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表紙写真「冬の遠登志橋」　撮影  森實好彦氏

●● １月第一例会 ●●
鈴木　雅志　本年もウィサーブで頑張りましょう。宜しくお願いします。
伊藤　龍一　あけましておめでとうございます。本年も宜しくお願い致
　　　　　　します。１月８日にＹＣＥ派遣でニュージーランドより無事帰
　　　　　　国しました。大変貴重な経験をさせて頂きありがとうござ
　　　　　　いました。
岡田　賢治　長寿の皆様おめでとうございます。元気でボケないように
　　　　　　長生きしましょう。
塩見　秀晴　会報１月号、皆様のおかげで発行出来ました。よろしく
　　　　　　お願いします。
永易　明洋　明けましておめでとうございます。今年が皆様にとって良
　　　　　　い年になります様ご祈念申し上げます。まず健康第一です。
藤縄　洲二　おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
松浦　一雄　古希を祝っていただきありがとうございます。今後はボケ
　　　　　　ないように更に体力増強に努めて参ります。
加藤　久博　新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお
　　　　　　願いします。
有富　正治　あけましておめでとう御座います。本年も宜しくお願い致
　　　　　　します。ご長寿のお祝いを申し上げます。
青野　淳助　年末の例会、２８日だと思って出張して欠席してしまいま
　　　　　　した。次回の例会、出張の為、欠席させていただきます。
　　　　　　申し訳ないですが宜しくお願い致します。
譽田　幸弘　１月８日に行われましたゴルフコンペにおいてデビュー戦初
　　　　　　優秀をすることができました。あいにくの天気でしたがと
　　　　　　ても楽しい一日でした。幹事様をはじめ同伴させていた
　　　　　　だいた岡田さん、福山さん、古川さん本当に有難うござ
　　　　　　いました。
岡村真里哉　本年もどうぞ宜しくお願い致します。
神野　雄太　古希の祝いありがとう。
後藤　達也　あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いし
　　　　　　ます。先日のコンペで降り続ける雨の中、プレーされた
　　　　　　皆さんお疲れ様でした。
伊藤　久門　あけましておめでとうございます。本年も宜しくお願いい
　　　　　　たします。本年も健やかに穏やかにお過ごしいただく事
　　　　　　を祈念いたします。
・・・新年明けましておめでとうございます。
　　　　　　　　　　　本年もよろしくお願いいたします。・・・
能瀬伸一／村上博昭／山下邦俊／佐伯澄男／古川貴章／白石誠一
／斉藤陽二朗／高橋　守／近藤充徳／上野　剛
石川　　稔　皆さん明けましておめでとうございます。今年もお互いに
　　　　　　元気で！
近藤　盛文　長寿の祝いをありがとうございます。元気に機嫌よくウイ
　　　　　　サーブで参りたいと思います。ご指導ください。
土岐　敏勝　新年明けましておめでとう。今年が良い年となってくれる
　　　　　　事を願ってます。
大竹　崇夫　本年も皆様にとりまして健康で穏やかな年となりますようご
　　　　　　祈念申し上げます。
大石　隆憲　大石通商リース部の倉庫が完成しました。
真鍋　憲夫　新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞ宜し
　　　　　　くお願いします。寒さもこれからが本番。お体大事にし
　　　　　　て下さい。
・・・明けましておめでとうございます。
　　　　　　　　　　本年も宜しくお願いします。・・・
青野泰介／垂水康浩／新田久司／岡田浩二／石川敏則／真木泰彦
／山之内浩二／福山　宏

●● 1月第二例会 ●●
石川　　卓　元会・長幹事を称える会にご案内頂きまして有難うござ
　　　　　　います。
高須賀深志　ご招待ありがとうございます。
近藤　敏生　会長幹事を称える会に出席招請ありがとうございました。
山口　　泰　先日、長男 卓の葬儀に多くの会員の皆様に格別の御厚
　　　　　　意を賜りご迷惑をおかけしまして申し訳ありませんでした。
　　　　　　厚く御礼申し上げます。
鈴木　雅志　石川先輩、近藤先輩、高須賀先輩、出席有難うござ
　　　　　　います。元会長幹事を称えて感謝！
伊藤　龍一　本日、元会長幹事を称える会を迎えられた方々の功績に
　　　　　　感謝いたします。

　　　　　　又、本日は石川先輩、近藤先輩、高須賀先輩　ご出
　　　　　　席有難うございました。
岡田　賢治　石川さん　近藤さん　高須賀さんのご出席を歓迎いたし
　　　　　　ます。
塩見　秀晴　元会長幹事を称える会のビデオ「新居浜ライオンズクラ
　　　　　　ブの歴史」のナレーションをさせて頂いて有難うございます。
永易　明洋　元会長幹事の皆様、お祝い申し上げます。今後のご健
　　　　　　勝をお祈り申し上げます。
藤縄　洲二　会長幹事を称える会、有難うございます。
松浦　一雄　元会長幹事の皆様のご苦労に感謝します。稀勢の里の
　　　　　　横綱昇進御同慶の至りです。
加藤　久博　元会長幹事を称えていただきありがとうございます。
有富　正治　「元会長幹事を称える会」を催していただき有難う御座
　　　　　　いました。元会長、石川卓様、近藤敏生様　高須賀
　　　　　　深志様のご来訪を心より歓迎いたします。
能瀬　伸一　寒い日が続いています。体に気をつけてください。
岡村真里哉　遅くなり申し訳ありません。途中参加でしたが楽しそうだ
　　　　　　ったので最初からの参加が出来なくて残念でした。次の
　　　　　　機会を楽しみにしています。
神野　雄太　100％出席例会。ご協力ありがとうございます。
後藤　達也　本日ご来訪いただいた石川さん、近藤さん、高須賀さ
　　　　　　んに感謝します。
伊藤　久門　元会長幹事の皆様が一時代を築いて頂いたお陰で今
　　　　　　があると思っております。そのご尽力に感謝、感謝です。
佐伯　澄男　会長幹事を称える会を祝して！！
古川　貴章　寒いですね。風邪をひかないようにしましょう。
石川　　稔　元会長幹事の皆さんに心から敬意を表します。
大竹　崇夫　所要の為早退いたします。申し訳ありません。
・・・元会長・幹事の皆様を称え、今後ともご指導
　　　　　　　　　　　　　　宜しくお願い致します。・・・
大石隆憲／高橋在錫／白石誠一／垂水康浩／新田久司／岡田浩二
真鍋　憲夫　大寒波で体も心も冷えましたが今夜は元会長幹事を称え
　　　　　　る会で心を温めましょう。
宇野　博文　会長幹事の経験者の皆様、いつまでもお元気でご指導
　　　　　　をお願いいたします。
檜垣　孝志　今年は年の初めにインフルエンザに罹り大変でした。ま
　　　　　　だまだ皆さん気をつけて下さい。
山岡弘太郎　稀勢の里、横綱おめでとうございます。
石川　敏則　元会長幹事を称える会を有難うございます。また元会長
　　　　　　幹事の石川卓さん、近藤敏生さん、高須賀深志さんの
　　　　　　来訪を歓迎します。
武市　欣也　たたえてもらって有難う。
・・・元会長幹事の皆様に感謝。
　　　　　　　　　　ご来訪いただいた先輩方に感謝。・・・
譽田幸弘／真木泰彦／村上順一郎／上野剛／近藤盛文／土岐敏勝
／近藤充徳／高橋守／村上博昭／大上幸雄／福山宏

編 集 後 記
　今月は好きな駅伝競技についてお話ししたいと思います。
年末の高校駅伝（男女）に始まり、正月の実業団対抗男子駅伝、
東京箱根間大学駅伝、都道府県対抗駅伝（男女）まで６競技が
開催され、これらの日は好きなゴルフもお断りしてテレビの前にかじり
ついています。
　全て面白かったのですが、今年一番印象的だったのが実業団対
応で優勝した旭化成チームの戦いぶりでした。外国人選手がいない
チームで序盤の劣勢 (１１位 ) を後半の４区間で逆転し見事に優勝し
ました。しかもこの立役者は昨年は出場さえできなかった選手たちで、
この１年間の努力は想像を絶するものがあったことと思われます。
　全ての選手が懸命に努力している中で来年も同じような結果が得
られるはずがありません。来年どのような戦いを見せてくれるのか今
から楽しみにしているところです。　宇野博文
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ゴルフ部会報告

２月 誕生日おめでとうございます
大竹 崇夫、加藤 久博、高橋　守、白石 誠一

山口　泰、山下 邦俊、斉藤 陽二朗

2 月 結婚記念日おめでとうございます
大石 隆憲、伊藤 嘉秀

第 1352 回　1 月第二例会
（夜間例会）

1月 25日（水）18 :00～ ユアーズ

行  事  予  定

ゾーン・地区・国際協会の動き
１Ｚ親善ボーリング大会
　　　２月２５日（土）10:00 ～ ナムコワンダーボール西条
第２回新会員オリエンテーション
　　　２月２５日（土）14:45 ～ ユアーズ
　　

・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会　 　２月　６日（月）18:30 ～　商工会館 3F
２月第 1例会　　　２月　８日（水）12:15 ～　ユアーズ
２月第２例会　　　２月２１日（火）18:30 ～　グラッツェふじ
（１Ｚ合同夜間例会）
・委員会
会員会則委員会　　２月　１日（水）18:30 ～　事務局
計画財務委員会　　２月　２日（木）18:30 ～　事務局
環境保全委員会　　２月　７日（火）18:30 ～　事務局
保健福祉委員会　　２月　９日（木）18:30 ～　事務局
青少年委員会　　　２月１７日（金）18:30 ～　事務局
PR広報委員会　　 ２月２３日（木）18:30 ～　弥　生
出席大会委員会　　２月２４日（金）18:30 ～　事務局
・クラブ行事予定
２月２１日（火）第２例会　１Ｚ合同夜間例会
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　　２月１２日（日）   9 :50 ～　 新居浜ＣＣ
囲碁部会　　　　　未定
つれづれの会　　　２月１３日（月） 18:30 ～　  ユアーズ
くらげの会　　　　奇数月の予定   
スポーツ部会　　　２月１０・２４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
　

長長長長長長長  寿寿寿寿寿寿寿  のののののの  おおおおおお  祝祝祝祝祝祝祝  いいいいいい長 寿 の お 祝 い

喜 寿 を 迎 え て 田 村  征 夫　　昭和１６年８月３日生まれ

卒寿
小 松  武 道
昭和３年９月１５日生まれ

卒寿
大 村 　敬
昭和３年３月１７日生まれ

　世間では後期高齢者のレッテル
をはられ交通事故多発、介護もま
まならない状況下迷惑を掛けるば
かりの余生、喜寿祝いをして頂け
るなんて複雑な気持ちですが、何
故７７歳の祝いを「喜寿」と呼ぶ

ようになったのでしょうか。
　７５歳の方がキリが良さそうなものなのに・・・
　そう思った事がある方もいるのでは？ 実はこれは
考え方の順序が逆なのだそうです。
　というのも「喜」の字を草書体や略字にすると

漢数字の「七」を３つ合わせた㐂（上に１つ下に２
つ）の形になります。
　しかし、幾らなんでも７７７という年齢はありませ
ん。そこで「七」が２つの７７歳を古希の次の長
寿祝の歳にしようという事になったそうです。
　つまり喜寿祝いとは「７７歳」だから喜寿ではな
く「喜寿とは７７歳」昔の人の縁起担ぎと文字に対
する洒落っ気が生み出した長寿祝いが喜寿となっ
たそうです。
本日はどうもありがとうございました。

古 希 を 迎 え て

　今日は寒い朝だ。未だ夜が
明けないが、東の空には伊予
富士の向こうに薄っすらと朝日
の兆しが見える。多分、今日も
いい日和であろう・・・と思い
ながら、いつもと同じ目覚めを
確かめる。

　いつの間にか、長く生きて来た。あの時も、ある
時期も全て何とか乗り越えてきた。しかし、それが
正しかったのかどうかは考えた事も無いし、思い出し
たこともほぼない。
　全ては、多次元の中で、混沌とした中で対処でし
たのであろうか？出来たのであろうか？自分の中でい
いとも悪いとも結論を出している訳でもない。理解も

■ライオンズの誓い　有富正治ライ
オン

■会長挨拶　鈴木雅志会長
■長寿の祝い
　卒寿：大村　敬ライ

オン　小松武道ライ
オン

　喜寿：田村征夫ライ
オン

　古希：近藤盛文ライ
オン、檜垣孝志ライ

オン、松浦一雄ライ
オン、

　　　　神野雄太ライ
オン、岡田賢治ライ

オン、塩見秀晴ライ
オン

　還暦：村上博昭ライ
オン

■長寿の祝いお礼　塩見秀晴ライ
オン

■新年ご挨拶　武市欣也ライ
オン

■幹事報告
・審議事項
　原案どおりすべて承認されました。
・報告事項
１．平成２９年新年互礼会が１月４日（水）リーガロイヤルホテ
　ルで 11:00 より開催されました。（会長･幹事、山口さんご
　子息の葬儀参列のため欠席）
２．公益社団法人新居浜青年会議所新年式典が１月１３日（金）
　リーガロイヤルホテルで18:45より行われます
３．岡部歩乃佳後援会理事会が１月１７日（火）
　ユアーズにて18:30より行われます。
　出席者は三役、白石直前会長、永易明洋ライ

オン、青少年委員
　会メンバーです。
４．薬物乱用防止教育認定講師養成講座が
　１月２２日（日）ウェルピア伊予にて１３：００より開催されます。
　出席者は能瀬伸一ライ

オン、岡村真里哉ライ
オンです。

５．第３期会費引落は１月１６日（月）４３,０００円です。
■委員会報告

出席大会委員会
　・1月第二例会（夜間例会）で純出席 100％を目指します。
計画財務委員会
　・第二例会に元会長 3名が出席されます。
■上半期会計報告　岡田賢治会計
■会計監査報告　有富正治会計監査委員　
■その他
　・山口ライ

オンより御子息葬儀・告別式のお礼の挨拶がありました。
■出席報告
　会員数 58 名、出席 49 名、欠席 9名、出席率 84.5％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　82,000 円　

出来てない思いがある。それぞれの立位置の中で、
自己とは一体何であったのか、それすら纏めることも
出来ない。
　正に精神は、まだこの空間を彷徨っている。それ
を考え、今後を対比すると落ち着かない。精神の安
定は訪れる事なく、時だけが過ぎていく。
　そうだ、もう７０年を迎えた。“もう、これでいいのだ”
今までのことは全てマルと考えよう。家族やみんなに

囲まれて、少なくとも人生上手く行ったと考えられる。
幸せであった。“もう、これでいいのだ”これからは、
ストレスだと思うことはしない。
　ヘタな事にトライしない。イヤだと思うことは手を出
さない・・・等々。と気楽に我儘な時 ( 人生 ) を過
ごそうと思っている。とは言え、迷いはやはりある。
でも“もう、これでいいのだ”

　一月の第一例会場で長寿を祝っていただ
き、その上記念のネクタイまでいただきました。
ありがとうございます。
　今年は自分が長寿を祝っていただく側とな
りました。まだ、しっくり収まりませんが、これ
からも元気に機嫌良くウィサーブに参加した
いと思っていますので、皆様よろしくお願いし
ます。
　時計で言ったら、夕方５時半すぎでしょう
か。夕食までにはまだ日が高い。「もう一仕事やっと
こうかなあ」とやせ我慢の腕まくり。性能はだいぶ

ダウンしていますが、もう少しがんばれるか
なあ、がんばろうかなあと思っています。
　余暇を楽しく。最近、屋外に出て行って
野鳥観察楽しんでいます。野原、山や河口
や干潟、海岸など東予地区は野鳥の宝庫
だったんですねえ。知らないことばかりです
がストレス解消になります。
　機嫌良く、快活に、少々失敗しても「ダ
ハハ、・・」と笑い飛ばせるような年寄りに

なりたいと思っています。

近 藤  盛 文　　　　昭和２３年６月７日生まれ

檜 垣  孝 志　　　　昭和２３年７月７日生まれ　“This  wil l  do”

近 藤  盛 文　　　　昭和２３年６月７日生まれ

檜 垣  孝 志　　　　昭和２３年７月７日生まれ　“This  wil l  do”

■ライオンズの誓い　古川貴章ライ
オン

■来訪者紹介　白石誠一直前会長
　クラブ元会長　石川 卓、近藤敏生、高須賀深志
■会長挨拶　鈴木雅志会長
■元会長・幹事を称える会
　お礼挨拶　神野雄太ライ

オン

■幹事報告
・審議事項　なし
・報告事項
１．公益社団法人新居浜青年会議所新年式典が　
　１月１３日（金） 18:45 ～リーガロイヤルホテルで行われました。
２．岡部歩乃佳後援会理事会が
　１月１７日（火）18:30よりユアーズで行われました。　
　出席者は三役、白石直前会長、永易明洋さん、青少年委
　員会メンバーでした。
３．薬物乱用防止教育認定講師養成講座が
　１月２２日（日）ウェルピア伊予で 13:00 より開催されました。 
　出席者は能瀬伸一さん、岡村真里哉さんの２名でした。
４．２月第２例会（１Ｚ合同夜間例会）が２月２１日（火）
　レイグラッツェふじで行われます。
　18:30より合同例会、そして19:00より懇親会です。
５．１Ｚ親善ボウリング大会が２月２５日（土）
　ナムコワンダーランド西条店で10:00より行われます。
　各クラブ７名以上（家族参加可）の参加要請します。
６．第６３回 336-A 地区年次大会　
　４月８日（土）～４月９日（日）丸亀市で開催されます。
　４月８日（土）記念ゴルフ大会　
　　満濃ヒルズカントリークラブ、　エリエールゴルフクラブ。
　４月９日（日）年次大会　
　　丸亀市綾歌総合文化会館アイレックス。　　
・その他
　元会長、幹事を称える会にクラブ会長を務められ退会された
　石川 卓さん、近藤 敏生、高須賀 深志さんの３名が来訪さ
　れました。
■出席報告
　　会員数 58 名、出席 57 名、欠席 1名、出席率 98.3％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　151,000 円
■ライオンズ・ローア　
　元会長　石川 卓、近藤敏生、高須賀深志
■懇親会　　　　　　　　　　　　　　　
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ライオンズ情報ライオンズ情報ライオンズ情報
例  会  報  告

理事・委員長会
1月 10日（火）18:30～ 商工会館3F

第 1351 回　1 月第一例会
1月 11日（水）12 :15～ ユアーズ

‥ 新たなる挑戦 We Serve ‥

　ふと私より先に古希を迎えら
れた先輩たちは何人いるんだ
ろうと思い調べました。１７名
の方がおられました。
　一番最初は妹尾光章さん、
続いて大村 敬さん、小松武
道さん、武市欣也さん、土岐

計一さん、山口 泰さん、土岐敏勝さん、田村征夫
さん、高橋 守さん、近藤充徳さん、真鍋憲夫さん、
石川敏則さん、有富正治さん、大石隆憲さん、真
木泰彦さん、近藤眞而さん、藤縄洲二さん・・・
　私は平成３年入会なので妹尾さんは、その一年
前の迎えられていました。
　一番覚えているのが武市さんに叱られた時です。

　私が会長の時「もう古希ですよ！」と言うと、一
瞬ムッとして信じられない様な顔をされ「嘘だろう！！」
と怒気を含んだ声で言い返されました。後ほど謝っ
ては頂きましたが。
　今考えてみると武市さんも私と同様まだまだ元気
で、精力一杯だったからだと思います。
　齢七十歳になるんだなどとは自分でも武市さんと
同じく信じたくはありませんが、そうなると余命も幾
ばくも無いんだなあ・・・などと少々落ち込み気味
でした。
　しかし、ライオンズは永遠だと信じ、年齢に関係
なく出会いの不思議に手を合わせ、喜びや悲しみ
味わいながら生きていきたい、と考え直している今
日この頃です。

岡 田  賢 治　　　　昭和２３年８月２５日生まれ

　師走というのに生暖かい１２月３日
土曜日の朝、８時に新居浜駅に集
合し、早速永易明洋さんから往復
の切符と１０種類ほどのおつまみを
混ぜて一袋に用意して頂いたおや
つを受け取って出発です。

　特急しおかぜに乗り込むと、これも早速缶ビール５
００ｍｌを頂戴しプシュッと蓋を開けた午前８時３０分楽
しい旅行が始まりました。
　初日のメインは、大阪の「よしもと新喜劇」の観劇
でした。劇場入り前に、ホール１階で待ち時間の間
に串揚げと生ビールを頂き、ホールの客席に座ったと
ころで弁当を開けて昼食を頂きます。

　こうなるとすっかりお昼寝気分です。新喜劇開演
前の前座として漫才を数組やってくれますが、うとうと
してすっかり耳に入りません。

　今日は寒い朝だ。未だ夜が
明けないが、東の空には伊予
富士の向こうに薄っすらと朝日
の兆しが見える。多分、今日も
いい日和であろう・・・と思い
ながら、いつもと同じ目覚めを
確かめる。

　いつの間にか、長く生きて来た。あの時も、ある
時期も全て何とか乗り越えてきた。しかし、それが
正しかったのかどうかは考えた事も無いし、思い出し
たこともほぼない。
　全ては、多次元の中で、混沌とした中で対処でし
たのであろうか？出来たのであろうか？自分の中でい
いとも悪いとも結論を出している訳でもない。理解も

●審議事項
１．次期ＺＣに白石誠一ライ

オンを推薦します。　　　　
２．第二副会長に石川 稔ライ

オンを推薦します。　　
３．上半期中間決算報告がありました。
４．公益社団法人新居浜青年会議所新年式典が1月13日（金） 
　  リーガロイヤルホテルで行われます。会長が出席予定です。
　  登録料については５,０００円です。
５．１月第２夜間例会（元会長・幹事を称える会）予算案について
　　元会長の高須賀深志さん、近藤敏生さん、石川 卓さん 
　　の３名が出席されます。
６．山口 泰ライ

オンご子息ご逝去に伴う生花１対 32,400 円拠出しま 
　　す。
●報告事項
１．平成２９年新年互礼会　
　１月４日（水）リーガロイヤルホテル　11:00 ～
　（会長･幹事、山口ライ

オンご子息の葬儀参列のため欠席）
２．公益社団法人新居浜青年会議所新年式典　
　１月１３日（金）より18:45～リーガロイヤルホテルで行われます。
３．岡部歩乃佳後援会理事会が
　１月１７日（火）ユアーズにて18:30より行われます。
　出席者は三役、白石直前会長、永易明洋ライ

オン、青少年委員
　会メンバーです。
４．薬物乱用防止教育認定講師養成講座　
　１月２２日（日）ウェルピア伊予で 13:00 より開催されます。
　出席者は能瀬伸一ライ

オン、岡村真里哉ライ
オンです。

５．第３期会費引落は１月１６日（月）４３,０００円です。
　　　　　　　

■ライオンズの誓い　有富正治ライ
オン

■会長挨拶　鈴木雅志会長
■長寿の祝い
　卒寿：大村　敬ライ

オン　小松武道ライ
オン

　喜寿：田村征夫ライ
オン

　古希：近藤盛文ライ
オン、檜垣孝志ライ

オン、松浦一雄ライ
オン、

　　　　神野雄太ライ
オン、岡田賢治ライ

オン、塩見秀晴ライ
オン

　還暦：村上博昭ライ
オン

■長寿の祝いお礼　塩見秀晴ライ
オン

■新年ご挨拶　武市欣也ライ
オン

■幹事報告
・審議事項
　原案どおりすべて承認されました。
・報告事項
１．平成２９年新年互礼会が１月４日（水）リーガロイヤルホテ
　ルで 11:00 より開催されました。（会長･幹事、山口さんご
　子息の葬儀参列のため欠席）
２．公益社団法人新居浜青年会議所新年式典が１月１３日（金）
　リーガロイヤルホテルで18:45より行われます
３．岡部歩乃佳後援会理事会が１月１７日（火）
　ユアーズにて18:30より行われます。
　出席者は三役、白石直前会長、永易明洋ライ

オン、青少年委員
　会メンバーです。
４．薬物乱用防止教育認定講師養成講座が
　１月２２日（日）ウェルピア伊予にて１３：００より開催されます。
　出席者は能瀬伸一ライ

オン、岡村真里哉ライ
オンです。

５．第３期会費引落は１月１６日（月）４３,０００円です。
■委員会報告

出席大会委員会
　・1月第二例会（夜間例会）で純出席 100％を目指します。
計画財務委員会
　・第二例会に元会長 3名が出席されます。
■上半期会計報告　岡田賢治会計
■会計監査報告　有富正治会計監査委員　
■その他
　・山口ライ

オンより御子息葬儀・告別式のお礼の挨拶がありました。
■出席報告
　会員数 58 名、出席 49 名、欠席 9名、出席率 84.5％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　82,000 円　

出来てない思いがある。それぞれの立位置の中で、
自己とは一体何であったのか、それすら纏めることも
出来ない。
　正に精神は、まだこの空間を彷徨っている。それ
を考え、今後を対比すると落ち着かない。精神の安
定は訪れる事なく、時だけが過ぎていく。
　そうだ、もう７０年を迎えた。“もう、これでいいのだ”
今までのことは全てマルと考えよう。家族やみんなに

囲まれて、少なくとも人生上手く行ったと考えられる。
幸せであった。“もう、これでいいのだ”これからは、
ストレスだと思うことはしない。
　ヘタな事にトライしない。イヤだと思うことは手を出
さない・・・等々。と気楽に我儘な時 ( 人生 ) を過
ごそうと思っている。とは言え、迷いはやはりある。
でも“もう、これでいいのだ”

　しかし眼を覚ましてくれたのがオール阪神・巨人と
トミーズで大笑い。その後新喜劇の始まりです。タイ
トルは、「すち子の夢も希望もジャンボで行こう！！」。
　丁度、テレビ収録の公演になっていて、１２月１７
日放送の中で、新居浜ＬＣの方の笑い声も聞こえたぐ
らい大爆笑の公演でした。
　吉本新喜劇ですっかり新居浜の生活を忘れた１２
名一行は、ホテルにチェックイン後夕食会場へ。
　神戸の夕食は、美味しいしゃぶしゃぶ料理店。さ
すがお店ご紹介が新田久司さんだけあって食事をし
ながら神戸の夜景が一望できるお部屋でした。
土岐計一会長の音頭で乾杯で美味しいお酒が入り、
ビールに日本酒、焼酎とワインも、飲み放題メニュー
なんか気にせずお店にある種類の殆ど、ヒレ酒もツ
ギ酒も出てきて明るいくらげの会メンバーの夜が深ま
ります。２次会では、次々にマイクを持ちはじめ楽し
い夜も最高潮。あとは、思うままに酒に酔わされるまま、
女性に溺れるままメンバーばらばらで、神戸の夜が
過ぎていくのです。私は、深夜のカレーラーメンを美
味しくいただきました。
　２日めは９時出発で神戸市立須磨海浜水族園で、

海の生き物の学習をしました。爽やかな須磨の海風
が私たちの二日酔いの臭いを拭い去ってくれます。
　昼食は、これまた神野雄太さんご紹介の「神戸プ
レジール」で美味しい神戸牛のせいろ蒸し料理に、
やっぱりビールから始まって、日本酒は冷酒も熱燗も、
芋の焼酎とワインも出て来ました。満足です。
　もう満足です。次の旅行はいつなのか楽しみでた
まりません。幹事役をして頂いた永易明洋さん、会
長の土岐計一さん本当にありがとうございました。
　家に帰って、新聞で私の今日の運勢を観ると、最
高に愛される日とありました。会の皆さんと愛を深めら
れた素晴らしい旅行でした。

　平成２９年すがすがしい元旦の
朝を、私は道後温泉「ふなや」で
迎えた。
　今年は節目の年「古希の祝い」
を三人の息子達が祝いをしてくれま
した。長男は新居浜に、次男はは
るばるマレーシアから３０日に、三
男は３１日東京からそれぞれ家族を
連れ帰ってきました。
　元旦の朝、長男から目録の贈呈式があり、日本
酒は大好きで一度は飲んでみたい山形県の銘酒
「十四代」とゴルフクラブ今一番欲しい番手「フェ

アウエーウッド 1 本」であった。こ
のサプライズには正直驚きうれしか
った。翌２日親子４人で、もらった
ニュークラブを持ち新居浜カントリ
ーへ行きました。暖かい天候に恵
まれ、親子和気あいあい久々に大
満足しました。
　夜には反省会をしながら「十四

代」の酒で宴会をしました。
　今年の正月は本当に充実した日でした。
次の祝いまでも元気で子供達とゴルフにそそぎたい
ものです。

　お正月に帰郷した二人の子
供達から、「父さん、今年は古
稀だよね。誕生日を楽しみにし
ていてね。」と言われました。
　おせち料理を食べながら、私
の還暦の時のお祝いについて
思い出話をして、「今度は、も

っといいものをプレゼントするよ。」と言われています。

二人とも、まだ独身です。
　父親が一番欲しい贈り物は、きっと分からないふ
りをするのでしょうねえ。
　誕生日まであと半年。どんなプレゼントをくれるか、
楽しみに待つことにします。
添付した写真は、顔に贅肉のない、花の独身時代
の僕です。

松 浦  一 雄　　　　昭和２３年７月２８日生まれ

神 野  雄 太　　　　昭和２３年８月２０日生まれ

松 浦  一 雄　　　　昭和 ３年７月

神 野  雄 太　　　　

岡 田  賢 治　　　　昭和 ３年８月
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 を終えて

青少年委員会　伊 藤  嘉 秀　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

くらげの会懇親旅行

用具製作を新居浜高専に

保健福祉委員長　能 瀬  伸 一　　　　　　　　

会長アクト（介護・リハビリ用具を支援学校へ寄贈）

 Vincy さんをお迎えして
ホストファミリー　白 石  真 砂 子　（白石誠一ライ

オン夫人）　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　
　        　

ＹＣE 来日生

　他から見れば既に古希を
迎えた高齢者かもしれない
が自分自身は少しも高齢者
という自覚がない。
　若い頃に比べ記憶力、
運動能力もさほど低下して

いるとも思えない。
　そんなことを考えていたら日本老年学会（こんな
学会初めて聞いた）が新年になって嬉しい提言を
してくれた。
　曰く、今の７０歳前後の人は１０年前に比べ身体

能力、知的能力が５～１０歳若返っている。
　高齢者の定義を７５歳以上に見直してはどうかと
いうものだ。
　６５歳から７４歳までは准高齢者。
　社会の支え手として働き、高齢者の社会参加を
促すきっかけになればということらしい。
　ついでに９０歳を超えると超高齢者と呼ばれる。
私としては「大いに賛成」まだまだ仕事もするし、
社会活動も奉仕活動もしますよ。
　生涯現役時代の幕開けだ。

　去年の４月から下の子も家を離れ、夫婦２人
の生活になり、子育てが生きがいの私は寂
しさを紛らわすため、そして娘がライオンズ
クラブからイタリアでホームステイさせて頂
いたこともあり、ホストファミリーを強く希
望していました。
　１２月８日に Vｉｎｃｙに会うまでも部屋を
整えたり、東京･京都への旅行の計画を
立てたりと楽しい時間でした。
　初めて会った時の彼女はとても不安そうで、
受入態勢万全の私達ですが、英語は単語しか出
ず、グーグル翻訳を使ってもうまく伝わらず、コミュ
ニケーションがとりにくく余計に不安にさせたかも知
れません。
　しかし、時を一緒に過ごすうちに彼女も私達も気
持ちがほぐれていき何となく通じ合えるようになり、
次第にコミュニケーションがとれるようになりました。

　言葉が判らない時は日本語で、「わからない」と
言うようになり、「いただきます」「ごちそうさま」「行
ってきます」などの日本語の挨拶が自然に出るように
なっていました。
　毎食の後には、「美味しい食事に感謝します」と

言ってくれる礼儀正しい子でした。
　食事で困ったことは、本人のポリシー
から完全なベジタリアンだったことで、何
が食べれるのか悩みましたが、いろいろ
トライしてみて、彼女にとって日本のカレ
ーはとても美味しかったようです。
　今回の滞在でのナンバー１の食事は
“アルパカ”の肉抜きでお願いした焼きカ
レーだそうです。
　Ｖｉｎｃｙはとても優しく良く気が利く子で
進んでお手伝いしてくれたり、施設に居
る私の父にハグしてくれたりしました。
　お別れの時には日本語で書いたメッセ

婦２人
寂

ンズ

画を

安そうで、

ージカードを貰いとても感動し、お別れは
とても悲しく寂しいものになりました。
　Vｉｎｃｙは日本の和が好きだったようで、
東京は浅草、東京より京都が好きだと言
ってました。
　松山城ではリフトに乗ったことを凄く喜
んでいました。
　こうして文字にしていると、楽しかった
ことだけが思い出されます。
　是非Ｖｉｎｃｙに会いにマレーシアに行き
たいと思います。
　貴重な経験をさせて頂いてありがとう
ございました。

　   　　　　　　　　　　　　　　　　

葉が判らない時は日本語で、「わからない」と

　 　 　 　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

塩 見  秀 晴　　　　昭和２３年１１月９日生まれ

還 暦 を 迎 え て 村 上  博 昭　　昭和３２年５月１３日生まれ

　師走というのに生暖かい１２月３日
土曜日の朝、８時に新居浜駅に集
合し、早速永易明洋さんから往復
の切符と１０種類ほどのおつまみを
混ぜて一袋に用意して頂いたおや
つを受け取って出発です。

　特急しおかぜに乗り込むと、これも早速缶ビール５
００ｍｌを頂戴しプシュッと蓋を開けた午前８時３０分楽
しい旅行が始まりました。
　初日のメインは、大阪の「よしもと新喜劇」の観劇
でした。劇場入り前に、ホール１階で待ち時間の間
に串揚げと生ビールを頂き、ホールの客席に座ったと
ころで弁当を開けて昼食を頂きます。

　こうなるとすっかりお昼寝気分です。新喜劇開演
前の前座として漫才を数組やってくれますが、うとうと
してすっかり耳に入りません。

　しかし眼を覚ましてくれたのがオール阪神・巨人と
トミーズで大笑い。その後新喜劇の始まりです。タイ
トルは、「すち子の夢も希望もジャンボで行こう！！」。
　丁度、テレビ収録の公演になっていて、１２月１７
日放送の中で、新居浜ＬＣの方の笑い声も聞こえたぐ
らい大爆笑の公演でした。
　吉本新喜劇ですっかり新居浜の生活を忘れた１２
名一行は、ホテルにチェックイン後夕食会場へ。
　神戸の夕食は、美味しいしゃぶしゃぶ料理店。さ
すがお店ご紹介が新田久司さんだけあって食事をし
ながら神戸の夜景が一望できるお部屋でした。
土岐計一会長の音頭で乾杯で美味しいお酒が入り、
ビールに日本酒、焼酎とワインも、飲み放題メニュー
なんか気にせずお店にある種類の殆ど、ヒレ酒もツ
ギ酒も出てきて明るいくらげの会メンバーの夜が深ま
ります。２次会では、次々にマイクを持ちはじめ楽し
い夜も最高潮。あとは、思うままに酒に酔わされるまま、
女性に溺れるままメンバーばらばらで、神戸の夜が
過ぎていくのです。私は、深夜のカレーラーメンを美
味しくいただきました。
　２日めは９時出発で神戸市立須磨海浜水族園で、

海の生き物の学習をしました。爽やかな須磨の海風
が私たちの二日酔いの臭いを拭い去ってくれます。
　昼食は、これまた神野雄太さんご紹介の「神戸プ
レジール」で美味しい神戸牛のせいろ蒸し料理に、
やっぱりビールから始まって、日本酒は冷酒も熱燗も、
芋の焼酎とワインも出て来ました。満足です。
　もう満足です。次の旅行はいつなのか楽しみでた
まりません。幹事役をして頂いた永易明洋さん、会
長の土岐計一さん本当にありがとうございました。
　家に帰って、新聞で私の今日の運勢を観ると、最
高に愛される日とありました。会の皆さんと愛を深めら
れた素晴らしい旅行でした。

　「えっ、還暦？」いつの間にこ
んなに年をとってしまったんだろう。
　気持ちはいつまでも若いつもり
でいるんだけど、体力がついてい
かないのも事実。
　ずっと続けて来た野球もこの５

年程は満足に出来ていないなあ。
　今年は還暦野球で思い出の甲子園球場で試合
が出来る機会に恵まれたのでもう一度動ける体に挑

戦しようと思います。
　２７年前に親父の還暦祝いをした事、子供や孫
達に囲まれた嬉しそうな顔がついこの間の様に思い
出されます。
　そんな私も５人の孫に恵まれ、今年はお祝いして
くれるのかな？家内とは来月薬王寺に行く予定。
　男性の平均寿命も８０歳を超える時代になり、い
つまでも孫達の成長を見ていたいし、好きなゴルフ
も続けられる様に体に気を付けて頑張っていきたい
と思います。

　今期、会長アクトとして、国立新
居浜工業高等専門学校と協働し、
愛媛県立新居浜特別支援学校川西
分校へ、介護用具並びにリハビリ用
具を寄贈するアクティビティを行って
います。
　市販の用具は高価なうえに、身体
に合わないなど、そのままでは使え
ないことが多いため、新居浜高専さんの力を借りて、
製作・改良を行い、支援学校の児童生徒たちが有
益に使える形態にして贈れるよう進めています。
　今回、新居浜高専の学生に参画頂くことで、次

代を担う若者たちのものづくり技術の
向上と、自己啓発も図れるのではと
考えています。
　写真は、昨年末に新居浜高専の
校長室で執り行われた、用具製作
等に必要な費用の贈呈式の様子で
す。現時点ではまだ用具は完成して
いませんので、

　今回はここまでの報告となりますが、今後も進捗
状況を報告させて頂きます。未来ある子どもたちの
明るい明日のために、最後までしっかりと役目を果た
してまいります！

塩 見  秀 晴　　　　昭和 ３年 １月９日生まれ
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　若い頃に比べ記憶力、
運動能力もさほど低下して

いるとも思えない。
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社会活動も奉仕活動もしますよ。
　生涯現役時代の幕開けだ。

　去年の４月から下の子も家を離れ、夫婦２人
の生活になり、子育てが生きがいの私は寂
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なっていました。
　毎食の後には、「美味しい食事に感謝します」と

言ってくれる礼儀正しい子でした。
　食事で困ったことは、本人のポリシー
から完全なベジタリアンだったことで、何
が食べれるのか悩みましたが、いろいろ
トライしてみて、彼女にとって日本のカレ
ーはとても美味しかったようです。
　今回の滞在でのナンバー１の食事は
“アルパカ”の肉抜きでお願いした焼きカ
レーだそうです。
　Ｖｉｎｃｙはとても優しく良く気が利く子で
進んでお手伝いしてくれたり、施設に居
る私の父にハグしてくれたりしました。
　お別れの時には日本語で書いたメッセ
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ージカードを貰いとても感動し、お別れは
とても悲しく寂しいものになりました。
　Vｉｎｃｙは日本の和が好きだったようで、
東京は浅草、東京より京都が好きだと言
ってました。
　松山城ではリフトに乗ったことを凄く喜
んでいました。
　こうして文字にしていると、楽しかった
ことだけが思い出されます。
　是非Ｖｉｎｃｙに会いにマレーシアに行き
たいと思います。
　貴重な経験をさせて頂いてありがとう
ございました。
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土曜日の朝、８時に新居浜駅に集
合し、早速永易明洋さんから往復
の切符と１０種類ほどのおつまみを
混ぜて一袋に用意して頂いたおや
つを受け取って出発です。

　特急しおかぜに乗り込むと、これも早速缶ビール５
００ｍｌを頂戴しプシュッと蓋を開けた午前８時３０分楽
しい旅行が始まりました。
　初日のメインは、大阪の「よしもと新喜劇」の観劇
でした。劇場入り前に、ホール１階で待ち時間の間
に串揚げと生ビールを頂き、ホールの客席に座ったと
ころで弁当を開けて昼食を頂きます。

　こうなるとすっかりお昼寝気分です。新喜劇開演
前の前座として漫才を数組やってくれますが、うとうと
してすっかり耳に入りません。

　しかし眼を覚ましてくれたのがオール阪神・巨人と
トミーズで大笑い。その後新喜劇の始まりです。タイ
トルは、「すち子の夢も希望もジャンボで行こう！！」。
　丁度、テレビ収録の公演になっていて、１２月１７
日放送の中で、新居浜ＬＣの方の笑い声も聞こえたぐ
らい大爆笑の公演でした。
　吉本新喜劇ですっかり新居浜の生活を忘れた１２
名一行は、ホテルにチェックイン後夕食会場へ。
　神戸の夕食は、美味しいしゃぶしゃぶ料理店。さ
すがお店ご紹介が新田久司さんだけあって食事をし
ながら神戸の夜景が一望できるお部屋でした。
土岐計一会長の音頭で乾杯で美味しいお酒が入り、
ビールに日本酒、焼酎とワインも、飲み放題メニュー
なんか気にせずお店にある種類の殆ど、ヒレ酒もツ
ギ酒も出てきて明るいくらげの会メンバーの夜が深ま
ります。２次会では、次々にマイクを持ちはじめ楽し
い夜も最高潮。あとは、思うままに酒に酔わされるまま、
女性に溺れるままメンバーばらばらで、神戸の夜が
過ぎていくのです。私は、深夜のカレーラーメンを美
味しくいただきました。
　２日めは９時出発で神戸市立須磨海浜水族園で、

海の生き物の学習をしました。爽やかな須磨の海風
が私たちの二日酔いの臭いを拭い去ってくれます。
　昼食は、これまた神野雄太さんご紹介の「神戸プ
レジール」で美味しい神戸牛のせいろ蒸し料理に、
やっぱりビールから始まって、日本酒は冷酒も熱燗も、
芋の焼酎とワインも出て来ました。満足です。
　もう満足です。次の旅行はいつなのか楽しみでた
まりません。幹事役をして頂いた永易明洋さん、会
長の土岐計一さん本当にありがとうございました。
　家に帰って、新聞で私の今日の運勢を観ると、最
高に愛される日とありました。会の皆さんと愛を深めら
れた素晴らしい旅行でした。

　「えっ、還暦？」いつの間にこ
んなに年をとってしまったんだろう。
　気持ちはいつまでも若いつもり
でいるんだけど、体力がついてい
かないのも事実。
　ずっと続けて来た野球もこの５

年程は満足に出来ていないなあ。
　今年は還暦野球で思い出の甲子園球場で試合
が出来る機会に恵まれたのでもう一度動ける体に挑

戦しようと思います。
　２７年前に親父の還暦祝いをした事、子供や孫
達に囲まれた嬉しそうな顔がついこの間の様に思い
出されます。
　そんな私も５人の孫に恵まれ、今年はお祝いして
くれるのかな？家内とは来月薬王寺に行く予定。
　男性の平均寿命も８０歳を超える時代になり、い
つまでも孫達の成長を見ていたいし、好きなゴルフ
も続けられる様に体に気を付けて頑張っていきたい
と思います。

　今期、会長アクトとして、国立新
居浜工業高等専門学校と協働し、
愛媛県立新居浜特別支援学校川西
分校へ、介護用具並びにリハビリ用
具を寄贈するアクティビティを行って
います。
　市販の用具は高価なうえに、身体
に合わないなど、そのままでは使え
ないことが多いため、新居浜高専さんの力を借りて、
製作・改良を行い、支援学校の児童生徒たちが有
益に使える形態にして贈れるよう進めています。
　今回、新居浜高専の学生に参画頂くことで、次

代を担う若者たちのものづくり技術の
向上と、自己啓発も図れるのではと
考えています。
　写真は、昨年末に新居浜高専の
校長室で執り行われた、用具製作
等に必要な費用の贈呈式の様子で
す。現時点ではまだ用具は完成して
いませんので、

　今回はここまでの報告となりますが、今後も進捗
状況を報告させて頂きます。未来ある子どもたちの
明るい明日のために、最後までしっかりと役目を果た
してまいります！

塩 見  秀 晴　　　　昭和 ３年 １月９日生まれ
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例  会  報  告

理事・委員長会
1月 10日（火）18:30～ 商工会館3F

第 1351 回　1 月第一例会
1月 11日（水）12 :15～ ユアーズ

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

　ふと私より先に古希を迎えら
れた先輩たちは何人いるんだ
ろうと思い調べました。１７名
の方がおられました。
　一番最初は妹尾光章さん、
続いて大村 敬さん、小松武
道さん、武市欣也さん、土岐

計一さん、山口 泰さん、土岐敏勝さん、田村征夫
さん、高橋 守さん、近藤充徳さん、真鍋憲夫さん、
石川敏則さん、有富正治さん、大石隆憲さん、真
木泰彦さん、近藤眞而さん、藤縄洲二さん・・・
　私は平成３年入会なので妹尾さんは、その一年
前の迎えられていました。
　一番覚えているのが武市さんに叱られた時です。

　私が会長の時「もう古希ですよ！」と言うと、一
瞬ムッとして信じられない様な顔をされ「嘘だろう！！」
と怒気を含んだ声で言い返されました。後ほど謝っ
ては頂きましたが。
　今考えてみると武市さんも私と同様まだまだ元気
で、精力一杯だったからだと思います。
　齢七十歳になるんだなどとは自分でも武市さんと
同じく信じたくはありませんが、そうなると余命も幾
ばくも無いんだなあ・・・などと少々落ち込み気味
でした。
　しかし、ライオンズは永遠だと信じ、年齢に関係
なく出会いの不思議に手を合わせ、喜びや悲しみ
味わいながら生きていきたい、と考え直している今
日この頃です。

岡 田  賢 治　　　　昭和２３年８月２５日生まれ

　師走というのに生暖かい１２月３日
土曜日の朝、８時に新居浜駅に集
合し、早速永易明洋さんから往復
の切符と１０種類ほどのおつまみを
混ぜて一袋に用意して頂いたおや
つを受け取って出発です。

　特急しおかぜに乗り込むと、これも早速缶ビール５
００ｍｌを頂戴しプシュッと蓋を開けた午前８時３０分楽
しい旅行が始まりました。
　初日のメインは、大阪の「よしもと新喜劇」の観劇
でした。劇場入り前に、ホール１階で待ち時間の間
に串揚げと生ビールを頂き、ホールの客席に座ったと
ころで弁当を開けて昼食を頂きます。

　こうなるとすっかりお昼寝気分です。新喜劇開演
前の前座として漫才を数組やってくれますが、うとうと
してすっかり耳に入りません。

　今日は寒い朝だ。未だ夜が
明けないが、東の空には伊予
富士の向こうに薄っすらと朝日
の兆しが見える。多分、今日も
いい日和であろう・・・と思い
ながら、いつもと同じ目覚めを
確かめる。

　いつの間にか、長く生きて来た。あの時も、ある
時期も全て何とか乗り越えてきた。しかし、それが
正しかったのかどうかは考えた事も無いし、思い出し
たこともほぼない。
　全ては、多次元の中で、混沌とした中で対処でし
たのであろうか？出来たのであろうか？自分の中でい
いとも悪いとも結論を出している訳でもない。理解も

●審議事項
１．次期ＺＣに白石誠一ライ

オンを推薦します。　　　　
２．第二副会長に石川 稔ライ

オンを推薦します。　　
３．上半期中間決算報告がありました。
４．公益社団法人新居浜青年会議所新年式典が1月13日（金） 
　  リーガロイヤルホテルで行われます。会長が出席予定です。
　  登録料については５,０００円です。
５．１月第２夜間例会（元会長・幹事を称える会）予算案について
　　元会長の高須賀深志さん、近藤敏生さん、石川 卓さん 
　　の３名が出席されます。
６．山口 泰ライ

オンご子息ご逝去に伴う生花１対 32,400 円拠出しま 
　　す。
●報告事項
１．平成２９年新年互礼会　
　１月４日（水）リーガロイヤルホテル　11:00 ～
　（会長･幹事、山口ライ

オンご子息の葬儀参列のため欠席）
２．公益社団法人新居浜青年会議所新年式典　
　１月１３日（金）より18:45～リーガロイヤルホテルで行われます。
３．岡部歩乃佳後援会理事会が
　１月１７日（火）ユアーズにて18:30より行われます。
　出席者は三役、白石直前会長、永易明洋ライ

オン、青少年委員
　会メンバーです。
４．薬物乱用防止教育認定講師養成講座　
　１月２２日（日）ウェルピア伊予で 13:00 より開催されます。
　出席者は能瀬伸一ライ

オン、岡村真里哉ライ
オンです。

５．第３期会費引落は１月１６日（月）４３,０００円です。
　　　　　　　

■ライオンズの誓い　有富正治ライ
オン

■会長挨拶　鈴木雅志会長
■長寿の祝い
　卒寿：大村　敬ライ

オン　小松武道ライ
オン

　喜寿：田村征夫ライ
オン

　古希：近藤盛文ライ
オン、檜垣孝志ライ

オン、松浦一雄ライ
オン、

　　　　神野雄太ライ
オン、岡田賢治ライ

オン、塩見秀晴ライ
オン

　還暦：村上博昭ライ
オン

■長寿の祝いお礼　塩見秀晴ライ
オン

■新年ご挨拶　武市欣也ライ
オン

■幹事報告
・審議事項
　原案どおりすべて承認されました。
・報告事項
１．平成２９年新年互礼会が１月４日（水）リーガロイヤルホテ
　ルで 11:00 より開催されました。（会長･幹事、山口さんご
　子息の葬儀参列のため欠席）
２．公益社団法人新居浜青年会議所新年式典が１月１３日（金）
　リーガロイヤルホテルで18:45より行われます
３．岡部歩乃佳後援会理事会が１月１７日（火）
　ユアーズにて18:30より行われます。
　出席者は三役、白石直前会長、永易明洋ライ

オン、青少年委員
　会メンバーです。
４．薬物乱用防止教育認定講師養成講座が
　１月２２日（日）ウェルピア伊予にて１３：００より開催されます。
　出席者は能瀬伸一ライ

オン、岡村真里哉ライ
オンです。

５．第３期会費引落は１月１６日（月）４３,０００円です。
■委員会報告

出席大会委員会
　・1月第二例会（夜間例会）で純出席 100％を目指します。
計画財務委員会
　・第二例会に元会長 3名が出席されます。
■上半期会計報告　岡田賢治会計
■会計監査報告　有富正治会計監査委員　
■その他
　・山口ライ

オンより御子息葬儀・告別式のお礼の挨拶がありました。
■出席報告
　会員数 58 名、出席 49 名、欠席 9名、出席率 84.5％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　82,000 円　

出来てない思いがある。それぞれの立位置の中で、
自己とは一体何であったのか、それすら纏めることも
出来ない。
　正に精神は、まだこの空間を彷徨っている。それ
を考え、今後を対比すると落ち着かない。精神の安
定は訪れる事なく、時だけが過ぎていく。
　そうだ、もう７０年を迎えた。“もう、これでいいのだ”
今までのことは全てマルと考えよう。家族やみんなに

囲まれて、少なくとも人生上手く行ったと考えられる。
幸せであった。“もう、これでいいのだ”これからは、
ストレスだと思うことはしない。
　ヘタな事にトライしない。イヤだと思うことは手を出
さない・・・等々。と気楽に我儘な時 ( 人生 ) を過
ごそうと思っている。とは言え、迷いはやはりある。
でも“もう、これでいいのだ”

　しかし眼を覚ましてくれたのがオール阪神・巨人と
トミーズで大笑い。その後新喜劇の始まりです。タイ
トルは、「すち子の夢も希望もジャンボで行こう！！」。
　丁度、テレビ収録の公演になっていて、１２月１７
日放送の中で、新居浜ＬＣの方の笑い声も聞こえたぐ
らい大爆笑の公演でした。
　吉本新喜劇ですっかり新居浜の生活を忘れた１２
名一行は、ホテルにチェックイン後夕食会場へ。
　神戸の夕食は、美味しいしゃぶしゃぶ料理店。さ
すがお店ご紹介が新田久司さんだけあって食事をし
ながら神戸の夜景が一望できるお部屋でした。
土岐計一会長の音頭で乾杯で美味しいお酒が入り、
ビールに日本酒、焼酎とワインも、飲み放題メニュー
なんか気にせずお店にある種類の殆ど、ヒレ酒もツ
ギ酒も出てきて明るいくらげの会メンバーの夜が深ま
ります。２次会では、次々にマイクを持ちはじめ楽し
い夜も最高潮。あとは、思うままに酒に酔わされるまま、
女性に溺れるままメンバーばらばらで、神戸の夜が
過ぎていくのです。私は、深夜のカレーラーメンを美
味しくいただきました。
　２日めは９時出発で神戸市立須磨海浜水族園で、

海の生き物の学習をしました。爽やかな須磨の海風
が私たちの二日酔いの臭いを拭い去ってくれます。
　昼食は、これまた神野雄太さんご紹介の「神戸プ
レジール」で美味しい神戸牛のせいろ蒸し料理に、
やっぱりビールから始まって、日本酒は冷酒も熱燗も、
芋の焼酎とワインも出て来ました。満足です。
　もう満足です。次の旅行はいつなのか楽しみでた
まりません。幹事役をして頂いた永易明洋さん、会
長の土岐計一さん本当にありがとうございました。
　家に帰って、新聞で私の今日の運勢を観ると、最
高に愛される日とありました。会の皆さんと愛を深めら
れた素晴らしい旅行でした。

　平成２９年すがすがしい元旦の
朝を、私は道後温泉「ふなや」で
迎えた。
　今年は節目の年「古希の祝い」
を三人の息子達が祝いをしてくれま
した。長男は新居浜に、次男はは
るばるマレーシアから３０日に、三
男は３１日東京からそれぞれ家族を
連れ帰ってきました。
　元旦の朝、長男から目録の贈呈式があり、日本
酒は大好きで一度は飲んでみたい山形県の銘酒
「十四代」とゴルフクラブ今一番欲しい番手「フェ

アウエーウッド 1 本」であった。こ
のサプライズには正直驚きうれしか
った。翌２日親子４人で、もらった
ニュークラブを持ち新居浜カントリ
ーへ行きました。暖かい天候に恵
まれ、親子和気あいあい久々に大
満足しました。
　夜には反省会をしながら「十四

代」の酒で宴会をしました。
　今年の正月は本当に充実した日でした。
次の祝いまでも元気で子供達とゴルフにそそぎたい
ものです。

　お正月に帰郷した二人の子
供達から、「父さん、今年は古
稀だよね。誕生日を楽しみにし
ていてね。」と言われました。
　おせち料理を食べながら、私
の還暦の時のお祝いについて
思い出話をして、「今度は、も

っといいものをプレゼントするよ。」と言われています。

二人とも、まだ独身です。
　父親が一番欲しい贈り物は、きっと分からないふ
りをするのでしょうねえ。
　誕生日まであと半年。どんなプレゼントをくれるか、
楽しみに待つことにします。
添付した写真は、顔に贅肉のない、花の独身時代
の僕です。

松 浦  一 雄　　　　昭和２３年７月２８日生まれ

神 野  雄 太　　　　昭和２３年８月２０日生まれ

松 浦  一 雄　　　　昭和 ３年７月

神 野  雄 太　　　　

岡 田  賢 治　　　　昭和 ３年８月
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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 (2月分 )

５８
３１
２８
３２
１４９

40
0
0
10
50

184,228
0

83,070
16,500
283,798

91.4
91.9
80.9
82.5
86.7

97.4
95.1
87.9
85.7
91.5

名 ％ ％ Ｈ 円

1月 8 日(日)　　新居浜CC

４３
５０ ５８

４８
４２
６６

４４
６７

１０８
 ９１
 ８６
１３３

  ８.６
３０.０

   ２.８
３０.０

７８.０
８２.４
８３.２

後 藤 達 也 １０３.０

宇 野 博 文

譽 田 幸 弘

村 上 博 昭

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

２月 誕生日おめでとうございます
大竹 崇夫、加藤 久博、高橋　守、白石 誠一

山口　泰、山下 邦俊、斉藤 陽二朗

2 月 結婚記念日おめでとうございます
大石 隆憲、伊藤 嘉秀

第 1352 回　1 月第二例会
（夜間例会）

1月 25日（水）18 :00～ ユアーズ

行  事  予  定

ゾーン・地区・国際協会の動き
１Ｚ親善ボーリング大会
　　　２月２５日（土）10:00 ～ ナムコワンダーボール西条
第２回新会員オリエンテーション
　　　２月２５日（土）14:45 ～ ユアーズ
　　

・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会　 　２月　６日（月）18:30 ～　商工会館 3F
２月第 1例会　　　２月　８日（水）12:15 ～　ユアーズ
２月第２例会　　　２月２１日（火）18:30 ～　グラッツェふじ
（１Ｚ合同夜間例会）
・委員会
会員会則委員会　　２月　１日（水）18:30 ～　事務局
計画財務委員会　　２月　２日（木）18:30 ～　事務局
環境保全委員会　　２月　７日（火）18:30 ～　事務局
保健福祉委員会　　２月　９日（木）18:30 ～　事務局
青少年委員会　　　２月１７日（金）18:30 ～　事務局
PR広報委員会　　 ２月２３日（木）18:30 ～　弥　生
出席大会委員会　　２月２４日（金）18:30 ～　事務局
・クラブ行事予定
２月２１日（火）第２例会　１Ｚ合同夜間例会
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　　２月１２日（日）   9 :50 ～　 新居浜ＣＣ
囲碁部会　　　　　未定
つれづれの会　　　２月１３日（月） 18:30 ～　  ユアーズ
くらげの会　　　　奇数月の予定   
スポーツ部会　　　２月１０・２４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
　

長長長長長長長  寿寿寿寿寿寿寿  のののののの  おおおおおお  祝祝祝祝祝祝祝  いいいいいい長 寿 の お 祝 い

喜 寿 を 迎 え て 田 村  征 夫　　昭和１６年８月３日生まれ

卒寿
小 松  武 道
昭和３年９月１５日生まれ

卒寿
大 村 　敬
昭和３年３月１７日生まれ

　世間では後期高齢者のレッテル
をはられ交通事故多発、介護もま
まならない状況下迷惑を掛けるば
かりの余生、喜寿祝いをして頂け
るなんて複雑な気持ちですが、何
故７７歳の祝いを「喜寿」と呼ぶ

ようになったのでしょうか。
　７５歳の方がキリが良さそうなものなのに・・・
　そう思った事がある方もいるのでは？ 実はこれは
考え方の順序が逆なのだそうです。
　というのも「喜」の字を草書体や略字にすると

漢数字の「七」を３つ合わせた㐂（上に１つ下に２
つ）の形になります。
　しかし、幾らなんでも７７７という年齢はありませ
ん。そこで「七」が２つの７７歳を古希の次の長
寿祝の歳にしようという事になったそうです。
　つまり喜寿祝いとは「７７歳」だから喜寿ではな
く「喜寿とは７７歳」昔の人の縁起担ぎと文字に対
する洒落っ気が生み出した長寿祝いが喜寿となっ
たそうです。
本日はどうもありがとうございました。

古 希 を 迎 え て

　今日は寒い朝だ。未だ夜が
明けないが、東の空には伊予
富士の向こうに薄っすらと朝日
の兆しが見える。多分、今日も
いい日和であろう・・・と思い
ながら、いつもと同じ目覚めを
確かめる。

　いつの間にか、長く生きて来た。あの時も、ある
時期も全て何とか乗り越えてきた。しかし、それが
正しかったのかどうかは考えた事も無いし、思い出し
たこともほぼない。
　全ては、多次元の中で、混沌とした中で対処でし
たのであろうか？出来たのであろうか？自分の中でい
いとも悪いとも結論を出している訳でもない。理解も

■ライオンズの誓い　有富正治ライ
オン

■会長挨拶　鈴木雅志会長
■長寿の祝い
　卒寿：大村　敬ライ

オン　小松武道ライ
オン

　喜寿：田村征夫ライ
オン

　古希：近藤盛文ライ
オン、檜垣孝志ライ

オン、松浦一雄ライ
オン、

　　　　神野雄太ライ
オン、岡田賢治ライ

オン、塩見秀晴ライ
オン

　還暦：村上博昭ライ
オン

■長寿の祝いお礼　塩見秀晴ライ
オン

■新年ご挨拶　武市欣也ライ
オン

■幹事報告
・審議事項
　原案どおりすべて承認されました。
・報告事項
１．平成２９年新年互礼会が１月４日（水）リーガロイヤルホテ
　ルで 11:00 より開催されました。（会長･幹事、山口さんご
　子息の葬儀参列のため欠席）
２．公益社団法人新居浜青年会議所新年式典が１月１３日（金）
　リーガロイヤルホテルで18:45より行われます
３．岡部歩乃佳後援会理事会が１月１７日（火）
　ユアーズにて18:30より行われます。
　出席者は三役、白石直前会長、永易明洋ライ

オン、青少年委員
　会メンバーです。
４．薬物乱用防止教育認定講師養成講座が
　１月２２日（日）ウェルピア伊予にて１３：００より開催されます。
　出席者は能瀬伸一ライ

オン、岡村真里哉ライ
オンです。

５．第３期会費引落は１月１６日（月）４３,０００円です。
■委員会報告

出席大会委員会
　・1月第二例会（夜間例会）で純出席 100％を目指します。
計画財務委員会
　・第二例会に元会長 3名が出席されます。
■上半期会計報告　岡田賢治会計
■会計監査報告　有富正治会計監査委員　
■その他
　・山口ライ

オンより御子息葬儀・告別式のお礼の挨拶がありました。
■出席報告
　会員数 58 名、出席 49 名、欠席 9名、出席率 84.5％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　82,000 円　

出来てない思いがある。それぞれの立位置の中で、
自己とは一体何であったのか、それすら纏めることも
出来ない。
　正に精神は、まだこの空間を彷徨っている。それ
を考え、今後を対比すると落ち着かない。精神の安
定は訪れる事なく、時だけが過ぎていく。
　そうだ、もう７０年を迎えた。“もう、これでいいのだ”
今までのことは全てマルと考えよう。家族やみんなに

囲まれて、少なくとも人生上手く行ったと考えられる。
幸せであった。“もう、これでいいのだ”これからは、
ストレスだと思うことはしない。
　ヘタな事にトライしない。イヤだと思うことは手を出
さない・・・等々。と気楽に我儘な時 ( 人生 ) を過
ごそうと思っている。とは言え、迷いはやはりある。
でも“もう、これでいいのだ”

　一月の第一例会場で長寿を祝っていただ
き、その上記念のネクタイまでいただきました。
ありがとうございます。
　今年は自分が長寿を祝っていただく側とな
りました。まだ、しっくり収まりませんが、これ
からも元気に機嫌良くウィサーブに参加した
いと思っていますので、皆様よろしくお願いし
ます。
　時計で言ったら、夕方５時半すぎでしょう
か。夕食までにはまだ日が高い。「もう一仕事やっと
こうかなあ」とやせ我慢の腕まくり。性能はだいぶ

ダウンしていますが、もう少しがんばれるか
なあ、がんばろうかなあと思っています。
　余暇を楽しく。最近、屋外に出て行って
野鳥観察楽しんでいます。野原、山や河口
や干潟、海岸など東予地区は野鳥の宝庫
だったんですねえ。知らないことばかりです
がストレス解消になります。
　機嫌良く、快活に、少々失敗しても「ダ
ハハ、・・」と笑い飛ばせるような年寄りに

なりたいと思っています。

近 藤  盛 文　　　　昭和２３年６月７日生まれ

檜 垣  孝 志　　　　昭和２３年７月７日生まれ　

近 藤  盛 文　　　　昭和２３年６月７日生まれ

檜 垣  孝 志　　　　昭和２３年７月７日生まれ　“This  wil l  do”

■ライオンズの誓い　古川貴章ライ
オン

■来訪者紹介　白石誠一直前会長
　クラブ元会長　石川 卓、近藤敏生、高須賀深志
■会長挨拶　鈴木雅志会長
■元会長・幹事を称える会
　お礼挨拶　神野雄太ライ

オン

■幹事報告
・審議事項　なし
・報告事項
１．公益社団法人新居浜青年会議所新年式典が　
　１月１３日（金） 18:45 ～リーガロイヤルホテルで行われました。
２．岡部歩乃佳後援会理事会が
　１月１７日（火）18:30よりユアーズで行われました。　
　出席者は三役、白石直前会長、永易明洋さん、青少年委
　員会メンバーでした。
３．薬物乱用防止教育認定講師養成講座が
　１月２２日（日）ウェルピア伊予で 13:00 より開催されました。 
　出席者は能瀬伸一さん、岡村真里哉さんの２名でした。
４．２月第２例会（１Ｚ合同夜間例会）が２月２１日（火）
　レイグラッツェふじで行われます。
　18:30より合同例会、そして19:00より懇親会です。
５．１Ｚ親善ボウリング大会が２月２５日（土）
　ナムコワンダーランド西条店で10:00より行われます。
　各クラブ７名以上（家族参加可）の参加要請します。
６．第６３回 336-A 地区年次大会　
　４月８日（土）～４月９日（日）丸亀市で開催されます。
　４月８日（土）記念ゴルフ大会　
　　満濃ヒルズカントリークラブ、　エリエールゴルフクラブ。
　４月９日（日）年次大会　
　　丸亀市綾歌総合文化会館アイレックス。　　
・その他
　元会長、幹事を称える会にクラブ会長を務められ退会された
　石川 卓さん、近藤 敏生、高須賀 深志さんの３名が来訪さ
　れました。
■出席報告
　　会員数 58 名、出席 57 名、欠席 1名、出席率 98.3％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　151,000 円
■ライオンズ・ローア　
　元会長　石川 卓、近藤敏生、高須賀深志
■懇親会　　　　　　　　　　　　　　　



■事 務 局 　〒792-0025　新居浜市一宮町2丁目4番8号　新居浜商工会館2F　TEL(0897)34-9400
■例 会 場 　〒792-0021　新居浜市泉宮町5番8号　　　   ユアーズ　　　　　　           TEL(0897)33-3535
■例会日時　 毎月　第2・4水曜日　 12:15 ～ 13:30

ライオンズクラブ国際協会 336-A 地区 2R-1Z　 新居浜ライオンズクラブ
  新居浜ライオンズクラブ 会報

毎月第1例会（第2水曜日）発行
会長  鈴木 雅志　幹事  伊藤 龍一　会計  岡田 賢治

発行責任者  ＰＲ広報委員長  塩見 秀晴
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表紙写真「冬の遠登志橋」　撮影  森實好彦氏

国際会長テーマ （次なる山を目指して）

会長スローガン 新たなる挑戦

「１００周年、夢と誇り・笑顔と絆で336-A 地区 ガバナースローガン

表紙写真「冬の遠登志橋」　撮影  森實好彦氏

●● １月第一例会 ●●
鈴木　雅志　本年もウィサーブで頑張りましょう。宜しくお願いします。
伊藤　龍一　あけましておめでとうございます。本年も宜しくお願い致
　　　　　　します。１月８日にＹＣＥ派遣でニュージーランドより無事帰
　　　　　　国しました。大変貴重な経験をさせて頂きありがとうござ
　　　　　　いました。
岡田　賢治　長寿の皆様おめでとうございます。元気でボケないように
　　　　　　長生きしましょう。
塩見　秀晴　会報１月号、皆様のおかげで発行出来ました。よろしく
　　　　　　お願いします。
永易　明洋　明けましておめでとうございます。今年が皆様にとって良
　　　　　　い年になります様ご祈念申し上げます。まず健康第一です。
藤縄　洲二　おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
松浦　一雄　古希を祝っていただきありがとうございます。今後はボケ
　　　　　　ないように更に体力増強に努めて参ります。
加藤　久博　新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお
　　　　　　願いします。
有富　正治　あけましておめでとう御座います。本年も宜しくお願い致
　　　　　　します。ご長寿のお祝いを申し上げます。
青野　淳助　年末の例会、２８日だと思って出張して欠席してしまいま
　　　　　　した。次回の例会、出張の為、欠席させていただきます。
　　　　　　申し訳ないですが宜しくお願い致します。
譽田　幸弘　１月８日に行われましたゴルフコンペにおいてデビュー戦初
　　　　　　優秀をすることができました。あいにくの天気でしたがと
　　　　　　ても楽しい一日でした。幹事様をはじめ同伴させていた
　　　　　　だいた岡田さん、福山さん、古川さん本当に有難うござ
　　　　　　いました。
岡村真里哉　本年もどうぞ宜しくお願い致します。
神野　雄太　古希の祝いありがとう。
後藤　達也　あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いし
　　　　　　ます。先日のコンペで降り続ける雨の中、プレーされた
　　　　　　皆さんお疲れ様でした。
伊藤　久門　あけましておめでとうございます。本年も宜しくお願いい
　　　　　　たします。本年も健やかに穏やかにお過ごしいただく事
　　　　　　を祈念いたします。
・・・新年明けましておめでとうございます。
　　　　　　　　　　　本年もよろしくお願いいたします。・・・
能瀬伸一／村上博昭／山下邦俊／佐伯澄男／古川貴章／白石誠一
／斉藤陽二朗／高橋　守／近藤充徳／上野　剛
石川　　稔　皆さん明けましておめでとうございます。今年もお互いに
　　　　　　元気で！
近藤　盛文　長寿の祝いをありがとうございます。元気に機嫌よくウイ
　　　　　　サーブで参りたいと思います。ご指導ください。
土岐　敏勝　新年明けましておめでとう。今年が良い年となってくれる
　　　　　　事を願ってます。
大竹　崇夫　本年も皆様にとりまして健康で穏やかな年となりますようご
　　　　　　祈念申し上げます。
大石　隆憲　大石通商リース部の倉庫が完成しました。
真鍋　憲夫　新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞ宜し
　　　　　　くお願いします。寒さもこれからが本番。お体大事にし
　　　　　　て下さい。
・・・明けましておめでとうございます。
　　　　　　　　　　本年も宜しくお願いします。・・・
青野泰介／垂水康浩／新田久司／岡田浩二／石川敏則／真木泰彦
／山之内浩二／福山　宏

●● 1月第二例会 ●●
石川　　卓　元会・長幹事を称える会にご案内頂きまして有難うござ
　　　　　　います。
高須賀深志　ご招待ありがとうございます。
近藤　敏生　会長幹事を称える会に出席招請ありがとうございました。
山口　　泰　先日、長男 卓の葬儀に多くの会員の皆様に格別の御厚
　　　　　　意を賜りご迷惑をおかけしまして申し訳ありませんでした。
　　　　　　厚く御礼申し上げます。
鈴木　雅志　石川先輩、近藤先輩、高須賀先輩、出席有難うござ
　　　　　　います。元会長幹事を称えて感謝！
伊藤　龍一　本日、元会長幹事を称える会を迎えられた方々の功績に
　　　　　　感謝いたします。

　　　　　　又、本日は石川先輩、近藤先輩、高須賀先輩　ご出
　　　　　　席有難うございました。
岡田　賢治　石川さん　近藤さん　高須賀さんのご出席を歓迎いたし
　　　　　　ます。
塩見　秀晴　元会長幹事を称える会のビデオ「新居浜ライオンズクラ
　　　　　　ブの歴史」のナレーションをさせて頂いて有難うございます。
永易　明洋　元会長幹事の皆様、お祝い申し上げます。今後のご健
　　　　　　勝をお祈り申し上げます。
藤縄　洲二　会長幹事を称える会、有難うございます。
松浦　一雄　元会長幹事の皆様のご苦労に感謝します。稀勢の里の
　　　　　　横綱昇進御同慶の至りです。
加藤　久博　元会長幹事を称えていただきありがとうございます。
有富　正治　「元会長幹事を称える会」を催していただき有難う御座
　　　　　　いました。元会長、石川卓様、近藤敏生様　高須賀
　　　　　　深志様のご来訪を心より歓迎いたします。
能瀬　伸一　寒い日が続いています。体に気をつけてください。
岡村真里哉　遅くなり申し訳ありません。途中参加でしたが楽しそうだ
　　　　　　ったので最初からの参加が出来なくて残念でした。次の
　　　　　　機会を楽しみにしています。
神野　雄太　100％出席例会。ご協力ありがとうございます。
後藤　達也　本日ご来訪いただいた石川さん、近藤さん、高須賀さ
　　　　　　んに感謝します。
伊藤　久門　元会長幹事の皆様が一時代を築いて頂いたお陰で今
　　　　　　があると思っております。そのご尽力に感謝、感謝です。
佐伯　澄男　会長幹事を称える会を祝して！！
古川　貴章　寒いですね。風邪をひかないようにしましょう。
石川　　稔　元会長幹事の皆さんに心から敬意を表します。
大竹　崇夫　所要の為早退いたします。申し訳ありません。
・・・元会長・幹事の皆様を称え、今後ともご指導
　　　　　　　　　　　　　　宜しくお願い致します。・・・
大石隆憲／高橋在錫／白石誠一／垂水康浩／新田久司／岡田浩二
真鍋　憲夫　大寒波で体も心も冷えましたが今夜は元会長幹事を称え
　　　　　　る会で心を温めましょう。
宇野　博文　会長幹事の経験者の皆様、いつまでもお元気でご指導
　　　　　　をお願いいたします。
檜垣　孝志　今年は年の初めにインフルエンザに罹り大変でした。ま
　　　　　　だまだ皆さん気をつけて下さい。
山岡弘太郎　稀勢の里、横綱おめでとうございます。
石川　敏則　元会長幹事を称える会を有難うございます。また元会長
　　　　　　幹事の石川卓さん、近藤敏生さん、高須賀深志さんの
　　　　　　来訪を歓迎します。
武市　欣也　たたえてもらって有難う。
・・・元会長幹事の皆様に感謝。
　　　　　　　　　　ご来訪いただいた先輩方に感謝。・・・
譽田幸弘／真木泰彦／村上順一郎／上野剛／近藤盛文／土岐敏勝
／近藤充徳／高橋守／村上博昭／大上幸雄／福山宏

編 集 後 記
　今月は好きな駅伝競技についてお話ししたいと思います。
年末の高校駅伝（男女）に始まり、正月の実業団対抗男子駅伝、
東京箱根間大学駅伝、都道府県対抗駅伝（男女）まで６競技が
開催され、これらの日は好きなゴルフもお断りしてテレビの前にかじり
ついています。
　全て面白かったのですが、今年一番印象的だったのが実業団対
応で優勝した旭化成チームの戦いぶりでした。外国人選手がいない
チームで序盤の劣勢 (１１位 ) を後半の４区間で逆転し見事に優勝し
ました。しかもこの立役者は昨年は出場さえできなかった選手たちで、
この１年間の努力は想像を絶するものがあったことと思われます。
　全ての選手が懸命に努力している中で来年も同じような結果が得
られるはずがありません。来年どのような戦いを見せてくれるのか今
から楽しみにしているところです。　宇野博文
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