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表紙写真「星越選鉱場」　撮影  森實好彦氏

NEW  MOUNTAINS  TO  CLIMB
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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
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●● 3月第2例会 ●●
鈴木　雅志　次期会長の卓話に感謝して！侍ジャパン世界奪
　　　　　　還祈る。
伊藤　龍一　佐伯第一副会長、健康卓話ありがとうございま

　　　　　　す。益々健康に気をつけて来期の会長に備えて
　　　　　　下さい。
岡田　賢治　佐伯さんの卓話に感謝。
佐伯　澄男　暖かくなってきました。健康卓話ではなく不健康
　　　　　　卓話をさせて頂きます。
塩見　秀晴　暖かくなって参りました。お花見も待ち遠しいで
　　　　　　すね。
永易　明洋　早退します。申し訳ありません。
松浦　一雄　佐伯さんの健康卓話に感謝します。
加藤　久博　会員卓話に感謝して。
有富　正治　えひめ国体まで１９２日となりました。ワクワクドキド
　　　　　　キ。
能瀬　伸一　年度末でお忙しいこととは思いますがお体にはお
　　　　　　気をつけ下さい。
神野　雄太　ＷＢＣジャパン　ガンバレ！
後藤　達也　そろそろ暖かくなってきました。ゴルフ部会のご
　　　　　　参加、多数お待ちしております。
大竹　崇夫　佐伯さんの卓話に感謝致します。
真鍋　憲夫　めっきり春めいて来ました。卒業、就職、転居と
　　　　　　世の中忙しくなりそうです。会長、後残りわずか
　　　　　　頑張って下さい。
宇野　博文　スギ花粉に泣いています。ガマン、ガマンの毎
　　　　　　日です。頑張ります。
青野　淳助　健康に感謝。
石川　敏則　佐伯さんの卓話に感謝！
高橋　　守　今年は中学へ２人、高校へ２人の入学と結婚す
　　　　　　るのが１人、嬉しいやら悲しいやら。
近藤　充徳　3/26 今期最後の献血献眼運動。ご協力お願い
　　　　　　します。
誉田　幸弘　ゴルフ部会、入会後初めての晴天に感謝！
伊藤　久門　ずいぶん春めいてきました。それに伴い花粉も
　　　　　　飛散しているようです。体調管理に留意して下
　　　　　　さいませ。卓話に感謝。
武市　欣也　なんとなく、、、。
檜垣　孝志　ＷＢＣ、今日（３／２２）準決勝アメリカ戦ですね！
　　　　　　勝って是非優勝して下さい。
石川　　稔　冬来たりなば春遠からじ。
土岐　敏勝　会報に健康について！
伊藤　嘉秀　暖かい春になりました。今年も花見を楽しみに致
　　　　　　しております。
・・・佐伯澄男さんの卓話に感謝・・・
垂水康浩／岡田浩二／村上順一郎／上野 剛／高橋在錫／
新田久司／大石隆憲／古川貴章／福山 宏

編 集 後 記

　３月２１日に東京の桜の開花が報じられました。
新居浜でも間もなく開花し陽気に誘われお花見等に外出する
機会が増えてきます。
　また市内企業にも新入社員の初 し々い姿が多く見られ本
当に春の訪れを感じる季節になります。
　新居浜ライオンズクラブにも新会員さんが増え春の日差しの
ように心が明るくなります。 
春はいいですね！！　　宇野博文

●● ３月第一例会 ●●
鈴木　雅志　杉田さん入会おめでとうございます。頑張って
　　　　　　下さい。3/12 えひめ学園生徒の皆さんと広島
　　　　　　感動体験ツアー、そして 3/13 岡部ほのか集い
　　　　　　の会、と大変忙しいのですが垂水委員長よろし
　　　　　　くお願いします。
伊藤　龍一　杉田友裕さんの新居浜ライオンズクラブへの入
　　　　　　会を歓迎致します。
岡田　賢治　弟が無事定年退職を迎えました。丹生川に住ん
　　　　　　でいます。東予ＬＣに入れようかと思っております。
　　　　　　皆様ご協力の程お願いします。
佐伯　澄男　新会員の入会を心より歓迎致します。
杉田　友裕　入会させて頂きありがとうございました。
塩見　秀晴　ボーリング大会１６連覇出来ませんでした。申し
　　　　　　訳ありません。来年は白石ＺＣ、酷い目にあわせ
　　　　　　ましょう。
永易　明洋　杉田さん入会おめでとうございます。ご活躍をお
　　　　　　祈りします。３月１５日まで所得税の確定申告で
　　　　　　残業の日々 です。何とか期限内申請が出来る様
　　　　　　頑張ります。
松浦　一雄　杉田さんの新居浜ライオンズクラブへの入会を心
　　　　　　から歓迎します。
加藤　久博　杉田さんの入会を祝して。
有富　正治　本日 3/8 は４４回目の結婚記念日です。金婚式
　　　　　　まで体がもつかどうか心配です。
能瀬　伸一　年度末で忙しい日が続いていると思いますが皆
　　　　　　さんお体にはお気を付けて下さい。
岡村真里哉　杉田さん入会おめでとうございます。
神野　雄太　新会員を歓迎します。
後藤　達也　杉田友裕さんの入会を祝して。
白石　誠一　杉田さん入会おめでとうございます。
大竹　崇夫　杉田友裕さんの入会を歓迎致します。
真鍋　憲夫　世の中さわがしい感じですが春らしくなって来ま
　　　　　　した。先日久し振りにマイントピアの温泉に入り疲
　　　　　　れがとれました。
宇野　博文　今年も杉花粉に泣いています。花粉のピークが
　　　　　　過ぎるまで後１０日程です。ガマンの毎日です。
青野　淳助　３月より新しく社員が入社しています。なるべく優
　　　　　　しく接していこうと思います。
石川　敏則　杉田さんの入会を歓迎します。共に頑張りましょ
　　　　　　う。
高橋　　守　３月の誕生日１０名様と５名の結婚記念日の皆様
　　　　　　おめでとうございます。また一年間元気で頑張
　　　　　　って下さい。
山下　邦俊　新会員の杉田さんを歓迎します。
近藤　充徳　入会おめでとうございます。
古川　貴章　杉田さん入会おめでとうございます。
真木　泰彦　杉田さん入会おめでとうございます。
村上　博昭　新会員杉田さんを歓迎いたします。
誉田　幸弘　本日４０歳代最終日です。明日から５０歳代楽し
　　　　　　んで行きます。
伊藤　久門　まだまだ寒い日が続きます。皆さん御慈愛下さい。
藤縄　洲二　何となく春になっていくような、、、、。
天野　　淳　昨日は委員会休んですいません。
檜垣　孝志　お花見の話が出て来ました。毎年の事ですが
　　　　　　桜の開花、待ち遠しいですね。
・・・新入会員の杉田友裕さんを歓迎して！・・・
垂水康浩／岡田浩二／村上順一郎／上野 剛／高橋在錫／
大上幸雄／土岐敏勝／福山 宏
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ゴルフ部会報告

４月 誕生日おめでとうございます
佐伯澄男、後藤達也

４月 結婚記念日おめでとうございます
土岐計一、高橋　守、山口　泰

宇野博文、檜垣孝志

第 1356 回　3 月第二例会
3月 22日（水）12 :15～ ユアーズ

行  事  予  定

ゾーン・地区・国際協会の動き
第６３回３３６－Ａ地区年次大会・記念ゴルフ
　　４月８日（土）記念ゴルフ（満濃ヒルズカントリークラブ）
　　４月９日（日）年次大会式典  13:30 ～
　　　　　　　　  　丸亀市綾歌総合文化会館アイレックス
１Ｚ合同ラッパ会　４月２０日（木）19:00 ～　ユアーズ
次期地区役員研修会４月２２日（土）13:00 ～  
                                                 　ホテルサンシャイン徳島

・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会　 　４月１０日（月）18:30 ～　商工会館 3F
４月第 1例会　　　４月１２日（水）12:15 ～　ユアーズ
４月第２例会（家族会）４月２９日（土）10:00 ～　マリンパーク
・委員会
環境保全委員会　　４月　４日（火）18:30 ～　事務局
会員会則委員会　　４月　５日（水）18:30 ～　事務局
計画財務委員会　　４月　６日（木）18:00 ～　事務局
保健福祉委員会　　４月１３日（木）18:30 ～　事務局
青少年委員会　　　４月２１日（金）18:30 ～　興　慶
PR広報委員会　　 ４月２７日（木）18:30 ～　事務局
出席大会委員会　　４月２８日（金）18:30 ～　事務局
・クラブ行事予定
４月　２日（日）  11:00 ～　滝の宮公園ライオンズの桜下
　お花見会
４月２３日（日）    7 :00 ～　商工会館周辺　
　第３回愛リバー・愛ロード清掃作業
４月２９日（土・祝）   マリンパーク新居浜
　例会 10:00 ～　家族会 11:00 ～
・その他行事予定
４月　４日（木）10:00 ～　新居浜簡易裁判所前交差点
　平成２９年春の交通安全運動
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　　４月　８日（土）  　　　満濃ヒルズＣＣ
囲碁部会　　　　　未定
つれづれの会　　　４月２６日（水）18:30 ～　 ひびき　
くらげの会　　　　奇数月の予定   
スポーツ部会　　　４月１４・２８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 冬季ＹＣＥ生派遣・受入報告会に参加して

幹　事　伊 藤  龍 一　　　　　　　　平成２９年３月５日（日）　まなべ結婚式場（香川県まんのう町）　　
　　　　　　　　　　　　　　　        　

２０１６～２０１７年度

 １Ｚ地区ガバナー諮問委員会・ゾーンレベル会員委員会に出席して

幹　事　伊 藤  龍 一　　　　　　　　　平成２９年３月１８日（土）　　グラッツェふじ　　　   　　
　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

■会長挨拶　鈴木雅志会長
■新会員入会式　杉田友裕さん
■指名委員会　白石誠一委員長
■審議事項
　原案通り6件承認されました。
■幹事報告
・報告事項
１． 第２回新会員オリエンテーションが２月２５日（土）14:45より
　ユアーズで行われました。出席者は青野淳助ライ

オン、譽田幸弘
　ライ
オン、（引率者）加藤会員会則委員長です。

２．平成２９年新居浜市消防観閲式が３月５日（日）9:00 より 
　山根市民グランドで行われました。出席者は鈴木会長です。 
３．冬期ＹＣＥ派遣・受入報告会が３月５日（日）13:00より
　まなべ結婚式場（満濃町）で開催されました。　出席者は
　白石誠一ライ

オン、伊藤幹事、派遣生（伊藤鼓美さん）です。
４．第３回地区ガバナー諮問委員会、ゾーンレベル会員委員
　会が３月１８日（土）10:00よりグラッツェふじで開催されます。
　出席者は鈴木会長、伊藤幹事、佐伯第一副会長、加藤会
　員会則委員長です。
５． えひめ国体新居浜市実行委員会第４回総会が３月２３日　
　（木）15:00よりグラッツェふじで開催されます。
 　出席者は伊藤幹事です。
６． 次期役員選挙会を３月第二例会にて行いますので通知致し
　ます。
■委員会報告
会員会則委員会
　・会員の転勤に伴う退会（高橋彰さん）と杉田友裕さんの
　　入会式を行います。
　・会員の退会
　 一身上の都合により山岡弘太郎さんが退会されます。
計画財務委員会
　・２月第 2夜間例会決算報告、４月第２例会家族会開催日・
　場所の変更について　
　４月２9日（土・祝）マリンパーク新居浜
ＰＲ広報委員会　会報誌について
青少年委員会
　・えひめ学園との交流会　プロ野球オープン戦 ( 広島 VSヤ
　クルト) 観戦  3月12日（日）8:00より　広島市民球場
　参加者は生徒１６名、先生１５名　メンバー６名の予定です。
　・岡部歩乃佳後援会総会並びに山本貴司さんの基調講演
　が３月１３日（月）18:30よりユアーズで開催されます。
保健福祉委員会
　第 3回献血・献眼登録　３月２６日（日）10:00 ～
　イオンモール新居浜駐車場
　会長アクト進歩状況について　
■その他報告事項　　　　　　　　
　・スポーツ部会
　　１Ｚ親善ボウリング大会が２月２５日（土）10:00 よりナムコ
　　ワンダーボール西条店にて行われました。
　　結果：団体２位、個人賞は１位高橋在錫さん、３位伊藤
　　嘉秀さん、６位佐伯澄男さん、８位永易昭洋さんでした。
　・有志による花見大会を４月２日（日）11:00 より新居浜ライ

　オンズクラブ寄贈の桜の下で行います。
　（雨天の場合はユアーズで行う予定です。）
　・会計より２月末のクラブ流動資産残高の報告がありました。
■出席報告
　会員数 57 名、出席 50 名、欠席 7名、出席率 87.7％
■テール・ツイスタータイム　　　　　　　　　　　　　
　　ドネーション　69,000 円　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　冬季ＹＣＥ生派遣・受入報告会に白石直前会長
と派遣生の伊藤鼓美と母親の邦枝、私の４名で参
加してきました。
　この度の冬季ＹＣＥ生派遣事業では、336－A 地
区からは当クラブよりニュージーランドに派遣された
のと、高松源平ライオンズクラブよりマレーシアに派
遣された福田菜月さんの２名でした。
　受入事業は全部で３クラブが受入れており、当ク
ラブの白石誠一さん、松山城東ライオンズクラブ、
松山南ライオンズクラブがそれぞれマレーシアからの
受入でした。
　伊藤鼓美派遣生から派遣生帰国報告が行われ、
写真スライドを用いてニュージーランドでの２０日間の
思い出や感想そして今回参加したことにより海外に
対する気持ちの変化などを発表しました。
　発表後は真鍋隆地区ガバナーをはじめ、地区キ
ャビネット役員がひとりずつ本人に質問があり伊藤鼓
美派遣生もニュージーランドの情勢やキャンプでの
様子、今後の展望などを答えました。
　白石誠一直前会長もビンシーさんを迎えられて奥
様が京都や東京に観光に連れて行かれたことや、
地元中学校の茶道やバドミントン部に訪問体験した

ことを報告しました。
　皆さんの報告も盛り上がり予定終了時間より３０分
余り超過してしまいましたが、充実した報告会となり
ました。
　真鍋隆地区ガバナーもこの YCE 事業は国際協
会の青少年事業の中でも最も重要で意義のある事
業なのでこれからも積極的に参加して交流を深めて
ほしいと話されました。
　私自身も今回娘が参加したことでいつかは受入を
迎えて他国の青少年に日本のすばらしさを学び体
験させてあげたいと思いました。

　第３回地区ガバナー諮問委員
会・第３回ゾーンレベル会員委員
会に出席してまいりました。
　横井文明 2R－1Z－ZC から今回
の 議 事 の 説 明 があり、初 めに
2017 ～ 2018 年度地区役員推薦

者として次期地区ガバナーに 8R－2Z 徳島城山ライ
オンズクラブの川辺信郎ライ

オンが紹介されました。
　続いて第一副地区ガバナーとして 2R－4Z 東予
ライオンズクラブの関野邦夫ライ

オンが、第２副地区ガバ
ナーに 1R－3Z 松山センチュリーライオンズクラブの
友澤節男ライ

オンが紹介されました。

　続いて２Ｒの行事予定、2017 第１７回全国障害
者スポーツ大会支援２Ｒ合同アクティビティーについ
ての説明があり、３年計画で２Ｒメンバー１人年間
1,000 円を積み立てていたアクティビティーは西条で
開催されるフライングディスク競技の用具購入に充
てられる事となりました。
　河端 寛 2R－RC からは、クラブ LCIF コディネ
ーターとして国際協会の決定事項により、次期のク
ラブの組織に新たに理事として置ようにまたその役
職は直前会長が望ましいと説明がありました。
　そのあと地区ガバナー諮問委員会が行われまし
た。

第３回

■ライオンズの誓い唱和　伊藤嘉秀ライ
オン

■会長挨拶　鈴木雅志会長
■会員卓話　「健康について」　佐伯澄男ライ

オン

■審議事項
　承認
１．クラブＬＣＩＦコーディネーターは直前会長とし理事となる
２．岡田達三さん（岡田賢治さん弟）の東予ＬＣ入会推薦に 
　　ついて
■幹事報告
・報告事項
１．岡部歩乃佳後援会総会並びに山本貴司近畿大学水上競
　技部監督による基調講演が３月１３日（月）18:30 よりユアー
　ズで開催されました。
２．第３回地区ガバナー諮問委員会、ゾーンレベル会員委員
　会　３月１８日(土 )　10:00よりグラッツェふじで行われました。
　出席者は鈴木会長、伊藤幹事、佐伯第一副会長、加藤
　会員会則委員長です。
３．えひめ国体新居浜市実行委員会第４回総会　
　3月23日（木）15:00よりグラッツェふじで行われました。
４．全国春の交通安全運動「人の輪」が 4月6日（木）
　10:00より新居浜簡易裁判所前交差点で行われます。
５．第６３回地区年次大会が４月８日（土）～９日（日）の両日 
　丸亀市で開催されます。
　記念ゴルフ大会は４月８日（土）満濃ヒルズカントリークラブで
　行われます。我がクラブより１５名参加します。
　年次大会式典は４月９日（日）丸亀市綾歌総合文化会館ア
　イレックスで開催されます。参加者は２０名です。
■委員会報告
会員会則委員会　岡田達三さん推薦について　
計画財務委員会　4/2 花見について
青少年委員会
　・えひめ学園との交流会 プロ野球オープン戦観戦（広島　
　VSヤクルト）  3 月12日 (日 ) 8 :00より 広島マツダスタジアム
　にて観戦
　参加者は学園の生徒１３名、先生１５名　メンバー６名です。
保健福祉委員会
　・第３回献血・献眼を３月２６日（日）10:00 よりイオンモー
　ル駐車場で行います。
■その他報告事項
　・有志による花見を４月２日（日）に 11:00 より滝の宮公園
　のライオンズの桜の下で行います。（尚、雨天の場合はユア
　ーズに変更）
■次期役員選挙会　佐伯澄男第 1副会長
■出席報告
　会員数 57 名、出席 47 名、欠席 10 名、出席率 82.5％
■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　　杉田友裕ライ

オン　
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第 1副会長　佐 伯  澄 男　　　　日時：2017 年 2 月 10 ～ 11 日　場所：フィリピン・ダバオ市　　

 
計画財務委員会　高 橋  在 錫　　　　平成２９年２月２５日（土）　ナムコワンダーボール西条

　２０１７年２月１０日・１１日の２日
間、東京吉祥寺ライオンズクラブが
主催し地元ダバオ市のカダヤワンラ
イオンズクラブが共同運営するアク
ティビティに参加しました。
　場所はフィリピンミンダナオ島のダ

バオ市です。
アクティビティの内容は今年で１１回目を迎えたダバオ
市野球大会と２５回目を迎えたリコーダーコンテストで
す。
　１０日の早朝に東京吉祥寺ライオンズクラブのメン
バー方々が宿泊しているホテルロビーで合流しフィリ
ピン日系人会が手配してくれていた車に同乗して現
地へ向かいました。到着すると日の丸の国旗を振り
ながら多くの学生が出迎えてくれました。
　早速、開会式が行われ鼓笛隊を先頭に選手達の
入場行進が始まりました。
　そして東京吉祥寺ライオンズクラブの榎本会長を
はじめとするスポンサーの方々が始球式を行い小学
生の部１７チームと高校生の部７チームに分かれて熱
戦が繰り広げられました。
　試合後は選手達と懇親会が催され日本で使わなく
なった野球道具を各チームに贈呈しました。
　最後は選手達と共にライオンズローアで散開となり
ました。翌日はリコーダーコンテストが盛大に開催さ
れました。リコーダーコン
テストも野球大会と同様に
小学生の部と高校生の部
に分かれてコンテストを行
い課題曲に日本の‘‘ふる
さと‘‘が選曲されていまし
た。
　もともとこれらのアクティ
ビティが始まったきっかけ
は昨年亡くなられた東京

吉祥寺ライオンズクラブの故Ｌ内田達男氏がダバオ生
まれで戦後強制送還された内の一人であり、１９８８
年、当時所属していた東京武蔵野ライオンズクラブ
が結成２５周年事業としてダバオの日系人のために日
本語学校を建設し、その後３０周年事業として歴史
資料館、３５周年事業として国際交流館を建設しダ
バオ復興のためのボランティア活動を展開されたそう
です。
　１９９２年に日本フィリピンボランティア協会が日本の
小学生が使わなくなったリコーダー２，０００本を集め、
ダバオの小学校に寄付をしたのが、きっかけで毎年
ダバオの野外音楽堂でコンテストが行われるようにな
りました。
　野球大会はダバオにおいてリトルリーグ結成を目指
し中古の野球道具を集め支援を行っています。故 L
内田達男氏の意志を次いで、メンバー方々と共に、
お孫さんのＬ内田有亮氏が今後も継続していかれる
そうです。
　余談になりますが初日の夕食をした店で、ばったり
ドゥテルテ大統領に会いました。
　最後になりますが、このアクティビティに参加して
東京吉祥寺ライオンズクラブ榎本会長をはじめ参加
されたメンバーの皆様には過大な、ご配慮を頂きまし
たこと感謝申し上げます。
We Serve！！

ＹＣＥ派遣報告　伊藤鼓美さん

■会長挨拶　鈴木雅志会長
■新会員入会式　杉田友裕さん
■指名委員会　白石誠一委員長
■審議事項
　原案通り6件承認されました。
■幹事報告
・報告事項
１． 第２回新会員オリエンテーションが２月２５日（土）14:45より
　ユアーズで行われました。出席者は青野淳助ライ

オン、譽田幸弘
　ライ
オン、（引率者）加藤会員会則委員長です。

２．平成２９年新居浜市消防観閲式が３月５日（日）9:00 より 
　山根市民グランドで行われました。出席者は鈴木会長です。 
３．冬期ＹＣＥ派遣・受入報告会が３月５日（日）13:00より
　まなべ結婚式場（満濃町）で開催されました。　出席者は
　白石誠一ライ

オン、伊藤幹事、派遣生（伊藤鼓美さん）です。
４．第３回地区ガバナー諮問委員会、ゾーンレベル会員委員
　会が３月１８日（土）10:00よりグラッツェふじで開催されます。
　出席者は鈴木会長、伊藤幹事、佐伯第一副会長、加藤会
　員会則委員長です。
５． えひめ国体新居浜市実行委員会第４回総会が３月２３日　
　（木）15:00よりグラッツェふじで開催されます。
 　出席者は伊藤幹事です。
６． 次期役員選挙会を３月第二例会にて行いますので通知致し
　ます。
■委員会報告
会員会則委員会
　・会員の転勤に伴う退会（高橋彰さん）と杉田友裕さんの
　　入会式を行います。
　・会員の退会
　 一身上の都合により山岡弘太郎さんが退会されます。
計画財務委員会
　・２月第 2夜間例会決算報告、４月第２例会家族会開催日・
　場所の変更について　
　４月２9日（土・祝）マリンパーク新居浜
ＰＲ広報委員会　会報誌について
青少年委員会
　・えひめ学園との交流会　プロ野球オープン戦 ( 広島 VSヤ
　クルト) 観戦  3月12日（日）8:00より　広島市民球場
　参加者は生徒１６名、先生１５名　メンバー６名の予定です。
　・岡部歩乃佳後援会総会並びに山本貴司さんの基調講演
　が３月１３日（月）18:30よりユアーズで開催されます。
保健福祉委員会
　第 3回献血・献眼登録　３月２６日（日）10:00 ～
　イオンモール新居浜駐車場
　会長アクト進歩状況について　
■その他報告事項　　　　　　　　
　・スポーツ部会
　　１Ｚ親善ボウリング大会が２月２５日（土）10:00 よりナムコ
　　ワンダーボール西条店にて行われました。
　　結果：団体２位、個人賞は１位高橋在錫さん、３位伊藤
　　嘉秀さん、６位佐伯澄男さん、８位永易昭洋さんでした。
　・有志による花見大会を４月２日（日）11:00 より新居浜ライ

　オンズクラブ寄贈の桜の下で行います。
　（雨天の場合はユアーズで行う予定です。）
　・会計より２月末のクラブ流動資産残高の報告がありました。
■出席報告
　会員数 57 名、出席 50 名、欠席 7名、出席率 87.7％
■テール・ツイスタータイム　　　　　　　　　　　　　
　　ドネーション　69,000 円　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　今年も恒例の１Ｚ親善ボウリング
大会が２月２５日に行われました。
　場所はナムコワンダーボウル西条
店。新居浜にボウリング場がなくな
ってから近くにはもうここしかありま
せん。

　あの頃は応援団も多かったですし今よりは随分盛
り上がったものです。
　今回から集計の仕方が変わりました。上位入賞
者が多い新居浜ＬＣにはとても不利なやり方になって
しまい今回は団体２位という結果です。
　残念ですが大会の趣旨を考えるとこれも有りかと
思います。
　ほとんどの皆さんがきっと普段全くやっていないボ
ウリングです。勘を取り戻す間もなく、調子が良いわ
けなどなく、皆そこそこの点数で誰が個人優勝して
もおかしくない状況の中たまたま私が優勝したという
感じです。
　たいしたことではないのですが嫁さんがむちゃくち
ゃ喜んでくれたのでまぁよかったかなと思います。
　ただ優勝したらこの原稿を書くという特典が付いて
くるとは想定外でしたけれど。

　この歳になって健康でこのイベントに出られたこと
は嬉しいです。足腰悪いと投げられませんからね。
　この日にはいつもボウリングの全盛期２０代の頃を
懐かしく思い出します。

成績表　（２ゲームTOTAL）ワンダーボール西条
順位 氏名　      1G     2G   TOTAL
 1  高橋在錫　  158    168     326
 3  伊藤嘉秀       6   佐伯澄男      8   永易明洋   
11  伊藤龍一     14   藤縄洲二     15   古川貴章
18  山之内浩二  21   塩見秀晴     23   鈴木雅志    
25  能瀬伸一     26   白石誠一     32   石川敏則   
36  大上幸雄     40   後藤達也
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新 入 会 員 紹 介

氏　　名　杉 田  友 裕
生年月日　昭和４８年４月１９日
スポンサー　加藤久博ライ

オン

所　　属　計画財務委員会
住　　所　新居浜市東雲町 2 丁目７-７
　　　　 　　グランドパレス東雲144 号
Ｔ Ｅ  Ｌ　090-3785-6917

勤　務　先　愛媛銀行新居浜東支店
勤務先住所　新居浜市東雲町 2-5-2
勤務先TEL　(0897)35-2261
勤務先FAX　(0897)37-2498
役　　　職　支店長
趣　　  味　ゴルフ
結婚記念日　平成１５年６月６日

すぎた　  ともひろ    

　　　・・地域社会の発展のために・・
　この度は、歴史と伝統のある『新居浜ライオンズ
クラブ』に入会できた事を大変光栄に思います。
　銀行員生活が、ちょうど丸２０年経ったところでご
ざいます。これまで、地元の北条支店からスタートし、
三島（四国中央市）・本店営業部・尾道・道後・三島・
新居浜東と転勤を繰り返してまいりました。

　銀行も自社だけが利益を出せばよいという時代で
はなく、地域社会の発展の元に、ともに成長すると
いう時代です。
　ぜひ、ライオンズの皆様と社会奉仕を通じ、地域
社会の発展に少しでも携われたらと思っておりますの
で、これからよろしくお願いいたします。

 オープン戦
青少年委員長　垂 水  康 浩　　　平成２９年３月１２日（日）　広島マツダスタジアム  　

えひめ学園交流会
第２回新会員オリエンテーションに参加して

　日時：平成２９年２月２５日（土）14:45 ～　場所：ユアーズ  　　　　　　　　   　　　　　　　　　　
　　　　　　　        　

■会長挨拶　鈴木雅志会長
■新会員入会式　杉田友裕さん
■指名委員会　白石誠一委員長
■審議事項
　原案通り6件承認されました。
■幹事報告
・報告事項
１． 第２回新会員オリエンテーションが２月２５日（土）14:45より
　ユアーズで行われました。出席者は青野淳助ライ

オン、譽田幸弘
　ライ
オン、（引率者）加藤会員会則委員長です。

２．平成２９年新居浜市消防観閲式が３月５日（日）9:00 より 
　山根市民グランドで行われました。出席者は鈴木会長です。 
３．冬期ＹＣＥ派遣・受入報告会が３月５日（日）13:00より
　まなべ結婚式場（満濃町）で開催されました。　出席者は
　白石誠一ライ

オン、伊藤幹事、派遣生（伊藤鼓美さん）です。
４．第３回地区ガバナー諮問委員会、ゾーンレベル会員委員
　会が３月１８日（土）10:00よりグラッツェふじで開催されます。
　出席者は鈴木会長、伊藤幹事、佐伯第一副会長、加藤会
　員会則委員長です。
５． えひめ国体新居浜市実行委員会第４回総会が３月２３日　
　（木）15:00よりグラッツェふじで開催されます。
 　出席者は伊藤幹事です。
６． 次期役員選挙会を３月第二例会にて行いますので通知致し
　ます。
■委員会報告
会員会則委員会
　・会員の転勤に伴う退会（高橋彰さん）と杉田友裕さんの
　　入会式を行います。
　・会員の退会
　 一身上の都合により山岡弘太郎さんが退会されます。
計画財務委員会
　・２月第 2夜間例会決算報告、４月第２例会家族会開催日・
　場所の変更について　
　４月２9日（土・祝）マリンパーク新居浜
ＰＲ広報委員会　会報誌について
青少年委員会
　・えひめ学園との交流会　プロ野球オープン戦 ( 広島 VSヤ
　クルト) 観戦  3月12日（日）8:00より　広島市民球場
　参加者は生徒１６名、先生１５名　メンバー６名の予定です。
　・岡部歩乃佳後援会総会並びに山本貴司さんの基調講演
　が３月１３日（月）18:30よりユアーズで開催されます。
保健福祉委員会
　第 3回献血・献眼登録　３月２６日（日）10:00 ～
　イオンモール新居浜駐車場
　会長アクト進歩状況について　
■その他報告事項　　　　　　　　
　・スポーツ部会
　　１Ｚ親善ボウリング大会が２月２５日（土）10:00 よりナムコ
　　ワンダーボール西条店にて行われました。
　　結果：団体２位、個人賞は１位高橋在錫さん、３位伊藤
　　嘉秀さん、６位佐伯澄男さん、８位永易昭洋さんでした。
　・有志による花見大会を４月２日（日）11:00 より新居浜ライ

　オンズクラブ寄贈の桜の下で行います。
　（雨天の場合はユアーズで行う予定です。）
　・会計より２月末のクラブ流動資産残高の報告がありました。
■出席報告
　会員数 57 名、出席 50 名、欠席 7名、出席率 87.7％
■テール・ツイスタータイム　　　　　　　　　　　　　
　　ドネーション　69,000 円　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

環境保全委員会　譽 田  幸 弘
・・・ライオンと呼ばれる人・・・
　オリエンテーションは午後２時４５分から約２
時間、大変充実した内容で行われました。
　皆さん熱心に耳を傾けておられ、少し時間
が足りないと感じるほどでした。
　地区名誉顧問でおられる西原透様の講義にお
いては、１９１７年にメルビンジョーンズ氏によりライ
オンズクラブが発足されてからの歴史、クラブ会員

環境保全委員　青 野  淳 助
　ユアーズで開催されました第２回新会員オリ
エンテーションに参加してきました。
　当日は、新居浜ＬＣ加藤会員会則委員長
の引率のもと、譽田さんと２名の参加でした。
受付開始時には、周りには面識のない方ばか
りで不安でしたが、新居浜中央ＬＣの方々と話をす
るうちに緊張も和らぎ、席も前方だったこともあり、
しっかりと元地区ガバナー・地区名誉顧問の西原
講師によるオリエンテーションを聴くことができました。
　ローターリークラブとの比較、ライオンズクラブの

　去る１２日（日）に青少年委員会
として最後のアクティビティでありま
すえひめ学園との交流会で、広島
ＶＳヤクルトのオープン戦を観戦に広
島マツダスタジアムへ行って参りまし
た。
　当日は絶好の野球観戦日和であり

まして、これもライオンズの方々の日頃の行いの賜物
ではないかと、秘かに感謝している次第で御座いま
す。
　昼食はお好み村で広島風お好み焼きを食べまし
た。夕食は時間の関係上バスの中での弁当になりま
したが、えひめ学園の子供達、先生方にも大変喜
んで頂けたと思っております。
　予算の面では色々とご迷惑をお掛けいたしました
が、大変充実した一日でした。

歴史、組織、活動内容等、初めて耳にすること
ばかりでしたが、入会してライオンズクラブの本
質を少しは理解できたのではないかと思ってお
ります。
　お世話いただきました皆様方には、お忙しい

中、貴重な時間を賜り、誠にありがとうございます。
まだまだ未熟ではありますが、今後はお世話する側
になれるように、日々努力していく所存です。新居
浜ＬＣの先輩方、今後共、御指導の程、宜しくお
願い致します。

としての心構え、用語の解説等、詳しく丁寧に
説明して頂き、大変良く理解することができま
した。
　講義を受けてみて、ライオンズクラブの一員
になれたことに感謝し、ライオンと呼ばれるに相

応しい人間になれるよう、より一層努力していこうと
感じました。

　本日は子ども達のために交流会を開催していただ
き、誠にありがとうございました。
天候に恵まれたマツダスタジアム広島での野球観戦
では、２万人を超える観客の応援や球場の雰囲気
に子ども達もワクワクした表情を見せていました。
　ライオンズクラブの方々には、早い時間帯からの
席の確保やたくさんの応援グッズもプレゼントして頂
き、子ども達も大いに満足しておりました。
　また、お昼はお好み村にて広島風お好み焼きをご
馳走して頂き、本当に思い出に残る１日となりました。
参加された皆様には、ご多忙の中、子ども達と交流
して下さり、心から感謝申し上げます。
                             えひめ学園職員一同

　今日は、マツダスタジアム広島での野球観戦に招待して下さり本
当にありがとうございました。お昼ご飯は、お好み村でお好み焼きを
食べました。麺が入っていて本当においしかったです。
　僕はプロ野球観戦が人生初めてだったので、とてもワクワクしまし
た。本当に面白かったです。
　今は、高校入試の結果を待っているところです。高校に受かれ
ば生活を意識して頑張りたいと思っています。   　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　えひめ学園生徒

　今日は、マツダスタジアム広島での野球観戦に連れて行って下さ
りありがとうございました。お昼ご飯に食べたお好み村でのお好み焼
きはフワフワしていてとてもおいしかったです。
　マツダスタジアム広島での試合観戦では、ドラフト３位で入団した
新人の床田選手のサインボールを試合前の行事で捕ることが出来て
嬉しかったです。僕はもうすぐ学園を退園するので、残り少ない学
園生活を頑張っていきたいと思います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　えひめ学園生徒

とし

にな
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ばか

歴史
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‥ 新たなる挑戦 We Serve ‥

新 入 会 員 紹 介

氏　　名　杉 田  友 裕
生年月日　昭和４８年４月１９日
スポンサー　加藤久博ライ

オン

所　　属　計画財務委員会
住　　所　新居浜市東雲町 2 丁目７-７
　　　　 　　グランドパレス東雲144 号
Ｔ Ｅ  Ｌ　090-3785-6917

勤　務　先　愛媛銀行新居浜東支店
勤務先住所　新居浜市東雲町 2-5-2
勤務先TEL　(0897)35-2261
勤務先FAX　(0897)37-2498
役　　　職　支店長
趣　　  味　ゴルフ
結婚記念日　平成１５年６月６日

すぎた　  ともひろ    

　　　・・地域社会の発展のために・・
　この度は、歴史と伝統のある『新居浜ライオンズ
クラブ』に入会できた事を大変光栄に思います。
　銀行員生活が、ちょうど丸２０年経ったところでご
ざいます。これまで、地元の北条支店からスタートし、
三島（四国中央市）・本店営業部・尾道・道後・三島・
新居浜東と転勤を繰り返してまいりました。

　銀行も自社だけが利益を出せばよいという時代で
はなく、地域社会の発展の元に、ともに成長すると
いう時代です。
　ぜひ、ライオンズの皆様と社会奉仕を通じ、地域
社会の発展に少しでも携われたらと思っておりますの
で、これからよろしくお願いいたします。

 オープン戦
青少年委員長　垂 水  康 浩　　　平成２９年３月１２日（日）　広島マツダスタジアム  　

えひめ学園交流会
第２回新会員オリエンテーションに参加して

　日時：平成２９年２月２５日（土）14:45 ～　場所：ユアーズ  　　　　　　　　   　　　　　　　　　　
　　　　　　　        　

■会長挨拶　鈴木雅志会長
■新会員入会式　杉田友裕さん
■指名委員会　白石誠一委員長
■審議事項
　原案通り6件承認されました。
■幹事報告
・報告事項
１． 第２回新会員オリエンテーションが２月２５日（土）14:45より
　ユアーズで行われました。出席者は青野淳助ライ

オン、譽田幸弘
　ライ
オン、（引率者）加藤会員会則委員長です。

２．平成２９年新居浜市消防観閲式が３月５日（日）9:00 より 
　山根市民グランドで行われました。出席者は鈴木会長です。 
３．冬期ＹＣＥ派遣・受入報告会が３月５日（日）13:00より
　まなべ結婚式場（満濃町）で開催されました。　出席者は
　白石誠一ライ

オン、伊藤幹事、派遣生（伊藤鼓美さん）です。
４．第３回地区ガバナー諮問委員会、ゾーンレベル会員委員
　会が３月１８日（土）10:00よりグラッツェふじで開催されます。
　出席者は鈴木会長、伊藤幹事、佐伯第一副会長、加藤会
　員会則委員長です。
５． えひめ国体新居浜市実行委員会第４回総会が３月２３日　
　（木）15:00よりグラッツェふじで開催されます。
 　出席者は伊藤幹事です。
６． 次期役員選挙会を３月第二例会にて行いますので通知致し
　ます。
■委員会報告
会員会則委員会
　・会員の転勤に伴う退会（高橋彰さん）と杉田友裕さんの
　　入会式を行います。
　・会員の退会
　 一身上の都合により山岡弘太郎さんが退会されます。
計画財務委員会
　・２月第 2夜間例会決算報告、４月第２例会家族会開催日・
　場所の変更について　
　４月２9日（土・祝）マリンパーク新居浜
ＰＲ広報委員会　会報誌について
青少年委員会
　・えひめ学園との交流会　プロ野球オープン戦 ( 広島 VSヤ
　クルト) 観戦  3月12日（日）8:00より　広島市民球場
　参加者は生徒１６名、先生１５名　メンバー６名の予定です。
　・岡部歩乃佳後援会総会並びに山本貴司さんの基調講演
　が３月１３日（月）18:30よりユアーズで開催されます。
保健福祉委員会
　第 3回献血・献眼登録　３月２６日（日）10:00 ～
　イオンモール新居浜駐車場
　会長アクト進歩状況について　
■その他報告事項　　　　　　　　
　・スポーツ部会
　　１Ｚ親善ボウリング大会が２月２５日（土）10:00 よりナムコ
　　ワンダーボール西条店にて行われました。
　　結果：団体２位、個人賞は１位高橋在錫さん、３位伊藤
　　嘉秀さん、６位佐伯澄男さん、８位永易昭洋さんでした。
　・有志による花見大会を４月２日（日）11:00 より新居浜ライ

　オンズクラブ寄贈の桜の下で行います。
　（雨天の場合はユアーズで行う予定です。）
　・会計より２月末のクラブ流動資産残高の報告がありました。
■出席報告
　会員数 57 名、出席 50 名、欠席 7名、出席率 87.7％
■テール・ツイスタータイム　　　　　　　　　　　　　
　　ドネーション　69,000 円　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

環境保全委員会　譽 田  幸 弘
・・・ライオンと呼ばれる人・・・
　オリエンテーションは午後２時４５分から約２
時間、大変充実した内容で行われました。
　皆さん熱心に耳を傾けておられ、少し時間
が足りないと感じるほどでした。
　地区名誉顧問でおられる西原透様の講義にお
いては、１９１７年にメルビンジョーンズ氏によりライ
オンズクラブが発足されてからの歴史、クラブ会員

環境保全委員　青 野  淳 助
　ユアーズで開催されました第２回新会員オリ
エンテーションに参加してきました。
　当日は、新居浜ＬＣ加藤会員会則委員長
の引率のもと、譽田さんと２名の参加でした。
受付開始時には、周りには面識のない方ばか
りで不安でしたが、新居浜中央ＬＣの方々と話をす
るうちに緊張も和らぎ、席も前方だったこともあり、
しっかりと元地区ガバナー・地区名誉顧問の西原
講師によるオリエンテーションを聴くことができました。
　ローターリークラブとの比較、ライオンズクラブの

　去る１２日（日）に青少年委員会
として最後のアクティビティでありま
すえひめ学園との交流会で、広島
ＶＳヤクルトのオープン戦を観戦に広
島マツダスタジアムへ行って参りまし
た。
　当日は絶好の野球観戦日和であり

まして、これもライオンズの方々の日頃の行いの賜物
ではないかと、秘かに感謝している次第で御座いま
す。
　昼食はお好み村で広島風お好み焼きを食べまし
た。夕食は時間の関係上バスの中での弁当になりま
したが、えひめ学園の子供達、先生方にも大変喜
んで頂けたと思っております。
　予算の面では色々とご迷惑をお掛けいたしました
が、大変充実した一日でした。

歴史、組織、活動内容等、初めて耳にすること
ばかりでしたが、入会してライオンズクラブの本
質を少しは理解できたのではないかと思ってお
ります。
　お世話いただきました皆様方には、お忙しい

中、貴重な時間を賜り、誠にありがとうございます。
まだまだ未熟ではありますが、今後はお世話する側
になれるように、日々努力していく所存です。新居
浜ＬＣの先輩方、今後共、御指導の程、宜しくお
願い致します。

としての心構え、用語の解説等、詳しく丁寧に
説明して頂き、大変良く理解することができま
した。
　講義を受けてみて、ライオンズクラブの一員
になれたことに感謝し、ライオンと呼ばれるに相

応しい人間になれるよう、より一層努力していこうと
感じました。

　本日は子ども達のために交流会を開催していただ
き、誠にありがとうございました。
天候に恵まれたマツダスタジアム広島での野球観戦
では、２万人を超える観客の応援や球場の雰囲気
に子ども達もワクワクした表情を見せていました。
　ライオンズクラブの方々には、早い時間帯からの
席の確保やたくさんの応援グッズもプレゼントして頂
き、子ども達も大いに満足しておりました。
　また、お昼はお好み村にて広島風お好み焼きをご
馳走して頂き、本当に思い出に残る１日となりました。
参加された皆様には、ご多忙の中、子ども達と交流
して下さり、心から感謝申し上げます。
                             えひめ学園職員一同

　今日は、マツダスタジアム広島での野球観戦に招待して下さり本
当にありがとうございました。お昼ご飯は、お好み村でお好み焼きを
食べました。麺が入っていて本当においしかったです。
　僕はプロ野球観戦が人生初めてだったので、とてもワクワクしまし
た。本当に面白かったです。
　今は、高校入試の結果を待っているところです。高校に受かれ
ば生活を意識して頑張りたいと思っています。   　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　えひめ学園生徒

　今日は、マツダスタジアム広島での野球観戦に連れて行って下さ
りありがとうございました。お昼ご飯に食べたお好み村でのお好み焼
きはフワフワしていてとてもおいしかったです。
　マツダスタジアム広島での試合観戦では、ドラフト３位で入団した
新人の床田選手のサインボールを試合前の行事で捕ることが出来て
嬉しかったです。僕はもうすぐ学園を退園するので、残り少ない学
園生活を頑張っていきたいと思います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　えひめ学園生徒
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Niihama Lions Club ‥ 新たなる挑戦 We Serve ‥

 
第 1副会長　佐 伯  澄 男　　　　日時：2017 年 2 月 10 ～ 11 日　場所：フィリピン・ダバオ市　　

 
計画財務委員会　高 橋  在 錫　　　　平成２９年２月２５日（土）　ナムコワンダーボール西条

　２０１７年２月１０日・１１日の２日
間、東京吉祥寺ライオンズクラブが
主催し地元ダバオ市のカダヤワンラ
イオンズクラブが共同運営するアク
ティビティに参加しました。
　場所はフィリピンミンダナオ島のダ

バオ市です。
アクティビティの内容は今年で１１回目を迎えたダバオ
市野球大会と２５回目を迎えたリコーダーコンテストで
す。
　１０日の早朝に東京吉祥寺ライオンズクラブのメン
バー方々が宿泊しているホテルロビーで合流しフィリ
ピン日系人会が手配してくれていた車に同乗して現
地へ向かいました。到着すると日の丸の国旗を振り
ながら多くの学生が出迎えてくれました。
　早速、開会式が行われ鼓笛隊を先頭に選手達の
入場行進が始まりました。
　そして東京吉祥寺ライオンズクラブの榎本会長を
はじめとするスポンサーの方々が始球式を行い小学
生の部１７チームと高校生の部７チームに分かれて熱
戦が繰り広げられました。
　試合後は選手達と懇親会が催され日本で使わなく
なった野球道具を各チームに贈呈しました。
　最後は選手達と共にライオンズローアで散開となり
ました。翌日はリコーダーコンテストが盛大に開催さ
れました。リコーダーコン
テストも野球大会と同様に
小学生の部と高校生の部
に分かれてコンテストを行
い課題曲に日本の‘‘ふる
さと‘‘が選曲されていまし
た。
　もともとこれらのアクティ
ビティが始まったきっかけ
は昨年亡くなられた東京

吉祥寺ライオンズクラブの故Ｌ内田達男氏がダバオ生
まれで戦後強制送還された内の一人であり、１９８８
年、当時所属していた東京武蔵野ライオンズクラブ
が結成２５周年事業としてダバオの日系人のために日
本語学校を建設し、その後３０周年事業として歴史
資料館、３５周年事業として国際交流館を建設しダ
バオ復興のためのボランティア活動を展開されたそう
です。
　１９９２年に日本フィリピンボランティア協会が日本の
小学生が使わなくなったリコーダー２，０００本を集め、
ダバオの小学校に寄付をしたのが、きっかけで毎年
ダバオの野外音楽堂でコンテストが行われるようにな
りました。
　野球大会はダバオにおいてリトルリーグ結成を目指
し中古の野球道具を集め支援を行っています。故 L
内田達男氏の意志を次いで、メンバー方々と共に、
お孫さんのＬ内田有亮氏が今後も継続していかれる
そうです。
　余談になりますが初日の夕食をした店で、ばったり
ドゥテルテ大統領に会いました。
　最後になりますが、このアクティビティに参加して
東京吉祥寺ライオンズクラブ榎本会長をはじめ参加
されたメンバーの皆様には過大な、ご配慮を頂きまし
たこと感謝申し上げます。
We Serve！！

ＹＣＥ派遣報告　伊藤鼓美さん

■会長挨拶　鈴木雅志会長
■新会員入会式　杉田友裕さん
■指名委員会　白石誠一委員長
■審議事項
　原案通り6件承認されました。
■幹事報告
・報告事項
１． 第２回新会員オリエンテーションが２月２５日（土）14:45より
　ユアーズで行われました。出席者は青野淳助ライ

オン、譽田幸弘
　ライ
オン、（引率者）加藤会員会則委員長です。

２．平成２９年新居浜市消防観閲式が３月５日（日）9:00 より 
　山根市民グランドで行われました。出席者は鈴木会長です。 
３．冬期ＹＣＥ派遣・受入報告会が３月５日（日）13:00より
　まなべ結婚式場（満濃町）で開催されました。　出席者は
　白石誠一ライ

オン、伊藤幹事、派遣生（伊藤鼓美さん）です。
４．第３回地区ガバナー諮問委員会、ゾーンレベル会員委員
　会が３月１８日（土）10:00よりグラッツェふじで開催されます。
　出席者は鈴木会長、伊藤幹事、佐伯第一副会長、加藤会
　員会則委員長です。
５． えひめ国体新居浜市実行委員会第４回総会が３月２３日　
　（木）15:00よりグラッツェふじで開催されます。
 　出席者は伊藤幹事です。
６． 次期役員選挙会を３月第二例会にて行いますので通知致し
　ます。
■委員会報告
会員会則委員会
　・会員の転勤に伴う退会（高橋彰さん）と杉田友裕さんの
　　入会式を行います。
　・会員の退会
　 一身上の都合により山岡弘太郎さんが退会されます。
計画財務委員会
　・２月第 2夜間例会決算報告、４月第２例会家族会開催日・
　場所の変更について　
　４月２9日（土・祝）マリンパーク新居浜
ＰＲ広報委員会　会報誌について
青少年委員会
　・えひめ学園との交流会　プロ野球オープン戦 ( 広島 VSヤ
　クルト) 観戦  3月12日（日）8:00より　広島市民球場
　参加者は生徒１６名、先生１５名　メンバー６名の予定です。
　・岡部歩乃佳後援会総会並びに山本貴司さんの基調講演
　が３月１３日（月）18:30よりユアーズで開催されます。
保健福祉委員会
　第 3回献血・献眼登録　３月２６日（日）10:00 ～
　イオンモール新居浜駐車場
　会長アクト進歩状況について　
■その他報告事項　　　　　　　　
　・スポーツ部会
　　１Ｚ親善ボウリング大会が２月２５日（土）10:00 よりナムコ
　　ワンダーボール西条店にて行われました。
　　結果：団体２位、個人賞は１位高橋在錫さん、３位伊藤
　　嘉秀さん、６位佐伯澄男さん、８位永易昭洋さんでした。
　・有志による花見大会を４月２日（日）11:00 より新居浜ライ

　オンズクラブ寄贈の桜の下で行います。
　（雨天の場合はユアーズで行う予定です。）
　・会計より２月末のクラブ流動資産残高の報告がありました。
■出席報告
　会員数 57 名、出席 50 名、欠席 7名、出席率 87.7％
■テール・ツイスタータイム　　　　　　　　　　　　　
　　ドネーション　69,000 円　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　今年も恒例の１Ｚ親善ボウリング
大会が２月２５日に行われました。
　場所はナムコワンダーボウル西条
店。新居浜にボウリング場がなくな
ってから近くにはもうここしかありま
せん。

　あの頃は応援団も多かったですし今よりは随分盛
り上がったものです。
　今回から集計の仕方が変わりました。上位入賞
者が多い新居浜ＬＣにはとても不利なやり方になって
しまい今回は団体２位という結果です。
　残念ですが大会の趣旨を考えるとこれも有りかと
思います。
　ほとんどの皆さんがきっと普段全くやっていないボ
ウリングです。勘を取り戻す間もなく、調子が良いわ
けなどなく、皆そこそこの点数で誰が個人優勝して
もおかしくない状況の中たまたま私が優勝したという
感じです。
　たいしたことではないのですが嫁さんがむちゃくち
ゃ喜んでくれたのでまぁよかったかなと思います。
　ただ優勝したらこの原稿を書くという特典が付いて
くるとは想定外でしたけれど。

　この歳になって健康でこのイベントに出られたこと
は嬉しいです。足腰悪いと投げられませんからね。
　この日にはいつもボウリングの全盛期２０代の頃を
懐かしく思い出します。

成績表　（２ゲームTOTAL）ワンダーボール西条
順位 氏名　      1G     2G   TOTAL
 1  高橋在錫　  158    168     326
 3  伊藤嘉秀       6   佐伯澄男      8   永易明洋   
11  伊藤龍一     14   藤縄洲二     15   古川貴章
18  山之内浩二  21   塩見秀晴     23   鈴木雅志    
25  能瀬伸一     26   白石誠一     32   石川敏則   
36  大上幸雄     40   後藤達也



生活習慣病改善に向けて
会員会則委員長　加 藤  久 博　　　

混み合う市街地は通らない（ストレスたまる）のであ
まり知りませんが。
　最近は連休になれば、バイクにテントや寝袋を積ん
で水とトイレしかないキャンプ場や山の中や海岸に食
料や酒を持って逃亡いたします。
　綺麗な夕焼け、満天の星空、電気でない薪の明
かり、朝焼け、雲海、景色といいことばかりではあり
ません。突然の豪雨や雪や突風、野生動物の出現。
キャンプ場などでキャンプしているとバイクしか共通点
がないのに、初めての人と宴会になったりもします。
初めてなのに昔っからの友達みたいに何時間も話が
尽きません。
　俗世間を離れ、古き良き時代のスローライフを楽し
む。これが一番の健康法ではないでしょうか？

　私生活で健康法・・・？　　
とかく何もしておりませんが・・・・
　興味のないことはしない。よって
ストレスをためないぐらいですかね。
　ストレス発散にはバイクに乗って
スッキリするのが一番です。

　とあるバイク乗りが言っていました。
「車なら旅行だが、バイクなら旅になる。車ならドライ
ブだが、バイクなら冒険になる。」
「バイクなら季節を迎えに行くことだってできる。」と。
　バイクに乗る人しかわからないと思いますが、空気
の温度変化、匂いの変化、天気の変化等が・・・。
１日に 1000ｋｍ以上も走るときもあります。
　四国はほぼ走り回り大体の道はわかります。ただし
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　私は生活習慣病と診断されまし
たメタボです。
　原因は平成２２年の２月頃から 2
カ月位、咳と微熱が続き、病院も何
か所か行きましたが治りません。
　自分で喫煙が原因ではないかと

思い、禁煙する事を決意してタバコを止め、次第に
咳と微熱もおさまり、元気になりました。
　それからです、食べる量が自然と増え間食もする
ようになり、ブクブク太って行きました。これではまず
いと思いジムに通い始めましたが、三日坊主で月に
１，２回しか行かなくなり挫折しました。もともとスポ
ーツは苦手です。
　それからはネットで痩せるサプリメントを探したりし
て、運動しなくても痩せる事を目指していましたが、

そんな甘い考えは逆効果で、５０歳では２０代のプラ
ス２０キロの７０キロ台になりました。
　服のサイズもＭからＬそしてＬＬと進化してしまい、
何を着ても似合わないと言われます。1 年半ぐらい
前に四国中央市に生活習慣病外来がある事を知り、
現在は月に１回通院しています。
　普通は１年で改善される患者さんが多いそうです
が、私は２年目に突入しています。
　今年参加した幾つかの新年会で１年ぶりに合う先
輩や後輩から、第一声で太ったね、何人もの人に
言われました。
　何事も余り気にしない私ですが、流石にかなりショ
ックを受けました。今年の目標は体重７０キロを切り、
主治医や栄養士の先生から良くなったと言われる様
になりたいと思います。

■会長挨拶　鈴木雅志会長
■新会員入会式　杉田友裕さん
■指名委員会　白石誠一委員長
■審議事項
　原案通り6件承認されました。
■幹事報告
・報告事項
１． 第２回新会員オリエンテーションが２月２５日（土）14:45より
　ユアーズで行われました。出席者は青野淳助ライ

オン、譽田幸弘
　ライ
オン、（引率者）加藤会員会則委員長です。

２．平成２９年新居浜市消防観閲式が３月５日（日）9:00 より 
　山根市民グランドで行われました。出席者は鈴木会長です。 
３．冬期ＹＣＥ派遣・受入報告会が３月５日（日）13:00より
　まなべ結婚式場（満濃町）で開催されました。　出席者は
　白石誠一ライ

オン、伊藤幹事、派遣生（伊藤鼓美さん）です。
４．第３回地区ガバナー諮問委員会、ゾーンレベル会員委員
　会が３月１８日（土）10:00よりグラッツェふじで開催されます。
　出席者は鈴木会長、伊藤幹事、佐伯第一副会長、加藤会
　員会則委員長です。
５． えひめ国体新居浜市実行委員会第４回総会が３月２３日　
　（木）15:00よりグラッツェふじで開催されます。
 　出席者は伊藤幹事です。
６． 次期役員選挙会を３月第二例会にて行いますので通知致し
　ます。
■委員会報告
会員会則委員会
　・会員の転勤に伴う退会（高橋彰さん）と杉田友裕さんの
　　入会式を行います。
　・会員の退会
　 一身上の都合により山岡弘太郎さんが退会されます。
計画財務委員会
　・２月第 2夜間例会決算報告、４月第２例会家族会開催日・
　場所の変更について　
　４月２9日（土・祝）マリンパーク新居浜
ＰＲ広報委員会　会報誌について
青少年委員会
　・えひめ学園との交流会　プロ野球オープン戦 ( 広島 VSヤ
　クルト) 観戦  3月12日（日）8:00より　広島市民球場
　参加者は生徒１６名、先生１５名　メンバー６名の予定です。
　・岡部歩乃佳後援会総会並びに山本貴司さんの基調講演
　が３月１３日（月）18:30よりユアーズで開催されます。
保健福祉委員会
　第 3回献血・献眼登録　３月２６日（日）10:00 ～
　イオンモール新居浜駐車場
　会長アクト進歩状況について　
■その他報告事項　　　　　　　　
　・スポーツ部会
　　１Ｚ親善ボウリング大会が２月２５日（土）10:00 よりナムコ
　　ワンダーボール西条店にて行われました。
　　結果：団体２位、個人賞は１位高橋在錫さん、３位伊藤
　　嘉秀さん、６位佐伯澄男さん、８位永易昭洋さんでした。
　・有志による花見大会を４月２日（日）11:00 より新居浜ライ

　オンズクラブ寄贈の桜の下で行います。
　（雨天の場合はユアーズで行う予定です。）
　・会計より２月末のクラブ流動資産残高の報告がありました。
■出席報告
　会員数 57 名、出席 50 名、欠席 7名、出席率 87.7％
■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
3月 6日（月）18:30～ 商工会館3F

第 1355 回　３月第一例会
3月 8日（水）12 :15～ ユアーズ
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Niihama Lions Club

●審議事項
１．新居浜ＬＣ寄贈街路樹について 
　出入口に支障をきたすため１本伐採したい。
２． １Ｚ地区ガバナー諮問委員会、ゾーンレベル会員委員会
　登録料について　４,０００円　３月１８日（土）
●報告事項
１．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
　出席者は青野淳助ライ

オン、譽田幸弘ライ
オン、（引率者）加藤会員

　会則委員長
２．平成２９年新居浜市消防観閲式
　３月５日（日）9:00～　山根市民グランド
　出席者　鈴木会長 
３．冬期ＹＣＥ派遣・受入報告会　
　３月５日（日）13:00 ～　まなべ結婚式場（満濃町）　
　出席者　白石誠一ライ

オン、伊藤幹事、派遣生（伊藤鼓美さん） 
４．第３回地区ガバナー諮問委員会、ゾーンレベル会員委員
　会　３月１８日( 土 )　10:00 ～　グラッツェふじ
　出席者　鈴木会長、伊藤幹事、佐伯第一副会長、　加藤
　会員会則委員長 
５．えひめ国体新居浜市実行委員会
　第４回総会　３月２３日（木）15:00 ～グラッツェふじ
　出席者　伊藤幹事 
６．次期役員選挙会　３月第二例会にて行いますので通知致
　します。 
■委員会報告
会員会則委員会
　・会員の転勤に伴う退会と入会について
　　 ３月第１例会で杉田友裕さんの入会式を執り行う。
　・会員の退会 高橋彰さん、山岡弘太郎さん。
計画財務委員会
　・２月第２夜間（１Ｚ合同）例会決算報告について
　・４月第２例会家族会開催日の変更について
　　４月２６日（水）18:00 ～を４月２９日（土･祝）
　　マリンパーク新居浜に変更
青少年委員会
　・えひめ学園との交流会
　プロ野球オープン戦 ( 広島 VSヤクルト) 観戦
　3月12日(日)8:00 ～ 広島市民球場に行きます。
　・岡部歩乃佳後援会総会並びに山本たかしさんの基調講
　演が３月１３日（月）18:30よりユアーズで行われます。
保健福祉委員会
　・第３回献血・献眼予算案について
　3月26日（日）10:00よりイオンモール駐車場で行います。
■その他報告事項
・スポーツ部会
　　１Ｚ親善ボウリング大会　
　　２月２５日（土）10:00 よりナムコワンダーボール西条店に
　て開催。結果：団体２位、個人賞 １位高橋在錫さん、３
　位伊藤嘉秀さん、６位佐伯澄男さん、８位　永易明洋さん
　でした。
・有志による花見大会
　４月２日（日）11:00 ～滝の宮公園 ライオンズ寄贈の桜の下
・会計より２月末のクラブ流動資産残高の報告がありました。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■会長挨拶　鈴木雅志会長
■新会員入会式　杉田友裕さん
■指名委員会　白石誠一委員長
■審議事項
　原案通り6件承認されました。
■幹事報告
・報告事項
１． 第２回新会員オリエンテーションが２月２５日（土）14:45より
　ユアーズで行われました。出席者は青野淳助ライ

オン、譽田幸弘
　ライ
オン、（引率者）加藤会員会則委員長です。

２．平成２９年新居浜市消防観閲式が３月５日（日）9:00 より 
　山根市民グランドで行われました。出席者は鈴木会長です。 
３．冬期ＹＣＥ派遣・受入報告会が３月５日（日）13:00より
　まなべ結婚式場（満濃町）で開催されました。　出席者は
　白石誠一ライ

オン、伊藤幹事、派遣生（伊藤鼓美さん）です。
４．第３回地区ガバナー諮問委員会、ゾーンレベル会員委員
　会が３月１８日（土）10:00よりグラッツェふじで開催されます。
　出席者は鈴木会長、伊藤幹事、佐伯第一副会長、加藤会
　員会則委員長です。
５． えひめ国体新居浜市実行委員会第４回総会が３月２３日　
　（木）15:00よりグラッツェふじで開催されます。
 　出席者は伊藤幹事です。
６． 次期役員選挙会を３月第二例会にて行いますので通知致し
　ます。
■委員会報告
会員会則委員会
　・会員の転勤に伴う退会（高橋彰さん）と杉田友裕さんの
　　入会式を行います。
　・会員の退会
　 一身上の都合により山岡弘太郎さんが退会されます。
計画財務委員会
　・２月第 2夜間例会決算報告、４月第２例会家族会開催日・
　場所の変更について　
　４月２9日（土・祝）マリンパーク新居浜
ＰＲ広報委員会　会報誌について
青少年委員会
　・えひめ学園との交流会　プロ野球オープン戦 ( 広島 VSヤ
　クルト) 観戦  3月12日（日）8:00より　広島市民球場
　参加者は生徒１６名、先生１５名　メンバー６名の予定です。
　・岡部歩乃佳後援会総会並びに山本貴司さんの基調講演
　が３月１３日（月）18:30よりユアーズで開催されます。
保健福祉委員会
　第 3回献血・献眼登録　３月２６日（日）10:00 ～
　イオンモール新居浜駐車場
　会長アクト進歩状況について　
■その他報告事項　　　　　　　　
　・スポーツ部会
　　１Ｚ親善ボウリング大会が２月２５日（土）10:00 よりナムコ
　　ワンダーボール西条店にて行われました。
　　結果：団体２位、個人賞は１位高橋在錫さん、３位伊藤
　　嘉秀さん、６位佐伯澄男さん、８位永易昭洋さんでした。
　・有志による花見大会を４月２日（日）11:00 より新居浜ライ

　オンズクラブ寄贈の桜の下で行います。
　（雨天の場合はユアーズで行う予定です。）
　・会計より２月末のクラブ流動資産残高の報告がありました。
■出席報告
　会員数 57 名、出席 50 名、欠席 7名、出席率 87.7％
■テール・ツイスタータイム　　　　　　　　　　　　　
　　ドネーション　69,000 円　　　　　　　　　　　　　
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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 (3月分 )

５７
３１
２８
３３
１４９

339
150
0
3

492

456,447
167,133
28,000
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ゴルフ部会報告

BIRTHDAY&MARRIAGE

４月 誕生日おめでとうございます
佐伯澄男、後藤達也

４月 結婚記念日おめでとうございます
土岐計一、高橋　守、山口　泰

宇野博文、檜垣孝志

第 1356 回　3 月第二例会
3月 22日（水）12 :15～ ユアーズ

行  事  予  定

ゾーン・地区・国際協会の動き
第６３回３３６－Ａ地区年次大会・記念ゴルフ
　　４月８日（土）記念ゴルフ（満濃ヒルズカントリークラブ）
　　４月９日（日）年次大会式典  13:30 ～
　　　　　　　　  　丸亀市綾歌総合文化会館アイレックス
１Ｚ合同ラッパ会　４月２０日（木）19:00 ～　ユアーズ
次期地区役員研修会４月２２日（土）13:00 ～  
                                                 　ホテルサンシャイン徳島

・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会　 　４月１０日（月）18:30 ～　商工会館 3F
４月第 1例会　　　４月１２日（水）12:15 ～　ユアーズ
４月第２例会（家族会）４月２９日（土）10:00 ～　マリンパーク
・委員会
環境保全委員会　　４月　４日（火）18:30 ～　事務局
会員会則委員会　　４月　５日（水）18:30 ～　事務局
計画財務委員会　　４月　６日（木）18:00 ～　事務局
保健福祉委員会　　４月１３日（木）18:30 ～　事務局
青少年委員会　　　４月２１日（金）18:30 ～　興　慶
PR広報委員会　　 ４月２７日（木）18:30 ～　事務局
出席大会委員会　　４月２８日（金）18:30 ～　事務局
・クラブ行事予定
４月　２日（日）  11:00 ～　滝の宮公園ライオンズの桜下
　お花見会
４月２３日（日）    7 :00 ～　商工会館周辺　
　第３回愛リバー・愛ロード清掃作業
４月２９日（土・祝）   マリンパーク新居浜
　例会 10:00 ～　家族会 11:00 ～
・その他行事予定
４月　４日（木）10:00 ～　新居浜簡易裁判所前交差点
　平成２９年春の交通安全運動
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　　４月　８日（土）  　　　満濃ヒルズＣＣ
囲碁部会　　　　　未定
つれづれの会　　　４月２６日（水）18:30 ～　 ひびき　
くらげの会　　　　奇数月の予定   
スポーツ部会　　　４月１４・２８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 冬季ＹＣＥ生派遣・受入報告会に参加して

幹　事　伊 藤  龍 一　　　　　　　　平成２９年３月５日（日）　まなべ結婚式場（香川県まんのう町）　　
　　　　　　　　　　　　　　　        　

２０１６～２０１７年度

 １Ｚ地区ガバナー諮問委員会・ゾーンレベル会員委員会に出席して

幹　事　伊 藤  龍 一　　　　　　　　　平成２９年３月１８日（土）　　グラッツェふじ　　　   　　
　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

■会長挨拶　鈴木雅志会長
■新会員入会式　杉田友裕さん
■指名委員会　白石誠一委員長
■審議事項
　原案通り6件承認されました。
■幹事報告
・報告事項
１． 第２回新会員オリエンテーションが２月２５日（土）14:45より
　ユアーズで行われました。出席者は青野淳助ライ

オン、譽田幸弘
　ライ
オン、（引率者）加藤会員会則委員長です。

２．平成２９年新居浜市消防観閲式が３月５日（日）9:00 より 
　山根市民グランドで行われました。出席者は鈴木会長です。 
３．冬期ＹＣＥ派遣・受入報告会が３月５日（日）13:00より
　まなべ結婚式場（満濃町）で開催されました。　出席者は
　白石誠一ライ

オン、伊藤幹事、派遣生（伊藤鼓美さん）です。
４．第３回地区ガバナー諮問委員会、ゾーンレベル会員委員
　会が３月１８日（土）10:00よりグラッツェふじで開催されます。
　出席者は鈴木会長、伊藤幹事、佐伯第一副会長、加藤会
　員会則委員長です。
５． えひめ国体新居浜市実行委員会第４回総会が３月２３日　
　（木）15:00よりグラッツェふじで開催されます。
 　出席者は伊藤幹事です。
６． 次期役員選挙会を３月第二例会にて行いますので通知致し
　ます。
■委員会報告
会員会則委員会
　・会員の転勤に伴う退会（高橋彰さん）と杉田友裕さんの
　　入会式を行います。
　・会員の退会
　 一身上の都合により山岡弘太郎さんが退会されます。
計画財務委員会
　・２月第 2夜間例会決算報告、４月第２例会家族会開催日・
　場所の変更について　
　４月２9日（土・祝）マリンパーク新居浜
ＰＲ広報委員会　会報誌について
青少年委員会
　・えひめ学園との交流会　プロ野球オープン戦 ( 広島 VSヤ
　クルト) 観戦  3月12日（日）8:00より　広島市民球場
　参加者は生徒１６名、先生１５名　メンバー６名の予定です。
　・岡部歩乃佳後援会総会並びに山本貴司さんの基調講演
　が３月１３日（月）18:30よりユアーズで開催されます。
保健福祉委員会
　第 3回献血・献眼登録　３月２６日（日）10:00 ～
　イオンモール新居浜駐車場
　会長アクト進歩状況について　
■その他報告事項　　　　　　　　
　・スポーツ部会
　　１Ｚ親善ボウリング大会が２月２５日（土）10:00 よりナムコ
　　ワンダーボール西条店にて行われました。
　　結果：団体２位、個人賞は１位高橋在錫さん、３位伊藤
　　嘉秀さん、６位佐伯澄男さん、８位永易昭洋さんでした。
　・有志による花見大会を４月２日（日）11:00 より新居浜ライ

　オンズクラブ寄贈の桜の下で行います。
　（雨天の場合はユアーズで行う予定です。）
　・会計より２月末のクラブ流動資産残高の報告がありました。
■出席報告
　会員数 57 名、出席 50 名、欠席 7名、出席率 87.7％
■テール・ツイスタータイム　　　　　　　　　　　　　
　　ドネーション　69,000 円　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　冬季ＹＣＥ生派遣・受入報告会に白石直前会長
と派遣生の伊藤鼓美と母親の邦枝、私の４名で参
加してきました。
　この度の冬季ＹＣＥ生派遣事業では、336－A 地
区からは当クラブよりニュージーランドに派遣された
のと、高松源平ライオンズクラブよりマレーシアに派
遣された福田菜月さんの２名でした。
　受入事業は全部で３クラブが受入れており、当ク
ラブの白石誠一さん、松山城東ライオンズクラブ、
松山南ライオンズクラブがそれぞれマレーシアからの
受入でした。
　伊藤鼓美派遣生から派遣生帰国報告が行われ、
写真スライドを用いてニュージーランドでの２０日間の
思い出や感想そして今回参加したことにより海外に
対する気持ちの変化などを発表しました。
　発表後は真鍋隆地区ガバナーをはじめ、地区キ
ャビネット役員がひとりずつ本人に質問があり伊藤鼓
美派遣生もニュージーランドの情勢やキャンプでの
様子、今後の展望などを答えました。
　白石誠一直前会長もビンシーさんを迎えられて奥
様が京都や東京に観光に連れて行かれたことや、
地元中学校の茶道やバドミントン部に訪問体験した

ことを報告しました。
　皆さんの報告も盛り上がり予定終了時間より３０分
余り超過してしまいましたが、充実した報告会となり
ました。
　真鍋隆地区ガバナーもこの YCE 事業は国際協
会の青少年事業の中でも最も重要で意義のある事
業なのでこれからも積極的に参加して交流を深めて
ほしいと話されました。
　私自身も今回娘が参加したことでいつかは受入を
迎えて他国の青少年に日本のすばらしさを学び体
験させてあげたいと思いました。

　第３回地区ガバナー諮問委員
会・第３回ゾーンレベル会員委員
会に出席してまいりました。
　横井文明 2R－1Z－ZC から今回
の 議 事 の 説 明 があり、初 めに
2017 ～ 2018 年度地区役員推薦

者として次期地区ガバナーに 8R－2Z 徳島城山ライ
オンズクラブの川辺信郎ライ

オンが紹介されました。
　続いて第一副地区ガバナーとして 2R－4Z 東予
ライオンズクラブの関野邦夫ライ

オンが、第２副地区ガバ
ナーに 1R－3Z 松山センチュリーライオンズクラブの
友澤節男ライ

オンが紹介されました。

　続いて２Ｒの行事予定、2017 第１７回全国障害
者スポーツ大会支援２Ｒ合同アクティビティーについ
ての説明があり、３年計画で２Ｒメンバー１人年間
1,000 円を積み立てていたアクティビティーは西条で
開催されるフライングディスク競技の用具購入に充
てられる事となりました。
　河端 寛 2R－RC からは、クラブ LCIF コディネ
ーターとして国際協会の決定事項により、次期のク
ラブの組織に新たに理事として置ようにまたその役
職は直前会長が望ましいと説明がありました。
　そのあと地区ガバナー諮問委員会が行われまし
た。

第３回

■ライオンズの誓い唱和　伊藤嘉秀ライ
オン

■会長挨拶　鈴木雅志会長
■会員卓話　「健康について」　佐伯澄男ライ

オン

■審議事項
　承認
１．クラブＬＣＩＦコーディネーターは直前会長とし理事となる
２．岡田達三さん（岡田賢治さん弟）の東予ＬＣ入会推薦に 
　　ついて
■幹事報告
・報告事項
１．岡部歩乃佳後援会総会並びに山本貴司近畿大学水上競
　技部監督による基調講演が３月１３日（月）18:30 よりユアー
　ズで開催されました。
２．第３回地区ガバナー諮問委員会、ゾーンレベル会員委員
　会　３月１８日(土 )　10:00よりグラッツェふじで行われました。
　出席者は鈴木会長、伊藤幹事、佐伯第一副会長、加藤
　会員会則委員長です。
３．えひめ国体新居浜市実行委員会第４回総会　
　3月23日（木）15:00よりグラッツェふじで行われました。
４．全国春の交通安全運動「人の輪」が 4月6日（木）
　10:00より新居浜簡易裁判所前交差点で行われます。
５．第６３回地区年次大会が４月８日（土）～９日（日）の両日 
　丸亀市で開催されます。
　記念ゴルフ大会は４月８日（土）満濃ヒルズカントリークラブで
　行われます。我がクラブより１５名参加します。
　年次大会式典は４月９日（日）丸亀市綾歌総合文化会館ア
　イレックスで開催されます。参加者は２０名です。
■委員会報告
会員会則委員会　岡田達三さん推薦について　
計画財務委員会　4/2 花見について
青少年委員会
　・えひめ学園との交流会 プロ野球オープン戦観戦（広島　
　VSヤクルト）  3 月12日 (日 ) 8 :00より 広島マツダスタジアム
　にて観戦
　参加者は学園の生徒１３名、先生１５名　メンバー６名です。
保健福祉委員会
　・第３回献血・献眼を３月２６日（日）10:00 よりイオンモー
　ル駐車場で行います。
■その他報告事項
　・有志による花見を４月２日（日）に 11:00 より滝の宮公園
　のライオンズの桜の下で行います。（尚、雨天の場合はユア
　ーズに変更）
■次期役員選挙会　佐伯澄男第 1副会長
■出席報告
　会員数 57 名、出席 47 名、欠席 10 名、出席率 82.5％
■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　　杉田友裕ライ

オン　



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

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

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

発行責任者  ＰＲ広報委員長  塩見 秀晴

44

表紙写真「星越選鉱場」　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

表紙表紙表紙写真写真「星「星越選越選鉱場鉱場」　」　撮影撮影 森實森實好彦好彦氏氏

●● 3月第2例会 ●●
鈴木　雅志　次期会長の卓話に感謝して！侍ジャパン世界奪
　　　　　　還祈る。
伊藤　龍一　佐伯第一副会長、健康卓話ありがとうございま

　　　　　　す。益々健康に気をつけて来期の会長に備えて
　　　　　　下さい。
岡田　賢治　佐伯さんの卓話に感謝。
佐伯　澄男　暖かくなってきました。健康卓話ではなく不健康
　　　　　　卓話をさせて頂きます。
塩見　秀晴　暖かくなって参りました。お花見も待ち遠しいで
　　　　　　すね。
永易　明洋　早退します。申し訳ありません。
松浦　一雄　佐伯さんの健康卓話に感謝します。
加藤　久博　会員卓話に感謝して。
有富　正治　えひめ国体まで１９２日となりました。ワクワクドキド
　　　　　　キ。
能瀬　伸一　年度末でお忙しいこととは思いますがお体にはお
　　　　　　気をつけ下さい。
神野　雄太　ＷＢＣジャパン　ガンバレ！
後藤　達也　そろそろ暖かくなってきました。ゴルフ部会のご
　　　　　　参加、多数お待ちしております。
大竹　崇夫　佐伯さんの卓話に感謝致します。
真鍋　憲夫　めっきり春めいて来ました。卒業、就職、転居と
　　　　　　世の中忙しくなりそうです。会長、後残りわずか
　　　　　　頑張って下さい。
宇野　博文　スギ花粉に泣いています。ガマン、ガマンの毎
　　　　　　日です。頑張ります。
青野　淳助　健康に感謝。
石川　敏則　佐伯さんの卓話に感謝！
高橋　　守　今年は中学へ２人、高校へ２人の入学と結婚す
　　　　　　るのが１人、嬉しいやら悲しいやら。
近藤　充徳　3/26 今期最後の献血献眼運動。ご協力お願い
　　　　　　します。
誉田　幸弘　ゴルフ部会、入会後初めての晴天に感謝！
伊藤　久門　ずいぶん春めいてきました。それに伴い花粉も
　　　　　　飛散しているようです。体調管理に留意して下
　　　　　　さいませ。卓話に感謝。
武市　欣也　なんとなく、、、。
檜垣　孝志　ＷＢＣ、今日（３／２２）準決勝アメリカ戦ですね！
　　　　　　勝って是非優勝して下さい。
石川　　稔　冬来たりなば春遠からじ。
土岐　敏勝　会報に健康について！
伊藤　嘉秀　暖かい春になりました。今年も花見を楽しみに致
　　　　　　しております。
・・・佐伯澄男さんの卓話に感謝・・・
垂水康浩／岡田浩二／村上順一郎／上野 剛／高橋在錫／
新田久司／大石隆憲／古川貴章／福山 宏

編 集 後 記

　３月２１日に東京の桜の開花が報じられました。
新居浜でも間もなく開花し陽気に誘われお花見等に外出する
機会が増えてきます。
　また市内企業にも新入社員の初 し々い姿が多く見られ本
当に春の訪れを感じる季節になります。
　新居浜ライオンズクラブにも新会員さんが増え春の日差しの
ように心が明るくなります。 
春はいいですね！！　　宇野博文

●● ３月第一例会 ●●
鈴木　雅志　杉田さん入会おめでとうございます。頑張って
　　　　　　下さい。3/12 えひめ学園生徒の皆さんと広島
　　　　　　感動体験ツアー、そして 3/13 岡部ほのか集い
　　　　　　の会、と大変忙しいのですが垂水委員長よろし
　　　　　　くお願いします。
伊藤　龍一　杉田友裕さんの新居浜ライオンズクラブへの入
　　　　　　会を歓迎致します。
岡田　賢治　弟が無事定年退職を迎えました。丹生川に住ん
　　　　　　でいます。東予ＬＣに入れようかと思っております。
　　　　　　皆様ご協力の程お願いします。
佐伯　澄男　新会員の入会を心より歓迎致します。
杉田　友裕　入会させて頂きありがとうございました。
塩見　秀晴　ボーリング大会１６連覇出来ませんでした。申し
　　　　　　訳ありません。来年は白石ＺＣ、酷い目にあわせ
　　　　　　ましょう。
永易　明洋　杉田さん入会おめでとうございます。ご活躍をお
　　　　　　祈りします。３月１５日まで所得税の確定申告で
　　　　　　残業の日々 です。何とか期限内申請が出来る様
　　　　　　頑張ります。
松浦　一雄　杉田さんの新居浜ライオンズクラブへの入会を心
　　　　　　から歓迎します。
加藤　久博　杉田さんの入会を祝して。
有富　正治　本日 3/8 は４４回目の結婚記念日です。金婚式
　　　　　　まで体がもつかどうか心配です。
能瀬　伸一　年度末で忙しい日が続いていると思いますが皆
　　　　　　さんお体にはお気を付けて下さい。
岡村真里哉　杉田さん入会おめでとうございます。
神野　雄太　新会員を歓迎します。
後藤　達也　杉田友裕さんの入会を祝して。
白石　誠一　杉田さん入会おめでとうございます。
大竹　崇夫　杉田友裕さんの入会を歓迎致します。
真鍋　憲夫　世の中さわがしい感じですが春らしくなって来ま
　　　　　　した。先日久し振りにマイントピアの温泉に入り疲
　　　　　　れがとれました。
宇野　博文　今年も杉花粉に泣いています。花粉のピークが
　　　　　　過ぎるまで後１０日程です。ガマンの毎日です。
青野　淳助　３月より新しく社員が入社しています。なるべく優
　　　　　　しく接していこうと思います。
石川　敏則　杉田さんの入会を歓迎します。共に頑張りましょ
　　　　　　う。
高橋　　守　３月の誕生日１０名様と５名の結婚記念日の皆様
　　　　　　おめでとうございます。また一年間元気で頑張
　　　　　　って下さい。
山下　邦俊　新会員の杉田さんを歓迎します。
近藤　充徳　入会おめでとうございます。
古川　貴章　杉田さん入会おめでとうございます。
真木　泰彦　杉田さん入会おめでとうございます。
村上　博昭　新会員杉田さんを歓迎いたします。
誉田　幸弘　本日４０歳代最終日です。明日から５０歳代楽し
　　　　　　んで行きます。
伊藤　久門　まだまだ寒い日が続きます。皆さん御慈愛下さい。
藤縄　洲二　何となく春になっていくような、、、、。
天野　　淳　昨日は委員会休んですいません。
檜垣　孝志　お花見の話が出て来ました。毎年の事ですが
　　　　　　桜の開花、待ち遠しいですね。
・・・新入会員の杉田友裕さんを歓迎して！・・・
垂水康浩／岡田浩二／村上順一郎／上野 剛／高橋在錫／
大上幸雄／土岐敏勝／福山 宏
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