時間を過ごすことが出来ました。
高橋　尚毅　広島カープ優勝おめでとうございます。
真鍋　憲夫　だいぶ過ごしやすくなりました。いよいよ国体が
　　　　　　開催され全国から来県されますのでおもてなしの
　　　　　　心で歓迎しましょう。来訪者に感謝します。
塩見　秀晴　11/23、２Ｒ親善レクバレー大会の大会要項が発
　　　　　　表されました。２チーム出場します。参加宜しく
　　　　　　お願いします。
大上　幸雄　後藤さんと青野さんの愛媛マラソンの当選を心よ
　　　　　　りお喜び申し上げます。
宇野　博文　秋の花粉が飛び出しました。１０月末までがまん
　　　　　　の日々 が続きます。
岡村真里哉　田中先生、卓話有難うございました。
伊藤　嘉秀　田中先生素晴らしい卓話を有難うございました。
伊藤　龍一　田中委員長の卓話に感謝致します。
大竹　崇夫　田中委員長の卓話に感謝します。
松浦　一雄　田中先生の卓話に感謝します。皆さん血糖値を
　　　　　　下げるために運動を続けましょう。
鈴木　雅志　卓話に感謝して、希望あるお話を聞けて良かっ
　　　　　　たです。
・・・たなか内科クリニック田中院長の卓話に感謝します・・・
上野　剛 /岡田浩二／真木泰彦／山下邦俊／大石隆憲／
川嶋理之／金田智行／中田君江
近藤　充徳　卓話に感謝します。
譽田　幸弘　健康卓話有難うございました。
古川　貴章　卓話ありがとうございます。
加藤　久博　卓話に感謝して。
能瀬　伸一　卓話に感謝致します！
村上　博昭　来訪者の卓話に感謝！
神野　雄太　卓話に感謝
青野　泰介　愛媛マラソン当選しました。今日から練習です。
　　　　　　後藤さんも当選おめでとうございます。

金田　智行　小松武道様の御冥福を心よりお祈りいたします。
村上　博昭　小松武道さんのご冥福をお祈りいたします。
武市　欣也　小松武道さんのご冥福を心よりお祈りいたします
・・・小松武道様のご冥福をお祈り致します。・・・
青野泰介 / 大石隆憲 / 岡田浩二 / 近藤盛文 / 土岐敏勝 /
新田久司 /譽田幸弘 /真木泰彦 /齋藤陽二朗

編 集 後 記
　　　　最近夜はすっかり涼しくなり、我が家のベランダに出て気持ちの
良い風を感じていると、あちらこちらから太鼓をたたく音が聞こえて
来るようになりました。
　新居浜太鼓祭りは、新居浜市を代表する秋祭りで、今年は、「新
居浜市市制施行 80 周年記念」ということで、祭りの初日 10 月 15
日の午後から、私が住んでいる坂井町の「あかがねミュージアム」
の北側に全太鼓台？が集結するみたいです。
　私の出身の観音寺市も太鼓祭りでして、子供の頃から太鼓には
慣れ親しんで来ただけに、本場新居浜の太鼓祭りは非常に楽しみ
にしております。
　何と祭り初日の大イベントが坂井町で行われる！これはラッキー！
当日は実家のおふくろも呼んで家族で満喫したいと思います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　譽田 幸弘
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