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●● 11月第一例会 ●●
佐伯　澄男　11 月はアクティビティが多くあります。委員会の枠を越
　　　　　　えて、多くのメンバーの方々の出席をお願い致します。
岡田　賢治　新会員、徳村さんの入会を歓迎します。
後藤　達也　徳村さんのご入会を祝して。
岡村真里哉　２度続けた欠席となりすみません。先日の岡部歩乃
　　　　　　佳ちゃんの試合もとても素晴らしい結果となり、応援し
　　　　　　ていても誇らしかったです。２個の自己ベスト大会新
　　　　　　記録良かったと思いました。
加藤　久博　新会員を歓迎して。
神野　雄太　２Ｒ親善ゴルフ８位に入賞しました。また同時開催し
　　　　　　たミニコンペ優勝しました。同伴競技者のおかげで
　　　　　　す。永易さん、宇野さん、大石さん、有難うござい
　　　　　　ました。
真鍋　憲夫　新会員の入会を祝して！立冬も過ぎ朝晩めっきり寒くな
　　　　　　りました。ご自愛下さい。
松浦　一雄　アワードを受けられる皆様、おめでとうございます。
　　　　　　そして、ご苦労様でした。徳村さんの入会を歓迎し
　　　　　　ます。
大竹　崇夫　徳村 明さんの入会を歓迎致します。
有富　正治　新会員、徳村さんのご入会を歓迎致します。岡部歩
　　　　　　乃佳さんの２種目優勝を祝って！
永易　明洋　岡部歩乃佳さんの国体の応援に行って来ました。
　　　　　　素晴らしい成績を上げられました。今後の活躍を期
　　　　　　待します。
能瀬　伸一　徳村さんの入会を祝して！
伊藤　嘉秀　私は伺い出来なかったのですが、愛媛大会、岡部
　　　　　　歩乃佳さんの応援、皆さん有難うございました。
　　　　　　大会新記録を出したそうでこれからも頑張って欲しい
　　　　　　です。
鈴木　雅志　新会員、徳村さん入会おめでとうございます。ウィ・
　　　　　　サーブで共に頑張りましょう。
近藤　盛文　新会員さん大歓迎。祝！
伊藤　龍一　徳村明さんのご入会を心より歓迎致します。
伊藤　久門　徳村様の入会を大歓迎致します。宜しくお願い致し
　　　　　　ます。
石川　敏則　徳村明さん入会おめでとう。斉藤さんに負けずに頑
　　　　　　張って下さい。
杉田　友裕　新会員、徳村明さんの入会を心からお祝い申し上げ
　　　　　　ます。
村上　博昭　新会員の入会を歓迎致します。
古川　貴章　徳村さん入会おめでとうございます。
大上　幸雄　11/26（日）えひめ学園との交流会。
　　　　　　11/28（火）英語スピーチコンテスト。皆様ご参加、
　　　　　　宜しくお願い致します。
新田　久司　先日の家族会には多数のメンバー、ご家族にご出席
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　　　　　　いただきまして、大変有難うございました。また計画
　　　　　　財務委員会の皆様お疲れ様でした。
塩見　秀晴　11/23（日）レクバレーの大会がありますが 11/10（金）
　　　　　　が最後の練習になります。宜しくお願いします。怪我
　　　　　　のないようにおねがいします。
石川　　稔　１0月は国体、祭り、選挙と何かと慌ただしい月でした。
　　　　　　11月は少しゆったりと過ごしたいですね。
宇野　博文　草取りに良い季節になりました。少しだけ隣のエリア
　　　　　　まで広げています。　
譽田　幸弘　家族会ではとても楽しい時間を過ごすことができ、娘
　　　　　　も大喜びでした。有難うございました。
高橋　尚毅　岡部歩乃佳さんの大会新記録おめでとうございます！！
・・・徳村明さんの入会を歓迎致します・・・
青野泰介／上野　剛／金田智行／岡田浩二／高橋在錫
・・・岡部歩乃佳さんの二つの大会新記録での
　　　　　　　　　　　　優勝おめでとうございます・・・
大石隆憲／近藤充徳／山下邦俊

●● 11月第二例会 ●●
檜垣　孝志　新居浜ライオンズクラブの皆様、先日は感動と感謝の
　　　　　　時間を有難うございました。沢山、々、素敵な温か
　　　　　　い心を頂きました。私はライオンズの仲間の皆様が誇
　　　　　　りであり宝です。皆様のご隆盛とご多幸をご祈念申し
　　　　　　上げます。いろいろな事、本当に有難うございました。
佐伯　澄男　会員皆様の年末商戦へのご協力をお願いします。
後藤　達也　本日の懇親会、計画財務委員会の方々お疲れ様で
　　　　　　す。明日は親善バレー大会、皆さん頑張りましょう
松浦　一雄　寒くなってきました。風邪を引かぬよう体調管理に努
　　　　　　め、元気に１２月を迎えましょう。
加藤　久博　えひめ学園殿交流会、宜しくお願い致します。
有富　正治　新居浜商業高校、女子バスケットボール部への、ご
　　　　　　声援並びにご支援を賜り有難うございました。
永易　明洋　夜間例会の計画設営、計画財務委員会の皆様ご苦
　　　　　　労様です。スポーツ大会の健闘を祈ります。怪我を
　　　　　　しないように！
真鍋　憲夫　急に寒くなり体調管理に気をつけましょう。新商バス
　　　　　　ケット女子の全国大会でのご活躍を祈っています。
　　　　　　2R親善スポーツ大会頑張りましょう。
古川　貴章　寒くなりました。体調に気をつけましょう。
石川　敏則　寒さ厳しいおり「風邪」などひかないように。
村上　博昭　今月の倶楽部月例ゴルフに於いて、人生２度目の　
　　　　　　７１が出ました。にもかかわらず優勝出来ず残念！
伊藤　龍一　本日の第 2 夜間例会の設営、年末商戦の準備にあ
　　　　　　たり、計画財務委員会の皆様お疲れ様でした。
塩見　秀晴　11/23レクバレー大会宜しくお願い致します。
神野　雄太　年末商戦皆様のご協力宜しくお願いします。
石川　　稔　今日は１１月２２日。世の中では「いい夫婦の日」だ
　　　　　　そうです。皆さん、いい夫婦していますか？我が家
　　　　　　は・・・です。
鈴木　雅志　今年も１１月後半、１２月と一年で一番忙しい時期を
　　　　　　迎えます。余裕を持って元気に乗り越えましょう。
・・・寒くなってきました体調管理に充分気をつけましょう・・・
近藤充徳／真木泰彦／大上幸雄／新田久司／伊藤嘉秀／大竹
崇夫／金田智行／徳村　明／岡田浩二／上野　剛

ライオンズの名前
　１９１７年６月７日、メルビン・ジョーンズ
の招集で、代議員たちがシカゴに集まりま
した。その目的はただ一つ、新たに結成
された協会の名前を決めることでした。
　メルビン・ジョーンズは、協会をライオンズ
と名付ける案について検討しました。ライオンは
強さ、勇気、忠誠、生命活動の象徴であると、
メルビン・ジョーンズは確信していました。
　投票によって他のいくつかの候補を制し、ライ
オンズの名前が選ばれました。

ライオンズの紋章
　１９１９年の大会で、シンボルを変更しようとい
う動きがありましたが、コロラド州デンバーから参
加していた若い弁護士が立ち上がって意見を述
べました。
　弁護士はホールステッド・リターという名でし
た。「ライオンズという名前は友愛、連帯感、気
骨と意思の強さを表しているだけでなく、L、I、
O、N、S という組み合わせは、本当の意味で
の市民意識の到来をこの国に告げています。　
　LIBERTY, INTELLIGENCE, OUR NA-
TION'S SAFETY（自由を守り、知性を重んじ、
われわれの国の安全をはかる）」
　１９３１年１月発行のライオン誌で、協会名の

この新しい解釈がとり上げられました。ライ
オンズクラブの名前は行き当たりばったりに
選ばれたわけではなく、造語でもありませ
んでした。有史以前からライオンはあらゆ
る善きことの象徴であり、ライオンズの名
前は象徴として選ばれたのです。

　４つの優れた資質 - 勇気、強さ、活動、忠
誠 - がライオンズという名の選択に大きく関わっ
ています。これらの資質の最後に挙げた忠誠は、
すべてのライオンズ会員にとって独特な深い意
味を持っています。
　ライオンというシンボルは、古代から現代にい
たるあらゆる国で何世代にもわたって忠誠の象
徴とされてきました。それは友人に対し誠実であ
ること、理念に対し誠実であること、義務に対し
誠実であること、信頼に対し誠実であることを意
味しています。紋章の中央の円には金色の
「L」の文字がデザインされています。縁飾りの
円には２頭のライオンの横顔が、中央から外に
顔を向けて配置されています。一番上には
「LIONS」と い う 文 字 が、一 番 下 に は
「International」という文字があしらわれてい
ます。
　ライオンは過去と未来の両方を見つめていま
す。これは伝統への誇りと未来への自信を表し
ています。

　　　　　　　　

ズ

この　　　　
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編 集 後 記
　　　　月日が経つのは早いもので、今年も残すところ１か月となり
ました。
　１２月といえば、税理士事務所は超繁忙期突入になります。
年末調整に始まり、年明け１月からは所得税の法定調書提
出、地方税の償却資産税の申告、その後は所得税の確定
申告と盛り沢山です。
　体調管理に気を付けて頑張らなくてはです。
以前少し書きましたが、平成３０年からは、配偶者控除及
び配偶者特別控除が改正され、１０３万円の壁がなくなり、
１５０万円に引き上げられました。しかしこの改正、所得者
本人の所得制限などがあり、配偶者の社会保険料や住民
税との絡みを考えると、はたして減税なのか増税なのか、
何とも複雑なものとなっております。
　来たる平成３０年に備えて皆様も一度調べてみても良いか
もしれませんね。　　　　　　　　　　　譽田 幸弘
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理事・委員長会
11月  6 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
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ゴルフ部会報告

行  事  予  定

家族会を開催して
計画財務委員長　 新 田  久 司　　　　開催日：平成 29 年 10 月 25 日（水） 　開催地：ユアーズ　　　　
　　　　　　　　　　　　　        　

2017 年１0 月

　１０月２５日（水）に今年度一回
目の家族会をユアーズにて開催い
たしました。
　今回の家族会は、日頃ライオン
ズクラブの活動にご理解・ご協力
頂いている奥様を初め、ご家族の
皆様に多数ご参加いただき、楽しん

でいただいて、少しでもライオンズクラブの活動を改
ためてご理解していただけたらと言うことで、本年
度は会の冒頭に三役の皆さんをご家族の方にご紹
介させていただきました。
　そして、開会のあいさつ及び乾杯のあとに余興と

愛リバー・愛ロード清掃奉仕を行って
環境保全委員長　天 野 　淳　日時：平成 29 年 11 月 19 日（日）7:00 ～　場所：商工会館～ユアーズ　　
　　　　　　　　　　　　　　　　        　

第 2 回

　去る１１月１９日日曜日に本年度
第２回目愛リバー・愛ロード清掃
活動を実施しました。
　当日、すでに予定が入っていて
参加できない方々が、前日までに
商工会議所入り口前の排水路を清

掃してくれていました。
　前回、パンドラの箱状態だったのでちょっと気に
なっていましたので、スコップは持って行っていまし
たが必要ありませんでした。
　泥の量は前回と同様、袋いっぱいの２袋。あり
がとうございました。
　新たな発見としては、排水路から道路側溝まで
の排水管が泥で詰まっています。これは高圧洗浄
等が必要になるので、今回はここまでとしています。
　当日は、7 : 0 0 定刻開催となりました。お祭りや
国体があって正面道路の歩道の雑草等も少なかっ
たこともあり、商工会議所を出発して、ユアーズま

での道路両側のゴミ回収をメインとしました。
　また、商工会議所西側の堤防沿線の清掃を同
時に実施しました。
　やはり整備された後ということもあり、ゴミの量は
前回より少なかったです。ですが、早朝より皆さん
と奉仕活動をするのは清々しく気分の良いもので
す。参加人数は２２名の参加者で活動をいたしまし
た。今後は、実施時期も考慮することも大切だと
思います。
　次回は 2 ～３月を予定しています。
時期が決まりましたらご案内いたしますので、ご参
加をお願いいたします。

月 19 日（日） 0～　場所：商工会館～ユアーズ　　

での道路両側のゴミ回収をメインとしました。

・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会　    １２月１１日（月）18:30 ～　商工会館 3F
１２月第 1例会　　 １２月１３日（水）12:15 ～　ユアーズ
１２月第２例会　　 １２月２７日（水）12:15 ～　ユアーズ
・委員会
出席大会委員会　　１２月　１日（金）18:30 ～　事務局
環境保全委員会　　１２月　５日（火）18:30 ～　事務局
会員会則委員会　　１２月　６日（水）18:30 ～　事務局
計画財務委員会　　１２月　７日（木）18:30 ～　事務局
青少年委員会　　　１２月　８日（金）18:30 ～　事務局
保健福祉委員会　　１２月１４日（木）18:30 ～　事務局　
PR広報委員会　　 １２月２８日（木）18:30 ～　事務局
・クラブ・その他行事予定
１２月　４日（月）　18:30 ～　あぶら家
　岡部歩乃佳後援会 第３回理事会
１２月２０日（水）  
　SANTA ANA LIONSCLUBと打合せ会
１２月２０日（水）10:30 ～　新居浜簡易裁判所前
　平成２９年度 年末交通安全運動「人の輪作戦」
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　１２月１０日（日）   7 :58 ～     新居浜ＣＣ
囲碁部会　　　　未定
つれづれの会　　１２月２７日（水）18:30 ～  　常富寿司　
くらげの会　　　奇数月の予定   
スポーツ部会　　１２月８･２２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
　

ゾーン・地区・国際協会の動き
１２月　３日（日）13:20 ～　四国中央市市民会館
　２Ｒリーダーシップ（指導力育成）研修会
　第 1回新会員オリエンテーション
１２月１７日（日）～１月７日（日）
　冬季YCE生 青野桜子さん イタリア派遣
１２月２０日（水）～１月７日（日）
　冬季YCE生 伊藤ひづるさん ニュージーランド派遣
平成３０年４月７日（土）～８日（日）　徳島
　第６４回 336-A 地区年次大会
　●７日（土）記念ゴルフ  ●８日（日）年次大会 アスティ徳島　

12月 誕生日おめでとうございます
藤縄洲二、武市欣也、天野　淳、岡田浩二

1２月 結婚記念日おめでとうございます
武市欣也、加藤久博、白石誠一、高橋在錫

●会長挨拶　佐伯澄男会長
●審議事項
１）優待会員について　武市欣也ライ

オン

２）会員の交代について　斉藤陽二朗さんから徳村 明さんに
　後交代しました。
３）退会について　青野淳助さんが一身上に都合のため退会。
４）次期キャビネット地区常設委員長の推薦について　
　２Ｒ１Ｚで２名推薦して下さい。
５）新居浜市立北中学校創立 70 周年記念式典
　お祝い金１０,０００円、会費５,０００円の支出について
６）第２回諮問委員会登録料について　
　２５,０００円　５,０００円×５名
７）２Ｒ新会員オリエンテーション登録料について１,０００円／人
８）２Ｒリーダーシップ研修会登録料について　 １,０００円／人
９）家族会決算報告について
10）１１月第２例夜間例会予算案について
11）平和ポスター決算報告について
12）えひめ学園との交流会予算案について
13）英語スピーチコンテスト予算案について
14）愛リバー・愛ロード予算案について
15）会長アクティビティ第１回目決算報告、第２回目予算案につ
　いて
●幹事報告
１）２Ｒ親善ゴルフ大会が１０月２８日（土）新居浜カントリー倶
　楽部で行われ団体２位、参加者１０名でした。
２）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行われました。岡部歩乃
　佳選手の結果　５０ｍ自由形　１位 31.57 秒（大会新）
　５０ｍ背泳ぎ　１位 36.54 秒（大会新）でした。
３）新居浜市制施行８０周年記念式典が１１月３日（金）10:00
　より新居浜市民文化センターデ行われ佐伯澄男会長が出席
　しました。
４）第２回キャビネット会議が１１月５日（日）13:00よりホテルサン 
　シャイン徳島で開催され白石誠一１ＺＣが出席しました。
５）新居浜市立北中学校創立７０周年記念式典が１１月１０日　
　（金）13:00 から北中学校で催されます。佐伯澄男会長、後
　藤達也幹事、真木会員理事が出席します。
６）冬期ＹＣＥ派遣生オリエンテーションが１１月１２日（日）13:30
　より吉野川ハイウェイオアシスで開催されます。青野泰介さん、
　伊藤嘉秀さんが出席します。
７）第２回リジョン会議が１１月１８日（土）13:30よりKS 会館四
　国中央市で開催されます。白石誠一１ＺＣ、伊藤嘉秀１ＺＣＡ
　が出席します。
８）第２回愛リバー・愛ロード清掃奉仕が１１月１９日（日）7:00
　より商工会館周辺で行われます。
９）２０１７～２０１８年度夏期ＹＣＥ交換について
　（派遣予定国）ヨーロッパ２８か国、コロラド、台湾　(11/15
　締切 )
　（受入予定国）未定（情報が入り次第案内致します。）
　詳細につきましては事務局までお問合せ下さい。
●委員会報告
青少年委員会　　英語スピーチコンテスト、えひめ学園との交
　　　　　　　　流会について
環境保全委員会　古本リサイクルについて、第２回愛リバー・
　　　　　　　　愛ロードにつて
計画財務委員会　１１月第２例会夜間例会について　　　　
　　　　

■ライオンズの誓い唱和　石川 稔ライ
オン

■会長挨拶　佐伯澄男会長
■審議事項　なし
■幹事報告
１）新居浜市立北中学校創立７０周年記念式典が１１月１０日
　（金）13:00 より北中学校で催されました。佐伯澄男会長、
　後藤達也幹事、真木会員理事が出席しました。
２）冬期ＹＣＥ派遣生オリエンテーションが１１月１２日（日）
　13:30 より吉野川ハイウェイオアシスで開催されました。青野
　泰介ライ

オン、伊藤嘉秀ライ
オンが出席されました。

３）第２回リジョン会議が１１月１８日（土）13:30 より KS 会館
　四国中央市で開催され白石誠一１ＺＣ、伊藤嘉秀ＺＣＡが出
　席しました。
４）第２回愛リバー・愛ロード清掃奉仕が１１月１９日（日）7:00
　より商工会館周辺で行われました。佐伯会長、伊藤龍ライオン、　
　古川ライ

オン、後藤ライ
オン、福山ライ

オン、青野ライ
オン、永易ライ

オン、岡田浩ライオン、有
　富ライ

オン、伊藤久ライオン、山下ライ
オン、徳村ライ

オン、田村ライ
オン、大竹ライ

オン、上野
　ライ
オン、加藤ライ

オン、高橋在ライオン、金田ライ
オン、石川敏ライオン、天野ライ

オン、村上
　順ライオン、塩見ライ

オンが参加しました。
５）２Ｒ親善スポーツ大会が１１月２３日（木･祝）8:55 より四国
　中央市川之江体育館で行われ２チーム出場しました。
６）第２回地区ガバナー諮問委員会、ゾーンレベル会員委員
　会が１１月２５日（土）17:00 よりユアーズで開催されました。
　佐伯澄男会長、古川第二副会長、後藤達也幹事、福山
　宏会計、真木泰彦会員理事が出席しました。
７）えひめ学園との交流会（ソフトボール大会、バーベキュー）
　が１１月２６日（日）9:00よりえひめ学園で行われます。
８）第２８回中学生英語スピーチコンテストが１１月２８日（火）
　13:30より文化センターで開催、１２校参加予定です。
９）２Ｒリーダーシップ ( 指導力育成 ) 研修会が１２月３日（日）
　13:20 ～ 四国中央市市民会館で開催されます。能瀬伸一
　副幹事が出席します。
10）第１回新会員オリエンテーションが１２月３日（日）13:20
　より 四国中央市市民会館で開催されます。金田智行ライ

オン、　
　高橋尚毅ライ

オン、中田君江ライ
オン、（引率者）真木泰彦会員理事

　が出席します。
11）岡部歩乃佳後援会第３回理事会が１２月４日（月）18:30
　よりあぶら家で開催されます。後援会理事者、オブザーバー
　（青少年委員会、第１、第２副会長、幹事、会計）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、えひめ学園との　
　　　　　　　　交流会のついて
環境保全委員会　古本リサイクルについて

して、「ボーカルとピアノセッション」のすばらしい演
奏と歌を聞きながら、宴会が進んでいきました。
　又、抽選会ではなんとかメンバーの皆さん、奥
様に喜んでいただきたく、予算内で出来るだけ多く
の人に良い物が当たるように努力させていただきま

したが、当たらない人もいましたが、これもライオン
ズクラブの奉仕の精神でお許し下さい。
　又、抽選会のラッキーカードも皆様のご協力で
150 枚を完売することが出来ました。重ねて感謝い
たします。
　その他、家族会の内容につきましては、色々と
行き届かない点もあったかと思いますが、お許しい
ただいて第２回目の家族会の課題とさせていただき
ます。
　最後になりますが、計画財務委員会のメンバー
の皆さん、準備から当日の運営まで大変お疲れ様
でした。又、ご協力ありがとうございました。

　そして、会員の皆様には、奥様やご家族の皆さ
んの多数のご参加いただき、大変ありがとうござい
ました。
　第２回目の家族会も、楽しい会にしていきたいと
思いますので、よろしくお顔い致します。

■出席報告
　会員数５４名、出席者３８名、欠席者１６名、出席率７０.４％
■テール・ツイスタータイム　
　ドネーション　７５,０００円
■ライオンズ・ローア
　古川貴章ライ

オン　　　　　　　　　　　　　

タバコの吸い殻が多いですね！
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例  会  報  告

第 1371 回　11 月第一例会
11月  8 日（日）12 :15～ ユアーズ

第 1372 回　11 月第二例会
（夜間例会）

11月 22日（水）18 : 00～ ユアーズ

‥ 歴史の継承と未来への創造　We Serve ‥

　１０月２５日（水）に今年度一回目の家族会をユ
アーズにて開催いたしました。
　今回の家族会は、日頃ライオンズクラブの活動に
ご理解・ご協力頂いている奥様を初め、ご家族の
皆様に多数ご参加いただき、楽しんでいただいて、
少しでもライオンズクラブの活動を新ためてご理解し
ていただけたらと言うことで、本年度は会の冒頭に
三役の皆さんをご家族の方にご紹介させていただき
ました。
　そして、開会のあいさつ及び乾杯のあとに余興と
して、「ボーカルとピアノセッション」のすばらしい演
奏と歌を聞きながら、宴会が進んでいきました。

■会長挨拶　佐伯澄男会長
■新会員入会式　
　㈿新居浜給食センター　専務理事　徳村 明さん
■審議事項
１）次期キャビネット地区常設委員長の推薦について　
　２Ｒ１Ｚで２名推薦して下さい。
２）新居浜市立北中学校創立 70 周年記念式典お祝い金
　１０,０００円、会費５,０００円の支出について
３）第２回諮問委員会登録料について　
　２５,０００円　５,０００円×５名
４）２Ｒ新会員オリエンテーション登録料について１,０００円／人
５）２Ｒリーダーシップ研修会登録料について　 １,０００円／人
６）家族会決算報告について
７）１１月第２例夜間例会予算案について
８）平和ポスター決算報告について
９）えひめ学園との交流会予算案について
１０）英語スピーチコンテスト予算案について
１１）愛リバー・愛ロード予算案について
１２）会長アクティビティ第１回目決算報告
　　第２回目予算案について
■幹事報告
１）優待会員について　武市欣也ライ

オン

２）会員の交代について　斉藤陽二朗さんから徳村 明さんに
　交代しました。
３）退会について　青野淳助さんが一身上に都合のため退会。
４）２Ｒ親善ゴルフ大会が１０月２８日（土）新居浜カントリー倶
　楽部で行われ団体２位、参加者１０名でした。
５）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行われました。
　岡部歩乃佳選手の結果５０ｍ自由形１位 31.57 秒（大会新）
　５０ｍ背泳ぎ　１位 36.54 秒（大会新）でした。
６）新居浜市制施行８０周年記念式典が１１月３日（金）10:00 
　より新居浜市民文化センターデ行われ佐伯澄男会長が出席
　しました。
７）第２回キャビネット会議が１１月５日（日）13:00 よりホテルサ
　ンシャイン徳島で開催され白石誠一１ＺＣが出席しました。
８）新居浜市立北中学校創立７０周年記念式典が１１月１０日
　（金）13:00 から北中学校で催されます。佐伯澄男会長、　
　後藤達也幹事、真木会員理事が出席します。
９）冬期ＹＣＥ派遣生オリエンテーションが１１月１２日（日）13:30
　より吉野川ハイウェイオアシスで開催されます。青野泰介さん、
　伊藤嘉秀さんが出席します。
１０）第２回リジョン会議が１１月１８日（土）13:30 よりKS 会館
　四国中央市で開催されます。白石誠一１ＺＣ、伊藤嘉秀１Ｚ
　ＣＡが出席します。
１１）第２回愛リバー・愛ロード清掃奉仕が１１月１９日（日）7:00
　より商工会館周辺で行われます。
１２）２０１７～２０１８年度夏期ＹＣＥ交換について
　（派遣予定国）ヨーロッパ２８か国、コロラド、台湾　　　
　(11/15 締切 )

　（受入予定国）未定（情報が入り次第案内致します。）
　詳細につきましては事務局までお問合せ下さい。
■委員会報告
青少年委員会　　英語スピーチコンテスト、えひめ学園との　
　　　　　　　　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、第２回愛リバー・
　　　　　　　　愛ロードにつて
計画財務委員会　１１月第２例会夜間例会について
■出席報告
　会員数５４名、出席４１名、欠席１３名、出席率、７５.９３％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　６９,０００円　　　　　　

■ライオンズの誓い唱和　石川 稔ライ
オン

■会長挨拶　佐伯澄男会長
■審議事項　なし
■幹事報告
１）新居浜市立北中学校創立７０周年記念式典が１１月１０日
　（金）13:00 より北中学校で催されました。佐伯澄男会長、
　後藤達也幹事、真木会員理事が出席しました。
２）冬期ＹＣＥ派遣生オリエンテーションが１１月１２日（日）
　13:30 より吉野川ハイウェイオアシスで開催されました。青野
　泰介ライ

オン、伊藤嘉秀ライ
オンが出席されました。

３）第２回リジョン会議が１１月１８日（土）13:30 より KS 会館
　四国中央市で開催され白石誠一１ＺＣ、伊藤嘉秀ＺＣＡが出
　席しました。
４）第２回愛リバー・愛ロード清掃奉仕が１１月１９日（日）7:00
　より商工会館周辺で行われました。佐伯会長、伊藤龍ライオン、　
　古川ライ

オン、後藤ライ
オン、福山ライ

オン、青野ライ
オン、永易ライ

オン、岡田浩ライオン、有
　富ライ

オン、伊藤久ライオン、山下ライ
オン、徳村ライ

オン、田村ライ
オン、大竹ライ

オン、上野
　ライ
オン、加藤ライ

オン、高橋在ライオン、金田ライ
オン、石川敏ライオン、天野ライ

オン、村上
　順ライオン、塩見ライ

オンが参加しました。
５）２Ｒ親善スポーツ大会が１１月２３日（木･祝）8:55 より四国
　中央市川之江体育館で行われ２チーム出場しました。
６）第２回地区ガバナー諮問委員会、ゾーンレベル会員委員
　会が１１月２５日（土）17:00 よりユアーズで開催されました。
　佐伯澄男会長、古川第二副会長、後藤達也幹事、福山
　宏会計、真木泰彦会員理事が出席しました。
７）えひめ学園との交流会（ソフトボール大会、バーベキュー）
　が１１月２６日（日）9:00よりえひめ学園で行われます。
８）第２８回中学生英語スピーチコンテストが１１月２８日（火）
　13:30より文化センターで開催、１２校参加予定です。
９）２Ｒリーダーシップ ( 指導力育成 ) 研修会が１２月３日（日）
　13:20 ～ 四国中央市市民会館で開催されます。能瀬伸一
　副幹事が出席します。
10）第１回新会員オリエンテーションが１２月３日（日）13:20
　より 四国中央市市民会館で開催されます。金田智行ライ

オン、　
　高橋尚毅ライ

オン、中田君江ライ
オン、（引率者）真木泰彦会員理事

　が出席します。
11）岡部歩乃佳後援会第３回理事会が１２月４日（月）18:30
　よりあぶら家で開催されます。後援会理事者、オブザーバー
　（青少年委員会、第１、第２副会長、幹事、会計）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、えひめ学園との　
　　　　　　　　交流会のついて
環境保全委員会　古本リサイクルについて

２Ｒ親善スポーツ大会（レクバレー）開催される
スポーツ部会長　塩 見  秀 晴　　     開催日：平成２９年１１月２３日（木・祝）　場所：四国中央市川之江体育館　
　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

第 45 回

　今年も 2R 親善スポーツ大会が
１１月２３日（木・祝）、四国中央市
川之江体育館で開催されました。
　例年のごとく新居浜Ａ, 新居浜Ｂ
の２チーム１８名が参加しました。
　２Ｒで１６クラブ、２２チームの出

場です。今年もやはりというか今治東Ａが優勝をさ
らっていきました。
　新居浜Ｂはくじ運にも恵まれたか予選で２勝し決
勝リーグに進んだ。
　決勝リーグでは残念ながら一勝をあげることが出
来なかったが試合ごとに体が慣れてきて、とにかく
相手にボールを返すという作戦は見事に成功して
いた。
　一方新居浜Ａは予選１勝１敗で決勝リーグに進
むことができなかった。１年を通して月２回の練習し
てきたのにこの結果かと残念にも思うが来年に向か
って今後も練習を続けていきたい。

　又、抽選会ではなんとかメンバーの皆さん、奥
様に喜んでいただきたく、予算内で出来るだけ多く
の人に良い物が当たるように努力させていただきま
したが、当たらない人もいましたが、これもライオン
ズクラブの奉仕の精神でお許し下さい。

　又、抽選会のラッキーカードも皆様のご協力で
150 枚を完売することが出来ました。重ねて感謝い
たします。
　その他、家族会の内容につきましては、色々と
行き届かない点もあったかと思いますが、お許しい
ただいて第２回目の家族会の課題とさせていただき
ます。
　最後になりますが、計画財務委員会のメンバー
の皆さん、準備から当日の運営まで大変お疲れ様
でした。又、ご協力ありがとうございました。
　そして、会員の皆様には、奥様やご家族の皆さ
んの多数のご参加いただき、大変ありがとうござい

　懇親会では出場した各選手の今年の反省と来年
の抱負を語ってくれたのでその決意表明ということ
で記載いたします。
金田智行：初めて参加させて頂きました。先輩の
がんばりを感じました．来年も続けてやりたいです。
中田君江：最初はだるいとか言っていましたが試
合が始まるとスイッチが入りました。負けん気で来

年もＢでがんばります。
伊藤龍一：今年は練習にあまり参加出来ませんで
した。来年は会長なのでレクバレーに軸足をおいて
練習もがんばることにします。
古川貴章：今年は体育館シューズを買うところから
始まりました。怪我をして本番に出れなかったらい
けないと思い練習に参加しませんでした。すみませ
ん。来年はがんばります。
永易明洋：今年４名が初参加でした。新しい力を
感じました。今日１日とても楽しかったです。来年も
優勝めざしてがんばります。
藤縄洲二：９時５０分に電話で目覚め急いで会場に
行きました。来年は応援団長ということでお願いし
ます。
真鍋憲夫：体育館での練習人数が少ないと体育
館が取れなくなると言われ、練習に参加しています。
今年２勝出来てよかった。初めてのことだと思いま
す。今日サーブを教えてもらって自信つきました。
後藤達也：N さんは闘争本能丸出しですばらしか
った。来年に生かして下さい。お願いします。
佐伯澄男：今日一日親睦できて、しかも怪我無く帰
ってこれてよかったです。練習で足を痛め応援の
みでしたが皆さん本当にお疲れ様でした。決勝リ
ーグは負けてもその後、審判役が２試合残っていま
した。
高橋尚毅：優勝できるぐらいに思っていて興奮して

朝早く目覚めました。始まってすぐに攻撃で反則を
取られがっくりして悔しくてたまりません。来年はが
んばります。
鈴木雅志：練習に一回も行けずすみません。来年
は優勝してシャンパンシャワーしたいです。
村上博昭：当初、欠席の予定でしたが仕事のキャ
ンセルで参加することができました。２年ぶりの試合
でした。来年もＢでがんばります。
石川美佐子：いろんなプレーが見えて楽しくできま
した。皆が練習に少しでも多く参加してくれたら嬉
しいです。
塩見かおり：去年は応援で今年は GOTO のケー
キセットにつられて試合にも参加してしまいました。
来年はたまには練習にも参加してみようかな。
塩見秀晴：皆さんお疲れ様でした。皆仲良く、怪
我が無くプレーできたことがとても嬉しいです。冬の
間も練習しますので第二、第四金曜日練習に来て
下さい。お願いします。
　懇親会には出られませんでしたが大会に参加い
ただいた白石誠一さん、白石事務局員さん、広報
山下さん合わせて１８名の皆さんお疲れ様でした。

ました。
　第２回目の家族会も、楽しい会にしていきたいと
思いますので、よろしくお顔い致します。

■出席報告
　会員数５４名、出席者３８名、欠席者１６名、出席率７０.４％
■テール・ツイスタータイム　
　ドネーション　７５,０００円
■ライオンズ・ローア
　古川貴章ライ

オン　　　　　　　　　　　　　
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２Ｒ親善ゴルフ大会に参加して
計画財務委員会理事　神 野  雄 太　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

団体戦 準優勝

‥ 歴史の継承と未来への創造　We Serve ‥

１０月２８日２Ｒ親善ゴルフ大会が、
　新居浜カントリー倶楽部で開催さ
れました。台風２２号の影響で一
週間前の日よりもひどく降らなかった
が、朝から一日中ずっと雨悪条件
の中で総勢６５名、我がクラブから

11 名参加しました。
　雨具の用意は準備していたものの、着用すれば
体が廻りにくくなり、ショットがぶれ OB 出るはで大
変でした。
　私はゴルフの日は、晴れ男なのですが誰か強力
な雨男がいるのか、台風まで連れて来て最悪でし
た。そんな中、団体戦総合２位という素晴らしい成

績を収めました。又個人戦も８位：神野、１１位：
宇野博文ライ

オン、１６位：真木泰彦ライ
オン、２５位：大石隆

憲ライ
オン、５５位：金田智行ライ

オン、６０位：後藤達也ライ
オン、ＢＢ：

中田君江ライ
オンが商品いただき、１１月第一例会で表彰

されました。
　又当日我がクラブのミニコンペを開催し、私がハ
ンディと同伴メンバーに恵まれ優勝することができま
した。ありがとうございました。
　来年こそは団体戦優勝目指して頑張りましょう。

  平成２９年１０月２９日 ( 日 )、えひ
め国体に引き続き行われた、第１７
回全国障がい者スポーツ大会愛顔
つなぐえひめ大会の水泳競技に出
場した岡部歩乃佳さんの応援に松
山市はアクアパレットまつやまに行っ

てまいりました。
　当日は台風の影響もあり朝からあいにくの雨。
それでも当クラブから佐伯会長、後藤幹事、福山
会計、白石 1Z-ZC、永易明洋さん、伊藤久門さん、
岡村真里哉さん、私の総勢８名が垂幕持参で参
戦いたしました。 
　会場内は各県の応援団はもちろん、歩乃佳さん
のご家族、友人等地元愛媛県応援団の熱気でム
ンムンです。そんな地元の大声援をバックに、競技
に臨んだ歩乃佳さん。結果はなんと 
・１位　５０ｍ自由形３１秒５７（大会新） 
・１位　５０ｍ背泳ぎ３６秒５４（大会新） 

　出場した両種目とも大会新記録での優勝です。
お見事！何よりも大事な大会本番で自己ベストが出
せる、これが強い選手の証。 
　水泳のようなタイムで競うスポーツは自らの努力の
成果が如実に表れる競技です。彼女の毎日の頑
張りを思うと本当に胸が熱くなりました。 
　表彰台で見せた笑顔が２０２０年東京パラリンピッ
クでも見られるよう、これからも全力応援させて頂き
ます。頑張れ岡部歩乃佳さん！ 

岡部歩乃佳さんの応援に行ってきました！
青少年委員会　金 田  智 行　開催日：平成２９年１０月２９日（日）場所：アクアパレットまつやま　　　
　　　　　　　　　　　　　　　        　

第 17 回 全国障がい者スポーツ大会

　今年も 2R 親善スポーツ大会が
１１月２３日（木・祝）、四国中央市
川之江体育館で開催されました。
　例年のごとく新居浜Ａ, 新居浜Ｂ
の２チーム１８名が参加しました。
　２Ｒで１６クラブ、２２チームの出

場です。今年もやはりというか今治東Ａが優勝をさ
らっていきました。
　新居浜Ｂはくじ運にも恵まれたか予選で２勝し決
勝リーグに進んだ。
　決勝リーグでは残念ながら一勝をあげることが出
来なかったが試合ごとに体が慣れてきて、とにかく
相手にボールを返すという作戦は見事に成功して
いた。
　一方新居浜Ａは予選１勝１敗で決勝リーグに進
むことができなかった。１年を通して月２回の練習し
てきたのにこの結果かと残念にも思うが来年に向か
って今後も練習を続けていきたい。

　懇親会では出場した各選手の今年の反省と来年
の抱負を語ってくれたのでその決意表明ということ
で記載いたします。
金田智行：初めて参加させて頂きました。先輩の
がんばりを感じました．来年も続けてやりたいです。
中田君江：最初はだるいとか言っていましたが試
合が始まるとスイッチが入りました。負けん気で来

年もＢでがんばります。
伊藤龍一：今年は練習にあまり参加出来ませんで
した。来年は会長なのでレクバレーに軸足をおいて
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永易明洋：今年４名が初参加でした。新しい力を
感じました。今日１日とても楽しかったです。来年も
優勝めざしてがんばります。
藤縄洲二：９時５０分に電話で目覚め急いで会場に
行きました。来年は応援団長ということでお願いし
ます。
真鍋憲夫：体育館での練習人数が少ないと体育
館が取れなくなると言われ、練習に参加しています。
今年２勝出来てよかった。初めてのことだと思いま
す。今日サーブを教えてもらって自信つきました。
後藤達也：N さんは闘争本能丸出しですばらしか
った。来年に生かして下さい。お願いします。
佐伯澄男：今日一日親睦できて、しかも怪我無く帰
ってこれてよかったです。練習で足を痛め応援の
みでしたが皆さん本当にお疲れ様でした。決勝リ
ーグは負けてもその後、審判役が２試合残っていま
した。
高橋尚毅：優勝できるぐらいに思っていて興奮して

朝早く目覚めました。始まってすぐに攻撃で反則を
取られがっくりして悔しくてたまりません。来年はが
んばります。
鈴木雅志：練習に一回も行けずすみません。来年
は優勝してシャンパンシャワーしたいです。
村上博昭：当初、欠席の予定でしたが仕事のキャ
ンセルで参加することができました。２年ぶりの試合
でした。来年もＢでがんばります。
石川美佐子：いろんなプレーが見えて楽しくできま
した。皆が練習に少しでも多く参加してくれたら嬉
しいです。
塩見かおり：去年は応援で今年は GOTO のケー
キセットにつられて試合にも参加してしまいました。
来年はたまには練習にも参加してみようかな。
塩見秀晴：皆さんお疲れ様でした。皆仲良く、怪
我が無くプレーできたことがとても嬉しいです。冬の
間も練習しますので第二、第四金曜日練習に来て
下さい。お願いします。
　懇親会には出られませんでしたが大会に参加い
ただいた白石誠一さん、白石事務局員さん、広報
山下さん合わせて１８名の皆さんお疲れ様でした。

新 会 員 紹 介
勤　務　先　㈿新居浜給食センター
勤務先住所　新居浜市政枝町 3-2-11　　
勤務先TEL　(0897)43-3434
勤務先FAX　(0897)33-2161
役　　　職　専務理事
趣　　  味　スポーツ観戦
結婚記念日　昭和５３年５月１４日

氏　　名　徳 村 　明
生年月日　昭和２６年１月　４日
スポンサー　岡田賢治ライ

オン

所　　属　PR 広報委員会
住　　所　新居浜市庄内町 5-3-26
Ｔ Ｅ  Ｌ　(0897)34-6858

とくむら　  あきら

　この度、スポンサー岡田賢治さんによりライオンズク
ラブに新入会させていただきました徳村明です。
　私は、奈良出身で会社の勤務の都合上大阪、東
京、千葉との転勤族でようやく昨年新居浜に戻って
まいりました。各勤務地では、新居浜の良さ（太鼓台、
東平、鉱山の歴史、ミュージアム、海と山等）をＰＲ

してまいりました。常にお酒が入ると奈良の歴史と新
居浜について語るため変わった人との印象強いで
す。職業上、ゴミ、埃等敏感になりました。また、地域・
社会貢献に携われる事を誇りに思い諸先輩方のアド
バイスも頂きながら研鑽を積む努力したいと考えてい
ます。今後ともよろしくお願いいたします。
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結婚記念日　昭和５３年５月１４日

氏　　名　徳 村 　明
生年月日　昭和２６年１月　４日
スポンサー　岡田賢治ライ

オン

所　　属　PR 広報委員会
住　　所　新居浜市庄内町 5-3-26
Ｔ Ｅ  Ｌ　(0897)34-6858

とくむら　  あきら

　この度、スポンサー岡田賢治さんによりライオンズク
ラブに新入会させていただきました徳村明です。
　私は、奈良出身で会社の勤務の都合上大阪、東
京、千葉との転勤族でようやく昨年新居浜に戻って
まいりました。各勤務地では、新居浜の良さ（太鼓台、
東平、鉱山の歴史、ミュージアム、海と山等）をＰＲ

してまいりました。常にお酒が入ると奈良の歴史と新
居浜について語るため変わった人との印象強いで
す。職業上、ゴミ、埃等敏感になりました。また、地域・
社会貢献に携われる事を誇りに思い諸先輩方のアド
バイスも頂きながら研鑽を積む努力したいと考えてい
ます。今後ともよろしくお願いいたします。
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例  会  報  告

第 1371 回　11 月第一例会
11月  8 日（日）12 :15～ ユアーズ

第 1372 回　11 月第二例会
（夜間例会）

11月 22日（水）18 : 00～ ユアーズ

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

　１０月２５日（水）に今年度一回目の家族会をユ
アーズにて開催いたしました。
　今回の家族会は、日頃ライオンズクラブの活動に
ご理解・ご協力頂いている奥様を初め、ご家族の
皆様に多数ご参加いただき、楽しんでいただいて、
少しでもライオンズクラブの活動を新ためてご理解し
ていただけたらと言うことで、本年度は会の冒頭に
三役の皆さんをご家族の方にご紹介させていただき
ました。
　そして、開会のあいさつ及び乾杯のあとに余興と
して、「ボーカルとピアノセッション」のすばらしい演
奏と歌を聞きながら、宴会が進んでいきました。

■会長挨拶　佐伯澄男会長
■新会員入会式　
　㈿新居浜給食センター　専務理事　徳村 明さん
■審議事項
１）次期キャビネット地区常設委員長の推薦について　
　２Ｒ１Ｚで２名推薦して下さい。
２）新居浜市立北中学校創立 70 周年記念式典お祝い金
　１０,０００円、会費５,０００円の支出について
３）第２回諮問委員会登録料について　
　２５,０００円　５,０００円×５名
４）２Ｒ新会員オリエンテーション登録料について１,０００円／人
５）２Ｒリーダーシップ研修会登録料について　 １,０００円／人
６）家族会決算報告について
７）１１月第２例夜間例会予算案について
８）平和ポスター決算報告について
９）えひめ学園との交流会予算案について
１０）英語スピーチコンテスト予算案について
１１）愛リバー・愛ロード予算案について
１２）会長アクティビティ第１回目決算報告
　　第２回目予算案について
■幹事報告
１）優待会員について　武市欣也ライ

オン

２）会員の交代について　斉藤陽二朗さんから徳村 明さんに
　交代しました。
３）退会について　青野淳助さんが一身上に都合のため退会。
４）２Ｒ親善ゴルフ大会が１０月２８日（土）新居浜カントリー倶
　楽部で行われ団体２位、参加者１０名でした。
５）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行われました。
　岡部歩乃佳選手の結果５０ｍ自由形１位 31.57 秒（大会新）
　５０ｍ背泳ぎ　１位 36.54 秒（大会新）でした。
６）新居浜市制施行８０周年記念式典が１１月３日（金）10:00 
　より新居浜市民文化センターデ行われ佐伯澄男会長が出席
　しました。
７）第２回キャビネット会議が１１月５日（日）13:00 よりホテルサ
　ンシャイン徳島で開催され白石誠一１ＺＣが出席しました。
８）新居浜市立北中学校創立７０周年記念式典が１１月１０日
　（金）13:00 から北中学校で催されます。佐伯澄男会長、　
　後藤達也幹事、真木会員理事が出席します。
９）冬期ＹＣＥ派遣生オリエンテーションが１１月１２日（日）13:30
　より吉野川ハイウェイオアシスで開催されます。青野泰介さん、
　伊藤嘉秀さんが出席します。
１０）第２回リジョン会議が１１月１８日（土）13:30 よりKS 会館
　四国中央市で開催されます。白石誠一１ＺＣ、伊藤嘉秀１Ｚ
　ＣＡが出席します。
１１）第２回愛リバー・愛ロード清掃奉仕が１１月１９日（日）7:00
　より商工会館周辺で行われます。
１２）２０１７～２０１８年度夏期ＹＣＥ交換について
　（派遣予定国）ヨーロッパ２８か国、コロラド、台湾　　　
　(11/15 締切 )

　（受入予定国）未定（情報が入り次第案内致します。）
　詳細につきましては事務局までお問合せ下さい。
■委員会報告
青少年委員会　　英語スピーチコンテスト、えひめ学園との　
　　　　　　　　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、第２回愛リバー・
　　　　　　　　愛ロードにつて
計画財務委員会　１１月第２例会夜間例会について
■出席報告
　会員数５４名、出席４１名、欠席１３名、出席率、７５.９３％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　６９,０００円　　　　　　

■ライオンズの誓い唱和　石川 稔ライ
オン

■会長挨拶　佐伯澄男会長
■審議事項　なし
■幹事報告
１）新居浜市立北中学校創立７０周年記念式典が１１月１０日
　（金）13:00 より北中学校で催されました。佐伯澄男会長、
　後藤達也幹事、真木会員理事が出席しました。
２）冬期ＹＣＥ派遣生オリエンテーションが１１月１２日（日）
　13:30 より吉野川ハイウェイオアシスで開催されました。青野
　泰介ライ

オン、伊藤嘉秀ライ
オンが出席されました。

３）第２回リジョン会議が１１月１８日（土）13:30 より KS 会館
　四国中央市で開催され白石誠一１ＺＣ、伊藤嘉秀ＺＣＡが出
　席しました。
４）第２回愛リバー・愛ロード清掃奉仕が１１月１９日（日）7:00
　より商工会館周辺で行われました。佐伯会長、伊藤龍ライオン、　
　古川ライ

オン、後藤ライ
オン、福山ライ

オン、青野ライ
オン、永易ライ

オン、岡田浩ライオン、有
　富ライ

オン、伊藤久ライオン、山下ライ
オン、徳村ライ

オン、田村ライ
オン、大竹ライ

オン、上野
　ライ
オン、加藤ライ

オン、高橋在ライオン、金田ライ
オン、石川敏ライオン、天野ライ

オン、村上
　順ライオン、塩見ライ

オンが参加しました。
５）２Ｒ親善スポーツ大会が１１月２３日（木･祝）8:55 より四国
　中央市川之江体育館で行われ２チーム出場しました。
６）第２回地区ガバナー諮問委員会、ゾーンレベル会員委員
　会が１１月２５日（土）17:00 よりユアーズで開催されました。
　佐伯澄男会長、古川第二副会長、後藤達也幹事、福山
　宏会計、真木泰彦会員理事が出席しました。
７）えひめ学園との交流会（ソフトボール大会、バーベキュー）
　が１１月２６日（日）9:00よりえひめ学園で行われます。
８）第２８回中学生英語スピーチコンテストが１１月２８日（火）
　13:30より文化センターで開催、１２校参加予定です。
９）２Ｒリーダーシップ ( 指導力育成 ) 研修会が１２月３日（日）
　13:20 ～ 四国中央市市民会館で開催されます。能瀬伸一
　副幹事が出席します。
10）第１回新会員オリエンテーションが１２月３日（日）13:20
　より 四国中央市市民会館で開催されます。金田智行ライ

オン、　
　高橋尚毅ライ

オン、中田君江ライ
オン、（引率者）真木泰彦会員理事

　が出席します。
11）岡部歩乃佳後援会第３回理事会が１２月４日（月）18:30
　よりあぶら家で開催されます。後援会理事者、オブザーバー
　（青少年委員会、第１、第２副会長、幹事、会計）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、えひめ学園との　
　　　　　　　　交流会のついて
環境保全委員会　古本リサイクルについて

２Ｒ親善スポーツ大会（レクバレー）開催される
スポーツ部会長　塩 見  秀 晴　　     開催日：平成２９年１１月２３日（木・祝）　場所：四国中央市川之江体育館　
　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

第 45 回

　今年も 2R 親善スポーツ大会が
１１月２３日（木・祝）、四国中央市
川之江体育館で開催されました。
　例年のごとく新居浜Ａ, 新居浜Ｂ
の２チーム１８名が参加しました。
　２Ｒで１６クラブ、２２チームの出

場です。今年もやはりというか今治東Ａが優勝をさ
らっていきました。
　新居浜Ｂはくじ運にも恵まれたか予選で２勝し決
勝リーグに進んだ。
　決勝リーグでは残念ながら一勝をあげることが出
来なかったが試合ごとに体が慣れてきて、とにかく
相手にボールを返すという作戦は見事に成功して
いた。
　一方新居浜Ａは予選１勝１敗で決勝リーグに進
むことができなかった。１年を通して月２回の練習し
てきたのにこの結果かと残念にも思うが来年に向か
って今後も練習を続けていきたい。

　又、抽選会ではなんとかメンバーの皆さん、奥
様に喜んでいただきたく、予算内で出来るだけ多く
の人に良い物が当たるように努力させていただきま
したが、当たらない人もいましたが、これもライオン
ズクラブの奉仕の精神でお許し下さい。

　又、抽選会のラッキーカードも皆様のご協力で
150 枚を完売することが出来ました。重ねて感謝い
たします。
　その他、家族会の内容につきましては、色々と
行き届かない点もあったかと思いますが、お許しい
ただいて第２回目の家族会の課題とさせていただき
ます。
　最後になりますが、計画財務委員会のメンバー
の皆さん、準備から当日の運営まで大変お疲れ様
でした。又、ご協力ありがとうございました。
　そして、会員の皆様には、奥様やご家族の皆さ
んの多数のご参加いただき、大変ありがとうござい

　懇親会では出場した各選手の今年の反省と来年
の抱負を語ってくれたのでその決意表明ということ
で記載いたします。
金田智行：初めて参加させて頂きました。先輩の
がんばりを感じました．来年も続けてやりたいです。
中田君江：最初はだるいとか言っていましたが試
合が始まるとスイッチが入りました。負けん気で来

年もＢでがんばります。
伊藤龍一：今年は練習にあまり参加出来ませんで
した。来年は会長なのでレクバレーに軸足をおいて
練習もがんばることにします。
古川貴章：今年は体育館シューズを買うところから
始まりました。怪我をして本番に出れなかったらい
けないと思い練習に参加しませんでした。すみませ
ん。来年はがんばります。
永易明洋：今年４名が初参加でした。新しい力を
感じました。今日１日とても楽しかったです。来年も
優勝めざしてがんばります。
藤縄洲二：９時５０分に電話で目覚め急いで会場に
行きました。来年は応援団長ということでお願いし
ます。
真鍋憲夫：体育館での練習人数が少ないと体育
館が取れなくなると言われ、練習に参加しています。
今年２勝出来てよかった。初めてのことだと思いま
す。今日サーブを教えてもらって自信つきました。
後藤達也：N さんは闘争本能丸出しですばらしか
った。来年に生かして下さい。お願いします。
佐伯澄男：今日一日親睦できて、しかも怪我無く帰
ってこれてよかったです。練習で足を痛め応援の
みでしたが皆さん本当にお疲れ様でした。決勝リ
ーグは負けてもその後、審判役が２試合残っていま
した。
高橋尚毅：優勝できるぐらいに思っていて興奮して

朝早く目覚めました。始まってすぐに攻撃で反則を
取られがっくりして悔しくてたまりません。来年はが
んばります。
鈴木雅志：練習に一回も行けずすみません。来年
は優勝してシャンパンシャワーしたいです。
村上博昭：当初、欠席の予定でしたが仕事のキャ
ンセルで参加することができました。２年ぶりの試合
でした。来年もＢでがんばります。
石川美佐子：いろんなプレーが見えて楽しくできま
した。皆が練習に少しでも多く参加してくれたら嬉
しいです。
塩見かおり：去年は応援で今年は GOTO のケー
キセットにつられて試合にも参加してしまいました。
来年はたまには練習にも参加してみようかな。
塩見秀晴：皆さんお疲れ様でした。皆仲良く、怪
我が無くプレーできたことがとても嬉しいです。冬の
間も練習しますので第二、第四金曜日練習に来て
下さい。お願いします。
　懇親会には出られませんでしたが大会に参加い
ただいた白石誠一さん、白石事務局員さん、広報
山下さん合わせて１８名の皆さんお疲れ様でした。

ました。
　第２回目の家族会も、楽しい会にしていきたいと
思いますので、よろしくお顔い致します。

■出席報告
　会員数５４名、出席者３８名、欠席者１６名、出席率７０.４％
■テール・ツイスタータイム　
　ドネーション　７５,０００円
■ライオンズ・ローア
　古川貴章ライ

オン　　　　　　　　　　　　　
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理事・委員長会
11月  6 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 (11月分 )

５４
３４
２７
３７
１５２

182
 84
94
88
448

463,171
80,000
83,700
226,630
853,501

74.1
86.3
75.9
71.7
77.0

89.9
92.4
87.1
90.6
90.0

名 ％ ％ Ｈ 円

11月 12 日(日)　　新居浜CC

３７
４１ ４３

３４
４９
５３

５１
５９

８４
 ７１
 １００
１１２

  ６.７
１９.８

   ３０.０
３０.０

６４.２
６４.３
７０.０

岡村真里哉 ８２.０

村 上 博 昭

宇 野 博 文

金 田 智 行

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

行  事  予  定

家族会を開催して
計画財務委員長　 新 田  久 司　　　　開催日：平成 29 年 10 月 25 日（水） 　開催地：ユアーズ　　　　
　　　　　　　　　　　　　        　

2017 年１0 月

　１０月２５日（水）に今年度一回
目の家族会をユアーズにて開催い
たしました。
　今回の家族会は、日頃ライオン
ズクラブの活動にご理解・ご協力
頂いている奥様を初め、ご家族の
皆様に多数ご参加いただき、楽しん

でいただいて、少しでもライオンズクラブの活動を改
ためてご理解していただけたらと言うことで、本年
度は会の冒頭に三役の皆さんをご家族の方にご紹
介させていただきました。
　そして、開会のあいさつ及び乾杯のあとに余興と

愛リバー・愛ロード清掃奉仕を行って
環境保全委員長　天 野 　淳　日時：平成 29 年 11 月 19 日（日）7:00 ～　場所：商工会館～ユアーズ　　
　　　　　　　　　　　　　　　　        　

第 2 回

　去る１１月１９日日曜日に本年度
第２回目愛リバー・愛ロード清掃
活動を実施しました。
　当日、すでに予定が入っていて
参加できない方々が、前日までに
商工会議所入り口前の排水路を清

掃してくれていました。
　前回、パンドラの箱状態だったのでちょっと気に
なっていましたので、スコップは持って行っていまし
たが必要ありませんでした。
　泥の量は前回と同様、袋いっぱいの２袋。あり
がとうございました。
　新たな発見としては、排水路から道路側溝まで
の排水管が泥で詰まっています。これは高圧洗浄
等が必要になるので、今回はここまでとしています。
　当日は、7 : 0 0 定刻開催となりました。お祭りや
国体があって正面道路の歩道の雑草等も少なかっ
たこともあり、商工会議所を出発して、ユアーズま

での道路両側のゴミ回収をメインとしました。
　また、商工会議所西側の堤防沿線の清掃を同
時に実施しました。
　やはり整備された後ということもあり、ゴミの量は
前回より少なかったです。ですが、早朝より皆さん
と奉仕活動をするのは清々しく気分の良いもので
す。参加人数は２２名の参加者で活動をいたしまし
た。今後は、実施時期も考慮することも大切だと
思います。
　次回は 2 ～３月を予定しています。
時期が決まりましたらご案内いたしますので、ご参
加をお願いいたします。

月 19 日（日） 0～　場所：商工会館～ユアーズ　　

での道路両側のゴミ回収をメインとしました。

・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会　    １２月１１日（月）18:30 ～　商工会館 3F
１２月第 1例会　　 １２月１３日（水）12:15 ～　ユアーズ
１２月第２例会　　 １２月２７日（水）12:15 ～　ユアーズ
・委員会
出席大会委員会　　１２月　１日（金）18:30 ～　事務局
環境保全委員会　　１２月　５日（火）18:30 ～　事務局
会員会則委員会　　１２月　６日（水）18:30 ～　事務局
計画財務委員会　　１２月　７日（木）18:30 ～　事務局
青少年委員会　　　１２月　８日（金）18:30 ～　事務局
保健福祉委員会　　１２月１４日（木）18:30 ～　事務局　
PR広報委員会　　 １２月２８日（木）18:30 ～　事務局
・クラブ・その他行事予定
１２月　４日（月）　18:30 ～　あぶら家
　岡部歩乃佳後援会 第３回理事会
１２月２０日（水）  
　SANTA ANA LIONSCLUBと打合せ会
１２月２０日（水）10:30 ～　新居浜簡易裁判所前
　平成２９年度 年末交通安全運動「人の輪作戦」
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　１２月１０日（日）   7 :58 ～     新居浜ＣＣ
囲碁部会　　　　未定
つれづれの会　　１２月２７日（水）18:30 ～  　常富寿司　
くらげの会　　　奇数月の予定   
スポーツ部会　　１２月８･２２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
　

ゾーン・地区・国際協会の動き
１２月　３日（日）13:20 ～　四国中央市市民会館
　２Ｒリーダーシップ（指導力育成）研修会
　第 1回新会員オリエンテーション
１２月１７日（日）～１月７日（日）
　冬季YCE生 青野桜子さん イタリア派遣
１２月２０日（水）～１月７日（日）
　冬季YCE生 伊藤ひづるさん ニュージーランド派遣
平成３０年４月７日（土）～８日（日）　徳島
　第６４回 336-A 地区年次大会
　●７日（土）記念ゴルフ  ●８日（日）年次大会 アスティ徳島　

BIRTHDAY&MARRIAGE

12月 誕生日おめでとうございます
藤縄洲二、武市欣也、天野　淳、岡田浩二

1２月 結婚記念日おめでとうございます
武市欣也、加藤久博、白石誠一、高橋在錫

●会長挨拶　佐伯澄男会長
●審議事項
１）優待会員について　武市欣也ライ

オン

２）会員の交代について　斉藤陽二朗さんから徳村 明さんに
　後交代しました。
３）退会について　青野淳助さんが一身上に都合のため退会。
４）次期キャビネット地区常設委員長の推薦について　
　２Ｒ１Ｚで２名推薦して下さい。
５）新居浜市立北中学校創立 70 周年記念式典
　お祝い金１０,０００円、会費５,０００円の支出について
６）第２回諮問委員会登録料について　
　２５,０００円　５,０００円×５名
７）２Ｒ新会員オリエンテーション登録料について１,０００円／人
８）２Ｒリーダーシップ研修会登録料について　 １,０００円／人
９）家族会決算報告について
10）１１月第２例夜間例会予算案について
11）平和ポスター決算報告について
12）えひめ学園との交流会予算案について
13）英語スピーチコンテスト予算案について
14）愛リバー・愛ロード予算案について
15）会長アクティビティ第１回目決算報告、第２回目予算案につ
　いて
●幹事報告
１）２Ｒ親善ゴルフ大会が１０月２８日（土）新居浜カントリー倶
　楽部で行われ団体２位、参加者１０名でした。
２）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行われました。岡部歩乃
　佳選手の結果　５０ｍ自由形　１位 31.57 秒（大会新）
　５０ｍ背泳ぎ　１位 36.54 秒（大会新）でした。
３）新居浜市制施行８０周年記念式典が１１月３日（金）10:00
　より新居浜市民文化センターデ行われ佐伯澄男会長が出席
　しました。
４）第２回キャビネット会議が１１月５日（日）13:00よりホテルサン 
　シャイン徳島で開催され白石誠一１ＺＣが出席しました。
５）新居浜市立北中学校創立７０周年記念式典が１１月１０日　
　（金）13:00 から北中学校で催されます。佐伯澄男会長、後
　藤達也幹事、真木会員理事が出席します。
６）冬期ＹＣＥ派遣生オリエンテーションが１１月１２日（日）13:30
　より吉野川ハイウェイオアシスで開催されます。青野泰介さん、
　伊藤嘉秀さんが出席します。
７）第２回リジョン会議が１１月１８日（土）13:30よりKS 会館四
　国中央市で開催されます。白石誠一１ＺＣ、伊藤嘉秀１ＺＣＡ
　が出席します。
８）第２回愛リバー・愛ロード清掃奉仕が１１月１９日（日）7:00
　より商工会館周辺で行われます。
９）２０１７～２０１８年度夏期ＹＣＥ交換について
　（派遣予定国）ヨーロッパ２８か国、コロラド、台湾　(11/15
　締切 )
　（受入予定国）未定（情報が入り次第案内致します。）
　詳細につきましては事務局までお問合せ下さい。
●委員会報告
青少年委員会　　英語スピーチコンテスト、えひめ学園との交
　　　　　　　　流会について
環境保全委員会　古本リサイクルについて、第２回愛リバー・
　　　　　　　　愛ロードにつて
計画財務委員会　１１月第２例会夜間例会について　　　　
　　　　

■ライオンズの誓い唱和　石川 稔ライ
オン

■会長挨拶　佐伯澄男会長
■審議事項　なし
■幹事報告
１）新居浜市立北中学校創立７０周年記念式典が１１月１０日
　（金）13:00 より北中学校で催されました。佐伯澄男会長、
　後藤達也幹事、真木会員理事が出席しました。
２）冬期ＹＣＥ派遣生オリエンテーションが１１月１２日（日）
　13:30 より吉野川ハイウェイオアシスで開催されました。青野
　泰介ライ

オン、伊藤嘉秀ライ
オンが出席されました。

３）第２回リジョン会議が１１月１８日（土）13:30 より KS 会館
　四国中央市で開催され白石誠一１ＺＣ、伊藤嘉秀ＺＣＡが出
　席しました。
４）第２回愛リバー・愛ロード清掃奉仕が１１月１９日（日）7:00
　より商工会館周辺で行われました。佐伯会長、伊藤龍ライオン、　
　古川ライ

オン、後藤ライ
オン、福山ライ

オン、青野ライ
オン、永易ライ

オン、岡田浩ライオン、有
　富ライ

オン、伊藤久ライオン、山下ライ
オン、徳村ライ

オン、田村ライ
オン、大竹ライ

オン、上野
　ライ
オン、加藤ライ

オン、高橋在ライオン、金田ライ
オン、石川敏ライオン、天野ライ

オン、村上
　順ライオン、塩見ライ

オンが参加しました。
５）２Ｒ親善スポーツ大会が１１月２３日（木･祝）8:55 より四国
　中央市川之江体育館で行われ２チーム出場しました。
６）第２回地区ガバナー諮問委員会、ゾーンレベル会員委員
　会が１１月２５日（土）17:00 よりユアーズで開催されました。
　佐伯澄男会長、古川第二副会長、後藤達也幹事、福山
　宏会計、真木泰彦会員理事が出席しました。
７）えひめ学園との交流会（ソフトボール大会、バーベキュー）
　が１１月２６日（日）9:00よりえひめ学園で行われます。
８）第２８回中学生英語スピーチコンテストが１１月２８日（火）
　13:30より文化センターで開催、１２校参加予定です。
９）２Ｒリーダーシップ ( 指導力育成 ) 研修会が１２月３日（日）
　13:20 ～ 四国中央市市民会館で開催されます。能瀬伸一
　副幹事が出席します。
10）第１回新会員オリエンテーションが１２月３日（日）13:20
　より 四国中央市市民会館で開催されます。金田智行ライ

オン、　
　高橋尚毅ライ

オン、中田君江ライ
オン、（引率者）真木泰彦会員理事

　が出席します。
11）岡部歩乃佳後援会第３回理事会が１２月４日（月）18:30
　よりあぶら家で開催されます。後援会理事者、オブザーバー
　（青少年委員会、第１、第２副会長、幹事、会計）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、えひめ学園との　
　　　　　　　　交流会のついて
環境保全委員会　古本リサイクルについて

して、「ボーカルとピアノセッション」のすばらしい演
奏と歌を聞きながら、宴会が進んでいきました。
　又、抽選会ではなんとかメンバーの皆さん、奥
様に喜んでいただきたく、予算内で出来るだけ多く
の人に良い物が当たるように努力させていただきま

したが、当たらない人もいましたが、これもライオン
ズクラブの奉仕の精神でお許し下さい。
　又、抽選会のラッキーカードも皆様のご協力で
150 枚を完売することが出来ました。重ねて感謝い
たします。
　その他、家族会の内容につきましては、色々と
行き届かない点もあったかと思いますが、お許しい
ただいて第２回目の家族会の課題とさせていただき
ます。
　最後になりますが、計画財務委員会のメンバー
の皆さん、準備から当日の運営まで大変お疲れ様
でした。又、ご協力ありがとうございました。

　そして、会員の皆様には、奥様やご家族の皆さ
んの多数のご参加いただき、大変ありがとうござい
ました。
　第２回目の家族会も、楽しい会にしていきたいと
思いますので、よろしくお顔い致します。

■出席報告
　会員数５４名、出席者３８名、欠席者１６名、出席率７０.４％
■テール・ツイスタータイム　
　ドネーション　７５,０００円
■ライオンズ・ローア
　古川貴章ライ

オン　　　　　　　　　　　　　

タバコの吸い殻が多いですね！



■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

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

●● 11月第一例会 ●●
佐伯　澄男　11 月はアクティビティが多くあります。委員会の枠を越
　　　　　　えて、多くのメンバーの方々の出席をお願い致します。
岡田　賢治　新会員、徳村さんの入会を歓迎します。
後藤　達也　徳村さんのご入会を祝して。
岡村真里哉　２度続けた欠席となりすみません。先日の岡部歩乃
　　　　　　佳ちゃんの試合もとても素晴らしい結果となり、応援し
　　　　　　ていても誇らしかったです。２個の自己ベスト大会新
　　　　　　記録良かったと思いました。
加藤　久博　新会員を歓迎して。
神野　雄太　２Ｒ親善ゴルフ８位に入賞しました。また同時開催し
　　　　　　たミニコンペ優勝しました。同伴競技者のおかげで
　　　　　　す。永易さん、宇野さん、大石さん、有難うござい
　　　　　　ました。
真鍋　憲夫　新会員の入会を祝して！立冬も過ぎ朝晩めっきり寒くな
　　　　　　りました。ご自愛下さい。
松浦　一雄　アワードを受けられる皆様、おめでとうございます。
　　　　　　そして、ご苦労様でした。徳村さんの入会を歓迎し
　　　　　　ます。
大竹　崇夫　徳村 明さんの入会を歓迎致します。
有富　正治　新会員、徳村さんのご入会を歓迎致します。岡部歩
　　　　　　乃佳さんの２種目優勝を祝って！
永易　明洋　岡部歩乃佳さんの国体の応援に行って来ました。
　　　　　　素晴らしい成績を上げられました。今後の活躍を期
　　　　　　待します。
能瀬　伸一　徳村さんの入会を祝して！
伊藤　嘉秀　私は伺い出来なかったのですが、愛媛大会、岡部
　　　　　　歩乃佳さんの応援、皆さん有難うございました。
　　　　　　大会新記録を出したそうでこれからも頑張って欲しい
　　　　　　です。
鈴木　雅志　新会員、徳村さん入会おめでとうございます。ウィ・
　　　　　　サーブで共に頑張りましょう。
近藤　盛文　新会員さん大歓迎。祝！
伊藤　龍一　徳村明さんのご入会を心より歓迎致します。
伊藤　久門　徳村様の入会を大歓迎致します。宜しくお願い致し
　　　　　　ます。
石川　敏則　徳村明さん入会おめでとう。斉藤さんに負けずに頑
　　　　　　張って下さい。
杉田　友裕　新会員、徳村明さんの入会を心からお祝い申し上げ
　　　　　　ます。
村上　博昭　新会員の入会を歓迎致します。
古川　貴章　徳村さん入会おめでとうございます。
大上　幸雄　11/26（日）えひめ学園との交流会。
　　　　　　11/28（火）英語スピーチコンテスト。皆様ご参加、
　　　　　　宜しくお願い致します。
新田　久司　先日の家族会には多数のメンバー、ご家族にご出席
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　　　　　　いただきまして、大変有難うございました。また計画
　　　　　　財務委員会の皆様お疲れ様でした。
塩見　秀晴　11/23（日）レクバレーの大会がありますが 11/10（金）
　　　　　　が最後の練習になります。宜しくお願いします。怪我
　　　　　　のないようにおねがいします。
石川　　稔　１0月は国体、祭り、選挙と何かと慌ただしい月でした。
　　　　　　11月は少しゆったりと過ごしたいですね。
宇野　博文　草取りに良い季節になりました。少しだけ隣のエリア
　　　　　　まで広げています。　
譽田　幸弘　家族会ではとても楽しい時間を過ごすことができ、娘
　　　　　　も大喜びでした。有難うございました。
高橋　尚毅　岡部歩乃佳さんの大会新記録おめでとうございます！！
・・・徳村明さんの入会を歓迎致します・・・
青野泰介／上野　剛／金田智行／岡田浩二／高橋在錫
・・・岡部歩乃佳さんの二つの大会新記録での
　　　　　　　　　　　　優勝おめでとうございます・・・
大石隆憲／近藤充徳／山下邦俊

●● 11月第二例会 ●●
檜垣　孝志　新居浜ライオンズクラブの皆様、先日は感動と感謝の
　　　　　　時間を有難うございました。沢山、々、素敵な温か
　　　　　　い心を頂きました。私はライオンズの仲間の皆様が誇
　　　　　　りであり宝です。皆様のご隆盛とご多幸をご祈念申し
　　　　　　上げます。いろいろな事、本当に有難うございました。
佐伯　澄男　会員皆様の年末商戦へのご協力をお願いします。
後藤　達也　本日の懇親会、計画財務委員会の方々お疲れ様で
　　　　　　す。明日は親善バレー大会、皆さん頑張りましょう
松浦　一雄　寒くなってきました。風邪を引かぬよう体調管理に努
　　　　　　め、元気に１２月を迎えましょう。
加藤　久博　えひめ学園殿交流会、宜しくお願い致します。
有富　正治　新居浜商業高校、女子バスケットボール部への、ご
　　　　　　声援並びにご支援を賜り有難うございました。
永易　明洋　夜間例会の計画設営、計画財務委員会の皆様ご苦
　　　　　　労様です。スポーツ大会の健闘を祈ります。怪我を
　　　　　　しないように！
真鍋　憲夫　急に寒くなり体調管理に気をつけましょう。新商バス
　　　　　　ケット女子の全国大会でのご活躍を祈っています。
　　　　　　2R親善スポーツ大会頑張りましょう。
古川　貴章　寒くなりました。体調に気をつけましょう。
石川　敏則　寒さ厳しいおり「風邪」などひかないように。
村上　博昭　今月の倶楽部月例ゴルフに於いて、人生２度目の　
　　　　　　７１が出ました。にもかかわらず優勝出来ず残念！
伊藤　龍一　本日の第 2 夜間例会の設営、年末商戦の準備にあ
　　　　　　たり、計画財務委員会の皆様お疲れ様でした。
塩見　秀晴　11/23レクバレー大会宜しくお願い致します。
神野　雄太　年末商戦皆様のご協力宜しくお願いします。
石川　　稔　今日は１１月２２日。世の中では「いい夫婦の日」だ

そうです。皆さん、いい夫婦していますか？我が家
　　　　　　は・・・です。
鈴木　雅志　今年も１１月後半、１２月と一年で一番忙しい時期を
　　　　　　迎えます。余裕を持って元気に乗り越えましょう。
・・・寒くなってきました体調管理に充分気をつけましょう・・・
近藤充徳／真木泰彦／大上幸雄／新田久司／伊藤嘉秀／大竹
崇夫／金田智行／徳村　明／岡田浩二／上野　剛

ライオンズの名前
　１９１７年６月７日、メルビン・ジョーンズ
の招集で、代議員たちがシカゴに集まりま
した。その目的はただ一つ、新たに結成
された協会の名前を決めることでした。
　メルビン・ジョーンズは、協会をライオンズ
と名付ける案について検討しました。ライオンは
強さ、勇気、忠誠、生命活動の象徴であると、
メルビン・ジョーンズは確信していました。
　投票によって他のいくつかの候補を制し、ライ
オンズの名前が選ばれました。

ライオンズの紋章
　１９１９年の大会で、シンボルを変更しようとい
う動きがありましたが、コロラド州デンバーから参
加していた若い弁護士が立ち上がって意見を述
べました。
　弁護士はホールステッド・リターという名でし
た。「ライオンズという名前は友愛、連帯感、気
骨と意思の強さを表しているだけでなく、L、I、
O、N、S という組み合わせは、本当の意味で
の市民意識の到来をこの国に告げています。　
　LIBERTY, INTELLIGENCE, OUR NA-
TION'S SAFETY（自由を守り、知性を重んじ、
われわれの国の安全をはかる）」
　１９３１年１月発行のライオン誌で、協会名の

この新しい解釈がとり上げられました。ライ
オンズクラブの名前は行き当たりばったりに
選ばれたわけではなく、造語でもありませ
んでした。有史以前からライオンはあらゆ
る善きことの象徴であり、ライオンズの名
前は象徴として選ばれたのです。

　４つの優れた資質 - 勇気、強さ、活動、忠
誠 - がライオンズという名の選択に大きく関わっ
ています。これらの資質の最後に挙げた忠誠は、
すべてのライオンズ会員にとって独特な深い意
味を持っています。
　ライオンというシンボルは、古代から現代にい
たるあらゆる国で何世代にもわたって忠誠の象
徴とされてきました。それは友人に対し誠実であ
ること、理念に対し誠実であること、義務に対し
誠実であること、信頼に対し誠実であることを意
味しています。紋章の中央の円には金色の
「L」の文字がデザインされています。縁飾りの
円には２頭のライオンの横顔が、中央から外に
顔を向けて配置されています。一番上には
「LIONS」と い う 文 字 が、一 番 下 に は
「International」という文字があしらわれてい
ます。
　ライオンは過去と未来の両方を見つめていま
す。これは伝統への誇りと未来への自信を表し
ています。

　　　　　　　　　　

ズ

この　　　　

前は

編 集 後 記
　　　　月日が経つのは早いもので、今年も残すところ１か月となり
ました。
　１２月といえば、税理士事務所は超繁忙期突入になります。
年末調整に始まり、年明け１月からは所得税の法定調書提
出、地方税の償却資産税の申告、その後は所得税の確定
申告と盛り沢山です。
　体調管理に気を付けて頑張らなくてはです。
以前少し書きましたが、平成３０年からは、配偶者控除及
び配偶者特別控除が改正され、１０３万円の壁がなくなり、
１５０万円に引き上げられました。しかしこの改正、所得者
本人の所得制限などがあり、配偶者の社会保険料や住民
税との絡みを考えると、はたして減税なのか増税なのか、
何とも複雑なものとなっております。
　来たる平成３０年に備えて皆様も一度調べてみても良いか
もしれませんね。　　　　　　　　　　　譽田 幸弘
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