
E-mail    n i ihama@204-lc .c lub URL   http://www.204-lc .c lub

■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  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

Monthly  Bullet ino t ly ul le t iy

No.634 vol .57-5 2017

We Serve

●● 10月第一例会 ●●
佐伯　澄男　世界ライオンズデーを祝して！！
岡田　賢治　久しぶりのライオンズの庭でのライオンズデーで    
　　　　　　す。良かったです。
伊藤　嘉秀　皆様朝早くから本日は有難うございました。
鈴木　雅志　皆様ご苦労様でした。
白石　誠一　早朝例会お疲れ様でした。
真鍋　憲夫　ウィ・サーブ！
塩見　秀晴　例会すがすがしいです。
・・・世界ライオンズデーを祝して・・・
近藤盛文／青野泰介／有富正治／伊藤久門／上野　剛／
宇野博文／大上幸雄／大竹崇夫／岡村真里哉／加藤久博
・・・4クラブ合同早朝例会朝早くからご苦労様です・・・
金田智行／川嶋理之／後藤達也／近藤充徳／神野雄太／
高橋在錫／高橋尚毅／土岐敏勝／永易明洋／能瀬伸一／
・・・朝早くからの清掃奉仕ご苦労様です・・・
譽田幸弘／松浦一雄／村上順一郎／村上博昭／山下邦俊 11

●● 10月第二例会 ●●
佐伯　澄男　家族会に多くのメンバーご家族にご出席賜り有難
　　　　　　うございます。計画財務委員会の皆様設営有
　　　　　　難うございます。
岡田　賢治　家族会、新田委員長他委員の皆様、又佐伯会
　　　　　　長、後藤幹事、福山会計お世話になります。
福山　　宏　三週間入院しました。退屈でたまりませんでした。
後藤　達也　家族会開催有難うございます。計画財務委員
　　　　　　会に皆様お疲れ様です。

ライオンズクラブ国際協会の目的と道徳綱領　会長　佐 伯  澄 男
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ライオンズクラブ国際協会の目的
・ライオンズクラブという奉仕クラブを結
　成し、認証状を交付し、監督する。 
・各ライオンズクラブの事業を統制し、運
　営を標準化する。 
・世界の人々の間に相互理解の精神を培い
　発展させる。 
・よい施政とよい公民の原則を高揚する。 
・地域社会の生活、文化、福祉及び公徳心の
　向上に積極的関心を示す。 
・友情、親善、相互理解の絆によってクラブ間
　の融和を図る 
・一般に関心のあるすべての問題を自由に討
　論できる場を設ける。ただし、政党、宗派の
　問題をクラブ会員は討論してはならない。 
・奉仕の心を持つ人々が個人の経済的報酬な
　しに社会に奉仕するよう励まし、また、商業、
　工業、専門職業、公共事業及び個人事業
　の能率化を図り、道徳的水準をさらに高める。

ライオンズクラブ道徳綱領
　職業に対する不断の努力が正しく賞賛される
ように心がけ、自己の職業の尊さを確信する

こと。
　事業を成功させて、適正な報酬や利
益は受けるべきであるが、自己の立場を
不当に利用したり、人に疑われる行いを
して自尊心を傷つけてまでも利益や成功
を求めないこと。

　事業を遂行するにあたっては、他人の事業
を妨害しないように心がけ、顧客や取引先に誠
実であり、自己にも忠実であること。
　世人に対する自己の立場や行いに疑いが生
じたときは、世人の立場に立って解決にあたる
こと。
　真の友情は損得の上に築かれるものでなく、
心と心の触れ合いによるものであることを自覚
し、手段としてではなく目的として友情をもつ
こと。
　国家及び地域社会に対する公民の義務を忘
れず、変わらない忠誠を言動にあらわし、すす
んで時間と労力と資力をささげること。
　不幸な人には同情を、弱い人には助力を、
貧しい人には私財を惜しまないこと。
　批判は謙虚に、賞賛は惜しみなく、建設を
旨として破壊を避けること。

い

こと

を求

松浦　一雄　国体、秋祭りが終わり紅葉の季節が近づいてき
　　　　　　ました。美しい日本の自然を楽しみ、元気に冬を
　　　　　　迎えましょう。
大竹　崇夫　計画財務委員会の皆様、家族会の設営有難う
　　　　　　ございます。
永易　明洋　家族会の開催おめでとうございます。計画財務
　　　　　　委員会の皆様ご苦労様。有難うございます。
藤縄　洲二　やっぱり秋は晴れた方が良いですね！副ちゃんの
　　　　　　退院を祝して。
伊藤　龍一　計画財務委員会に皆様、家族会の準備、設営
　　　　　　お疲れ様でした。
真鍋　憲夫　台風２１号や大雨でお祭りも大変でした。体調に
　　　　　　どうぞご自愛下さい。家族会を祝して！福山さん、
　　　　　　お元気でご出席おめでとうございます。
近藤　充徳　家族会設営お世話になります。
鈴木　雅志　本日の家族会、大盛況。計画財務委員会の皆
　　　　　　さんご苦労様でした。
塩見　秀晴　11/23 レクバレー川之江体育館です。エントリー
　　　　　　お願いしている方、宜しくお願い致します
譽田　幸弘　福山さん復活おめでとうございます。
石川　　稔　早い者で祭りが済んで一週間今年の祭りは雨ば
　　　　　　かりでした。来年は晴天の元で盛大に行いたい
　　　　　　と思います。
石川　敏則　久しぶりにライオンズの誓いです。忘れないで下
　　　　　　さい。
古川　貴章　家族会楽しみます。
有富　正治　家族会楽しんで下さい。
伊藤　嘉秀　皆様家族会にご参加いただきまして有難うござい
　　　　　　ます。
村上順一郎　合同例会お疲れ様でした。家族会お世話になり
　　　　　　ます。
高橋　尚毅　カープＣＳ敗退には泣けましたが、日本プロ野球
　　　　　　界の未来は明るい！
青野　泰介　先日の合同例会の際も多くのドネーション有難うご
　　　　　　ざいました。

・・・本日の家族会楽しみましょう・・・
村上博昭／伊藤久門／大上幸雄／金田智行／川嶋理之／
能瀬伸一
・・・計画財務委員会の皆様、家族会の設営
　　　　　　　　　　　　　有難うございました・・・
高橋在錫／真木泰彦／上野　剛／岡田浩二／大石隆憲／
山下邦俊

編 集 後 記
　　　　今年の新居浜太鼓祭りは、「新居浜市市制施行８０周年
記念」ということで、祭り初日の１０月１５日にあかがねミュー
ジアム北側に太鼓台が続 と々集結してきて、大賑わいとなり
ました。
　当日は、あいにくの雨模様での開催となりましたが、新居
浜駅周辺にはたくさんの露店が出店し、大勢の見物客が押
し寄せました。
　大生院の寄せ太鼓を皮切りに、各地区の太鼓が次 と々
差し上げを行う様子は、まさに圧巻で、いつにない祭りムー
ドを家族全員満喫することができました。
　整然と整備された駅前周辺での秋祭りイベント！新居浜市
の玄関とも言えるこの場所で、大勢の見物客が見守る中、
絢爛豪華に金糸が舞う姿を毎年見てみたいと思うのは私だ
けでしょうか？　　　　　　　　　　　　　　譽田幸弘
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理事・委員長会
10月  2 日（月）18:30～ 商工会館3F

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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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

11月 誕生日おめでとうございます
塩見秀晴、真木泰彦

11 月 結婚記念日おめでとうございます
村上博昭、村上順一郎、近藤盛文、永易明洋、

伊藤龍一、天野　淳、上野　剛
岡田浩二、譽田幸弘

行  事  予  定

ゾーン・地区・国際協会の動き
８月　５日（土）13:30 ～　KS会館（四国中央市）
　第 1回リジョン会議
８月１９日（土）17:00 ～　ユアーズ
　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

・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会　    １１月　６日（月）18:30 ～　商工会館 3F
１１月第 1例会　　 １１月　８日（水）12:15 ～　ユアーズ
１１月第２夜間例会 １１月２２日（水）18:00 ～　ユアーズ
・委員会
環境保全委員会　　１１月　１日（火）18:30 ～　事務局
会員会則委員会　　１１月　２日（水）18:30 ～　事務局
計画財務委員会　　１１月　３日（木）18:30 ～　事務局
出席大会委員会　　１１月　４日（金）18:30 ～　事務局
保健福祉委員会　　１１月１０日（木）18:30 ～　事務局
青少年委員会　　　１１月１８日（金）18:30 ～　事務局　
PR広報委員会　　 １１月２４日（木）18:30 ～　事務局
・クラブ・その他行事予定
８月　９日（水）   12 :15 ～　ユアーズ
　８月第１例会　例会訪問
　石川正人 2R-RC、若狭 努 2R-GMT･GLT・FWT･会則委員
　高原 章青少年･LCIF･ライオンズクエスト委員
８月　６日（日）18:30 ～　ユアーズ
　岡部歩乃佳選手と会員の集い
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　　８月１３日（日）10:25 ～　  新居浜ＣＣ
囲碁部会　　　　　未定
つれづれの会　　　８月　４日（金）19:00 ～  　丹　羽
くらげの会　　　　奇数月の予定   
スポーツ部会　　　８月２５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
　

平和ポスターコンテスト参加報告
青少年委員長　大 上  幸 雄　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

1Ｚ・4 クラブ合同早朝例会
会　長　 佐 伯  澄 男　　　　　　　開催日：平成 29 年１0月 8日 ( 日 ) 　開催地：ライオンズの庭　　
　　　　　　　　　　　　　　　        　

世界ライオンズ・デー

●会長挨拶　佐伯澄男会長
●審議事項
１）GLT･GST･LCIF 研修会登録料について
　６,０００円（2,000 円×3 名）１０月８日に四国中央市役所福祉
　会館で行われます。白石誠一２Ｒ･１ＺＣ、佐伯澄男会長、
　真木泰彦会員理事、鈴木雅志ＬＣＩＦコーディネーターが出席
　します。
２）平成２９年度えひめ学園秋季運動会お祝いについて
　10,０００円　１０月１３日に「大上幸雄青少年委員長、金田智
　行さんが参加します。
３）２Ｒ親善スポーツ大会登録料について40,000 円（１５名まで）
　１１月２３日（祝･木）に行われます。現在２チーム参加の予定
　（１５名から１名増毎に1,000 円の登録料追加）
４）第１回献血・献眼決算報告について
５） ＹＣＥ派遣生予算（案）について
６）事務局員傷害保険継続について　15,970 円支出します。
７）福山宏さん入院お見舞金の支出について10,000 円
８）委員会開催日の変更について　
　・出席大会委員会
　　１１月３日（祝･金）を１７日（金）18:30 ～ 事務局
　・ＰＲ広報委員会
　　１１月２３日（祝･木）を２４日（金）18:30 ～ 事務局
●幹事報告
１）第 2 回ライフジャケット贈呈事業事前打合せ会が１０月８日
　（日）10:00 から 四国中央市役所福祉会館で行われます。
　白石誠一２Ｒ－１ＺＣが出席します。
２）GLT･GST･LCIF 研修会が１０月８日（日）に 13:00 から 
　四国中央市役所福祉会館で行われます。白石誠一２Ｒ･１ＺＣ、
　佐伯澄男会長、真木泰彦会員理事、鈴木雅志ＬＣＩＦコーデ
　ィネーターが出席します。
３）会長国際アクティビティ１０月１２日（木）～１５日（日）まで
　フィリピン共和国ダバオ市で行われます。佐伯澄男会長、後
　藤達也幹事、岡村真里哉青少年委員が参加します。
４）平成２９年度えひめ学園秋季運動会が１０月１３日（金）　
　10:00よりえひめ学園で行われます。大上幸雄青少年委員長、
　金田智行青少年委員が出席します。
５）ＹＣＥ冬期派遣生の決定について
　2017 年 12月17日から2018 年 1月7日までイタリアへ
　　青野桜子さん大学１年生（青野泰介さん）を派遣します。
　2017 年 12月20日から2018 年 1月7日までニュージーランド
　　へ伊藤ひづるさん大学３年生（伊藤嘉秀さん）を派遣します。
６）岡部歩乃佳選手の出場予定について
　全国障がい者スポーツ大会えひめ大会１０月２９日（日）
　松山中央公園アクアパレットまつやまで行われます。
　・５０ｍ自由形　11:18スタート
　・５０ｍ背泳ぎ　15:09スタート
　ドバイ2017アジアユースパラ競技大会
　１２月１０日（日）～１４日（木）に日本代表出場資格を得る。
●委員会報告
　環境保全委員会　古本等のリサイクルについて
●その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　平成29年10月8日、早朝6時から久しぶりにライオ
ンズの庭で行われました。
　早朝にも関わらずゾーン内の多くのメンバーが出
席して、例会前に清掃活動を実施、そしてラジオ体
操の後、合同例会を開催しました。
　ホストクラブ会長挨拶の中でも説明をさせて頂きま
したが世界ライオンズ・デーについて再度、説明をさ
せて頂きます。
　ライオンズクラブ国際協会の最初の国際大会は
1917年10月8日から3日間テキサス州グラス市で開
かれました。
　この第1回大会を記念して毎年10月8日をライオン
ズ・デーとし－活発な記念事業を行っています。

　ライオンズ・デーは、1962年の日本の各地区年次
大会および1965年の東洋東南アジア大会でその実
施が決議され、さらに－1970年7月マッカロー国際会
長は就任あいさつの中で初めてこれを世界ライオン
ズ奉仕デー（World Lions Service Day）として
実施することを訴えた。
　それから世界ライオンズ・デーが始まりました。
メンバーである以上、なぜ世界ライオンズ・デーが毎
年この日に行われるのか、知っておく必要があると思
いライオン歴が長いメンバーの皆様には愚直な内容
になりましたが新会員の皆様には是非、知って頂き
たいと思いあえて書かせて頂きました。
ゾーン内クラブの益々の発展を祈念します。

■ライオンズの誓い唱和　石川敏則ライ
オン

■会長挨拶　佐伯澄男会長
■審議事項　なし
■幹事報告
１）第２回ライフジャケット贈呈事業事前打合せ会が１０月８日　
　（日）10:00 より 四国中央市役所福祉会館で行われました。
　２Ｒ－１ＺＣ白石誠一が出席しました。
２）GLT･GST･LCIF 研修会が１０月８日（日）13:00より 四国
　中央市役所福祉会館で行われました。２Ｒ－１ＺＣ白石誠一、
　佐伯澄男会長、真木泰彦会員理事、鈴木雅志ＬＣＩＦコー
　ディネーターが出席しました。
３）会長国際アクティビティ１０月１２日（木）～１５日（日）フィリ
　ピン共和国ダバオ市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に出席し、ダバオフリースクール
　を訪問。SANTA ANA LIONS CLUBと交流会をしました。
　佐伯澄男会長、岡村真里哉さんが参加しました。
　第２回予定は２０１８年２月１６日（金）～１９日（月）
４）平成２９年度えひめ学園秋季運動会が１０月１３日（金）
　10:00 からえひめ学園で行われ大上幸雄青少年委員長が
　出席しました。
５）平成２９年度英語スピーチコンテスト実行委員会が１０月２５日
　（水）１５：３０から市役所で開催されました。佐伯澄男会長、
　大上幸雄青少年委員長が出席しました。
６）２Ｒ親善ゴルフ大会が１０月２８日（土）新居浜カントリー倶
　楽部で開催されます。１２名が参加します。
７）全国障がい者スポーツ大会愛媛大会が１０月２９日（日） 松
　山中央公園アクアパレットまつやまで開催されます。岡部歩
　乃佳選手スタート時間は５０ｍ自由形 11:18　５０ｍ背泳ぎ　
　15:09です。クラブメンバー有志で応援をお願いします。
８）新居浜市制施行８０周年記念式典が１１月３日（金）　
　10:00 から新居浜市民文化センターで行われます。
　佐伯澄男会長が出席します。
９）第２回キャビネット会議が１１月５日（日）13:00 からホテル
　サンシャイン徳島で開催されます。２Ｒ－１ＺＣ白石誠一が出
　席します。
■委員会報告
　青少年委員会　　英語スピーチコンテスト・えひめ学園交    
　　　　　　　　　流会について
　環境保全委員会　古本リサイクルについて

　今年も青少年委員
会の継続事業の一つ
であります平和ポスタ
ーコンテストを開催さ
せていただきました。
　泉川中学校より５

点、西中学校より１２点、南中学校よ
り３点の合計２０点というたくさんの応
募を頂き、９月の第２例会で厳選なる
選考の結果、西中学校の澁谷美優さ
んの作品が見事クラブ優秀賞に選ば
れました。
　今年のテーマは「平和の未来」で
す。
　ルール上、文字を使わずに表現するため大変難
しいテーマだったとは思いますが、昨今の世界情
勢の中で、平和が自分たちにとって何を意味する
か、子どもたちが「平和の未来」に対してのビジョ

ンを分かち合う機会を提供できたこと
は非常に嬉しく思います。
　最後にこのコンテストで優秀賞に選
ばれた澁谷さんの作品が、地区、複
合地区、国際協会の各レベルのコン
テストへと選出されることを切に祈念し
て報告を終わらせていただきます。

■出席報告　
　会員数５５名、出席者４７名、欠席者８名、出席率８５.４５％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　71,000 円
■ライオンズ・ローア　　　　　　　　　　　　　　　　
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例  会  報  告

第 1369 回　10 月第一例会
世界ライオンズデー 2R-1Z 早朝例会
10月  8 日（日）6 :00～ ライオンズの庭

第 1370 回　10 月第二例会
（家族会）

10月 25日（水）18 : 00～ ユアーズ

GLT・GST・LCIF 研修会に参加して
LCIFコーディネーター　鈴 木  雅 志　開催日：平成29年１0月8日 (日 )　開催地：四国中央市役所福祉会館　
　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

‥ 歴史の継承と未来への創造　We Serve ‥

■開会ゴング　　　　　　新居浜中央ＬＣ　千葉英明会長
■ライオンズの誓い唱和  新居浜 LC　後藤達也幹事
■開会の挨拶　　　　　　新居浜ＬＣ　佐伯澄男会長
■来訪者挨拶　２Ｒ－１ＺＣ　白石誠一
　　　　　　　２Ｒ-GMT･GLT･FWT会員会則委員　若狭 努
■審議事項
１）GLT･GST･LCIF 研修会登録料について
　6,000 円（2,000 円×3 名）１０月８日に四国中央市役所福祉
　会館で行われます。白石誠一２Ｒ－１ＺＣ、佐伯澄男会長、
　真木泰彦会員理事、鈴木雅志ＬＣＩＦコーディネーターが出
　席します。
２）平成２９年度えひめ学園秋季運動会お祝いについて
　10,000 円１０月１３日に「大上幸雄青少年委員長、金田智
　行さんが参加します。
３）２Ｒ親善スポーツ大会登録料について
　40,000 円（１５名まで）１１月２３日（祝･木）に行われます。
　現在２チーム参加の予定（１５名から１名増毎に 1,000 円の
　登録料追加）
４）第１回献血・献眼決算報告について
５）  ＹＣＥ派遣生予算（案）について
６）事務局員傷害保険継続について　15,970 円支出します。
７）福山宏さん入院お見舞金の支出について10,000 円
８）委員会開催日の変更について　
　・出席大会委員会
　　１１月  ３日（祝･金）を１７日（金）１８:３０～ 事務局
　・ＰＲ広報委員会
　　１１月２３日（祝･木）を２４日（金）１８:３０～ 事務局
■幹事報告
１）第２回ライフジャケット贈呈事業事前打合せ会が１０月８日（日）
　10:00 から 四国中央市役所福祉会館で行われます。
　白石誠一２Ｒ－１ＺＣが出席します。
２）GLT･GST･LCIF 研修会が１０月８日（日）に 13:00 から
　四国中央市役所福祉会館で行われます。
　白石誠一２Ｒ－１ＺＣ、佐伯澄男会長、真木泰彦会員理事、
　鈴木雅志ＬＣＩＦコーディネーターが出席します。
３）会長国際アクティビティ１０月１２日（木）～１５日（日）まで
　フィリピン共和国ダバオ市で行われます。佐伯澄男会長、後
　藤達也幹事、岡村真里哉青少年委員が参加します。
４）平成２９年度えひめ学園秋季運動会が１０月１３日（金）　
　10:00 よりえひめ学園で行われます。大上幸雄青少年委員 
　長、　金田智行青少年委員が出席します。
５）ＹＣＥ冬期派遣生の決定について
　2017 年１２月１７日から2018 年１月７日までイタリアへ
　　青野桜子さん大学１年生（青野泰介さん）を派遣します。
　2017 年１２月２０日から 2018 年１月７日までニュージーラン　
　ドへ伊藤ひづるさん大学３年生（伊藤嘉秀さん）を派遣し　
　ます。
６）岡部歩乃佳選手のスポーツ大会出場予定について

　全国障がい者スポーツ大会えひめ大会１０月２９日（日）
　松山中央公園アクアパレットまつやまで行われます。
　・５０ｍ自由形　１１:１８スタート
　・５０ｍ背泳ぎ　１５:０９スタート
　ドバイ2017アジアユースパラ競技大会
　　１２月１０日（日）～１４日（木）に日本代表出場資格を得る。
７）第２期会費引落日　１０月１６日（月）　43,000 円
■委員会報告
　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４３名、欠席１２名、出席率 78.2％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　６３,０００円
■ライオンズ・ローア
　新居浜ひうちLC　塩崎 卓会長　　　　　　　　　　

●趣味の時間●
　私の趣味は釣りです。以前はいろい
ろと趣味を持っていましたが、仕事柄、
あらかじめ日時が決まっているものは参
加しにくいこともあり、近年は専ら、空
いた時間で自由に行くことが出来る釣り
ばかりになりました（お酒は趣味とは言
いませんしね…笑）。
　釣りの中でも、私の対象魚はほとんど
根魚です。根魚とは、主に岩場とか、
魚礁などにいる魚のことを言います。例
えば、アコウ、メバル、ホゴ（カサゴ）
などの魚です。
　エサは、時期によって変わります。
ゴカイ、エビ類などの通常のエサから、
ワームなどの疑似餌、また、時期によっ
ては、イワシや小イカを釣りをする前に穫り、それを
生きエサとして使うこともあります。生きエサを使うと
きはヒラメなどを狙うこともあります。
　釣りをしない方は、仕掛けを入れたら勝手に釣れ
るというイメージかも知れません。確かに、釣りは運
の要素もあり、特に釣れる魚のサイズは運によると
ころも大きいです。

●●会員投稿コラム●●

　しかし、数を釣ろうとすれば、やはり
腕がモノをいいます。上手な人と、そう
でない人だと、ほぼ同じ場所で釣りをし
ても何倍も釣果が変わります。
　また、最終的には道具も大事で、特
に大物を釣ろうとすれば、ある程度の道
具が必要になります。
　大物は、長く生き抜いてきた分、警
戒心が強く、口にエサが入った後も、
すぐには飲み込まない場合が多く、違
和感を感じれば、はき出します。
　したがって、魚に違和感を与えにくい
ような竿などが必要になります。
　そういった竿は、釣りをしない方には
理解出来ないであろうくらいの値段がし

ます。　また、自分に合う、合わないなどもあり、
自分好みの竿に出会うまでに、結果、何本も買っ
てしまうこともあります。（これはゴルフなども同じで
すね）釣りはやってみると結構奥深いですよ。また、
何歳からでも始められ、ずっと楽しめる趣味です。
　もしよかったら、始められてみては如何でしょうか。
きっと楽しいですよ。

■ライオンズの誓い唱和　石川敏則ライ
オン

■会長挨拶　佐伯澄男会長
■審議事項　なし
■幹事報告
１）第２回ライフジャケット贈呈事業事前打合せ会が１０月８日　
　（日）10:00 より 四国中央市役所福祉会館で行われました。
　２Ｒ－１ＺＣ白石誠一が出席しました。
２）GLT･GST･LCIF 研修会が１０月８日（日）13:00より 四国
　中央市役所福祉会館で行われました。２Ｒ－１ＺＣ白石誠一、
　佐伯澄男会長、真木泰彦会員理事、鈴木雅志ＬＣＩＦコー
　ディネーターが出席しました。
３）会長国際アクティビティ１０月１２日（木）～１５日（日）フィリ
　ピン共和国ダバオ市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に出席し、ダバオフリースクール
　を訪問。SANTA ANA LIONS CLUBと交流会をしました。
　佐伯澄男会長、岡村真里哉さんが参加しました。
　第２回予定は２０１８年２月１６日（金）～１９日（月）
４）平成２９年度えひめ学園秋季運動会が１０月１３日（金）
　10:00 からえひめ学園で行われ大上幸雄青少年委員長が
　出席しました。
５）平成２９年度英語スピーチコンテスト実行委員会が１０月２５日
　（水）１５：３０から市役所で開催されました。佐伯澄男会長、
　大上幸雄青少年委員長が出席しました。
６）２Ｒ親善ゴルフ大会が１０月２８日（土）新居浜カントリー倶
　楽部で開催されます。１２名が参加します。
７）全国障がい者スポーツ大会愛媛大会が１０月２９日（日） 松
　山中央公園アクアパレットまつやまで開催されます。岡部歩
　乃佳選手スタート時間は５０ｍ自由形 11:18　５０ｍ背泳ぎ　
　15:09です。クラブメンバー有志で応援をお願いします。
８）新居浜市制施行８０周年記念式典が１１月３日（金）　
　10:00 から新居浜市民文化センターで行われます。
　佐伯澄男会長が出席します。
９）第２回キャビネット会議が１１月５日（日）13:00 からホテル
　サンシャイン徳島で開催されます。２Ｒ－１ＺＣ白石誠一が出
　席します。
■委員会報告
　青少年委員会　　英語スピーチコンテスト・えひめ学園交    
　　　　　　　　　流会について
　環境保全委員会　古本リサイクルについて

　上記研修会に我クラブからは、
白石ＺＣ、佐伯会長、真木会員理
事と私の４名で参加いたしました。
　当日は世界ライオンズデーでもあ
り、早朝よりの奉仕作業と、合同例
会、そして午後からの研修会と、
正しく私にとりましても終日ライオンズ

デーとなり、研修会におきましては、時折睡魔に襲
われるといった多忙な一日となりました。
　とにかく LCIF 地区コーディネーターとして初めて
の参加でありましたので、元地区ガバナー地区名誉
顧問の橋本充好ライ

オンの講義を集中して勉強させていた
だこうと、私なりに我新居浜ライオンズクラブの現状
を念頭におきながら、いくつかの課題を持って今回
の講演会に臨みました。
　さて、LCIF の英語の頭文字は「Lｉｏｎｓ Ｃlubs 
International Foundation」ライオンズクラブ国際
財団の意味です。
　ライオンズクラブは、アメリカが母体ですから、役
職等のネーミングに英語が使われることが多く、私も
未だに全ての言葉の意味を理解しておりませんが、
今回の研修会において LCIF コーディネーターとして

の使命は、様々な形で寄付していただいた貴重なお
金を人道主義的奉仕作業として、より有効に活用で
きるか、また地域において行政、教育、企業、財
団との連携を通して、より効果的なパートナーシップ
を創造していけるかという、いわゆる人、物、金の
支援網を構築することであると確信いたしました。　
　コーディネーターとしての様々な職務は、セミナー
の中で事例を基にして橋本名誉顧問からアドバイス
がありましたが、貴重な寄付金を募る上でも制約が
多々あるため、常に学習する必要があります。
　力不足故に、多事多難の船出となりますが、今一
度ライオンズマンの原点に立ち返り、『我々は奉仕す
るウイサーブ！！』を胸に、LCIF コーディネーターとし
て一歩一歩努力して参りますので、会員の皆様方の
御指示と御協力を御願い申し上げます。

保健福祉委員会　能瀬 伸一
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青少年委員会　岡村 真里哉
　１０月１２日～１５日まで､ダバオに佐伯
会長と共に行ってきました。
　ミンダナオ国際大学では、日本
語スピーチコンテストが行われまし
た。
　大学はとても賑わっていて、私
達を歓迎してくれました。

　イメージは日本の文化祭のような感じでしょうか。
日本語スピーチでは、小学生から大学生までスピ
ーチしてくれました。
　小学生は大きなカブや、おむすびころりんなどの
昔話、童謡でみんなでのスピーチ。高校生以上は
夢などの事をスピーチしてくれました。とても上手で
驚きました！
　先生や学生の皆さんがとても喜んでくださり、と
ても良いアクティビティだったと思います。
　そして、ダバオフリースクールに伺いました。
そこに居る子供達皆さん、元気で明るくしっかり大
きな声で挨拶していただきこちらでも歓迎してもらい
ました。
　様々な理由でダバオで生活している子供達です
が、素直でとても良い子ばかりです。
　日本での生活と違い不便な事も多いとは言ってま
したが、とても初めて出会ったとは思えないほどの
人懐っこさが印象的でした。
　こればかりは、皆さんにも是非この子供達に会っ
てみて私が受けた言葉には出来ない衝撃を受けて
ほしいと思います。
　ダバオの SANTA ANA Lions Club の皆さん
とお会いし、交流しました。SANTA ANA の皆
さん行動力が半端なくあり、また皆で一緒に活動
行動をすることを楽しんでいるようでした。
　活動の内容の違いにも驚きました。国の違いが
あるとはいえ、まだまだ私達が日本でも出来る事が
あるのではないか…と感じました。
今回のダバオに行かせていただいたことで、わたし
は大きく価値観が変わりました。
　本当に貴重な経験をさせていただきました。
佐伯会長ありがとうございました。
　来年２月には是非多くのメンバーと一緒にダバオ
に行きたいと思います。
　皆さまよろしくお願いします。
　　　　　　　

　　　　　会長アクティビティ
日本語スピーチコンテスト後援と
ダバオフリースクール訪問
　　　　　　　2017.10.12～10.15
　　　　　　　ダバオ市フィリピン共和国

日本語スピーチコンテスト優勝者と 認定書と盾 ダバオフリースクール訪問

日本語スピーチコンテスト出場者
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したが、とても初めて出会ったとは思えないほどの
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ほしいと思います。
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行動をすることを楽しんでいるようでした。
　活動の内容の違いにも驚きました。国の違いが
あるとはいえ、まだまだ私達が日本でも出来る事が
あるのではないか…と感じました。
今回のダバオに行かせていただいたことで、わたし
は大きく価値観が変わりました。
　本当に貴重な経験をさせていただきました。
佐伯会長ありがとうございました。
　来年２月には是非多くのメンバーと一緒にダバオ
に行きたいと思います。
　皆さまよろしくお願いします。
　　　　　　　

　　　　　会長アクティビティ
日本語スピーチコンテスト後援と
ダバオフリースクール訪問
　　　　　　　2017.10.12～10.15
　　　　　　　ダバオ市フィリピン共和国

日本語スピーチコンテスト優勝者と 認定書と盾 ダバオフリースクール訪問

日本語スピーチコンテスト出場者
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例  会  報  告

第 1369 回　10 月第一例会
世界ライオンズデー 2R-1Z 早朝例会
10月  8 日（日）6 :00～ ライオンズの庭

第 1370 回　10 月第二例会
（家族会）

10月 25日（水）18 : 00～ ユアーズ

GLT・GST・LCIF 研修会に参加して
LCIFコーディネーター　鈴 木  雅 志　開催日：平成29年１0月8日 (日 )　開催地：四国中央市役所福祉会館　
　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

Niihama Lions Club ‥ 歴史の継承と未来への創造　We Serve ‥

■開会ゴング　　　　　　新居浜中央ＬＣ　千葉英明会長
■ライオンズの誓い唱和  新居浜 LC　後藤達也幹事
■開会の挨拶　　　　　　新居浜ＬＣ　佐伯澄男会長
■来訪者挨拶　２Ｒ－１ＺＣ　白石誠一
　　　　　　　２Ｒ-GMT･GLT･FWT会員会則委員　若狭 努
■審議事項
１）GLT･GST･LCIF 研修会登録料について
　6,000 円（2,000 円×3 名）１０月８日に四国中央市役所福祉
　会館で行われます。白石誠一２Ｒ－１ＺＣ、佐伯澄男会長、
　真木泰彦会員理事、鈴木雅志ＬＣＩＦコーディネーターが出
　席します。
２）平成２９年度えひめ学園秋季運動会お祝いについて
　10,000 円１０月１３日に「大上幸雄青少年委員長、金田智
　行さんが参加します。
３）２Ｒ親善スポーツ大会登録料について
　40,000 円（１５名まで）１１月２３日（祝･木）に行われます。
　現在２チーム参加の予定（１５名から１名増毎に 1,000 円の
　登録料追加）
４）第１回献血・献眼決算報告について
５）  ＹＣＥ派遣生予算（案）について
６）事務局員傷害保険継続について　15,970 円支出します。
７）福山宏さん入院お見舞金の支出について10,000 円
８）委員会開催日の変更について　
　・出席大会委員会
　　１１月  ３日（祝･金）を１７日（金）１８:３０～ 事務局
　・ＰＲ広報委員会
　　１１月２３日（祝･木）を２４日（金）１８:３０～ 事務局
■幹事報告
１）第２回ライフジャケット贈呈事業事前打合せ会が１０月８日（日）
　10:00 から 四国中央市役所福祉会館で行われます。
　白石誠一２Ｒ－１ＺＣが出席します。
２）GLT･GST･LCIF 研修会が１０月８日（日）に 13:00 から
　四国中央市役所福祉会館で行われます。
　白石誠一２Ｒ－１ＺＣ、佐伯澄男会長、真木泰彦会員理事、
　鈴木雅志ＬＣＩＦコーディネーターが出席します。
３）会長国際アクティビティ１０月１２日（木）～１５日（日）まで
　フィリピン共和国ダバオ市で行われます。佐伯澄男会長、後
　藤達也幹事、岡村真里哉青少年委員が参加します。
４）平成２９年度えひめ学園秋季運動会が１０月１３日（金）　
　10:00 よりえひめ学園で行われます。大上幸雄青少年委員 
　長、　金田智行青少年委員が出席します。
５）ＹＣＥ冬期派遣生の決定について
　2017 年１２月１７日から2018 年１月７日までイタリアへ
　　青野桜子さん大学１年生（青野泰介さん）を派遣します。
　2017 年１２月２０日から 2018 年１月７日までニュージーラン　
　ドへ伊藤ひづるさん大学３年生（伊藤嘉秀さん）を派遣し　
　ます。
６）岡部歩乃佳選手のスポーツ大会出場予定について

　全国障がい者スポーツ大会えひめ大会１０月２９日（日）
　松山中央公園アクアパレットまつやまで行われます。
　・５０ｍ自由形　１１:１８スタート
　・５０ｍ背泳ぎ　１５:０９スタート
　ドバイ2017アジアユースパラ競技大会
　　１２月１０日（日）～１４日（木）に日本代表出場資格を得る。
７）第２期会費引落日　１０月１６日（月）　43,000 円
■委員会報告
　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４３名、欠席１２名、出席率 78.2％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　６３,０００円
■ライオンズ・ローア
　新居浜ひうちLC　塩崎 卓会長　　　　　　　　　　

●趣味の時間●
　私の趣味は釣りです。以前はいろい
ろと趣味を持っていましたが、仕事柄、
あらかじめ日時が決まっているものは参
加しにくいこともあり、近年は専ら、空
いた時間で自由に行くことが出来る釣り
ばかりになりました（お酒は趣味とは言
いませんしね…笑）。
　釣りの中でも、私の対象魚はほとんど
根魚です。根魚とは、主に岩場とか、
魚礁などにいる魚のことを言います。例
えば、アコウ、メバル、ホゴ（カサゴ）
などの魚です。
　エサは、時期によって変わります。
ゴカイ、エビ類などの通常のエサから、
ワームなどの疑似餌、また、時期によっ
ては、イワシや小イカを釣りをする前に穫り、それを
生きエサとして使うこともあります。生きエサを使うと
きはヒラメなどを狙うこともあります。
　釣りをしない方は、仕掛けを入れたら勝手に釣れ
るというイメージかも知れません。確かに、釣りは運
の要素もあり、特に釣れる魚のサイズは運によると
ころも大きいです。

●●会員投稿コラム●●

　しかし、数を釣ろうとすれば、やはり
腕がモノをいいます。上手な人と、そう
でない人だと、ほぼ同じ場所で釣りをし
ても何倍も釣果が変わります。
　また、最終的には道具も大事で、特
に大物を釣ろうとすれば、ある程度の道
具が必要になります。
　大物は、長く生き抜いてきた分、警
戒心が強く、口にエサが入った後も、
すぐには飲み込まない場合が多く、違
和感を感じれば、はき出します。
　したがって、魚に違和感を与えにくい
ような竿などが必要になります。
　そういった竿は、釣りをしない方には
理解出来ないであろうくらいの値段がし

ます。　また、自分に合う、合わないなどもあり、
自分好みの竿に出会うまでに、結果、何本も買っ
てしまうこともあります。（これはゴルフなども同じで
すね）釣りはやってみると結構奥深いですよ。また、
何歳からでも始められ、ずっと楽しめる趣味です。
　もしよかったら、始められてみては如何でしょうか。
きっと楽しいですよ。

■ライオンズの誓い唱和　石川敏則ライ
オン

■会長挨拶　佐伯澄男会長
■審議事項　なし
■幹事報告
１）第２回ライフジャケット贈呈事業事前打合せ会が１０月８日　
　（日）10:00 より 四国中央市役所福祉会館で行われました。
　２Ｒ－１ＺＣ白石誠一が出席しました。
２）GLT･GST･LCIF 研修会が１０月８日（日）13:00より 四国
　中央市役所福祉会館で行われました。２Ｒ－１ＺＣ白石誠一、
　佐伯澄男会長、真木泰彦会員理事、鈴木雅志ＬＣＩＦコー
　ディネーターが出席しました。
３）会長国際アクティビティ１０月１２日（木）～１５日（日）フィリ
　ピン共和国ダバオ市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に出席し、ダバオフリースクール
　を訪問。SANTA ANA LIONS CLUBと交流会をしました。
　佐伯澄男会長、岡村真里哉さんが参加しました。
　第２回予定は２０１８年２月１６日（金）～１９日（月）
４）平成２９年度えひめ学園秋季運動会が１０月１３日（金）
　10:00 からえひめ学園で行われ大上幸雄青少年委員長が
　出席しました。
５）平成２９年度英語スピーチコンテスト実行委員会が１０月２５日
　（水）１５：３０から市役所で開催されました。佐伯澄男会長、
　大上幸雄青少年委員長が出席しました。
６）２Ｒ親善ゴルフ大会が１０月２８日（土）新居浜カントリー倶
　楽部で開催されます。１２名が参加します。
７）全国障がい者スポーツ大会愛媛大会が１０月２９日（日） 松
　山中央公園アクアパレットまつやまで開催されます。岡部歩
　乃佳選手スタート時間は５０ｍ自由形 11:18　５０ｍ背泳ぎ　
　15:09です。クラブメンバー有志で応援をお願いします。
８）新居浜市制施行８０周年記念式典が１１月３日（金）　
　10:00 から新居浜市民文化センターで行われます。
　佐伯澄男会長が出席します。
９）第２回キャビネット会議が１１月５日（日）13:00 からホテル
　サンシャイン徳島で開催されます。２Ｒ－１ＺＣ白石誠一が出
　席します。
■委員会報告
　青少年委員会　　英語スピーチコンテスト・えひめ学園交    
　　　　　　　　　流会について
　環境保全委員会　古本リサイクルについて

　上記研修会に我クラブからは、
白石ＺＣ、佐伯会長、真木会員理
事と私の４名で参加いたしました。
　当日は世界ライオンズデーでもあ
り、早朝よりの奉仕作業と、合同例
会、そして午後からの研修会と、
正しく私にとりましても終日ライオンズ

デーとなり、研修会におきましては、時折睡魔に襲
われるといった多忙な一日となりました。
　とにかく LCIF 地区コーディネーターとして初めて
の参加でありましたので、元地区ガバナー地区名誉
顧問の橋本充好ライ

オンの講義を集中して勉強させていた
だこうと、私なりに我新居浜ライオンズクラブの現状
を念頭におきながら、いくつかの課題を持って今回
の講演会に臨みました。
　さて、LCIF の英語の頭文字は「Lｉｏｎｓ Ｃlubs 
International Foundation」ライオンズクラブ国際
財団の意味です。
　ライオンズクラブは、アメリカが母体ですから、役
職等のネーミングに英語が使われることが多く、私も
未だに全ての言葉の意味を理解しておりませんが、
今回の研修会において LCIF コーディネーターとして

の使命は、様々な形で寄付していただいた貴重なお
金を人道主義的奉仕作業として、より有効に活用で
きるか、また地域において行政、教育、企業、財
団との連携を通して、より効果的なパートナーシップ
を創造していけるかという、いわゆる人、物、金の
支援網を構築することであると確信いたしました。　
　コーディネーターとしての様々な職務は、セミナー
の中で事例を基にして橋本名誉顧問からアドバイス
がありましたが、貴重な寄付金を募る上でも制約が
多々あるため、常に学習する必要があります。
　力不足故に、多事多難の船出となりますが、今一
度ライオンズマンの原点に立ち返り、『我々は奉仕す
るウイサーブ！！』を胸に、LCIF コーディネーターとし
て一歩一歩努力して参りますので、会員の皆様方の
御指示と御協力を御願い申し上げます。

保健福祉委員会　能瀬 伸一
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理事・委員長会
10月  2 日（月）18:30～ 商工会館3F

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 )

５５
３１
２７
３５
１４８

28.0
 34.5
24.0
 0

184.5

58,565
35,477

0
220,640
314,682

90.8
84.9
79.6
81.4
84.2

94.4
90.9
89.1
95.7
92.5

名 ％ ％ Ｈ 円

7月 16 日(日)　　新居浜CC

４２
４５ ４５

４５
５０
５６

５０
５９

８９
 ８７
 １００
１１５

  ２５.０
３６.０

   ３４.４
３０.０

５３.０
６２.０
６５.６

岡村真里哉 ８５.０

永 易 明 洋

真 木 泰 彦

土 岐 計 一

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

11月 誕生日おめでとうございます
塩見秀晴、真木泰彦

11 月 結婚記念日おめでとうございます
村上博昭、村上順一郎、近藤盛文、永易明洋、

伊藤龍一、天野　淳、上野　剛
岡田浩二、譽田幸弘

行  事  予  定

ゾーン・地区・国際協会の動き
８月　５日（土）13:30 ～　KS会館（四国中央市）
　第 1回リジョン会議
８月１９日（土）17:00 ～　ユアーズ
　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

・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会　    １１月　６日（月）18:30 ～　商工会館 3F
１１月第 1例会　　 １１月　８日（水）12:15 ～　ユアーズ
１１月第２夜間例会 １１月２２日（水）18:00 ～　ユアーズ
・委員会
環境保全委員会　　１１月　１日（火）18:30 ～　事務局
会員会則委員会　　１１月　２日（水）18:30 ～　事務局
計画財務委員会　　１１月　３日（木）18:30 ～　事務局
出席大会委員会　　１１月　４日（金）18:30 ～　事務局
保健福祉委員会　　１１月１０日（木）18:30 ～　事務局
青少年委員会　　　１１月１８日（金）18:30 ～　事務局　
PR広報委員会　　 １１月２４日（木）18:30 ～　事務局
・クラブ・その他行事予定
８月　９日（水）   12 :15 ～　ユアーズ
　８月第１例会　例会訪問
　石川正人 2R-RC、若狭 努 2R-GMT･GLT・FWT･会則委員
　高原 章青少年･LCIF･ライオンズクエスト委員
８月　６日（日）18:30 ～　ユアーズ
　岡部歩乃佳選手と会員の集い
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　　８月１３日（日）10:25 ～　  新居浜ＣＣ
囲碁部会　　　　　未定
つれづれの会　　　８月　４日（金）19:00 ～  　丹　羽
くらげの会　　　　奇数月の予定   
スポーツ部会　　　８月２５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
　

平和ポスターコンテスト参加報告
青少年委員長　大 上  幸 雄　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

1Ｚ・4 クラブ合同早朝例会
会　長　 佐 伯  澄 男　　　　　　　開催日：平成 29 年１0月 8日 ( 日 ) 　開催地：ライオンズの庭　　
　　　　　　　　　　　　　　　        　

世界ライオンズ・デー

●会長挨拶　佐伯澄男会長
●審議事項
１）GLT･GST･LCIF 研修会登録料について
　６,０００円（2,000 円×3 名）１０月８日に四国中央市役所福祉
　会館で行われます。白石誠一２Ｒ･１ＺＣ、佐伯澄男会長、
　真木泰彦会員理事、鈴木雅志ＬＣＩＦコーディネーターが出席
　します。
２）平成２９年度えひめ学園秋季運動会お祝いについて
　10,０００円　１０月１３日に「大上幸雄青少年委員長、金田智
　行さんが参加します。
３）２Ｒ親善スポーツ大会登録料について40,000 円（１５名まで）
　１１月２３日（祝･木）に行われます。現在２チーム参加の予定
　（１５名から１名増毎に1,000 円の登録料追加）
４）第１回献血・献眼決算報告について
５） ＹＣＥ派遣生予算（案）について
６）事務局員傷害保険継続について　15,970 円支出します。
７）福山宏さん入院お見舞金の支出について10,000 円
８）委員会開催日の変更について　
　・出席大会委員会
　　１１月３日（祝･金）を１７日（金）18:30 ～ 事務局
　・ＰＲ広報委員会
　　１１月２３日（祝･木）を２４日（金）18:30 ～ 事務局
●幹事報告
１）第 2 回ライフジャケット贈呈事業事前打合せ会が１０月８日
　（日）10:00 から 四国中央市役所福祉会館で行われます。
　白石誠一２Ｒ－１ＺＣが出席します。
２）GLT･GST･LCIF 研修会が１０月８日（日）に 13:00 から 
　四国中央市役所福祉会館で行われます。白石誠一２Ｒ･１ＺＣ、
　佐伯澄男会長、真木泰彦会員理事、鈴木雅志ＬＣＩＦコーデ
　ィネーターが出席します。
３）会長国際アクティビティ１０月１２日（木）～１５日（日）まで
　フィリピン共和国ダバオ市で行われます。佐伯澄男会長、後
　藤達也幹事、岡村真里哉青少年委員が参加します。
４）平成２９年度えひめ学園秋季運動会が１０月１３日（金）　
　10:00よりえひめ学園で行われます。大上幸雄青少年委員長、
　金田智行青少年委員が出席します。
５）ＹＣＥ冬期派遣生の決定について
　2017 年 12月17日から2018 年 1月7日までイタリアへ
　　青野桜子さん大学１年生（青野泰介さん）を派遣します。
　2017 年 12月20日から2018 年 1月7日までニュージーランド
　　へ伊藤ひづるさん大学３年生（伊藤嘉秀さん）を派遣します。
６）岡部歩乃佳選手の出場予定について
　全国障がい者スポーツ大会えひめ大会１０月２９日（日）
　松山中央公園アクアパレットまつやまで行われます。
　・５０ｍ自由形　11:18スタート
　・５０ｍ背泳ぎ　15:09スタート
　ドバイ2017アジアユースパラ競技大会
　１２月１０日（日）～１４日（木）に日本代表出場資格を得る。
●委員会報告
　環境保全委員会　古本等のリサイクルについて
●その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　平成29年10月8日、早朝6時から久しぶりにライオ
ンズの庭で行われました。
　早朝にも関わらずゾーン内の多くのメンバーが出
席して、例会前に清掃活動を実施、そしてラジオ体
操の後、合同例会を開催しました。
　ホストクラブ会長挨拶の中でも説明をさせて頂きま
したが世界ライオンズ・デーについて再度、説明をさ
せて頂きます。
　ライオンズクラブ国際協会の最初の国際大会は
1917年10月8日から3日間テキサス州グラス市で開
かれました。
　この第1回大会を記念して毎年10月8日をライオン
ズ・デーとし－活発な記念事業を行っています。

　ライオンズ・デーは、1962年の日本の各地区年次
大会および1965年の東洋東南アジア大会でその実
施が決議され、さらに－1970年7月マッカロー国際会
長は就任あいさつの中で初めてこれを世界ライオン
ズ奉仕デー（World Lions Service Day）として
実施することを訴えた。
　それから世界ライオンズ・デーが始まりました。
メンバーである以上、なぜ世界ライオンズ・デーが毎
年この日に行われるのか、知っておく必要があると思
いライオン歴が長いメンバーの皆様には愚直な内容
になりましたが新会員の皆様には是非、知って頂き
たいと思いあえて書かせて頂きました。
ゾーン内クラブの益々の発展を祈念します。

■ライオンズの誓い唱和　石川敏則ライ
オン

■会長挨拶　佐伯澄男会長
■審議事項　なし
■幹事報告
１）第２回ライフジャケット贈呈事業事前打合せ会が１０月８日　
　（日）10:00 より 四国中央市役所福祉会館で行われました。
　２Ｒ－１ＺＣ白石誠一が出席しました。
２）GLT･GST･LCIF 研修会が１０月８日（日）13:00より 四国
　中央市役所福祉会館で行われました。２Ｒ－１ＺＣ白石誠一、
　佐伯澄男会長、真木泰彦会員理事、鈴木雅志ＬＣＩＦコー
　ディネーターが出席しました。
３）会長国際アクティビティ１０月１２日（木）～１５日（日）フィリ
　ピン共和国ダバオ市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に出席し、ダバオフリースクール
　を訪問。SANTA ANA LIONS CLUBと交流会をしました。
　佐伯澄男会長、岡村真里哉さんが参加しました。
　第２回予定は２０１８年２月１６日（金）～１９日（月）
４）平成２９年度えひめ学園秋季運動会が１０月１３日（金）
　10:00 からえひめ学園で行われ大上幸雄青少年委員長が
　出席しました。
５）平成２９年度英語スピーチコンテスト実行委員会が１０月２５日
　（水）１５：３０から市役所で開催されました。佐伯澄男会長、
　大上幸雄青少年委員長が出席しました。
６）２Ｒ親善ゴルフ大会が１０月２８日（土）新居浜カントリー倶
　楽部で開催されます。１２名が参加します。
７）全国障がい者スポーツ大会愛媛大会が１０月２９日（日） 松
　山中央公園アクアパレットまつやまで開催されます。岡部歩
　乃佳選手スタート時間は５０ｍ自由形 11:18　５０ｍ背泳ぎ　
　15:09です。クラブメンバー有志で応援をお願いします。
８）新居浜市制施行８０周年記念式典が１１月３日（金）　
　10:00 から新居浜市民文化センターで行われます。
　佐伯澄男会長が出席します。
９）第２回キャビネット会議が１１月５日（日）13:00 からホテル
　サンシャイン徳島で開催されます。２Ｒ－１ＺＣ白石誠一が出
　席します。
■委員会報告
　青少年委員会　　英語スピーチコンテスト・えひめ学園交    
　　　　　　　　　流会について
　環境保全委員会　古本リサイクルについて

　今年も青少年委員
会の継続事業の一つ
であります平和ポスタ
ーコンテストを開催さ
せていただきました。
　泉川中学校より５

点、西中学校より１２点、南中学校よ
り３点の合計２０点というたくさんの応
募を頂き、９月の第２例会で厳選なる
選考の結果、西中学校の澁谷美優さ
んの作品が見事クラブ優秀賞に選ば
れました。
　今年のテーマは「平和の未来」で
す。
　ルール上、文字を使わずに表現するため大変難
しいテーマだったとは思いますが、昨今の世界情
勢の中で、平和が自分たちにとって何を意味する
か、子どもたちが「平和の未来」に対してのビジョ

ンを分かち合う機会を提供できたこと
は非常に嬉しく思います。
　最後にこのコンテストで優秀賞に選
ばれた澁谷さんの作品が、地区、複
合地区、国際協会の各レベルのコン
テストへと選出されることを切に祈念し
て報告を終わらせていただきます。

■出席報告　
　会員数５５名、出席者４７名、欠席者８名、出席率８５.４５％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　71,000 円
■ライオンズ・ローア　　　　　　　　　　　　　　　　
　　



■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  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

●● 10月第一例会 ●●
佐伯　澄男　世界ライオンズデーを祝して！！
岡田　賢治　久しぶりのライオンズの庭でのライオンズデーで    
　　　　　　す。良かったです。
伊藤　嘉秀　皆様朝早くから本日は有難うございました。
鈴木　雅志　皆様ご苦労様でした。
白石　誠一　早朝例会お疲れ様でした。
真鍋　憲夫　ウィ・サーブ！
塩見　秀晴　例会すがすがしいです。
・・・世界ライオンズデーを祝して・・・
近藤盛文／青野泰介／有富正治／伊藤久門／上野　剛／
宇野博文／大上幸雄／大竹崇夫／岡村真里哉／加藤久博
・・・4クラブ合同早朝例会朝早くからご苦労様です・・・
金田智行／川嶋理之／後藤達也／近藤充徳／神野雄太／
高橋在錫／高橋尚毅／土岐敏勝／永易明洋／能瀬伸一／
・・・朝早くからの清掃奉仕ご苦労様です・・・
譽田幸弘／松浦一雄／村上順一郎／村上博昭／山下邦俊 11

●● 10月第二例会 ●●
佐伯　澄男　家族会に多くのメンバーご家族にご出席賜り有難
　　　　　　うございます。計画財務委員会の皆様設営有
　　　　　　難うございます。
岡田　賢治　家族会、新田委員長他委員の皆様、又佐伯会
　　　　　　長、後藤幹事、福山会計お世話になります。
福山　　宏　三週間入院しました。退屈でたまりませんでした。
後藤　達也　家族会開催有難うございます。計画財務委員
　　　　　　会に皆様お疲れ様です。

ライオンズクラブ国際協会の目的と道徳綱領　会長　佐 伯  澄 男
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ライオンズクラブ国際協会の目的
・ライオンズクラブという奉仕クラブを結
　成し、認証状を交付し、監督する。 
・各ライオンズクラブの事業を統制し、運
　営を標準化する。 
・世界の人々の間に相互理解の精神を培い
　発展させる。 
・よい施政とよい公民の原則を高揚する。 
・地域社会の生活、文化、福祉及び公徳心の
　向上に積極的関心を示す。 
・友情、親善、相互理解の絆によってクラブ間
　の融和を図る 
・一般に関心のあるすべての問題を自由に討
　論できる場を設ける。ただし、政党、宗派の
　問題をクラブ会員は討論してはならない。 
・奉仕の心を持つ人々が個人の経済的報酬な
　しに社会に奉仕するよう励まし、また、商業、
　工業、専門職業、公共事業及び個人事業
　の能率化を図り、道徳的水準をさらに高める。

ライオンズクラブ道徳綱領
　職業に対する不断の努力が正しく賞賛される
ように心がけ、自己の職業の尊さを確信する

こと。
　事業を成功させて、適正な報酬や利
益は受けるべきであるが、自己の立場を
不当に利用したり、人に疑われる行いを
して自尊心を傷つけてまでも利益や成功
を求めないこと。

　事業を遂行するにあたっては、他人の事業
を妨害しないように心がけ、顧客や取引先に誠
実であり、自己にも忠実であること。
　世人に対する自己の立場や行いに疑いが生
じたときは、世人の立場に立って解決にあたる
こと。
　真の友情は損得の上に築かれるものでなく、
心と心の触れ合いによるものであることを自覚
し、手段としてではなく目的として友情をもつ
こと。
　国家及び地域社会に対する公民の義務を忘
れず、変わらない忠誠を言動にあらわし、すす
んで時間と労力と資力をささげること。
　不幸な人には同情を、弱い人には助力を、
貧しい人には私財を惜しまないこと。
　批判は謙虚に、賞賛は惜しみなく、建設を
旨として破壊を避けること。

い

こと

を求

松浦　一雄　国体、秋祭りが終わり紅葉の季節が近づいてき
　　　　　　ました。美しい日本の自然を楽しみ、元気に冬を
　　　　　　迎えましょう。
大竹　崇夫　計画財務委員会の皆様、家族会の設営有難う
　　　　　　ございます。
永易　明洋　家族会の開催おめでとうございます。計画財務
　　　　　　委員会の皆様ご苦労様。有難うございます。
藤縄　洲二　やっぱり秋は晴れた方が良いですね！副ちゃんの
　　　　　　退院を祝して。
伊藤　龍一　計画財務委員会に皆様、家族会の準備、設営
　　　　　　お疲れ様でした。
真鍋　憲夫　台風２１号や大雨でお祭りも大変でした。体調に
　　　　　　どうぞご自愛下さい。家族会を祝して！福山さん、
　　　　　　お元気でご出席おめでとうございます。
近藤　充徳　家族会設営お世話になります。
鈴木　雅志　本日の家族会、大盛況。計画財務委員会の皆
　　　　　　さんご苦労様でした。
塩見　秀晴　11/23 レクバレー川之江体育館です。エントリー
　　　　　　お願いしている方、宜しくお願い致します
譽田　幸弘　福山さん復活おめでとうございます。
石川　　稔　早い者で祭りが済んで一週間今年の祭りは雨ば
　　　　　　かりでした。来年は晴天の元で盛大に行いたい
　　　　　　と思います。
石川　敏則　久しぶりにライオンズの誓いです。忘れないで下
　　　　　　さい。
古川　貴章　家族会楽しみます。
有富　正治　家族会楽しんで下さい。
伊藤　嘉秀　皆様家族会にご参加いただきまして有難うござい
　　　　　　ます。
村上順一郎　合同例会お疲れ様でした。家族会お世話になり
　　　　　　ます。
高橋　尚毅　カープＣＳ敗退には泣けましたが、日本プロ野球
　　　　　　界の未来は明るい！
青野　泰介　先日の合同例会の際も多くのドネーション有難うご
　　　　　　ざいました。

・・・本日の家族会楽しみましょう・・・
村上博昭／伊藤久門／大上幸雄／金田智行／川嶋理之／
能瀬伸一
・・・計画財務委員会の皆様、家族会の設営
　　　　　　　　　　　　　有難うございました・・・
高橋在錫／真木泰彦／上野　剛／岡田浩二／大石隆憲／
山下邦俊

編 集 後 記
　　　　今年の新居浜太鼓祭りは、「新居浜市市制施行８０周年
記念」ということで、祭り初日の１０月１５日にあかがねミュー
ジアム北側に太鼓台が続 と々集結してきて、大賑わいとなり
ました。
　当日は、あいにくの雨模様での開催となりましたが、新居
浜駅周辺にはたくさんの露店が出店し、大勢の見物客が押
し寄せました。
　大生院の寄せ太鼓を皮切りに、各地区の太鼓が次 と々
差し上げを行う様子は、まさに圧巻で、いつにない祭りムー
ドを家族全員満喫することができました。
　整然と整備された駅前周辺での秋祭りイベント！新居浜市
の玄関とも言えるこの場所で、大勢の見物客が見守る中、
絢爛豪華に金糸が舞う姿を毎年見てみたいと思うのは私だ
けでしょうか？　　　　　　　　　　　　　　譽田幸弘
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