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表紙写真「マイントピア別子のしゃくなげ」　撮影  森實好彦氏

●●４月第一例会●●
鈴木　雅志　真鍋さんの健康卓話に感謝。元気が一番。
　　　　　　４/29 のマリンパークでの家族会、多数出席をお
　　　　　　願いします。
伊藤　龍一　４月より新しい会社を創立しました。２人の大学
　　　　　　生の子供の為にもう少し頑張ります。
岡田　賢治　真鍋先生の卓話に感謝。
佐伯　澄男　誕生祝いを頂き有難うございます。
塩見　秀晴　４月号の会報、皆様のご協力で無事発行出来ま
　　　　　　した。
永易　明洋　皆様、年次大会出席ご苦労様でした。私は出
　　　　　　席出来ずに大変残念でした。４/1に長男に男の
　　　　　　子が誕生しました。二人目の孫となりました。
松浦　一雄　ピカピカの一年生 今年の桜 遅れて咲いてあ　
　　　　　　りがとう。新入園児や小学一年生には桜がよく似
　　　　　　合いますね。
加藤　久博　年次大会お疲れ様でした。
有富　正治　保険代理店としてＩＳＯ９００１を取得出来ました。
能瀬　伸一　先日の献血・献眼は多くの皆さんのご参加ご協
　　　　　　力を頂きありがとうございました。
神野　雄太　年次大会出席お疲れ様でした。
後藤　達也　先日の年次ゴルフ年次大会と２日間お疲れ様でし
　　　　　　た。
大竹　崇夫　風邪のため早退させて頂きます。申し訳ございま
　　　　　　せん。
真鍋　憲夫　やっと桜も咲きました！孫が九州の福岡に転校しま
　　　　　　した。何とか元気で頑張って欲しいです。卓話
　　　　　　させて頂きありがとうございます。
宇野　博文　地区年次大会に参加しました。今年は綾歌町の
　　　　　　文化会館で開催されましたがこじんまりとした地
　　　　　　域色の出た良い大会であったと感じました。
石川　敏則　第６３回地区年次大会参加メンバーの方々、ご
　　　　　　苦労さんでした。
高橋　　守　卓話に感謝。
近藤　充徳　3/26 献血・献眼ご協力有難うございました。
檜垣　孝志　真央ちゃんが引退しました。長い間ご苦労様で
　　　　　　した。ありがとう！おじさんも大ファンでした。
石川　　稔　桜が満開！！さて、花見は出来るかなぁ？
伊藤　嘉秀　今年度も垂水委員長のもと青少年委員会の事業
　　　　　　が事故も無く無事に終了しました。一年間ありが
　　　　　　とうございました。
岡村真里哉　年次大会お疲れ様でした。４月は新年度スタート
　　　　　　です。長女も無事就職することが出来ました。
白石　誠一　年次大会おつかれさまでした。
村上　博昭　先日の年次大会お疲れ様でした。
古川　貴章　年次大会に行って来ました。
藤縄　洲二　桜満開ですね～。
青野　淳助　健康に感謝。
・・・真鍋憲夫先生の卓話に感謝・・・
村上順一郎／新田久司／大石隆憲／誉田幸弘／青野泰介／
近藤盛文／山下邦俊／斉藤陽二朗／真木泰彦／杉田友裕／
福山 宏

編 集 後 記
　今年は新居浜市政施行８０周年の記念すべき年です。
記念事業として18 事業ほど予定されています。
代表的な事業として
①記念映画製作事業 (２４百万円 )：新居浜の観光名所、施設な
　どを盛り込む
②新居浜太鼓祭りイベント事業 (３０百万円 )：１５日に新居浜駅前で
　統一寄せ等
③記念企画展開催事業 (６０百万円 )：榎木孝明水彩画展、近藤
　勝也企画展等
④大物産展開催事業 (４百万円 )：ラーメン店「風雲児」の出店等
　など約１６０百万円の事業費をかけて実施されるようです。
また国民体育大会では新居浜市で４つの競技が開催され、活気あ
る雰囲気が続きそうです。楽しみです！！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇野博文

●● ４月第2例会 ●●
鈴木　雅志　家族会、楽しんで下さい。多数のご参加有難う 
　　　　　　ございます。
伊藤　龍一　４月第二例会家族会に多数のご出席ありがとうご
　　　　　　ざいます。計画財務の皆様、設営お疲れ様で
　　　　　　した。
岡田　賢治　家族会　新田委員長、委員の皆様、お世話に
　　　　　　なります。
塩見　秀晴　家族会お世話になります。大漁かな？！
永易　明洋　計画財務の委員の皆様、楽しい家族会をありが
　　　　　　とうございます。ご苦労様でした。
松浦　一雄　今日は昭和の日、ＧＷの初日の昼間から家族会で
　　　　　　酒が飲めて幸せなＧＷのスタートです。ハッピー！
有富　正治　計画財務委員会の皆様、本日はお世話になりま
　　　　　　す。楽しませて頂きます。
大竹　崇夫　計画財務の皆さん。家族会の設営有難うござい
　　　　　　ます。
宇野　博文　計画財務委員会の皆様お世話になります。今日
　　　　　　は天気も良く楽しい家族会になりそうです。
石川　敏則　家族会　バンザイ！
武市　欣也　×××、、、があって命拾いしました。
佐伯　澄男　家族会開催。天気も良く楽しみです。
檜垣　孝志　今日４ /２９からＧＷですね！今日は計画財務の皆   
　　　　　　様有難うございます。ご苦労様です。
伊藤　嘉秀　楽しい家族会の設営に感謝致します。
土岐　敏勝　お天気が良くて良い家族会になりますね。申し訳
　　　　　　ありません早退します。
・・・計画財務委員会の皆様、
　　　　　　楽しい家族会を有難うございます。・・・
岡村真里哉／藤縄洲二／白石誠一／近藤充徳／岡田浩二／
神野雄太／青野泰介／後藤達也／村上博昭／真木泰彦
・・・年次大会ゴルフ大会の賞金をドネーションします。・・・
白石誠一／後藤達也／佐伯澄男／岡村真里哉／伊藤龍一
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新 居 浜
新居浜中央
新居浜別子
新居浜ひうち

計
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4月 8 日(日)　　満濃ヒルズCC

４８
４７ ４３

４９
４５
６１

５１
6９

９０
 ９７
 ９６
１３０

  １８.３
１５.７

   １３.９
３０.０

７４.３
７８.７
８２.１

後 藤 達 也 １００.０

岡 田 賢 治

白 石 誠 一

神 野 雄 太

準優勝

3　位

ＢＢ賞

アウト イン グロス ハンディ ネット氏　   名
優　勝

ゴルフ部会報告

５月 誕生日おめでとうございます
有富正治、村上博昭、鈴木雅志、宇野博文

５月 結婚記念日おめでとうございます
大村　敬、福山　宏、小松武道、大竹崇夫
真木泰彦、神野雄太、川嶋理之、石川　稔

古川貴章、垂水康浩、大上幸雄

第 1358 回　4 月第二例会
（家族会）

4月 29日（土）10 : 00～ マリンパーク

行  事  予  定

ゾーン・地区・国際協会の動き
５月　９日（火）13:30 ～ 新居浜ＬＣ
　次期会員手帳作成打合会
５月１４日（日）
　第６３回 336 複合地区年次大会
　　　　呉市総合体育館オークアリーナ
５月２７日（土）
　次期リジョン協議会　13:00 ～
　準備リジョン会議　　13:30 ～
　２Ｒ年次会合並びに懇親会　15:00 ～
　（関野邦夫次期第１副地区ガバナーを励ます会）

・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会　 　５月　８日（月）18:30 ～　商工会館 3F
５月第 1例会　　　５月１０日（水）12:15 ～　ユアーズ
５月第２例会　　　５月２４日（水）12:15 ～　ユアーズ
・委員会
計画財務委員会　　５月　１日（月）18:00 ～　ユアーズ
環境保全委員会　　５月　２日（火）18:30 ～　事務局
会員会則委員会　　５月　９日（火）18:00 ～　事務局
保健福祉委員会　　５月１１日（木）18:30 ～　事務局
青少年委員会　　　５月１９日（金）18:30 ～　事務局
PR広報委員会　　 ５月２５日（木）18:30 ～　事務局
出席大会委員会　　５月２６日（金）18:30 ～　事務局
・クラブ・その他行事予定

・部会・同好会
ゴルフ部会　　　　５月２１日（日）10:53 ～　  新居浜ＣＣ
囲碁部会　　　　　未定
つれづれの会　　　偶数月の予定
くらげの会　　　　５月３０日（火）    18 :30 ～　みなと　    
スポーツ部会　　　５月１２・２６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
　

 新居浜特別支援学校に介護用品並びにリハビリ器具寄贈
保健福祉委員長　能 瀬  伸 一　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

会長アクティビティ

■ライオンズの誓い唱和　石川 稔ライ
オン

■会長挨拶　鈴木雅志会長
■第 63回地区年次大会ゴルフ大会報告
　100 位：宇野博文ライ

オン、160 位：佐伯澄男ライ
オン、165 位：古川

　貴章ライ
オン、180 位：伊藤龍一ライ

オン

■会員卓話「健康について」　真鍋憲夫ライ
オン

■審議事項
　全て承認されました。
■幹事報告
・報告事項
１．全国春の交通安全運動「人の輪作戦」
　４月６日（木）10:00 ～　新居浜簡易裁判所前交差点で行
　われました。参加者は鈴木会長です。
２．第６３回地区年次大会　４月８日（土）～９日（日）丸亀市
　で開催されました。
・記念ゴルフ大会が４月８日（土）　満濃ヒルズカントリークラブ
　で開催されました。１２名参加しました。
・年次大会式典が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した。参加者は１８名でした。
３．次期 2R-１ＺＣＡは伊藤嘉秀ライ

オンが就任します。

４．１Ｚ合同ラッパ会は４月２０日（木）　19:00 ～ユアーズで開 
　催されます。出席者は後藤次期幹事、福山次期会計、伊
　藤嘉秀次期 2R-１ＺＣＡです。
５．次期地区役員研修会が 4月22日（土）13:00 ～
　ホテルサンシャイン徳島で開催されます。
　出席者は白石誠一次期 2R-１ＺＣです。
６．第４期会費引落日　４月１７日（月）４３,０００円
■委員会報告
会員会則委員会
　・新会員について　
計画財務委員会
　・４月第２例会（家族会）は４月２９日（土･祝）
　　マリンパークで開催されます。
　　例会は１０:００～　家族会は１１:００からです。
保健福祉委員会
　・第３回献血・献眼３月２６日（日）１０：００～ イオンモール
　　駐車場　参加者２２名
　（献血者） 受付者１７０名、採血者１４７名、不採血者２３名
　（献眼登録者） ２１名　（骨髄バンク登録者） ７名　
　（臓器提供意志カード配布数）２５０ 枚
環境保全委員会
　・第３回愛リバー・愛ロード奉仕作業は４月２３日（日）
　　7:00～ 商工会館周辺で行います。
■その他　　
　・お花見（有志）４月２日（日）11:00 ～　滝の宮公園
　　（ライオンズの桜下）１５名が参加しました。
■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　72,000 円　　　　　　　

　今期、会長アクトを担当させて頂
き、新居浜特別支援学校川西分校
に、介護用具並びにリハビリ器具を
寄贈させて頂きました。
　昨年の５月頃に鈴木会長より依頼
されて丸一年。途中、体調不良に

より２ヶ月近く活動が出来なかったり、多少の苦労も
ありましたが、先日（４月１８日）なんとか寄贈にこぎ
着け、大変嬉しく思っています。
　前にもお話させて頂きましたが、四肢の不自由な
人たちがトレーニングとして使うリハビリ器具というもの
は、まだまだ種類が少なく、あっても非常に高価と、
近年の介護は最終目標が自立であるという時代に移
り変わってきているにも関わらず、大変遅れているこ
とをこのアクトを通じて実感しました。
　今回、新居浜工業高専さんの協力で、そういった
品々を贈ることが出来、この器具等を使用して、未
来ある子どもたちが一人でも多く自立することが出来
ればと心から願っています。
　今期、保健福祉委員会の委員長、そして会長ア
クトを担当させて頂いたことは、私にとって大変有意
義なものでありました。

　今後のライオンズクラブでの活動の糧になると確信
しています。貴重な経験をさせて頂いた鈴木会長と、
今回のアクティビティにご理解、ご協力くださった全
ての方々に心より感謝申し上げます。ありがとうござ
いました。
【寄贈品一覧】
・手指訓練器具…２セット
・身体移動器具…３セット
・嚥下訓練用角度測定器…１セット
・四肢柔軟性向上用バルーン…２セット
・意思発信用簡易コミュニケーション装置

手指調練器具

製作中の新居浜工業高等専門学校の皆さん

嚥下訓練用角度測定器

身体移動器具

■会長挨拶　鈴木雅志会長
■審議事項
　　なし
■幹事報告
・報告事項
１．１Ｚ合同ラッパ会が４月２０日（木）19:00 よりユアーズで行
　　われました。出席者は後藤次期幹事、福山次期会計、　
　　伊藤嘉秀次期 2R-１ＺＣＡです。
２．次期地区役員研修会が４月２２日（土）13:00よりホテルサ 
　　ンシャイン徳島で開催されました。出席者は次期白石 2R-
　　１ＺＣです。
■委員会報告
会員会則委員会
　・次期会員手帳作成打合せ会が５月９日（火）13:30 より
　　行われます。出席者は真木次期会員会則委員長、白石
　　次期 2R-1ＺＣ、伊藤次期 2R-1ＺＣＡです。
環境保全委員会
　・第３回愛リバー・愛ロード奉仕作業が４月２３日（日）7:00
　　より商工会館周辺で行われました。参加者２２名でした。
■出席報告
　会員数 57 名、出席 49 名、欠席 8名、出席率 86.0％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　76,000 円
■家族会　11:00 ～
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例  会  報  告

理事・委員長会
４月10日（月）18:30～ 商工会館3F

第 1357 回　4 月第一例会
4月 12日（水）12 :15～ ユアーズ

‥ 新たなる挑戦 We Serve ‥

PR 広報委員会理事　石 川  敏 則　　　平成２９年４月９日（日）　丸亀市綾歌総合文化会館アイレックス

第６３回ライオンズクラブ国際協会３３６－Ａ地区

ゴルフ部会長　後 藤  達 也　　　　　　　平成２９年４月８日（土）　満濃ヒルズカントリークラブ

第６３回３３６－Ａ地区

　４月８日午後４時頃、垂水さんの
車で能瀬さんと３人で、新居浜を
出発する。
　菜種梅雨だろうか 2、3 日前から
続く雨模様と霧で視界が悪いが、
時々霧から見える例年より遅い満開

の桜を見ながら、一路丸亀市へ。
　朝早くから記念ゴルフ大会に参加していた１２名と
個々で来られた８名（総勢２０名）と合流して会食
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　翌９日は鈴木会長、伊藤龍一幹事、岡田会計と
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告）のため急遽バスで式典会場の丸亀市綾歌総合
文化会館アイレックスへと、ホテルを後にした。
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保してくれていたテーブル席で、無
料で振る舞われた本場の讃岐うど
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土踊りや、長刀演武等を堪能して、
式典までの時間を潰した。 
　午後 1 時 30 分よりウエルカムビデ
オが映し出され、真鍋隆地区ガバナ

ーが入場
し、来 賓
の香川県
知事の浜
田恵造氏
をはじめ
４ 名、ラ
イオンズ
クラブ来賓として前国際会長・ＬＣIF の山田實紘ライ

オン、
LCIF 国際理事・GMT 会則地域副リーダーの鈴
木誓男ライ

オンの列席と参加ライオン１８９１名参加、開会
ゴング・開会宣言で大会式典が始まりました。
　式典も順調に進み、３３６－Ａ地区次期ガバナーに
8Ｒ-2Ｚ徳島城山ライオンズクラブ所属の川辺信郎ライ

オン、
第一副地区ガバナーには、２Ｒ-４Ｚ東予ライオンズク
ラブ所属の関野邦夫ライ

オン、第二副地区ガバナーが発
表されました。

　そして、真鍋隆地区ガバナー
の閉会宣言・閉会ゴングにより２
時間余りの式典が終わりました。
　この頃には雨の心配なくユアー
ズのマイクロバスで帰路につきまし
た。
　参加者の皆さんご苦労様でし
た。そしてお疲れ様でした。

ガバナー特別賞・優秀クラブ賞　　　優秀クラブ賞
クラブ内研修会優秀クラブ　　　　　　　　銅賞
保健福祉賞
　（Ａ）献眼協力部門　　　　　　　　　優秀賞
　（Ｂ）献血協力部門　　　　　　　　　優秀賞
　（C）骨髄バンク、骨髄提供部門    　　 優秀賞

　４月８日、満濃ヒルズカントリーク
ラブにて年次ゴルフ大会に１２名で
参加してきました。
　当日の朝、商工会議所に 5：45
の集合でユアーズ様の送迎バスと
伊藤幹事の車で出発となりました。

　朝から天気が思わしくなく心配していましたが、何
とか持ちこたえてカッパを着用する
までもなく楽しくプレーができまし
た。
　私は神野さん、宇野さんとラウン
ドさせていただき、宇野さんからレ
クチャーをいただき少し進歩があり
ました。そして神野さんはパットの

時、必ずカップからボールまでの距離を歩数で測っ
ていて、パットの調節の仕方の参考になりました。
今度試してみるつもりです。
　結果の方は例会でも発表しましたが、宇野さん
100 位、佐伯さん 160 位、古川さん 165 位、伊藤
さん 180 位と賞をいただきました。
　この時期になるといつも思うのですが、本当にクラ

ブのメンバーで行く遠征ゴルフは
楽しいです。
　来年の年次ゴルフが楽しみで
すが、是非ともゴルフ部会での遠
征も実現させたいです。
　少し雨に降られましたが皆様お
疲れさまでした！

ＩＴ特別部門　　　　　　  　　　　　　努力賞

個人表彰
　会員優秀賞　在籍年数50年　　　    妹尾光章ライ

オン

　地区年次大会出席努力賞 ３５回出席   山口   泰ライ
オン

ガバナーズアワード　クラブ表彰
第 63 回３３６－Ａ地区年次大会

■ライオンズの誓い唱和　石川 稔ライ
オン

■会長挨拶　鈴木雅志会長
■第 63回地区年次大会ゴルフ大会報告
　100 位：宇野博文ライ

オン、160 位：佐伯澄男ライ
オン、165 位：古川

　貴章ライ
オン、180 位：伊藤龍一ライ

オン

■会員卓話「健康について」　真鍋憲夫ライ
オン

■審議事項
　全て承認されました。
■幹事報告
・報告事項
１．全国春の交通安全運動「人の輪作戦」
　４月６日（木）10:00 ～　新居浜簡易裁判所前交差点で行
　われました。参加者は鈴木会長です。
２．第６３回地区年次大会　４月８日（土）～９日（日）丸亀市
　で開催されました。
・記念ゴルフ大会が４月８日（土）　満濃ヒルズカントリークラブ
　で開催されました。１２名参加しました。
・年次大会式典が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した。参加者は１８名でした。
３．次期 2R-１ＺＣＡは伊藤嘉秀ライ

オンが就任します。

４．１Ｚ合同ラッパ会は４月２０日（木）　19:00 ～ユアーズで開 
　催されます。出席者は後藤次期幹事、福山次期会計、伊
　藤嘉秀次期 2R-１ＺＣＡです。
５．次期地区役員研修会が 4月22日（土）13:00 ～
　ホテルサンシャイン徳島で開催されます。
　出席者は白石誠一次期 2R-１ＺＣです。
６．第４期会費引落日　４月１７日（月）４３,０００円
■委員会報告
会員会則委員会
　・新会員について　
計画財務委員会
　・４月第２例会（家族会）は４月２９日（土･祝）
　　マリンパークで開催されます。
　　例会は１０:００～　家族会は１１:００からです。
保健福祉委員会
　・第３回献血・献眼３月２６日（日）１０：００～ イオンモール
　　駐車場　参加者２２名
　（献血者） 受付者１７０名、採血者１４７名、不採血者２３名
　（献眼登録者） ２１名　（骨髄バンク登録者） ７名　
　（臓器提供意志カード配布数）２５０ 枚
環境保全委員会
　・第３回愛リバー・愛ロード奉仕作業は４月２３日（日）
　　7:00～ 商工会館周辺で行います。
■その他　　
　・お花見（有志）４月２日（日）11:00 ～　滝の宮公園
　　（ライオンズの桜下）１５名が参加しました。
■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　72,000 円　　　　　　　

●審議事項
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　５月３日（水･祝）事務局→５月９日（火）事務局 18:30 ～
・計画財務委員会
　５月４日（木･祝）事務局→５月１日（月）ユアーズ 19:00 ～
●報告事項
１．全国春の交通安全運動「人の輪作戦」
　４月６日（木）10:00 ～　新居浜簡易裁判所前交差点で行
　われました。参加者は鈴木会長です。
２．第６３回地区年次大会　４月８日（土）～９日（日）
　　丸亀市で開催されました。
　記念ｺゴルフ大会
　　４月８日（土）満濃ヒルズカントリークラブ　１２名参加
　年次大会式典 ４月９日（日）
　　丸亀市綾歌総合文化会館アイレックス　参加者１８名
３．次期 2R-１ＺＣＡは伊藤嘉秀ライ

オンにお願いしました。
４．１Ｚ合同ラッパ会　４月２０日（木）　19:00 ～ユアーズ
　出席者は後藤次期幹事、福山次期会計、伊藤嘉秀次期
　2R-１ＺＣＡです。
５．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　出席者は白石次期 2R-１ＺＣです。
６． 第４期会費引落日　４月１７日（月）４３，０００円
●委員会報告
会員会則委員会
　・新会員について　
出席大会委員会
計画財務委員会
　・家族会予算案について　　4月29日( 土･祝 )
　・４月第２例会（家族会）４月２９日（土･祝）マリンパーク
　　例会１０：００～　家族会１１：００　　
　　※締切り４月１６日（日）
青少年委員会
　・えひめ学園との交流会決算について

保健福祉委員会
　・第３回献血・献眼３月２６日（日）１０：００～ イオンモール
　　駐車場　参加者２２名
　　（献血者） 受付者１７０名、採血者１４７名、不採血者２３
　　名（献眼登録者）  　 ２１名
　　（骨髄バンク登録者） ７名
　　（臓器提供意志カード配布数）２５０ 枚
環境保全委員会
　・第３回愛リバー・愛ロード予算案について　
　・第３回愛リバー・愛ロード奉仕作業　
　4月23日（日）7:00～商工会館周辺で行います。
●その他　
　・お花見（有志）４月２日（日）１１：００～滝の宮公園
　　（ライオンズの桜下）１５名が参加されました。
　・会計より3月末のクラブ流動資産残高の発表ありました。
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Niihama Lions Club ‥ 新たなる挑戦 We Serve ‥

 健康につながっているのかなについて
出席大会委員会　古 川  貴 章　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　        　 

日時：平成 29 年 3 月 26 日（日）10:00 ～　場所：イオンモール新居浜駐車場　　　　　        　

第３回

【献血】　受付 170 名、採血者 147 名
　　　　不採血者 23 名
【献眼登録】　21 名　【骨髄バンク登録】　7 名
【臓器提供意思表示カード配布】　250 枚

 ライオンズの桜の下でお花見
出席大会委員会　山 之 内  浩 二　　　　　　　　平成 29 年 4 月 2 日（日）　滝の宮公園

　新居浜ライオンズクラブに、平成
２１年６月に入会させて頂き早いもの
でもうすぐ８年になります。
年齢は、今年５１歳になります。
　見ての通り、メタボ進行形で今で
も体重が増加している状況です。

　少し体重を減らそうと家の回りを散歩もしましたが
挫折、たまに滝の宮公園で１時間半程度散歩するぐ
らいです。
　ビールも好きで、美味しく飲めて体重が減る良いこ
とがあればと思っていました。
　２年前の１０月、石鎚スカ
イラインに行き土小屋からス
ーパー林道を通り西条にでる
コースをドライブしようと思い
ました。また、瓶ヶ森頂上の
近くを通るのでついでに山登
りをしようと思って行きました。
　するとスーパー林道が通
行止め、残念と思い土小屋
で振り向くと石鎚登山口があ

りました。行けるか
なと思い登り始めて
２００ｍで無理と思い
ましたが、年配の方
や家族づれの人が
登っていたので、か
っこ悪く引き帰すこと
もできず意地になり
登りました。
　下りも大変で足が
棒のようになりまし
た。山を登る途中や
頂上など、何とも言
えない綺麗な景色でした。
　そして家に帰ると、体重が３ｋｇぐらい減っていて、
いつもよりビールがとても美味しく思いました。
　今でもたまに行くだけですが、山登りが少し好きに
なり近くの山を登っています。しかし、あまり体重が
減りません。
 山登りは、景色も綺麗ですし、健康になっていると
思い出来るだけ続けて行きたいと思っています。

　新居浜ＬＣメインアクトである献
血・献眼登録の本年度３回目が去
る３月２６日にいつもの会場のイオン
で実施されました。
　天候にめぐまれメンバーは助かっ
たが、若手のメンバーが少なかっ

たのは残念！！
　今回の献血で疑問に思ったことを寄稿します。
日赤の看板にはＯ型、Ａ型、Ｂ型、ＡＢ型のいづれも
「大ピンチ」と書かれていた。
　私は本気で受けとめた。また能瀬委員長の動きを
見ていると、終了時間ＰＭ4 :００を過ぎて献眼登録を
してくれている女性の登録終了まで待ってくださいと
終了宣言を遅らせて、１人の登録を大切にした気持
ちが大変うれしかった。
　一方、同時刻に１人の女性献血者が受付の所へ
来た。そこで見た事は、受付は終わったので次回

にして下さいと断っている日赤職員の会話であった。
　ピンチだから１人でもお願いする立場と思っていた
が、あっさりと時間が来たら作業を終る。
　このような事でライオンズ活動は良いのか疑問に
思う！！
　我々メンバーはボランティア、手弁当で、献血者
は時間や血液も無料で提供してもらい、日赤の関係
者は公費で、あるいは給料をもらっているのではな
いか。
　私はその場でライオンズクラブの立場と日赤の立場
が違いすぎる。我々は事業主でボランティアで商売
人だから、たとえ１人でも４００ｍｌでも協力願う。あ
なた方は無償で提供されたものを有償で給料ももら
って官僚そのものではないかと、その場で自分の思
っている話しをさせてもらった。
　皆さんどう考えますか？？？

■桜の開花に一言　
保健福祉委員会　田 村  征 夫

　平成２９年４月２日日曜日恒例の花
見が滝宮公園の新居浜ライオンズク
ラブが植樹した桜の下で行われまし
た。
　前日は雨が降った為、多少地面
が濡れている場所もありましたが、

当日は天候もよく蕾ではありましたが、参加者全員
（１５名）が、楽しいひと時を過ごすことができたと、
私は思っています。
　新入会員の杉田さんも前日松山出張であったの
を、この花見のために新居浜に帰って来ていただき、 ライオンズに対する思いが伝わりました。

　また、途中よりアルコールも入ったこともあるのでし
ょうか、約数名の方が下ネタに走り出し、メンバーは
非常に喜んでいましたが、奥様方にはどうかな？と、
心配しておりましたが、無視をしているのか、相手に
していなのかとてもにこやかしていました。
どちらにしても非常に楽しい時間をいただき、鈴木会
長をはじめ伊藤幹事、お手伝いしていただい方々有
難うございました。
　来年も楽しみにしております。
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なた方は無償で提供されたものを有償で給料ももら
って官僚そのものではないかと、その場で自分の思
っている話しをさせてもらった。
　皆さんどう考えますか？？？

■桜の開花に一言　
保健福祉委員会　田 村  征 夫

　平成２９年４月２日日曜日恒例の花
見が滝宮公園の新居浜ライオンズク
ラブが植樹した桜の下で行われまし
た。
　前日は雨が降った為、多少地面
が濡れている場所もありましたが、

当日は天候もよく蕾ではありましたが、参加者全員
（１５名）が、楽しいひと時を過ごすことができたと、
私は思っています。
　新入会員の杉田さんも前日松山出張であったの
を、この花見のために新居浜に帰って来ていただき、 ライオンズに対する思いが伝わりました。

　また、途中よりアルコールも入ったこともあるのでし
ょうか、約数名の方が下ネタに走り出し、メンバーは
非常に喜んでいましたが、奥様方にはどうかな？と、
心配しておりましたが、無視をしているのか、相手に
していなのかとてもにこやかしていました。
どちらにしても非常に楽しい時間をいただき、鈴木会
長をはじめ伊藤幹事、お手伝いしていただい方々有
難うございました。
　来年も楽しみにしております。
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例  会  報  告

理事・委員長会
４月10日（月）18:30～ 商工会館3F

第 1357 回　4 月第一例会
4月 12日（水）12 :15～ ユアーズ

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

PR 広報委員会理事　石 川  敏 則　　　平成２９年４月９日（日）　丸亀市綾歌総合文化会館アイレックス

第６３回ライオンズクラブ国際協会３３６－Ａ地区

ゴルフ部会長　後 藤  達 也　　　　　　　平成２９年４月８日（土）　満濃ヒルズカントリークラブ

第６３回３３６－Ａ地区

　４月８日午後４時頃、垂水さんの
車で能瀬さんと３人で、新居浜を
出発する。
　菜種梅雨だろうか 2、3 日前から
続く雨模様と霧で視界が悪いが、
時々霧から見える例年より遅い満開

の桜を見ながら、一路丸亀市へ。
　朝早くから記念ゴルフ大会に参加していた１２名と
個々で来られた８名（総勢２０名）と合流して会食
に向かい、瀬戸内料理と郷土料理を満喫する。
　翌９日は鈴木会長、伊藤龍一幹事、岡田会計と
佐伯第一副会長、後藤次期幹事、そして、白石さ
んが活動事例発表（冬期受入ホストファミリーの報
告）のため急遽バスで式典会場の丸亀市綾歌総合
文化会館アイレックスへと、ホテルを後にした。
　会場はすでに多数の人で賑わっていた。
登録を済ませ、記念品を購入し、すでに幹事が確
保してくれていたテーブル席で、無
料で振る舞われた本場の讃岐うど
ん、お茶、ちらし寿司やビールに舌
鼓を打ちながら、地元高校生の郷
土踊りや、長刀演武等を堪能して、
式典までの時間を潰した。 
　午後 1 時 30 分よりウエルカムビデ
オが映し出され、真鍋隆地区ガバナ

ーが入場
し、来 賓
の香川県
知事の浜
田恵造氏
をはじめ
４ 名、ラ
イオンズ
クラブ来賓として前国際会長・ＬＣIF の山田實紘ライ

オン、
LCIF 国際理事・GMT 会則地域副リーダーの鈴
木誓男ライ

オンの列席と参加ライオン１８９１名参加、開会
ゴング・開会宣言で大会式典が始まりました。
　式典も順調に進み、３３６－Ａ地区次期ガバナーに
8Ｒ-2Ｚ徳島城山ライオンズクラブ所属の川辺信郎ライ

オン、
第一副地区ガバナーには、２Ｒ-４Ｚ東予ライオンズク
ラブ所属の関野邦夫ライ

オン、第二副地区ガバナーが発
表されました。

　そして、真鍋隆地区ガバナー
の閉会宣言・閉会ゴングにより２
時間余りの式典が終わりました。
　この頃には雨の心配なくユアー
ズのマイクロバスで帰路につきまし
た。
　参加者の皆さんご苦労様でし
た。そしてお疲れ様でした。

ガバナー特別賞・優秀クラブ賞　　　優秀クラブ賞
クラブ内研修会優秀クラブ　　　　　　　　銅賞
保健福祉賞
　（Ａ）献眼協力部門　　　　　　　　　優秀賞
　（Ｂ）献血協力部門　　　　　　　　　優秀賞
　（C）骨髄バンク、骨髄提供部門    　　 優秀賞

　４月８日、満濃ヒルズカントリーク
ラブにて年次ゴルフ大会に１２名で
参加してきました。
　当日の朝、商工会議所に 5：45
の集合でユアーズ様の送迎バスと
伊藤幹事の車で出発となりました。

　朝から天気が思わしくなく心配していましたが、何
とか持ちこたえてカッパを着用する
までもなく楽しくプレーができまし
た。
　私は神野さん、宇野さんとラウン
ドさせていただき、宇野さんからレ
クチャーをいただき少し進歩があり
ました。そして神野さんはパットの

時、必ずカップからボールまでの距離を歩数で測っ
ていて、パットの調節の仕方の参考になりました。
今度試してみるつもりです。
　結果の方は例会でも発表しましたが、宇野さん
100 位、佐伯さん 160 位、古川さん 165 位、伊藤
さん 180 位と賞をいただきました。
　この時期になるといつも思うのですが、本当にクラ

ブのメンバーで行く遠征ゴルフは
楽しいです。
　来年の年次ゴルフが楽しみで
すが、是非ともゴルフ部会での遠
征も実現させたいです。
　少し雨に降られましたが皆様お
疲れさまでした！

ＩＴ特別部門　　　　　　  　　　　　　努力賞

個人表彰
　会員優秀賞　在籍年数50年　　　    妹尾光章ライ

オン

　地区年次大会出席努力賞 ３５回出席   山口   泰ライ
オン

ガバナーズアワード　クラブ表彰
第 63 回３３６－Ａ地区年次大会

■ライオンズの誓い唱和　石川 稔ライ
オン

■会長挨拶　鈴木雅志会長
■第 63回地区年次大会ゴルフ大会報告
　100 位：宇野博文ライ

オン、160 位：佐伯澄男ライ
オン、165 位：古川

　貴章ライ
オン、180 位：伊藤龍一ライ

オン

■会員卓話「健康について」　真鍋憲夫ライ
オン

■審議事項
　全て承認されました。
■幹事報告
・報告事項
１．全国春の交通安全運動「人の輪作戦」
　４月６日（木）10:00 ～　新居浜簡易裁判所前交差点で行
　われました。参加者は鈴木会長です。
２．第６３回地区年次大会　４月８日（土）～９日（日）丸亀市
　で開催されました。
・記念ゴルフ大会が４月８日（土）　満濃ヒルズカントリークラブ
　で開催されました。１２名参加しました。
・年次大会式典が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した。参加者は１８名でした。
３．次期 2R-１ＺＣＡは伊藤嘉秀ライ

オンが就任します。

４．１Ｚ合同ラッパ会は４月２０日（木）　19:00 ～ユアーズで開 
　催されます。出席者は後藤次期幹事、福山次期会計、伊
　藤嘉秀次期 2R-１ＺＣＡです。
５．次期地区役員研修会が 4月22日（土）13:00 ～
　ホテルサンシャイン徳島で開催されます。
　出席者は白石誠一次期 2R-１ＺＣです。
６．第４期会費引落日　４月１７日（月）４３,０００円
■委員会報告
会員会則委員会
　・新会員について　
計画財務委員会
　・４月第２例会（家族会）は４月２９日（土･祝）
　　マリンパークで開催されます。
　　例会は１０:００～　家族会は１１:００からです。
保健福祉委員会
　・第３回献血・献眼３月２６日（日）１０：００～ イオンモール
　　駐車場　参加者２２名
　（献血者） 受付者１７０名、採血者１４７名、不採血者２３名
　（献眼登録者） ２１名　（骨髄バンク登録者） ７名　
　（臓器提供意志カード配布数）２５０ 枚
環境保全委員会
　・第３回愛リバー・愛ロード奉仕作業は４月２３日（日）
　　7:00～ 商工会館周辺で行います。
■その他　　
　・お花見（有志）４月２日（日）11:00 ～　滝の宮公園
　　（ライオンズの桜下）１５名が参加しました。
■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　72,000 円　　　　　　　

●審議事項
１．委員会開催の変更について
・青少年委員会　４月２１日（金） 事務局 → 興慶 18:30 ～
・会員会則委員会
　５月３日（水･祝）事務局→５月９日（火）事務局 18:30 ～
・計画財務委員会
　５月４日（木･祝）事務局→５月１日（月）ユアーズ 19:00 ～
●報告事項
１．全国春の交通安全運動「人の輪作戦」
　４月６日（木）10:00 ～　新居浜簡易裁判所前交差点で行
　われました。参加者は鈴木会長です。
２．第６３回地区年次大会　４月８日（土）～９日（日）
　　丸亀市で開催されました。
　記念ｺゴルフ大会
　　４月８日（土）満濃ヒルズカントリークラブ　１２名参加
　年次大会式典 ４月９日（日）
　　丸亀市綾歌総合文化会館アイレックス　参加者１８名
３．次期 2R-１ＺＣＡは伊藤嘉秀ライ

オンにお願いしました。
４．１Ｚ合同ラッパ会　４月２０日（木）　19:00 ～ユアーズ
　出席者は後藤次期幹事、福山次期会計、伊藤嘉秀次期
　2R-１ＺＣＡです。
５．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　出席者は白石次期 2R-１ＺＣです。
６． 第４期会費引落日　４月１７日（月）４３，０００円
●委員会報告
会員会則委員会
　・新会員について　
出席大会委員会
計画財務委員会
　・家族会予算案について　　4月29日( 土･祝 )
　・４月第２例会（家族会）４月２９日（土･祝）マリンパーク
　　例会１０：００～　家族会１１：００　　
　　※締切り４月１６日（日）
青少年委員会
　・えひめ学園との交流会決算について

保健福祉委員会
　・第３回献血・献眼３月２６日（日）１０：００～ イオンモール
　　駐車場　参加者２２名
　　（献血者） 受付者１７０名、採血者１４７名、不採血者２３
　　名（献眼登録者）  　 ２１名
　　（骨髄バンク登録者） ７名
　　（臓器提供意志カード配布数）２５０ 枚
環境保全委員会
　・第３回愛リバー・愛ロード予算案について　
　・第３回愛リバー・愛ロード奉仕作業　
　4月23日（日）7:00～商工会館周辺で行います。
●その他　
　・お花見（有志）４月２日（日）１１：００～滝の宮公園
　　（ライオンズの桜下）１５名が参加されました。
　・会計より3月末のクラブ流動資産残高の発表ありました。
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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 (４月分 )

５７
３２
２８
３５
１５２

26
120
0
80
226

66,270
53,590
10,000
80,000
209,860

86.9
84.4
79.0
83.7
83.5

96.5
96.9
91.3
89.7
93.6

名 ％ ％ Ｈ 円

4月 8 日(日)　　満濃ヒルズCC

４８
４７ ４３

４９
４５
６１

５１
6９

９０
 ９７
 ９６
１３０

  １８.３
１５.７

   １３.９
３０.０

７４.３
７８.７
８２.１

後 藤 達 也 １００.０

岡 田 賢 治

白 石 誠 一

神 野 雄 太

準優勝

3　位

ＢＢ賞

アウト イン グロス ハンディ ネット氏　   名
優　勝

ゴルフ部会報告

BIRTHDAY&MARRIAGE

５月 誕生日おめでとうございます
有富正治、村上博昭、鈴木雅志、宇野博文

５月 結婚記念日おめでとうございます
大村　敬、福山　宏、小松武道、大竹崇夫
真木泰彦、神野雄太、川嶋理之、石川　稔

古川貴章、垂水康浩、大上幸雄

第 1358 回　4 月第二例会
（家族会）

4月 29日（土）10 : 00～ マリンパーク

行  事  予  定

ゾーン・地区・国際協会の動き
５月　９日（火）13:30 ～ 新居浜ＬＣ
　次期会員手帳作成打合会
５月１４日（日）
　第６３回 336 複合地区年次大会
　　　　呉市総合体育館オークアリーナ
５月２７日（土）
　次期リジョン協議会　13:00 ～
　準備リジョン会議　　13:30 ～
　２Ｒ年次会合並びに懇親会　15:00 ～
　（関野邦夫次期第１副地区ガバナーを励ます会）

・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会　 　５月　８日（月）18:30 ～　商工会館 3F
５月第 1例会　　　５月１０日（水）12:15 ～　ユアーズ
５月第２例会　　　５月２４日（水）12:15 ～　ユアーズ
・委員会
計画財務委員会　　５月　１日（月）18:00 ～　ユアーズ
環境保全委員会　　５月　２日（火）18:30 ～　事務局
会員会則委員会　　５月　９日（火）18:00 ～　事務局
保健福祉委員会　　５月１１日（木）18:30 ～　事務局
青少年委員会　　　５月１９日（金）18:30 ～　事務局
PR広報委員会　　 ５月２５日（木）18:30 ～　事務局
出席大会委員会　　５月２６日（金）18:30 ～　事務局
・クラブ・その他行事予定

・部会・同好会
ゴルフ部会　　　　５月２１日（日）10:53 ～　  新居浜ＣＣ
囲碁部会　　　　　未定
つれづれの会　　　偶数月の予定
くらげの会　　　　５月３０日（火）    18 :30 ～　みなと　    
スポーツ部会　　　５月１２・２６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
　

 新居浜特別支援学校に介護用品並びにリハビリ器具寄贈
保健福祉委員長　能 瀬  伸 一　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

会長アクティビティ

■ライオンズの誓い唱和　石川 稔ライ
オン

■会長挨拶　鈴木雅志会長
■第 63回地区年次大会ゴルフ大会報告
　100 位：宇野博文ライ

オン、160 位：佐伯澄男ライ
オン、165 位：古川

　貴章ライ
オン、180 位：伊藤龍一ライ

オン

■会員卓話「健康について」　真鍋憲夫ライ
オン

■審議事項
　全て承認されました。
■幹事報告
・報告事項
１．全国春の交通安全運動「人の輪作戦」
　４月６日（木）10:00 ～　新居浜簡易裁判所前交差点で行
　われました。参加者は鈴木会長です。
２．第６３回地区年次大会　４月８日（土）～９日（日）丸亀市
　で開催されました。
・記念ゴルフ大会が４月８日（土）　満濃ヒルズカントリークラブ
　で開催されました。１２名参加しました。
・年次大会式典が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した。参加者は１８名でした。
３．次期 2R-１ＺＣＡは伊藤嘉秀ライ

オンが就任します。

４．１Ｚ合同ラッパ会は４月２０日（木）　19:00 ～ユアーズで開 
　催されます。出席者は後藤次期幹事、福山次期会計、伊
　藤嘉秀次期 2R-１ＺＣＡです。
５．次期地区役員研修会が 4月22日（土）13:00 ～
　ホテルサンシャイン徳島で開催されます。
　出席者は白石誠一次期 2R-１ＺＣです。
６．第４期会費引落日　４月１７日（月）４３,０００円
■委員会報告
会員会則委員会
　・新会員について　
計画財務委員会
　・４月第２例会（家族会）は４月２９日（土･祝）
　　マリンパークで開催されます。
　　例会は１０:００～　家族会は１１:００からです。
保健福祉委員会
　・第３回献血・献眼３月２６日（日）１０：００～ イオンモール
　　駐車場　参加者２２名
　（献血者） 受付者１７０名、採血者１４７名、不採血者２３名
　（献眼登録者） ２１名　（骨髄バンク登録者） ７名　
　（臓器提供意志カード配布数）２５０ 枚
環境保全委員会
　・第３回愛リバー・愛ロード奉仕作業は４月２３日（日）
　　7:00～ 商工会館周辺で行います。
■その他　　
　・お花見（有志）４月２日（日）11:00 ～　滝の宮公園
　　（ライオンズの桜下）１５名が参加しました。
■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　72,000 円　　　　　　　

　今期、会長アクトを担当させて頂
き、新居浜特別支援学校川西分校
に、介護用具並びにリハビリ器具を
寄贈させて頂きました。
　昨年の５月頃に鈴木会長より依頼
されて丸一年。途中、体調不良に

より２ヶ月近く活動が出来なかったり、多少の苦労も
ありましたが、先日（４月１８日）なんとか寄贈にこぎ
着け、大変嬉しく思っています。
　前にもお話させて頂きましたが、四肢の不自由な
人たちがトレーニングとして使うリハビリ器具というもの
は、まだまだ種類が少なく、あっても非常に高価と、
近年の介護は最終目標が自立であるという時代に移
り変わってきているにも関わらず、大変遅れているこ
とをこのアクトを通じて実感しました。
　今回、新居浜工業高専さんの協力で、そういった
品々を贈ることが出来、この器具等を使用して、未
来ある子どもたちが一人でも多く自立することが出来
ればと心から願っています。
　今期、保健福祉委員会の委員長、そして会長ア
クトを担当させて頂いたことは、私にとって大変有意
義なものでありました。

　今後のライオンズクラブでの活動の糧になると確信
しています。貴重な経験をさせて頂いた鈴木会長と、
今回のアクティビティにご理解、ご協力くださった全
ての方々に心より感謝申し上げます。ありがとうござ
いました。
【寄贈品一覧】
・手指訓練器具…２セット
・身体移動器具…３セット
・嚥下訓練用角度測定器…１セット
・四肢柔軟性向上用バルーン…２セット
・意思発信用簡易コミュニケーション装置

手指調練器具

製作中の新居浜工業高等専門学校の皆さん

嚥下訓練用角度測定器

身体移動器具

■会長挨拶　鈴木雅志会長
■審議事項
　　なし
■幹事報告
・報告事項
１．１Ｚ合同ラッパ会が４月２０日（木）19:00 よりユアーズで行
　　われました。出席者は後藤次期幹事、福山次期会計、　
　　伊藤嘉秀次期 2R-１ＺＣＡです。
２．次期地区役員研修会が４月２２日（土）13:00よりホテルサ 
　　ンシャイン徳島で開催されました。出席者は次期白石 2R-
　　１ＺＣです。
■委員会報告
会員会則委員会
　・次期会員手帳作成打合せ会が５月９日（火）13:30 より
　　行われます。出席者は真木次期会員会則委員長、白石
　　次期 2R-1ＺＣ、伊藤次期 2R-1ＺＣＡです。
環境保全委員会
　・第３回愛リバー・愛ロード奉仕作業が４月２３日（日）7:00
　　より商工会館周辺で行われました。参加者２２名でした。
■出席報告
　会員数 57 名、出席 49 名、欠席 8名、出席率 86.0％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　76,000 円
■家族会　11:00 ～



■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「マイントピア別子のしゃくなげ」　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「マイントピア別子のしゃくなげ」　撮影  森實好彦氏

●●４月第一例会●●
鈴木　雅志　真鍋さんの健康卓話に感謝。元気が一番。
　　　　　　４/29 のマリンパークでの家族会、多数出席をお
　　　　　　願いします。
伊藤　龍一　４月より新しい会社を創立しました。２人の大学
　　　　　　生の子供の為にもう少し頑張ります。
岡田　賢治　真鍋先生の卓話に感謝。
佐伯　澄男　誕生祝いを頂き有難うございます。
塩見　秀晴　４月号の会報、皆様のご協力で無事発行出来ま
　　　　　　した。
永易　明洋　皆様、年次大会出席ご苦労様でした。私は出
　　　　　　席出来ずに大変残念でした。４/1に長男に男の
　　　　　　子が誕生しました。二人目の孫となりました。
松浦　一雄　ピカピカの一年生 今年の桜 遅れて咲いてあ　
　　　　　　りがとう。新入園児や小学一年生には桜がよく似
　　　　　　合いますね。
加藤　久博　年次大会お疲れ様でした。
有富　正治　保険代理店としてＩＳＯ９００１を取得出来ました。
能瀬　伸一　先日の献血・献眼は多くの皆さんのご参加ご協
　　　　　　力を頂きありがとうございました。
神野　雄太　年次大会出席お疲れ様でした。
後藤　達也　先日の年次ゴルフ年次大会と２日間お疲れ様でし
　　　　　　た。
大竹　崇夫　風邪のため早退させて頂きます。申し訳ございま
　　　　　　せん。
真鍋　憲夫　やっと桜も咲きました！孫が九州の福岡に転校しま
　　　　　　した。何とか元気で頑張って欲しいです。卓話
　　　　　　させて頂きありがとうございます。
宇野　博文　地区年次大会に参加しました。今年は綾歌町の
　　　　　　文化会館で開催されましたがこじんまりとした地
　　　　　　域色の出た良い大会であったと感じました。
石川　敏則　第６３回地区年次大会参加メンバーの方々、ご
　　　　　　苦労さんでした。
高橋　　守　卓話に感謝。
近藤　充徳　3/26 献血・献眼ご協力有難うございました。
檜垣　孝志　真央ちゃんが引退しました。長い間ご苦労様で
　　　　　　した。ありがとう！おじさんも大ファンでした。
石川　　稔　桜が満開！！さて、花見は出来るかなぁ？
伊藤　嘉秀　今年度も垂水委員長のもと青少年委員会の事業
　　　　　　が事故も無く無事に終了しました。一年間ありが
　　　　　　とうございました。
岡村真里哉　年次大会お疲れ様でした。４月は新年度スタート
　　　　　　です。長女も無事就職することが出来ました。
白石　誠一　年次大会おつかれさまでした。
村上　博昭　先日の年次大会お疲れ様でした。
古川　貴章　年次大会に行って来ました。
藤縄　洲二　桜満開ですね～。
青野　淳助　健康に感謝。
・・・真鍋憲夫先生の卓話に感謝・・・
村上順一郎／新田久司／大石隆憲／誉田幸弘／青野泰介／
近藤盛文／山下邦俊／斉藤陽二朗／真木泰彦／杉田友裕／
福山 宏

編 集 後 記
　今年は新居浜市政施行８０周年の記念すべき年です。
記念事業として18 事業ほど予定されています。
代表的な事業として
①記念映画製作事業 (２４百万円 )：新居浜の観光名所、施設な
　どを盛り込む
②新居浜太鼓祭りイベント事業 (３０百万円 )：１５日に新居浜駅前で
　統一寄せ等
③記念企画展開催事業 (６０百万円 )：榎木孝明水彩画展、近藤
　勝也企画展等
④大物産展開催事業 (４百万円 )：ラーメン店「風雲児」の出店等
　など約１６０百万円の事業費をかけて実施されるようです。
また国民体育大会では新居浜市で４つの競技が開催され、活気あ
る雰囲気が続きそうです。楽しみです！！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇野博文

●● ４月第2例会 ●●
鈴木　雅志　家族会、楽しんで下さい。多数のご参加有難う 
　　　　　　ございます。
伊藤　龍一　４月第二例会家族会に多数のご出席ありがとうご
　　　　　　ざいます。計画財務の皆様、設営お疲れ様で
　　　　　　した。
岡田　賢治　家族会　新田委員長、委員の皆様、お世話に
　　　　　　なります。
塩見　秀晴　家族会お世話になります。大漁かな？！
永易　明洋　計画財務の委員の皆様、楽しい家族会をありが
　　　　　　とうございます。ご苦労様でした。
松浦　一雄　今日は昭和の日、ＧＷの初日の昼間から家族会で
　　　　　　酒が飲めて幸せなＧＷのスタートです。ハッピー！
有富　正治　計画財務委員会の皆様、本日はお世話になりま
　　　　　　す。楽しませて頂きます。
大竹　崇夫　計画財務の皆さん。家族会の設営有難うござい
　　　　　　ます。
宇野　博文　計画財務委員会の皆様お世話になります。今日
　　　　　　は天気も良く楽しい家族会になりそうです。
石川　敏則　家族会　バンザイ！
武市　欣也　×××、、、があって命拾いしました。
佐伯　澄男　家族会開催。天気も良く楽しみです。
檜垣　孝志　今日４ /２９からＧＷですね！今日は計画財務の皆   
　　　　　　様有難うございます。ご苦労様です。
伊藤　嘉秀　楽しい家族会の設営に感謝致します。
土岐　敏勝　お天気が良くて良い家族会になりますね。申し訳
　　　　　　ありません早退します。
・・・計画財務委員会の皆様、
　　　　　　楽しい家族会を有難うございます。・・・
岡村真里哉／藤縄洲二／白石誠一／近藤充徳／岡田浩二／
神野雄太／青野泰介／後藤達也／村上博昭／真木泰彦
・・・年次大会ゴルフ大会の賞金をドネーションします。・・・
白石誠一／後藤達也／佐伯澄男／岡村真里哉／伊藤龍一
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