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編 集 後 記
　　　

　１００周年を祝うにあた
り、創設者を讃えることは
私たちにとって有意義な
ことです。約１００年前、
ライオンズクラブの初代の

代表者が集まり、メルビン・
ジョーンズの構想が現実のものとなりました。
　世界中の弱い立場にある人々の生活を
改善するという世界的な運動につながる組織が正式に
発足したのです。
　メルビン・ジョーンズの奉仕への献身がこの価値観
を具現化し、ライオンズクラブ国際協会を世界最大の
奉仕組織へと発展させました。
その起源についてご紹介します。
略歴・・・
　メルビン・ジョーンズは１８７９年１月１３日、アリゾナ
州フォート・トーマスで、騎兵隊を指揮するアメリカ陸
軍大尉の息子として生まれました。後に彼の父は転属
となり、家族は東部へ引っ越しました。
　若きメルビン・ジョーンズはイリノイ州シカゴに自らの
家を構え、保険会社に勤務したのち１９１３年に独立し
て保険代理店を設立しました。
　彼は実業家の昼食会グループ「ビジネス･サークル」
に加入し、まもなくその幹事に選ばれました。このグル
ープは、会員の職業的利益を高めることを唯一の目的
として、当時多数存在したグループのひとつでした。
これらのグループは世論に訴えるものが限られていた
ため、消えていく運命にありました。

　当時３８歳だったシカゴ実業界のリーダー、
メルビン・ジョーンズには別の計画がありまし
た。
　メルビン・ジョーンズは自問しました。「情
意欲 知性 野心を持つこの成功者たちがそ
の能力を地域社会に活かしたらどうなるだろ
う ?」こうして、彼の招きに応じてビジネス・
クラブの代表がシカゴに集まって地域社会を

支援する組織を立ち上げ、１９１７年６月７日にライオン
ズクラブ国際協会が誕生しました。
　その後メルビン・ジョーンズは最終的に保険代理店
から手を引き、シカゴの国際本部でライオンズクラブに
専心することにしました。
　ライオンズクラブが社会奉仕に熱心な会員を惹きつ
けられるだけの信望を得ることができたのは、彼の力
強いリーダーシップによるものです。
　協会の創設者であるメルビン･ジョーンズは、協会外
部からもリーダーとして認められました。
　１９４５年にカリフォルニア州サンフランシスコの国連
機関でコンサルタントとしてライオンズクラブ国際協会を
紹介したことは、彼にとって最も名誉な経験のひとつと
なりました。
　「人のためになることを始めるまでは成功したとはい
えない」というメルビン･ジョーンズの個人的信条は、
世界中の公共心ある人々を導く理念となりました。
　彼は１９６１年６月１日に８２歳で亡くなりました。

※ライオンズクラブ国際協会１００周年記念ホームページより抜粋

メルビン･ジョーンズ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会 長　佐 伯  澄 男

代表

●● ６月第一例会 ●●
鈴木　雅志　南中サッカー部、県体予選みごと優勝しました。
　　　　　　孫の樹一も活躍しました。県大会も南中サッカー部頑張
　　　　　　ってもらいたいものです。
岡田　賢治　千葉美由紀さんの卓話に感謝。
後藤　達也　懺悔の気持ちをこめて…
佐伯　澄男　千葉美由紀さんの卓話に感謝します。
武市　欣也　先週気のおけない素晴らしい方 と々懇親の場を持ち楽し
　　　　　　い時間が過ごせました。
藤縄　洲二　前回優勝の土岐さんと B.B 賞の福山さんと一緒に廻っ　
　　　　　て優勝できました。二人のおかげです！
伊藤　龍一　暑くなってきました、体調には気をつけて下さい。千葉さ
　　　　　　んの卓話に感謝します。
白石　誠一　千葉さんの卓話に感謝します。
真鍋　憲夫　昨日は岡村さんお世話になりありがとうございました。
　　　　　　来訪者を歓迎します。
有富　正治　千葉さんのご来訪及び卓話に感謝！
岡村真里哉　梅雨入りしましたがお天気良い日が続いてますね、暑す
　　　　　　ぎる日がありますが体調くずされないようご自愛ください。
大竹　崇夫　健康をテーマとした本年度鈴木会長、飲み過ぎに注意　
　　　　　しましょう。
加藤　久博　健康卓話に感謝して。
永易　明洋　藤縄さんゴルフ優勝おめでとうございます。卓話に感謝
　　　　　　します。
宇野　博文　今期も残り半月となりました、いろいろと健康に関する思
　　　　　　いを勉強させていただきました、自分に役立ちそうな取　
　　　　　組みを実践したいと思っています、参考になりました。
近藤　盛文　60 代後半です。機嫌良く頑張ろぅっと！
譽田　幸弘　ゴルフ部会参加できずにすみませんでした。次は参加し
　　　　　　ます。
神野　雄太　梅雨はどこに行ったか？
塩見　秀晴　６月号会報無事発行できました。PR 委員会の皆様方、　
　　　　　ご協力頂いた方 に々感謝します。
石川　　稔　我が家のアジサイは満開となりましたが、雨に降られるこ
　　　　　　とはしばらくないみたいですね。
檜垣　孝志　雨が少ないのですが、「あじさい」が咲いています。
　　　　　　キレイですよ！時間があったら、見に来て下さい！
土岐　計一　誕生祝いありがとうございます。成人式を４回行いました。
　　　　　　健康卓話ありがとう。
松浦　一雄　千葉美由紀様、カイロプラクティックのお話、ありがとう　
　　　　　ございました。
高橋　　守　卓話ありがとうございました。
山下　邦俊　卓話に感謝！
能瀬　伸一　卓話に感謝します。
伊藤　久門　卓話に感謝！ありがとうございます。健康維持に努めます。
村上　博昭　千葉さんの卓話に感謝！
石川　敏則　卓話に感謝。現三役ご苦労様でした。
古川　貴章　卓話に感謝！
・・・千葉美由紀様の健康卓話に感謝します。・・・
大上幸雄 / 大石隆憲 / 福山宏 / 村上順一郎 / 高橋在錫 / 岡田浩二
/ 青野泰介 / 齋藤陽二朗

　今月より編集後記を担当することになりました。
早いもので、私が新居浜ライオンズクラブに入会して7 か月、委員会
活動や部会、各種イベント等を通じて、クラブの皆様や、地域の人達
と接しながら充実した日々 を送ることができ、非常に感謝しておりま
す。ＰＲ広報委員会としては、今年度も、皆様の趣味や活動等、本誌
を通じてご紹介していきたいと考えております。
　また、税理士という立場より、税金面でのトピック等も織り交ぜてい
けたらなと考えております。これからが夏本番、皆様お身体に気を付
けて、楽しく充実した１年にしていきましょう。　　譽田幸弘

●● ６月第二例会 ●●
鈴木　雅志　1 年間皆さま、本当にありがとうございました。
岡田　賢治　1 年間会員皆様のご協力を頂き感謝申し上げます。鈴木
　　　　　　会長、伊藤龍一幹事お疲れ様でした。
後藤　達也　鈴木会長、伊藤幹事、岡田会計役員の皆様、1 年間お疲
　　　　　　れ様でした。今日は最後の最後に失敗しました。

佐伯　澄男　鈴木会長をはじめ、三役の皆様、1 年間お疲れ様でした。
　　　　　　先月、後藤次期幹事と共にフィリピンダバオ市サンタアナラ
　　　　　　イオンズクラブを訪問しました。
白石　誠一　鈴木会長はじめ伊藤さん岡田さん 1 年間ありがとうござ
　　　　　　いました。
高橋　　守　昭和 61 年 6 月に入会させて頂き色 と々お世話になりまし
　　　　　　た。会員皆様のご健康でご商売が発展される事をお祈り
　　　　　　いたします。
大竹　崇夫　鈴木会長はじめ三役の皆様 1 年間お疲れ様でした。
岡村真里哉　鈴木会長、伊藤幹事、岡田会計 1 年間お疲れ様でした。
　　　　　　また鈴木会長には新居浜ライオンズクラブに転籍を認め
　　　　　　ていただきありがとうございました。新居浜ライオンズクラブ
　　　　　　に転籍することが出来、本当に良かったです、本当にあり
　　　　　　がとうございました。
伊藤　龍一　皆さまのおかげで 1 年間幹事を努めることが出来ました、
　　　　　　1 年間本当にありがとうございました。
真鍋　憲夫　梅雨空でうっとうしい毎日ですので、どうぞお体ご自愛下さ
　　　　　　い。会長、幹事、会計及び役員の皆様 1 年間ご苦労様で
　　　　　　した。
有富　正治　鈴木会長はじめ、三役の皆様１年間お疲れ様！お世話に
　　　　　　なりました、会長の素晴らしい挨拶が聞けなくなるのが淋
　　　　　　しいです。
加藤　久博　会員会則委員長を１年間努めさせて頂き、５名の新しい
　　　　　　会員を向かえることが出来ましたが、６名が退会し結果と
　　　　　　して１名減となりました。力不足で大変申し訳ございませ
　　　　　　ん。
福山　　宏　三役さんお疲れ様でした。
伊藤　嘉秀　今日は遅れて参りまして申し訳ございませんでした、高橋
　　　　　　守さん、檜垣孝志さん、退会は本当にさみしいです。いつ
　　　　　　も私に会うたび声をかけて頂きましたこと心よりお礼申し上
　　　　　　げます。
永易　明洋　鈴木会長役員の皆様 1 年間本当にご苦労様です、お世
　　　　　　話になりました、そして例会出席にご協力を頂きありがとう
　　　　　　ございました。
村上順一郎　三役の皆さんお疲れ様でした。
宇野　博文　今期も、いよいよ最後の例会となりました、皆さま大変お世
　　　　　　話になりました、そうこう言っていても3日たてば次期がス
　　　　　　タートします、次期も頑張ります。
藤縄　洲二　鈴木会長及び役員の皆さんお疲れ様でした。
神野　雄太　鈴木丸無事着港おめでとうございます。1 年間ご苦労様
　　　　　　でした。
塩見　秀晴　会報 1 年間お世話になりました。原稿、原稿と迫ってすみ
　　　　　　ませんでした。
高橋　在錫　三役さん一年間ご苦労様でした。
石川　　稔　８月８日 13:30 から文化センターであの大洗高校のマー
　　　　　　チングバンドの公演があります。是非皆さんお越しください。
近藤　充徳　鈴木会長各役員の皆様お世話になりました。
大上　幸雄　鈴木会長 1 年間お疲れ様でした。
松浦　一雄　鈴木会長、伊藤幹事、岡田会計様 1 年間ご苦労様でし
　　　　　　た。新三役の皆様 1 年間お世話になります。頑張って、張
　　　　　　り切ってやって下さい。
古川　貴章　三役様お疲れ様でした。
能瀬　伸一　あっという間の1 年でした。皆さんに助けて頂き、何とか無
　　　　　　事に職務を終えることが出来ました。来期もまた頑張って
　　　　　　いきたいと思いますので、よろしくお願いします。
岡田　浩二　鈴木会長 1 年間お疲れ様でした。
村上　博昭　鈴木会長はじめ三役の皆様 1 年間お疲れ様でした。次
　　　　　　期佐伯会長よろしくお願いいたします、頑張って下さい！
石川　敏則　前役員の皆さんご苦労さん、次期の佐伯丸頑張って下さ
　　　　　　い。
青野　泰介　三役さんお疲れ様でした、ありがとうございました。
・・・鈴木会長・伊藤幹事・岡田会計1年間お疲れ様でした。・・・
大石隆憲 / 土岐敏勝 / 新田久司 / 山下邦俊 / 上野 剛 / 譽田幸弘 /
齋藤陽二朗
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会長就任ご挨拶
会　長　佐 伯  澄 男　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

国際会長　ナレシュ・アガワル
　　〈テーマ〉「We Serve」 

３３６－Ａ地区ガバナー　川辺  信郎
　　〈スローガン〉「新世紀・明日につなごう 奉仕の輪」

　　〈キーワード〉「初 心」

新居浜ライオンズクラブ会長　佐伯  澄男
　　〈スローガン〉「歴史の継承と未来への創造　We Serve」

〈ライオンズクラブスローガン〉

Liberty,Intelligence,Our Nation’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］

〈モットー〉

We Serve
［われわれは奉仕する］

2017.7 ～ 2018.6

新 居 浜
新居浜中央
新居浜別子
新居浜ひうち

計

ク ラ ブ 名 会 員 数 純出席率 メークアップ 労力奉仕 金額奉仕
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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

７月 誕生日おめでとうございます
近藤充徳、村上順一郎、永易明洋、松浦一雄

行  事  予  定

ゾーン・地区・国際協会の動き
336-A 地区合同アクティビティ説明会
　７月　９日（日）14:00 ～　西条市地域創造センター
第１回地区キャビネット会議
　７月２３日（日）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　 　７月１０日（月）18:30 ～　商工会館 3F
（旧）理事・委員長会 ７月１２日（水）11:46 ～　ユアーズ
７月第 1例会　　　７月１２日（水）12:15 ～　ユアーズ
７月第２例会（夜間）７月２６日（水）18:00 ～　ユアーズ
・委員会
環境保全委員会　　７月　４日（火）18:30 ～　事務局
会員会則委員会　　７月　５日（水）18:30 ～　事務局
計画財務委員会　　７月　６日（木）18:30 ～　事務局
出席大会委員会　　７月　７日（金）18:30 ～　事務局
保健福祉委員会　　７月１３日（木）18:30 ～　事務局
青少年委員会　　　７月１４日（金）18:30 ～　事務局
PR広報委員会　　 ７月２７日（木）18:30 ～　事務局
・クラブ・その他行事予定
第３０回市民一斉清掃（愛リバー・愛ロード清掃奉仕）
　７月２３日（日）   7 :00 ～　商工会館周辺
７月第二例会（夜間）２Ｒ－１ＺＣ例会訪問
　７月２６日（水）18:00 ～　ユアーズ
岡部歩乃佳後援会　第２回理事会
　７月　３日（月）  18:30 ～　ユアーズ
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　　７月１６日（日）10:32 ～　  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　　　　奇数月の予定   
スポーツ部会　　　７月１４（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

次期準備理事・委員長会報告
6月 15日（木）18:30～ 商工会館3F研修室

　歴史と伝統ある新居浜ライオンズ
クラブ５７年目の会長に就任させて
いただきました。
　平成２３年７月に入会をさせてい
ただきましたので入会６年目での大
役ということになります。

　まだまだ経験不足ですが今、自分が出来ることを
精一杯やっていく所存です。ライオンズクラブ国際
協会は１００周年を経て新たな世紀を迎えます。
　そして我がクラブは５７年目を迎えます。
そのようなことからスローガンを「歴史の継承と未来
への創造　We  Serve」とさせていただきました。
　今年一年、国際協会と我がクラブの歴史に触れ
継承すべきところは継承し、また、新しい事へも挑
戦をしていきたいと考えています。
　国内に限らず国外にも目を向けたいと思っていま
す。アクティビティは各担当委員会が行いますが決
して委員会単独のアクティビティではありません。
　クラブ全体のアクティビティです。委員会の垣根

を越えて参加しましょう。「We Serve ～我々は奉
仕する」まさに我々は奉仕をする団体です。そして
同じ志を持った会員の集まりです。
　例会、アクティビティ、同好会などを通して会員
同士が仲良くなり親交を深め会員皆様が笑顔で活
動をしていけるようにしましょう。今年はゾーンチェ
アパーソンを輩出しているホストクラブです。全面的
にサポートをしてまいります。
　また９月末から１０月末にかけて第７２回国民体育
大会「愛顔つなぐえひめ国体」、第１７回全国障害
者スポーツ大会「愛顔つなぐえひめ大会」が開催
されます。こちらもサポートしてまいります。
　そして来年４月８日に徳島市で開催される第６４
回３３６－A 地区年次大会に多くの会員で参加しま
しょう。
　最後になりますが主役は会員皆様です。 　
なにとぞ１年間よろしくお願い致します。
　後藤幹事、福山会計そして事務局員白石さんの
ご協力をよろしくお願いします。

●会長挨拶　鈴木雅志会長
●審議事項
１）新会員について
２）退会者について
　大村敬さん、垂水康浩さん　一身上の都合にて
３）次期委員長スクール、献血･献眼セミナーが６月１８日（日）１３：００より
　土居町ユーホールで開催されます。出席者（次期）白石２Ｒ－１ＺＣ、伊
　藤２Ｒ－１ＺＣＡ、ライオン･テーマー、テール･ツイスター、各委員会委員
　長が参加。登録料として１０名分 20,000 円拠出します。
４）家族会決算報告について
５）６月第２夜間例会予算（案）について
６）例会１００%出席記念品について（１３名予定）４３，０００円
７）委員会開催の変更について
　（現･次期）環境保全委員会
　　　６月６日（火）事務局 → ユアーズ   １８：３０～
　（現･次期）保健福祉委員会
　　　６月８日（木）→２０日（火）ユアーズ １８：３０～
　（次期）ＰＲ広報委員会
　　　６月２２日（木）→２９日（木）事務局 　１８：３０～
　（現･次期）出席大会委員会
　　　６月２３日（金）→２８日（水）ユアーズ 例会終了後
●報告事項 
１）平成２９年度愛媛県薬物乱用防止指導員西条保健所地区協議会
　総会が５月２５日（木）１４：００より県総合科学博物館で行われ伊藤幹
　事が出席しました。
２）次期リジョン・ゾーン事前打合せ会議が５月２７日（土）１３：００よりユ
　アーズで行われ出席者（次期）白石２Ｒ－１ＺＣ、伊藤２Ｒ－１ＺＣＡが出
　席しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・準備リジョン会議がユアーズにて１３：４０より開催されました。出席者（次
　期）白石２Ｒ－１ＺＣ、伊藤２Ｒ－１ＺＣＡ、（次期）佐伯会長、後藤幹事　
　真木会員会則委員長が参加しました。
・２リジョン年次会合並びに懇親会（関野邦夫次期第一副地区ガバナ
　ーを励ます会）が１５：００よりユアーズで行われ鈴木会長、岡田会計、
　能瀬保健福祉委員長、（次期）白石２Ｒ－１ＺＣ、伊藤２Ｒ－１ＺＣＡ（次
　期）佐伯会長、後藤幹事、真木会員会則委員長が出席しました。
３）次期クラブ三役オリエンテーションが６月４日（日）１３：００より徳島グラン
　ヴィリオホテルで開催されました。出席者次期三役が出席しました。
４）クラブ新会員オリエンテーション６月７日（水）１８：３０よりユアーズで開
　催されました。出席者 新会員 青野淳助さん、杉田友裕さん、譽田幸
　弘さん、会長、幹事、第一副会長、各委員会委員長、会員会則委員　
　が出席しました。
５）第４回ゾーンレベル会員委員会、ゾーン年次会合並びに引継会が６
　月１０日（土）１６：３０からグラッツェふじで開催されました。出席者 鈴木 
　会長、伊藤幹事、加藤会員会則委員長、藤縄さん、（次期）白石２Ｒ－
　１ＺＣ、伊藤２Ｒ－１ＺＣＡ、（次期）佐伯会長、後藤幹事、福山会計、真
　木会員会則委員長が出席しました。　　　　　　　　　　　　　
６）平成２９年度えひめ学園･ひびき分校･わかば教室関係機関連絡会
　議が６月１５日( 木 )１３：００からえひめ学園で開催されました。
　出席者（次期）佐伯会長、後藤幹事、大上青少年委員長が出席しま
　した。
７）次期準備理事委員長会が６月１５日（木）１８：３０から商工会館３Ｆ研
　修室で開催されます。
８）平成２９年度新居浜市環境美化推進協議会総会が６月２６日（月）１０
　時より市役所で行われます。出席者 次期天野環境保全委員長が出
　席します。

●次期会長挨拶　佐伯澄男次期会長
●伝達事項
１．国際会長方針
２．３３６－A地区ガバナー方針
３．会長方針
●審議事項
1. 理事委員長会、定例会の開催日時について　
　・理事会　第一例会の週の月曜日　
　　　　　　１８:３０～　新居浜商工会館３階
　・委員長会　理事会と同時開催
　・第一例会　第２水曜日　１２:１５～１３:３０　ユアーズ
　・第二例会　第４水曜日　１２:１５～１３:３０　ユアーズ
2. 取引銀行の件　愛媛銀行新居浜東支店とします。
3. 事務局員雇用について
　白石康代さんを平成２９年７月１日～平成３０年６月３０日まで雇用しま
　す。給料支払日、雇用通知書に従い、月末締め、翌１０日支給とします。
4. 前年度決算報告と監査報告について
　７月第一例会で決算および監査報告をいたします。
5. 本年度予算について
　７月第一例会で審議願います。
6. 会費等納入時期について
　年４回、徴収させていただきます。（７月、１０月、１月、４月）
7. 各種支払いについて　　月末締め翌月５日払いとします。
8. 前年度三役への感謝状、記念品贈呈について
　 ７月第一例会で贈呈します。（１人１万円程度）
9. 会計監査委員への委嘱について
　７月第一例会で委嘱状をお渡しいたします。
10.クラブ発行領収書等会計以外の連署人決定について
　規約通り連署人は幹事といたします。
　（ライオンズクラブ国際協会役員必携クラブ会計第６章会計実務）
11. 委員会費について
　委員会内の親睦を図り、奉仕活動の原動力としてください。
　3,000 円／人
12. 例会時の服装について　クールビズ導入を推奨いたします。
　７、８、９、１０月および翌年５、６月の上着なし、ノーネクタイＯＫ。但し、バ
　ッジ着用。クールビズ以外の期間（１１月～翌年４月）は正装とします。
13. 理事・委員長会へのオブザーバー参加について。
14. ２０２０年東京オリンピック・パラリンピック支援について
　会員一人あたり３か年で５，０００円の拠出
　（内訳）２０１６年－２０１７年１，５００円
　２０１７年－２０１８年１，５００円
　２０１８年－２０１９年２，０００円
15. 地区大会費改定について
　会員一人あたり１か月１００円を２００円
16. 愛媛アイバンク賛助会費について　　　　２０，０００円
17. 新居浜ユネスコ協会賛助会費について　  １０，０００円
18.「ダメ。ゼッタイ」国連支援募金運動への協力について　５，０００円
19. 新居浜ユネスコ寄席（7/15）チケット購入について
　１６，０００円（800円×20 枚）
20. 委員会開催日の変更について
　・青少年委員会　第３金曜日から第２金曜日１８：３０～に変更
●協議事項
 　１Ｚ４クラブ事務局統合について
●確認事項
１．役員及び委員会構成表
２．行事予定表

９）第５６回東洋東南アジアフォーラムが１１月１７日（金）～２０日（月）台南
　（台湾）で開催されます。登録締切８月３１日となっています。
　詳細は事務までお問合下さい。
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幹事就任のご挨拶
幹　事　後 藤  達 也　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

第一副会長就任あいさつ
第一副会長　伊 藤  龍 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

会計就任ご挨拶
会　計　福 山 　宏　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

次期クラブ委員長スクールに参加して
保健福祉委員長　真 鍋  憲 夫　　開催日：平成２9年 6月 18 日（日）　開催地：土居町文化会館ユーホール　
　　　　　　　　　　　　　　　        　

２Ｒ平成２９年度 献血・献眼推進セミナー

クラブ新会員オリエンテーション報告
前会員会則委員長　加 藤  久 博　　　　　　開催日：平成２9年 6月 7日（水）　開催場所：ユアーズ　　
　　　　　　　　　　　　　　　        　

　本年度、佐伯会長のもと会計を
仰せつかりました。
　これまで幹事、会長と経験させ
ていただいたのですが会計の事は
当時の会計さんに頼りっぱなしでし
たのでほぼ初心者でございます。

　当時にもっと勉強しておけば良かったと反省して
おります。
　徳島で開催されました三役スクールにて会計の
分科会に参加しまして「会計とは数字の事だけを
見ておけば良いという訳じゃない。三役として会長
と幹事をあらゆる面からサポートしなければならな

い。」と教わりました。
　私も会計を引き受けた時からそのつもりでおりまし
たが改めて覚悟をいたしました。
　「Ｗｅ ｓｅｒｖｅ」の精神の基、佐伯会長の活動を
サポートしていきます。
　現在はライオンズクラブ役員必携第３編クラブ会
計の項目を読んでみたり過去の予算管理表に目を
通してみたりとなんとか理解しようと勉強中でありま
す。解らない事もいっぱいですし不安もいっぱいで
す。
　若輩者で頼りなく感じられるかも知れませんが一
生懸命させていただきますのでご指導、ご鞭撻を
何卒宜しくお願い申し上げます。

　本年度、伝統ある新居浜ライオ
ンズクラブの第一副会長を拝命い
たしました。
　昨年度、鈴木会長のもと幹事を
させて頂き１年間いろいろな経験を
させて頂いたばかりですが、ご指

名によりこの度、第１副会長に就任することになりま
した。
　本来第二副会長を経て会長職の勉強と準備をす
る運びとなるのですが、この１年間で来るべき会長
に就任させて頂く時の事柄や覚悟を考え決めなけ
ればならないかと思うと身が竦む思いです。

　私自身、経験浅く能力も低い若輩者で戸惑うば
かりですが、昨年幹事をさせて頂いて様々な会合
に出席させて頂き、今まで以上に 336-A 地区並び
に、リジョン、ゾーン内での新居浜ライオンズクラブ
の凄さや立場を思い知らされました。
　幹事を受けさせて頂いた時にはそれほど思いもし
なかったですが、立場が変わり見方も変わると生半
可な気持ちでは新居浜ライオンズクラブの会長は務
まらないと痛感しています。
　１年後に皆様から安心して任せて頂けるように頑
張りたいと思います。よろしくお願いいたします。

　このたび佐伯会長のもと幹事を
仰せつかりました後藤達也です。
　何事かを引き受けるとき何の迷
いもなく引き受けてしまうのは悪い
癖なのかどうか分かりませんが、
日常会話の一部分のように「おお、

ええよ」と返答したのを覚えています。
　前年度のテーマーを鈴木直前会長からお話があ
った時もそういう感じでしたが、今はテーマー就任
の時よりは不安は正直なところ少ないです。何故な
ら、一年間テーマーをやらせていただいて私が一
番苦手としている人前で話すということを、ある程
度ですが克服できてきたからです。
　何事も逃げずにコツコツ努力を積み上げればまだ

まだ成長できるということを学ばせていただいて鈴
木直前会長には大変感謝しております。
　幹事という大役に対して自信があるとまでは言え
ませんが、ちゃんと正面に対峙して臨めるという態
勢はとれたのではないかと思います。
　とはいえまだまだ未熟でライオンズクラブの仕組み
など、知らないことも沢山あります。前年度以上に
勉強していかないと乗り越えられないと思っていま
す。例会をはじめ、クラブの継続事業、新たなる
アクティビティ、すべての事業に一人でも多くの方
が参加するという環境やムードを作っていくことが私
の役目だと思っております。
　更なる試練になりますが皆様からのご指導よろし
くお願いします。

　６月７日（水）にユアーズに於い
て、新会員の皆様を対象にオリエン
テーションを開催しました。
　今年度は４名の新会員と１名の
転籍会員、計５名の新しい会員を迎
える事が出来ました。オリエンテーシ

ョンの対象となったのは、青野淳助さん、譽田幸弘さ
ん、杉田友裕さんの３名です。青野さんと譽田さんは
２R の新会員研修を受講済みでありましたが、改め
てクラブ研修にも参加頂き、ライオンズクラブの歴史
や新居浜ライオンズクラブの歩んできた歴史を説明さ
せて頂きました。
　２R では最古参で２人の地区がバナーを輩出する

など、歴史と伝統に培われた新居浜ライオンズクラブ
のメンバーとして、第一歩を踏み出せたことを誇りに
思われたと思います。
　クラブの事業については、各委員会の委員長さん
より、年間を通しての活動について詳しく説明を頂
き、新会員の皆様が、２年目以降所属する委員会で
スムーズなスタートを切れるような研修を行いました。
　質疑応答ではリジョンやゾーンの事業について質
問があり、２ R の親善スポーツ大会やゾーンの合同
例会等の説明をさせて頂きました。
　研修会終了後は懇親会で、新会員の皆様が、普
段あまり話す機会の少ないメンバーと親しく会話する
ことにより、新居浜ライオンズクラブのメンバーとしてク

ラブに溶け込んでいって頂きたいと
思います。
　最後にオリエンテーションにご協
力頂いた皆様に感謝申し上げま
す。

「人間を救うのは、人間だ」
　２０１７年６月１８日（日）四国中央
市土居町文化会館ユーホールにて
上記の会合が開催されました。
　幸い天候の恵まれ、各クラブから
次期委員長が集まり、会場は熱気

に包まれました。久しぶりの委員長就任で緊張致し
ました。
　まず、全体会があり、その後分科会となり、最後に
全体会でお開きになりました。
　最初、愛媛県赤十字血液センター事業部長の
代 孝彦様から平成２８年度血液事業概要の説明
や今後の見通しについてのお話があり大変参考に
なりました。
　次に、昨年設立３０周年を迎えた（財）愛媛アイバ
ンク事務局長藤田孝夫様からアイバンクの現状説明
の後、これからも「愛媛の角膜は愛媛から」のスロー
ガンのもと、努力する所存ですので、ご支援とご協力
をお願いいたしますとの申し入れがありました。
　各事業とも、ライオンズクラブとの結びつきが深く、
奉仕活動を継続していかなければと、再確認しまし
た。

　その後分科会へと移行し、各部屋に分かれて協
議致しました。
　私は（環境保全・保健福祉・アラート分科会）に
参加。講師、越智滋様（伊予土居ライオンズクラブ）、
松山大街道血液センター・推進課主事（東予地区
担当）稲井悠介様より、ある血液患者の少女の命を
支えた輸血による治療、家族の献血への感謝、お礼
のＤＶＤを見せていただき、本当に胸が熱くなりまし
た。
　その他、アラート対策や薬物乱用防止教室の開
催についての要望がありました。
　最後に、今日のセミナーを今後一年間の活動に役
立てようと存じますので、どうぞ会員の皆様もご支
援、ご協力を切にお願い申し上げます。

●会長挨拶　鈴木雅志会長
●審議事項
１）新会員について
２）退会者について
　大村敬さん、垂水康浩さん　一身上の都合にて
３）次期委員長スクール、献血･献眼セミナーが６月１８日（日）１３：００より
　土居町ユーホールで開催されます。出席者（次期）白石２Ｒ－１ＺＣ、伊
　藤２Ｒ－１ＺＣＡ、ライオン･テーマー、テール･ツイスター、各委員会委員
　長が参加。登録料として１０名分 20,000 円拠出します。
４）家族会決算報告について
５）６月第２夜間例会予算（案）について
６）例会１００%出席記念品について（１３名予定）４３，０００円
７）委員会開催の変更について
　（現･次期）環境保全委員会
　　　６月６日（火）事務局 → ユアーズ   １８：３０～
　（現･次期）保健福祉委員会
　　　６月８日（木）→２０日（火）ユアーズ １８：３０～
　（次期）ＰＲ広報委員会
　　　６月２２日（木）→２９日（木）事務局 　１８：３０～
　（現･次期）出席大会委員会
　　　６月２３日（金）→２８日（水）ユアーズ 例会終了後
●報告事項 
１）平成２９年度愛媛県薬物乱用防止指導員西条保健所地区協議会
　総会が５月２５日（木）１４：００より県総合科学博物館で行われ伊藤幹
　事が出席しました。
２）次期リジョン・ゾーン事前打合せ会議が５月２７日（土）１３：００よりユ
　アーズで行われ出席者（次期）白石２Ｒ－１ＺＣ、伊藤２Ｒ－１ＺＣＡが出
　席しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・準備リジョン会議がユアーズにて１３：４０より開催されました。出席者（次
　期）白石２Ｒ－１ＺＣ、伊藤２Ｒ－１ＺＣＡ、（次期）佐伯会長、後藤幹事　
　真木会員会則委員長が参加しました。
・２リジョン年次会合並びに懇親会（関野邦夫次期第一副地区ガバナ
　ーを励ます会）が１５：００よりユアーズで行われ鈴木会長、岡田会計、
　能瀬保健福祉委員長、（次期）白石２Ｒ－１ＺＣ、伊藤２Ｒ－１ＺＣＡ（次
　期）佐伯会長、後藤幹事、真木会員会則委員長が出席しました。
３）次期クラブ三役オリエンテーションが６月４日（日）１３：００より徳島グラン
　ヴィリオホテルで開催されました。出席者次期三役が出席しました。
４）クラブ新会員オリエンテーション６月７日（水）１８：３０よりユアーズで開
　催されました。出席者 新会員 青野淳助さん、杉田友裕さん、譽田幸
　弘さん、会長、幹事、第一副会長、各委員会委員長、会員会則委員　
　が出席しました。
５）第４回ゾーンレベル会員委員会、ゾーン年次会合並びに引継会が６
　月１０日（土）１６：３０からグラッツェふじで開催されました。出席者 鈴木 
　会長、伊藤幹事、加藤会員会則委員長、藤縄さん、（次期）白石２Ｒ－
　１ＺＣ、伊藤２Ｒ－１ＺＣＡ、（次期）佐伯会長、後藤幹事、福山会計、真
　木会員会則委員長が出席しました。　　　　　　　　　　　　　
６）平成２９年度えひめ学園･ひびき分校･わかば教室関係機関連絡会
　議が６月１５日( 木 )１３：００からえひめ学園で開催されました。
　出席者（次期）佐伯会長、後藤幹事、大上青少年委員長が出席しま
　した。
７）次期準備理事委員長会が６月１５日（木）１８：３０から商工会館３Ｆ研
　修室で開催されます。
８）平成２９年度新居浜市環境美化推進協議会総会が６月２６日（月）１０
　時より市役所で行われます。出席者 次期天野環境保全委員長が出
　席します。

９）第５６回東洋東南アジアフォーラムが１１月１７日（金）～２０日（月）台南
　（台湾）で開催されます。登録締切８月３１日となっています。
　詳細は事務までお問合下さい。
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２Ｒ－１Ｚゾーン・チェアパーソン就任ご挨拶
２Ｒ－１Ｚ・ＺＣ　白 石  誠 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

次期クラブ三役オリエンテーションに出席して
幹　事　後 藤  達 也　　　　開催日：平成 29 年 6 月 4 日（日）　開催場所：徳島グランヴィリオホテル
　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

２Ｒ準備リジョン会議・２Ｒ年次会合の出席報告
幹　事　後 藤  達 也　　　　　　開催日：平成 29 年 5 月 27 日（土）　開催場所：ユアーズ

　新居浜ＬＣの推薦により、２Ｒ－１
Ｚ・ＺＣを務める事となりました白石
誠一です。
　光栄に感じますと同時に、その
職責の重大さを痛感しております。
　４月に行なわれましたキャビネット

の研修会で頂いた資料を基に、ＺＣの役目について、
現在も頭を悩ませながら３つの役目を考えさせて頂き
ました。
　第１の役目として、１Ｚ内４クラブ １５０名余りのメ
ンバーに、キャビネットの方針にのっとり、ゾーン内
のクラブの指導をガバナーの代理として果たす事で
す。より早い段階で、キャビネット方針を伝えて参り
たいと思います。
　第２の役目として、各クラブの運営や事業におい

て問題点があれば、皆さんと一緒に問題の解決に
対し、キャビネットのご指導を仰ぎながら、より良い
方向に導いて行きたいと思います。
　そして第３の役目として、４クラブ合同での例会
等を行なう事により、各クラブの良い事業であったり、
または同好会であったり、様々な情報を共有する事
により、１Ｚ全体のクラブの活性化を図って頂きたい
と思います。
　以上、３つの役目を基
本とし、１Ｚの活動をサポ
ートして行きたいと思いま
す。
　どうぞ一年間、皆様の
ご指導・ご協力を心より
お願い申し上げます。

準備ゾーン会議・１Ｚ年次会合に参加して
会　計　福  山 　宏　　　　　　　開催日：平成 29 年 6 月 10 日（土）　　開催場所：グラッツェふじ　
　　　　　　　        　

　「準備ゾーン会議と１Ｚ年次会
合」に参加してきました。
　まずは「準備ゾーン会議」です。
次期三役の佐伯澄男さん、後藤達
也さん、私と次期会員委員長の真
木泰彦さんの４名で参加しました。

　他の１Ｚのクラブさんも同じ構成で出席されており
ました。
　そして次期ＺＣの白石誠一さんと次期ＺＣＡの伊
藤嘉秀さんのデビュー戦でもあります。
　次期ＺＣの白石誠一さん、次期ＧＭＴ・ＧＬＴ・ＦＷ
Ｔ・会則委員の若狭 勉さん、次期ＺＣＡの伊藤嘉秀
さんからご挨拶をいただいてから会が始まりました。
　議題としては ①各クラブ会長スローガン ②次年
度会員必携について ③行事予定について ④平和
ポスターコンテストについて ⑤世界ライオンズ奉仕
デーについて ⑥４クラブ合同例会について ⑦１Ｚ
親善ボーリング大会について ⑧ＺＣ例会訪問につ
いて ⑨周年行事について ⑩その他と１０項目につ
いて、次期会長が主に発表を行い時期ＺＣから説明
を受けました。
　いよいよ佐伯会長の年度がスタートするのだ。
私も一生懸命に支えて行かねばならんと実感が湧
いてきました。

　続いて現のＲＣ河端 寛さん、ＺＣ横井文明さん　
ＧＭＴ・ＧＬＴ・ＦＷＴ・会員会則委員、佐藤正輝さん
　各クラブの現会長さん、現幹事さん、現会計さん、
現会員委員長が揃って「１Ｚ年次会合」が開始され
ました。
　新居浜ライオンズクラブからは会長の鈴木雅志さ
ん、幹事の伊藤龍一さん、会計は代理として藤縄洲
二さん、会員委員長、加藤久博さんが出席しました。
　会長さんより今年度の活動状況を発表いただきま
した。
 そして現と次期を交えて懇親会に和気藹々と参加
させていただき現役員の皆さん、いよいよ任期が終
盤となりお役目ご苦労様でした。
　有難うございました。という気持ちでいっぱいにな
りました。

　６月４日、徳島グランヴィリオホテルにて行われました次期クラブ三役オ
リエンテーションに次期会長佐伯さん、次期会計福山さんとともに出席し
てきました。全体会から分科会という流れで進行して、分科会では幹事
研修会とあって幹事とはクラブ内でどうあるべきかということを主に学びま
した。
　経験の浅い私にとって具体的に自分のやるべきことが明確になってきて
大変有益な分科会となりました。その後、懇親会へと流れお酒も入り緊
張感も少し和らぎ 1 8 : 0 0 過ぎにお開きとなりました。
　大好きなお酒を我慢して行きも帰りも運転手を務めていただいた福山さんありがとうございました。

　第４回ゾーンレベル会員委員会・
１Ｚ年次会合が６月１０日（土）グラッ
ツェふじで開催されました。
　新居浜ライオンズクラブから、次
期１ＺＣ白石誠一さん、次期１ＺＣＡ
伊藤嘉秀さん、現３役、会員理事、

次期３役、会員理事１０名で参加しました。
　横井ＺＣから年次報告があり、２０１７年第１７回全
国障害者スポーツ大会支援合同アクティビティ報告
があり、２Ｒ全体で１８４７，０００円のスポーツ関連商
品を購入して、愛媛県に寄贈いたしました。
　引き継ぎ事項としては、２０１８～２０１９年に２Ｒ４Ｚ
東予ライオンズクラブから関野邦夫さんがガバナー

に就任します。２Ｒからのガバナー輩出に伴い、ブラ
ザークラブとしての支援が求められることになります。
まだ具体的な話は出ていない模様ですが、どの様な
協力をしていくか注視しなければなりません。
　また副地区ガバナーのローテーションでは４Ｚ関野
さんの次は１Ｚから立候補者を立てる順番になって
います。何年後になるか定かではありませんが、何れ
にせよ大きな責任分担が回ってくるのは間違いあり
ません。
　次期は新居浜ライオンズクラブが１Ｚのホストクラ
ブです。白石ＺＣと伊藤ＺＣＡをサポートして、１Ｚが２
Ｒの中でも輝けるゾーンとなることを願っています。

ゾーンレベル会員委員会・１Ｚ年次会合報告
前会員会則委員長　加 藤  久 博　　開催日：平成 29 年 6 月 10 日（土）　開催場所：グラッツェふじ　　
　　　　　　　　　　　　　　　　        　

第 4 回

●会長挨拶　鈴木雅志会長
●審議事項
１）新会員について
２）退会者について
　大村敬さん、垂水康浩さん　一身上の都合にて
３）次期委員長スクール、献血･献眼セミナーが６月１８日（日）１３：００より
　土居町ユーホールで開催されます。出席者（次期）白石２Ｒ－１ＺＣ、伊
　藤２Ｒ－１ＺＣＡ、ライオン･テーマー、テール･ツイスター、各委員会委員
　長が参加。登録料として１０名分 20,000 円拠出します。
４）家族会決算報告について
５）６月第２夜間例会予算（案）について
６）例会１００%出席記念品について（１３名予定）４３，０００円
７）委員会開催の変更について
　（現･次期）環境保全委員会
　　　６月６日（火）事務局 → ユアーズ   １８：３０～
　（現･次期）保健福祉委員会
　　　６月８日（木）→２０日（火）ユアーズ １８：３０～
　（次期）ＰＲ広報委員会
　　　６月２２日（木）→２９日（木）事務局 　１８：３０～
　（現･次期）出席大会委員会
　　　６月２３日（金）→２８日（水）ユアーズ 例会終了後
●報告事項 
１）平成２９年度愛媛県薬物乱用防止指導員西条保健所地区協議会
　総会が５月２５日（木）１４：００より県総合科学博物館で行われ伊藤幹
　事が出席しました。
２）次期リジョン・ゾーン事前打合せ会議が５月２７日（土）１３：００よりユ
　アーズで行われ出席者（次期）白石２Ｒ－１ＺＣ、伊藤２Ｒ－１ＺＣＡが出
　席しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・準備リジョン会議がユアーズにて１３：４０より開催されました。出席者（次
　期）白石２Ｒ－１ＺＣ、伊藤２Ｒ－１ＺＣＡ、（次期）佐伯会長、後藤幹事　
　真木会員会則委員長が参加しました。
・２リジョン年次会合並びに懇親会（関野邦夫次期第一副地区ガバナ
　ーを励ます会）が１５：００よりユアーズで行われ鈴木会長、岡田会計、
　能瀬保健福祉委員長、（次期）白石２Ｒ－１ＺＣ、伊藤２Ｒ－１ＺＣＡ（次
　期）佐伯会長、後藤幹事、真木会員会則委員長が出席しました。
３）次期クラブ三役オリエンテーションが６月４日（日）１３：００より徳島グラン
　ヴィリオホテルで開催されました。出席者次期三役が出席しました。
４）クラブ新会員オリエンテーション６月７日（水）１８：３０よりユアーズで開
　催されました。出席者 新会員 青野淳助さん、杉田友裕さん、譽田幸
　弘さん、会長、幹事、第一副会長、各委員会委員長、会員会則委員　
　が出席しました。
５）第４回ゾーンレベル会員委員会、ゾーン年次会合並びに引継会が６
　月１０日（土）１６：３０からグラッツェふじで開催されました。出席者 鈴木 
　会長、伊藤幹事、加藤会員会則委員長、藤縄さん、（次期）白石２Ｒ－
　１ＺＣ、伊藤２Ｒ－１ＺＣＡ、（次期）佐伯会長、後藤幹事、福山会計、真
　木会員会則委員長が出席しました。　　　　　　　　　　　　　
６）平成２９年度えひめ学園･ひびき分校･わかば教室関係機関連絡会
　議が６月１５日( 木 )１３：００からえひめ学園で開催されました。
　出席者（次期）佐伯会長、後藤幹事、大上青少年委員長が出席しま
　した。
７）次期準備理事委員長会が６月１５日（木）１８：３０から商工会館３Ｆ研
　修室で開催されます。
８）平成２９年度新居浜市環境美化推進協議会総会が６月２６日（月）１０
　時より市役所で行われます。出席者 次期天野環境保全委員長が出
　席します。

　５月２７日ユアーズにて行われまし
たライオンズクラブ国際協会 336-A
地区 2R 準備リジョン会議・2R 年
次会合に出席してきました。
　次期の役員で構成された準備リ
ジョン会議から現・次期合同の年

次会合へと進行されました。
経験の浅い私にとって役職名を覚えること、職務の
内容を覚えることから始まってしまいます。あらためて
未熟さを痛感しました。
　川之江中央ライオンズクラブの石川正人次期
2R-RC の挨拶の場が多く、お話の中では「明るく楽
しく」というシンプルな言葉を多く使っておられたのが
印象的でした。

　これから 2R をひとつにまとめていこうという気持ち
が伝わってきます。
　私の立場も所属する新居浜ライオンズクラブをひと
つにまとめていかなければなりません。私も経験の浅
い分、あまり難しく考えず背伸びせずでシンプルに幹
事という役職にぶつかりたいと思います。

９）第５６回東洋東南アジアフォーラムが１１月１７日（金）～２０日（月）台南
　（台湾）で開催されます。登録締切８月３１日となっています。
　詳細は事務までお問合下さい。
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　光栄に感じますと同時に、その
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合」に参加してきました。
　まずは「準備ゾーン会議」です。
次期三役の佐伯澄男さん、後藤達
也さん、私と次期会員委員長の真
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ました。
　そして次期ＺＣの白石誠一さんと次期ＺＣＡの伊
藤嘉秀さんのデビュー戦でもあります。
　次期ＺＣの白石誠一さん、次期ＧＭＴ・ＧＬＴ・ＦＷ
Ｔ・会則委員の若狭 勉さん、次期ＺＣＡの伊藤嘉秀
さんからご挨拶をいただいてから会が始まりました。
　議題としては ①各クラブ会長スローガン ②次年
度会員必携について ③行事予定について ④平和
ポスターコンテストについて ⑤世界ライオンズ奉仕
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親善ボーリング大会について ⑧ＺＣ例会訪問につ
いて ⑨周年行事について ⑩その他と１０項目につ
いて、次期会長が主に発表を行い時期ＺＣから説明
を受けました。
　いよいよ佐伯会長の年度がスタートするのだ。
私も一生懸命に支えて行かねばならんと実感が湧
いてきました。

　続いて現のＲＣ河端 寛さん、ＺＣ横井文明さん　
ＧＭＴ・ＧＬＴ・ＦＷＴ・会員会則委員、佐藤正輝さん
　各クラブの現会長さん、現幹事さん、現会計さん、
現会員委員長が揃って「１Ｚ年次会合」が開始され
ました。
　新居浜ライオンズクラブからは会長の鈴木雅志さ
ん、幹事の伊藤龍一さん、会計は代理として藤縄洲
二さん、会員委員長、加藤久博さんが出席しました。
　会長さんより今年度の活動状況を発表いただきま
した。
 そして現と次期を交えて懇親会に和気藹々と参加
させていただき現役員の皆さん、いよいよ任期が終
盤となりお役目ご苦労様でした。
　有難うございました。という気持ちでいっぱいにな
りました。
　

　６月４日、徳島グランヴィリオホテルにて行われました次期クラブ三役オ
リエンテーションに次期会長佐伯さん、次期会計福山さんとともに出席し
てきました。全体会から分科会という流れで進行して、分科会では幹事
研修会とあって幹事とはクラブ内でどうあるべきかということを主に学びま
した。
　経験の浅い私にとって具体的に自分のやるべきことが明確になってきて
大変有益な分科会となりました。その後、懇親会へと流れお酒も入り緊
張感も少し和らぎ 1 8 : 0 0 過ぎにお開きとなりました。
　大好きなお酒を我慢して行きも帰りも運転手を務めていただいた福山さんありがとうございました。

　第４回ゾーンレベル会員委員会・
１Ｚ年次会合が６月１０日（土）グラッ
ツェふじで開催されました。
　新居浜ライオンズクラブから、次
期１ＺＣ白石誠一さん、次期１ＺＣＡ
伊藤嘉秀さん、現３役、会員理事、

次期３役、会員理事１０名で参加しました。
　横井ＺＣから年次報告があり、２０１７年第１７回全
国障害者スポーツ大会支援合同アクティビティ報告
があり、２Ｒ全体で１８４７，０００円のスポーツ関連商
品を購入して、愛媛県に寄贈いたしました。
　引き継ぎ事項としては、２０１８～２０１９年に２Ｒ４Ｚ
東予ライオンズクラブから関野邦夫さんがガバナー

に就任します。２Ｒからのガバナー輩出に伴い、ブラ
ザークラブとしての支援が求められることになります。
まだ具体的な話は出ていない模様ですが、どの様な
協力をしていくか注視しなければなりません。
　また副地区ガバナーのローテーションでは４Ｚ関野
さんの次は１Ｚから立候補者を立てる順番になって
います。何年後になるか定かではありませんが、何れ
にせよ大きな責任分担が回ってくるのは間違いあり
ません。
　次期は新居浜ライオンズクラブが１Ｚのホストクラ
ブです。白石ＺＣと伊藤ＺＣＡをサポートして、１Ｚが２
Ｒの中でも輝けるゾーンとなることを願っています。

ゾーンレベル会員委員会・１Ｚ年次会合報告
前会員会則委員長　加 藤  久 博　　開催日：平成 29 年 6 月 10 日（土）　開催場所：グラッツェふじ　　
　　　　　　　　　　　　　　　　        　

第 4 回

●会長挨拶　鈴木雅志会長
●審議事項
１）新会員について
２）退会者について
　大村敬さん、垂水康浩さん　一身上の都合にて
３）次期委員長スクール、献血･献眼セミナーが６月１８日（日）１３：００より
　土居町ユーホールで開催されます。出席者（次期）白石２Ｒ－１ＺＣ、伊
　藤２Ｒ－１ＺＣＡ、ライオン･テーマー、テール･ツイスター、各委員会委員
　長が参加。登録料として１０名分 20,000 円拠出します。
４）家族会決算報告について
５）６月第２夜間例会予算（案）について
６）例会１００%出席記念品について（１３名予定）４３，０００円
７）委員会開催の変更について
　（現･次期）環境保全委員会
　　　６月６日（火）事務局 → ユアーズ   １８：３０～
　（現･次期）保健福祉委員会
　　　６月８日（木）→２０日（火）ユアーズ １８：３０～
　（次期）ＰＲ広報委員会
　　　６月２２日（木）→２９日（木）事務局 　１８：３０～
　（現･次期）出席大会委員会
　　　６月２３日（金）→２８日（水）ユアーズ 例会終了後
●報告事項 
１）平成２９年度愛媛県薬物乱用防止指導員西条保健所地区協議会
　総会が５月２５日（木）１４：００より県総合科学博物館で行われ伊藤幹
　事が出席しました。
２）次期リジョン・ゾーン事前打合せ会議が５月２７日（土）１３：００よりユ
　アーズで行われ出席者（次期）白石２Ｒ－１ＺＣ、伊藤２Ｒ－１ＺＣＡが出
　席しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・準備リジョン会議がユアーズにて１３：４０より開催されました。出席者（次
　期）白石２Ｒ－１ＺＣ、伊藤２Ｒ－１ＺＣＡ、（次期）佐伯会長、後藤幹事　
　真木会員会則委員長が参加しました。
・２リジョン年次会合並びに懇親会（関野邦夫次期第一副地区ガバナ
　ーを励ます会）が１５：００よりユアーズで行われ鈴木会長、岡田会計、
　能瀬保健福祉委員長、（次期）白石２Ｒ－１ＺＣ、伊藤２Ｒ－１ＺＣＡ（次
　期）佐伯会長、後藤幹事、真木会員会則委員長が出席しました。
３）次期クラブ三役オリエンテーションが６月４日（日）１３：００より徳島グラン
　ヴィリオホテルで開催されました。出席者次期三役が出席しました。
４）クラブ新会員オリエンテーション６月７日（水）１８：３０よりユアーズで開
　催されました。出席者 新会員 青野淳助さん、杉田友裕さん、譽田幸
　弘さん、会長、幹事、第一副会長、各委員会委員長、会員会則委員　
　が出席しました。
５）第４回ゾーンレベル会員委員会、ゾーン年次会合並びに引継会が６
　月１０日（土）１６：３０からグラッツェふじで開催されました。出席者 鈴木 
　会長、伊藤幹事、加藤会員会則委員長、藤縄さん、（次期）白石２Ｒ－
　１ＺＣ、伊藤２Ｒ－１ＺＣＡ、（次期）佐伯会長、後藤幹事、福山会計、真
　木会員会則委員長が出席しました。　　　　　　　　　　　　　
６）平成２９年度えひめ学園･ひびき分校･わかば教室関係機関連絡会
　議が６月１５日( 木 )１３：００からえひめ学園で開催されました。
　出席者（次期）佐伯会長、後藤幹事、大上青少年委員長が出席しま
　した。
７）次期準備理事委員長会が６月１５日（木）１８：３０から商工会館３Ｆ研
　修室で開催されます。
８）平成２９年度新居浜市環境美化推進協議会総会が６月２６日（月）１０
　時より市役所で行われます。出席者 次期天野環境保全委員長が出
　席します。

　５月２７日ユアーズにて行われまし
たライオンズクラブ国際協会 336-A
地区 2R 準備リジョン会議・2R 年
次会合に出席してきました。
　次期の役員で構成された準備リ
ジョン会議から現・次期合同の年

次会合へと進行されました。
経験の浅い私にとって役職名を覚えること、職務の
内容を覚えることから始まってしまいます。あらためて
未熟さを痛感しました。
　川之江中央ライオンズクラブの石川正人次期
2R-RC の挨拶の場が多く、お話の中では「明るく楽
しく」というシンプルな言葉を多く使っておられたのが
印象的でした。

　これから 2R をひとつにまとめていこうという気持ち
が伝わってきます。
　私の立場も所属する新居浜ライオンズクラブをひと
つにまとめていかなければなりません。私も経験の浅
い分、あまり難しく考えず背伸びせずでシンプルに幹
事という役職にぶつかりたいと思います。

９）第５６回東洋東南アジアフォーラムが１１月１７日（金）～２０日（月）台南
　（台湾）で開催されます。登録締切８月３１日となっています。
　詳細は事務までお問合下さい。
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幹事就任のご挨拶
幹　事　後 藤  達 也　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

第一副会長就任あいさつ
第一副会長　伊 藤  龍 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

会計就任ご挨拶
会　計　福 山 　宏　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

次期クラブ委員長スクールに参加して
保健福祉委員長　真 鍋  憲 夫　　開催日：平成２9年 6月 18 日（日）　開催地：土居町文化会館ユーホール　
　　　　　　　　　　　　　　　        　

２Ｒ平成２９年度 献血・献眼推進セミナー

クラブ新会員オリエンテーション報告
前会員会則委員長　加 藤  久 博　　　　　　開催日：平成２9年 6月 7日（水）　開催場所：ユアーズ　　
　　　　　　　　　　　　　　　        　

　本年度、佐伯会長のもと会計を
仰せつかりました。
　これまで幹事、会長と経験させ
ていただいたのですが会計の事は
当時の会計さんに頼りっぱなしでし
たのでほぼ初心者でございます。

　当時にもっと勉強しておけば良かったと反省して
おります。
　徳島で開催されました三役スクールにて会計の
分科会に参加しまして「会計とは数字の事だけを
見ておけば良いという訳じゃない。三役として会長
と幹事をあらゆる面からサポートしなければならな

い。」と教わりました。
　私も会計を引き受けた時からそのつもりでおりまし
たが改めて覚悟をいたしました。
　「Ｗｅ ｓｅｒｖｅ」の精神の基、佐伯会長の活動を
サポートしていきます。
　現在はライオンズクラブ役員必携第３編クラブ会
計の項目を読んでみたり過去の予算管理表に目を
通してみたりとなんとか理解しようと勉強中でありま
す。解らない事もいっぱいですし不安もいっぱいで
す。
　若輩者で頼りなく感じられるかも知れませんが一
生懸命させていただきますのでご指導、ご鞭撻を
何卒宜しくお願い申し上げます。

　本年度、伝統ある新居浜ライオ
ンズクラブの第一副会長を拝命い
たしました。
　昨年度、鈴木会長のもと幹事を
させて頂き１年間いろいろな経験を
させて頂いたばかりですが、ご指

名によりこの度、第１副会長に就任することになりま
した。
　本来第二副会長を経て会長職の勉強と準備をす
る運びとなるのですが、この１年間で来るべき会長
に就任させて頂く時の事柄や覚悟を考え決めなけ
ればならないかと思うと身が竦む思いです。

　私自身、経験浅く能力も低い若輩者で戸惑うば
かりですが、昨年幹事をさせて頂いて様々な会合
に出席させて頂き、今まで以上に 336-A 地区並び
に、リジョン、ゾーン内での新居浜ライオンズクラブ
の凄さや立場を思い知らされました。
　幹事を受けさせて頂いた時にはそれほど思いもし
なかったですが、立場が変わり見方も変わると生半
可な気持ちでは新居浜ライオンズクラブの会長は務
まらないと痛感しています。
　１年後に皆様から安心して任せて頂けるように頑
張りたいと思います。よろしくお願いいたします。

　このたび佐伯会長のもと幹事を
仰せつかりました後藤達也です。
　何事かを引き受けるとき何の迷
いもなく引き受けてしまうのは悪い
癖なのかどうか分かりませんが、
日常会話の一部分のように「おお、

ええよ」と返答したのを覚えています。
　前年度のテーマーを鈴木直前会長からお話があ
った時もそういう感じでしたが、今はテーマー就任
の時よりは不安は正直なところ少ないです。何故な
ら、一年間テーマーをやらせていただいて私が一
番苦手としている人前で話すということを、ある程
度ですが克服できてきたからです。
　何事も逃げずにコツコツ努力を積み上げればまだ

まだ成長できるということを学ばせていただいて鈴
木直前会長には大変感謝しております。
　幹事という大役に対して自信があるとまでは言え
ませんが、ちゃんと正面に対峙して臨めるという態
勢はとれたのではないかと思います。
　とはいえまだまだ未熟でライオンズクラブの仕組み
など、知らないことも沢山あります。前年度以上に
勉強していかないと乗り越えられないと思っていま
す。例会をはじめ、クラブの継続事業、新たなる
アクティビティ、すべての事業に一人でも多くの方
が参加するという環境やムードを作っていくことが私
の役目だと思っております。
　更なる試練になりますが皆様からのご指導よろし
くお願いします。

　６月７日（水）にユアーズに於い
て、新会員の皆様を対象にオリエン
テーションを開催しました。
　今年度は４名の新会員と１名の
転籍会員、計５名の新しい会員を迎
える事が出来ました。オリエンテーシ

ョンの対象となったのは、青野淳助さん、譽田幸弘さ
ん、杉田友裕さんの３名です。青野さんと譽田さんは
２R の新会員研修を受講済みでありましたが、改め
てクラブ研修にも参加頂き、ライオンズクラブの歴史
や新居浜ライオンズクラブの歩んできた歴史を説明さ
せて頂きました。
　２R では最古参で２人の地区がバナーを輩出する

など、歴史と伝統に培われた新居浜ライオンズクラブ
のメンバーとして、第一歩を踏み出せたことを誇りに
思われたと思います。
　クラブの事業については、各委員会の委員長さん
より、年間を通しての活動について詳しく説明を頂
き、新会員の皆様が、２年目以降所属する委員会で
スムーズなスタートを切れるような研修を行いました。
　質疑応答ではリジョンやゾーンの事業について質
問があり、２ R の親善スポーツ大会やゾーンの合同
例会等の説明をさせて頂きました。
　研修会終了後は懇親会で、新会員の皆様が、普
段あまり話す機会の少ないメンバーと親しく会話する
ことにより、新居浜ライオンズクラブのメンバーとしてク

ラブに溶け込んでいって頂きたいと
思います。
　最後にオリエンテーションにご協
力頂いた皆様に感謝申し上げま
す。

「人間を救うのは、人間だ」
　２０１７年６月１８日（日）四国中央
市土居町文化会館ユーホールにて
上記の会合が開催されました。
　幸い天候の恵まれ、各クラブから
次期委員長が集まり、会場は熱気

に包まれました。久しぶりの委員長就任で緊張致し
ました。
　まず、全体会があり、その後分科会となり、最後に
全体会でお開きになりました。
　最初、愛媛県赤十字血液センター事業部長の
代 孝彦様から平成２８年度血液事業概要の説明
や今後の見通しについてのお話があり大変参考に
なりました。
　次に、昨年設立３０周年を迎えた（財）愛媛アイバ
ンク事務局長藤田孝夫様からアイバンクの現状説明
の後、これからも「愛媛の角膜は愛媛から」のスロー
ガンのもと、努力する所存ですので、ご支援とご協力
をお願いいたしますとの申し入れがありました。
　各事業とも、ライオンズクラブとの結びつきが深く、
奉仕活動を継続していかなければと、再確認しまし
た。

　その後分科会へと移行し、各部屋に分かれて協
議致しました。
　私は（環境保全・保健福祉・アラート分科会）に
参加。講師、越智滋様（伊予土居ライオンズクラブ）、
松山大街道血液センター・推進課主事（東予地区
担当）稲井悠介様より、ある血液患者の少女の命を
支えた輸血による治療、家族の献血への感謝、お礼
のＤＶＤを見せていただき、本当に胸が熱くなりまし
た。
　その他、アラート対策や薬物乱用防止教室の開
催についての要望がありました。
　最後に、今日のセミナーを今後一年間の活動に役
立てようと存じますので、どうぞ会員の皆様もご支
援、ご協力を切にお願い申し上げます。

●会長挨拶　鈴木雅志会長
●審議事項
１）新会員について
２）退会者について
　大村敬さん、垂水康浩さん　一身上の都合にて
３）次期委員長スクール、献血･献眼セミナーが６月１８日（日）１３：００より
　土居町ユーホールで開催されます。出席者（次期）白石２Ｒ－１ＺＣ、伊
　藤２Ｒ－１ＺＣＡ、ライオン･テーマー、テール･ツイスター、各委員会委員
　長が参加。登録料として１０名分 20,000 円拠出します。
４）家族会決算報告について
５）６月第２夜間例会予算（案）について
６）例会１００%出席記念品について（１３名予定）４３，０００円
７）委員会開催の変更について
　（現･次期）環境保全委員会
　　　６月６日（火）事務局 → ユアーズ   １８：３０～
　（現･次期）保健福祉委員会
　　　６月８日（木）→２０日（火）ユアーズ １８：３０～
　（次期）ＰＲ広報委員会
　　　６月２２日（木）→２９日（木）事務局 　１８：３０～
　（現･次期）出席大会委員会
　　　６月２３日（金）→２８日（水）ユアーズ 例会終了後
●報告事項 
１）平成２９年度愛媛県薬物乱用防止指導員西条保健所地区協議会
　総会が５月２５日（木）１４：００より県総合科学博物館で行われ伊藤幹
　事が出席しました。
２）次期リジョン・ゾーン事前打合せ会議が５月２７日（土）１３：００よりユ
　アーズで行われ出席者（次期）白石２Ｒ－１ＺＣ、伊藤２Ｒ－１ＺＣＡが出
　席しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・準備リジョン会議がユアーズにて１３：４０より開催されました。出席者（次
　期）白石２Ｒ－１ＺＣ、伊藤２Ｒ－１ＺＣＡ、（次期）佐伯会長、後藤幹事　
　真木会員会則委員長が参加しました。
・２リジョン年次会合並びに懇親会（関野邦夫次期第一副地区ガバナ
　ーを励ます会）が１５：００よりユアーズで行われ鈴木会長、岡田会計、
　能瀬保健福祉委員長、（次期）白石２Ｒ－１ＺＣ、伊藤２Ｒ－１ＺＣＡ（次
　期）佐伯会長、後藤幹事、真木会員会則委員長が出席しました。
３）次期クラブ三役オリエンテーションが６月４日（日）１３：００より徳島グラン
　ヴィリオホテルで開催されました。出席者次期三役が出席しました。
４）クラブ新会員オリエンテーション６月７日（水）１８：３０よりユアーズで開
　催されました。出席者 新会員 青野淳助さん、杉田友裕さん、譽田幸
　弘さん、会長、幹事、第一副会長、各委員会委員長、会員会則委員　
　が出席しました。
５）第４回ゾーンレベル会員委員会、ゾーン年次会合並びに引継会が６
　月１０日（土）１６：３０からグラッツェふじで開催されました。出席者 鈴木 
　会長、伊藤幹事、加藤会員会則委員長、藤縄さん、（次期）白石２Ｒ－
　１ＺＣ、伊藤２Ｒ－１ＺＣＡ、（次期）佐伯会長、後藤幹事、福山会計、真
　木会員会則委員長が出席しました。　　　　　　　　　　　　　
６）平成２９年度えひめ学園･ひびき分校･わかば教室関係機関連絡会
　議が６月１５日( 木 )１３：００からえひめ学園で開催されました。
　出席者（次期）佐伯会長、後藤幹事、大上青少年委員長が出席しま
　した。
７）次期準備理事委員長会が６月１５日（木）１８：３０から商工会館３Ｆ研
　修室で開催されます。
８）平成２９年度新居浜市環境美化推進協議会総会が６月２６日（月）１０
　時より市役所で行われます。出席者 次期天野環境保全委員長が出
　席します。

９）第５６回東洋東南アジアフォーラムが１１月１７日（金）～２０日（月）台南
　（台湾）で開催されます。登録締切８月３１日となっています。
　詳細は事務までお問合下さい。
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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

第 1361 回　6 月第一例会
6月 14日（水）12 :15～ ユアーズ

■ライオンズの誓い唱和　真鍋憲夫ライ
オン

■会長挨拶　鈴木雅志会長
■来訪者紹介　川嶋理之ライ

オン

■卓　話　カイロプラクター　千葉美由紀様
■審議事項
１）次期委員長スクール登録料について20,000 円（＠2,000×10 名）
２）家族会決算報告について
３）６月第２夜間例会予算（案）について
４）例会１００%出席記念品について ４３，０００円
５）委員会開催の変更について
　（現･次期）環境保全委員会
　　６月６日（火）事務局 → ユアーズ　１８:３０～
　（現･次期）保健福祉委員会
　　６月８日（木）→２０日（火）ユアーズ １８:３０～
　（次期）ＰＲ広報委員会
　　６月２２日（木）→２９日（木）事務局　１８:３０～

　（現･次期）出席大会委員会
　　６月２３日（金）→２８日（水）ユアーズ 例会終了後
■報告事項 
１）新会員について　高橋尚毅さん
２）退会者について　大村敬さん、垂水康浩さん　一身上の都合にて
３）平成２９年度愛媛県薬物乱用防止指導員西条保健所地区協議会　 
　総会が５月２５日（木）14:00 から愛媛県総合科学博物館で開催され 
　ました。出席者伊藤幹事が出席しました。　　　　　　　　　　　
４）・次期リジョン・ゾーン事前打合せが５月２７日（土）１３：００からユア
　　ーズで開催。次期白石１ＺＣ、次期伊藤１ＺＣＡが出席しました。
　・準備リジョン会議が５月２７日（土）１３：４０からユアーズで開催され、
　　次期白石１ＺＣ、伊藤１ＺＣＡ、次期会長、幹事　真木会員会則委員
　　長が出席しました。
　・２リジョン年次会合並びに懇親会（関野邦夫次期第一副地区ガバ
　　ナーを励ます会 )が５月２７日（土）１５：００からユアーズで開催されま
　　した。会長、会計、能瀬保健福祉委員長、次期白石１ＺＣ、伊藤１ＺＣ
　　Ａ、次期会長、幹事、真木会員会則委員長が出席しました。
５）次期クラブ三役オリエンテーションが６月４日（日）１３：００から徳島グラ
　ンヴィリオホテルで開催され次期会長、幹事、会計が出席しました。
６）クラブ新会員オリエンテーションが６月７日（水）１８：３０からユアーズで
　開催されました。新会員青野淳助さん、杉田友裕さん、譽田幸弘さん、
　会長、幹事、第一副会長、各委員会委員長、会員会則委員会の皆様
　が出席しました。
７）第４回ゾーンレベル会員委員会、ゾーン年次会合並びに引継会が６月
　１０日（土）１６：３０からグラッツェふじで開催され、会長、幹事、加藤会員
　会則委員長、藤縄さん、次期白石１ＺＣ、伊藤１ＺＣＡ、次期会長、幹
　事、会計、真木会員会則委員長が出席しました。
８）平成２９年えひめ学園･ひびき分校･わかば教室関係機関連絡会議

　が６月１５日( 木 )１３：００より開催され、次期会長、幹事、大上青少年委
　員長が出席しました。
９）次期準備理事委員長会が６月１５日（木）１８：３０より開催されます。
　場所は商工会館３Ｆ研修室です。
10）次期クラブ委員長スクール、献血・献眼推進セミナーが６月１８日（日）
　１３：００より土居町ユーホールで開催されます。次期白石１ＺＣ、伊藤１
　ＺＣＡ、次期ライオン･テーマー、テール･ツイスター、各委員会委員長
11）平成２９年度新居浜市環境美化推進協議会総会が６月２６日（月）
　１０：００より市役所で開催されます。出席者次期天野環境保全委員長
　が出席されます。
12）第５６回東洋東南アジアフォーラムが１１月１７日（金）～２０日（月）台南
　（台湾）で開催されます。登録締切８月３１日（木）となっています。
　詳細は事務までお問合下さい。
13）クラブ流動資産残高について
■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　70,000 円
■ライオンズ・ローア　
　藤縄洲二ライ

オン　

 委　員　会 委　員　長 副  委  員  長 担  当  理  事 委　　　　員
  会 員 会 則 真  木　泰  彦 大  竹　崇  夫 真  木　泰  彦 白  石　誠  一  
  出 席 大 会 宇  野　博  文 永  易　明  洋 岡  田　賢  治 妹  尾　光  章 　  小  松　武  道　    武  市   欣  也 　　     近  藤　眞  而 
  計 画 財 務 新  田　久  司 伊  藤　嘉  秀 神  野　雄  太 有  富　正  治 大  石　隆  憲 近  藤　盛  文
       　　　　松  浦　一  雄  　伊  藤　久  門
  ＰＲ広報 山  下　邦  俊 譽  田　幸  弘 山   口　　泰  藤  縄　洲  二       斉  藤  陽二朗　   杉  田　友  裕　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
  青   少   年 大  上　幸  雄 上    野　　剛 加  藤　久  博 高  橋　在  錫     石  川          稔        青  野　淳  助　 　    　　　　 山之内   浩 二　   岡 村   真里哉
  保 健 福 祉 真  鍋　憲  夫 能  瀬　伸  一 石  川　敏  則 　 土  岐　計  一　    近  藤　充  徳　  村  上　博  昭    　　　　　　　　　　　  林　    幸    央
  環 境 保 全 天    野　　淳 村  上　順一郎 塩  見　秀  晴 土  岐　敏  勝 　  青  野　泰  介  　川  嶋　理  之     岡  田　浩  二

役員 及び 委員会 構成 表
２０１７年 7月～２０１８年 6月

国際協会３３６－Ａ地区２Ｒ－１Ｚ　新居浜ライオンズクラブ
元地区ガバナー　小  松　武  道
３３６－Ａ地区２Ｒ－１Ｚ・ＺＣ　白  石　誠  一
　　　　　　２Ｒ－１Ｚ・ＺＣＡ伊  藤    嘉  秀

 役　　職 氏　　名

  会　　　　    長 佐  伯　澄  男
  前　    会    　長 鈴  木　雅  志
    第 一 副 会 長  伊  藤　龍  一
    第 二 副 会 長  古  川　貴  章
 幹　　　　　事 後  藤　達  也
 会　　　　　計 福    山　　宏
 ライオン・テーマー 松  浦　一  雄

 役　　職 氏　　名

  テール・ツイスター 青  野　泰  介
  会員理事 / 委員長 真  木　泰  彦
    ク ラ ブ 理 事  岡  田　賢  治
  ク ラ ブ 理 事  神  野　雄  太
    ク ラ ブ 理 事  山    口　　泰
    ク ラ ブ 理 事  加  藤　久  博
    ク ラ ブ 理 事  石  川　敏  則

 役　　職 氏　　名

     ク ラ ブ 理 事       塩  見    秀  晴
   副　　幹　　事 能  瀬　伸  一
   副　　会　　計 岡  田　賢  治
   副ライオン・テーマー 　青  野　泰  介　
　 副テール・ツイスター 大  上　幸  雄
    会 計監査委員  有  富　正  治
    会 計監査委員  藤  縄　洲  二

●会長挨拶　鈴木雅志会長
●審議事項
１）新会員について
２）退会者について
　大村敬さん、垂水康浩さん　一身上の都合にて
３）次期委員長スクール、献血･献眼セミナーが６月１８日（日）１３：００より
　土居町ユーホールで開催されます。出席者（次期）白石２Ｒ－１ＺＣ、伊
　藤２Ｒ－１ＺＣＡ、ライオン･テーマー、テール･ツイスター、各委員会委員
　長が参加。登録料として１０名分 20,000 円拠出します。
４）家族会決算報告について
５）６月第２夜間例会予算（案）について
６）例会１００%出席記念品について（１３名予定）４３，０００円
７）委員会開催の変更について
　（現･次期）環境保全委員会
　　　６月６日（火）事務局 → ユアーズ   １８：３０～
　（現･次期）保健福祉委員会
　　　６月８日（木）→２０日（火）ユアーズ １８：３０～
　（次期）ＰＲ広報委員会
　　　６月２２日（木）→２９日（木）事務局 　１８：３０～
　（現･次期）出席大会委員会
　　　６月２３日（金）→２８日（水）ユアーズ 例会終了後
●報告事項 
１）平成２９年度愛媛県薬物乱用防止指導員西条保健所地区協議会
　総会が５月２５日（木）１４：００より県総合科学博物館で行われ伊藤幹
　事が出席しました。
２）次期リジョン・ゾーン事前打合せ会議が５月２７日（土）１３：００よりユ
　アーズで行われ出席者（次期）白石２Ｒ－１ＺＣ、伊藤２Ｒ－１ＺＣＡが出
　席しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・準備リジョン会議がユアーズにて１３：４０より開催されました。出席者（次
　期）白石２Ｒ－１ＺＣ、伊藤２Ｒ－１ＺＣＡ、（次期）佐伯会長、後藤幹事　
　真木会員会則委員長が参加しました。
・２リジョン年次会合並びに懇親会（関野邦夫次期第一副地区ガバナ
　ーを励ます会）が１５：００よりユアーズで行われ鈴木会長、岡田会計、
　能瀬保健福祉委員長、（次期）白石２Ｒ－１ＺＣ、伊藤２Ｒ－１ＺＣＡ（次
　期）佐伯会長、後藤幹事、真木会員会則委員長が出席しました。
３）次期クラブ三役オリエンテーションが６月４日（日）１３：００より徳島グラン
　ヴィリオホテルで開催されました。出席者次期三役が出席しました。
４）クラブ新会員オリエンテーション６月７日（水）１８：３０よりユアーズで開
　催されました。出席者 新会員 青野淳助さん、杉田友裕さん、譽田幸
　弘さん、会長、幹事、第一副会長、各委員会委員長、会員会則委員　
　が出席しました。
５）第４回ゾーンレベル会員委員会、ゾーン年次会合並びに引継会が６
　月１０日（土）１６：３０からグラッツェふじで開催されました。出席者 鈴木 
　会長、伊藤幹事、加藤会員会則委員長、藤縄さん、（次期）白石２Ｒ－
　１ＺＣ、伊藤２Ｒ－１ＺＣＡ、（次期）佐伯会長、後藤幹事、福山会計、真
　木会員会則委員長が出席しました。　　　　　　　　　　　　　
６）平成２９年度えひめ学園･ひびき分校･わかば教室関係機関連絡会
　議が６月１５日( 木 )１３：００からえひめ学園で開催されました。
　出席者（次期）佐伯会長、後藤幹事、大上青少年委員長が出席しま
　した。
７）次期準備理事委員長会が６月１５日（木）１８：３０から商工会館３Ｆ研
　修室で開催されます。
８）平成２９年度新居浜市環境美化推進協議会総会が６月２６日（月）１０
　時より市役所で行われます。出席者 次期天野環境保全委員長が出
　席します。

９）第５６回東洋東南アジアフォーラムが１１月１７日（金）～２０日（月）台南
　（台湾）で開催されます。登録締切８月３１日となっています。
　詳細は事務までお問合下さい。
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６月理事・委員長会
6月 12日（月）18:30～ ユアーズ

第 1362 回　6 月第二例会
（夜間例会）

6月 28日（水）18:00～ ユアーズ

■ライオンズの誓い唱和　真鍋憲夫ライ
オン

■会長挨拶　鈴木雅志会長
■来訪者紹介　川嶋理之ライ

オン

■卓　話　カイロプラクター　千葉美由紀様
■審議事項
１）次期委員長スクール登録料について20,000 円（＠2,000×10 名）
２）家族会決算報告について
３）６月第２夜間例会予算（案）について
４）例会１００%出席記念品について ４３，０００円
５）委員会開催の変更について
　（現･次期）環境保全委員会
　　６月６日（火）事務局 → ユアーズ　１８:３０～
　（現･次期）保健福祉委員会
　　６月８日（木）→２０日（火）ユアーズ １８:３０～
　（次期）ＰＲ広報委員会
　　６月２２日（木）→２９日（木）事務局　１８:３０～

　（現･次期）出席大会委員会
　　６月２３日（金）→２８日（水）ユアーズ 例会終了後
■報告事項 
１）新会員について　高橋尚毅さん
２）退会者について　大村敬さん、垂水康浩さん　一身上の都合にて
３）平成２９年度愛媛県薬物乱用防止指導員西条保健所地区協議会　 
　総会が５月２５日（木）14:00 から愛媛県総合科学博物館で開催され 
　ました。出席者伊藤幹事が出席しました。　　　　　　　　　　　
４）・次期リジョン・ゾーン事前打合せが５月２７日（土）１３：００からユア
　　ーズで開催。次期白石１ＺＣ、次期伊藤１ＺＣＡが出席しました。
　・準備リジョン会議が５月２７日（土）１３：４０からユアーズで開催され、
　　次期白石１ＺＣ、伊藤１ＺＣＡ、次期会長、幹事　真木会員会則委員
　　長が出席しました。
　・２リジョン年次会合並びに懇親会（関野邦夫次期第一副地区ガバ
　　ナーを励ます会 )が５月２７日（土）１５：００からユアーズで開催されま
　　した。会長、会計、能瀬保健福祉委員長、次期白石１ＺＣ、伊藤１ＺＣ
　　Ａ、次期会長、幹事、真木会員会則委員長が出席しました。
５）次期クラブ三役オリエンテーションが６月４日（日）１３：００から徳島グラ
　ンヴィリオホテルで開催され次期会長、幹事、会計が出席しました。
６）クラブ新会員オリエンテーションが６月７日（水）１８：３０からユアーズで
　開催されました。新会員青野淳助さん、杉田友裕さん、譽田幸弘さん、
　会長、幹事、第一副会長、各委員会委員長、会員会則委員会の皆様
　が出席しました。
７）第４回ゾーンレベル会員委員会、ゾーン年次会合並びに引継会が６月
　１０日（土）１６：３０からグラッツェふじで開催され、会長、幹事、加藤会員
　会則委員長、藤縄さん、次期白石１ＺＣ、伊藤１ＺＣＡ、次期会長、幹
　事、会計、真木会員会則委員長が出席しました。
８）平成２９年えひめ学園･ひびき分校･わかば教室関係機関連絡会議

　が６月１５日( 木 )１３：００より開催され、次期会長、幹事、大上青少年委
　員長が出席しました。
９）次期準備理事委員長会が６月１５日（木）１８：３０より開催されます。
　場所は商工会館３Ｆ研修室です。
10）次期クラブ委員長スクール、献血・献眼推進セミナーが６月１８日（日）
　１３：００より土居町ユーホールで開催されます。次期白石１ＺＣ、伊藤１
　ＺＣＡ、次期ライオン･テーマー、テール･ツイスター、各委員会委員長
11）平成２９年度新居浜市環境美化推進協議会総会が６月２６日（月）
　１０：００より市役所で開催されます。出席者次期天野環境保全委員長
　が出席されます。
12）第５６回東洋東南アジアフォーラムが１１月１７日（金）～２０日（月）台南
　（台湾）で開催されます。登録締切８月３１日（木）となっています。
　詳細は事務までお問合下さい。
13）クラブ流動資産残高について
■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　70,000 円
■ライオンズ・ローア　
　藤縄洲二ライ

オン　

■ライオンズの誓い唱和　大石隆憲ライ
オン

■会長挨拶　鈴木雅志会長
■審議事項　なし
■報告事項 
１）退会者について　高橋 守さん、檜垣孝志さん　
　一身上の都合により退会します。
２）平成２９年えひめ学園･ひびき分校･わかば教室関係機関連絡会議が
　６月１５日（木）１３:００からえひめ学園で開催され（次期）佐伯会長、後
　藤幹事、大上青少年委員長出席されました。　　　　　　　　　　
３）次期クラブ委員長スクール、献血・献眼推進セミナーが６月１８日（日）
　１３:００から土居町ユーホールで開かれました。（次期）白石１ＺＣ、伊藤
　１ＺＣＡ、（次期）ライオン･テーマー、テール･ツイスター、各委員会委員
　長が出席しました。
４）平成２９年度新居浜市環境美化推進協議会総会 が６月２６日（月）
　１０:００から新居浜市役所で開かれ（次期）天野環境保全委員長が出
　席しました。
５）岡部歩乃佳後援会理事会が７月３日（月）１８:３０からユアーズで開催
　されます。後援会理事（岡田賢治さん ,白石誠一さん , 佐伯澄男さん ,
　大上幸雄さん , 永易明洋さん）、オブザーバー ( 青少年委員会 , 第一 ,
　第二副会長 , 幹事 , 会計 )が参加します。
６）336－A地区合同アクティビティ説明会が７月９日（日）１４:００から西条
　市地域創生センターで開催されます。（次期）白石１ＺＣ、伊藤１ＺＣＡ、
　次期佐伯会長、後藤幹事が参加します。
■委員長退任挨拶
■ライオンキー伝達式

■出席報告
　会員数５３名、出席４９名、欠席４名、出席率 92.５％

■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　79,000 円　　ファイン　2,000 円
■懇親会　　　　　　　　　　　　　　　　

●会長挨拶　鈴木雅志会長
●審議事項
１）新会員について
２）退会者について
　大村敬さん、垂水康浩さん　一身上の都合にて
３）次期委員長スクール、献血･献眼セミナーが６月１８日（日）１３：００より
　土居町ユーホールで開催されます。出席者（次期）白石２Ｒ－１ＺＣ、伊
　藤２Ｒ－１ＺＣＡ、ライオン･テーマー、テール･ツイスター、各委員会委員
　長が参加。登録料として１０名分 20,000 円拠出します。
４）家族会決算報告について
５）６月第２夜間例会予算（案）について
６）例会１００%出席記念品について（１３名予定）４３，０００円
７）委員会開催の変更について
　（現･次期）環境保全委員会
　　　６月６日（火）事務局 → ユアーズ   １８：３０～
　（現･次期）保健福祉委員会
　　　６月８日（木）→２０日（火）ユアーズ １８：３０～
　（次期）ＰＲ広報委員会
　　　６月２２日（木）→２９日（木）事務局 　１８：３０～
　（現･次期）出席大会委員会
　　　６月２３日（金）→２８日（水）ユアーズ 例会終了後
●報告事項 
１）平成２９年度愛媛県薬物乱用防止指導員西条保健所地区協議会
　総会が５月２５日（木）１４：００より県総合科学博物館で行われ伊藤幹
　事が出席しました。
２）次期リジョン・ゾーン事前打合せ会議が５月２７日（土）１３：００よりユ
　アーズで行われ出席者（次期）白石２Ｒ－１ＺＣ、伊藤２Ｒ－１ＺＣＡが出
　席しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・準備リジョン会議がユアーズにて１３：４０より開催されました。出席者（次
　期）白石２Ｒ－１ＺＣ、伊藤２Ｒ－１ＺＣＡ、（次期）佐伯会長、後藤幹事　
　真木会員会則委員長が参加しました。
・２リジョン年次会合並びに懇親会（関野邦夫次期第一副地区ガバナ
　ーを励ます会）が１５：００よりユアーズで行われ鈴木会長、岡田会計、
　能瀬保健福祉委員長、（次期）白石２Ｒ－１ＺＣ、伊藤２Ｒ－１ＺＣＡ（次
　期）佐伯会長、後藤幹事、真木会員会則委員長が出席しました。
３）次期クラブ三役オリエンテーションが６月４日（日）１３：００より徳島グラン
　ヴィリオホテルで開催されました。出席者次期三役が出席しました。
４）クラブ新会員オリエンテーション６月７日（水）１８：３０よりユアーズで開
　催されました。出席者 新会員 青野淳助さん、杉田友裕さん、譽田幸
　弘さん、会長、幹事、第一副会長、各委員会委員長、会員会則委員　
　が出席しました。
５）第４回ゾーンレベル会員委員会、ゾーン年次会合並びに引継会が６
　月１０日（土）１６：３０からグラッツェふじで開催されました。出席者 鈴木 
　会長、伊藤幹事、加藤会員会則委員長、藤縄さん、（次期）白石２Ｒ－
　１ＺＣ、伊藤２Ｒ－１ＺＣＡ、（次期）佐伯会長、後藤幹事、福山会計、真
　木会員会則委員長が出席しました。　　　　　　　　　　　　　
６）平成２９年度えひめ学園･ひびき分校･わかば教室関係機関連絡会
　議が６月１５日( 木 )１３：００からえひめ学園で開催されました。
　出席者（次期）佐伯会長、後藤幹事、大上青少年委員長が出席しま
　した。
７）次期準備理事委員長会が６月１５日（木）１８：３０から商工会館３Ｆ研
　修室で開催されます。
８）平成２９年度新居浜市環境美化推進協議会総会が６月２６日（月）１０
　時より市役所で行われます。出席者 次期天野環境保全委員長が出
　席します。

９）第５６回東洋東南アジアフォーラムが１１月１７日（金）～２０日（月）台南
　（台湾）で開催されます。登録締切８月３１日となっています。
　詳細は事務までお問合下さい。
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会長就任ご挨拶
会　長　佐 伯  澄 男　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

国際会長　ナレシュ・アガワル
　　〈テーマ〉「We Serve」 

３３６－Ａ地区ガバナー　川辺  信郎
　　〈スローガン〉「新世紀・明日につなごう 奉仕の輪」

　　〈キーワード〉「初 心」

新居浜ライオンズクラブ会長　佐伯  澄男
　　〈スローガン〉「歴史の継承と未来への創造　We Serve」

〈ライオンズクラブスローガン〉

Liberty,Intelligence,Our Nation’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］

〈モットー〉

We Serve
［われわれは奉仕する］

2017.7 ～ 2018.6

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 (６月分 )

５３
３３
２７
３６
１４９

14
0
30
15
59

0
0

37,552
3,000
40,552

87.5
84.7
83.9
84.7
85.2

90.1
93.8
91.1
86.1
90.3

名 ％ ％ Ｈ 円

6月 11 日(日)　　新居浜CC

４２
４８ ４８

４７
４５
５４

５２
６８

９６
 ８９
 ９７
１２２

  １１.１
２２.９

   １３.８
３０.０

７３.１
７７.９
８３.２

福 山  　宏 ９２.０

神 野 雄 太

藤 縄 洲 二

大 石 隆 憲

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

７月 誕生日おめでとうございます
近藤充徳、村上順一郎、永易明洋、松浦一雄

行  事  予  定

ゾーン・地区・国際協会の動き
336-A 地区合同アクティビティ説明会
　７月　９日（日）14:00 ～　西条市地域創造センター
第１回地区キャビネット会議
　７月２３日（日）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　 　７月１０日（月）18:30 ～　商工会館 3F
（旧）理事・委員長会 ７月１２日（水）11:46 ～　ユアーズ
７月第 1例会　　　７月１２日（水）12:15 ～　ユアーズ
７月第２例会（夜間）７月２６日（水）18:00 ～　ユアーズ
・委員会
環境保全委員会　　７月　４日（火）18:30 ～　事務局
会員会則委員会　　７月　５日（水）18:30 ～　事務局
計画財務委員会　　７月　６日（木）18:30 ～　事務局
出席大会委員会　　７月　７日（金）18:30 ～　事務局
保健福祉委員会　　７月１３日（木）18:30 ～　事務局
青少年委員会　　　７月１４日（金）18:30 ～　事務局
PR広報委員会　　 ７月２７日（木）18:30 ～　事務局
・クラブ・その他行事予定
第３０回市民一斉清掃（愛リバー・愛ロード清掃奉仕）
　７月２３日（日）   7 :00 ～　商工会館周辺
７月第二例会（夜間）２Ｒ－１ＺＣ例会訪問
　７月２６日（水）18:00 ～　ユアーズ
岡部歩乃佳後援会　第２回理事会
　７月　３日（月）  18:30 ～　ユアーズ
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　　７月１６日（日）10:32 ～　  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　　　　奇数月の予定   
スポーツ部会　　　７月１４（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

次期準備理事・委員長会報告
6月 15日（木）18:30～ 商工会館3F研修室

　歴史と伝統ある新居浜ライオンズ
クラブ５７年目の会長に就任させて
いただきました。
　平成２３年７月に入会をさせてい
ただきましたので入会６年目での大
役ということになります。

　まだまだ経験不足ですが今、自分が出来ることを
精一杯やっていく所存です。ライオンズクラブ国際
協会は１００周年を経て新たな世紀を迎えます。
　そして我がクラブは５７年目を迎えます。
そのようなことからスローガンを「歴史の継承と未来
への創造　We  Serve」とさせていただきました。
　今年一年、国際協会と我がクラブの歴史に触れ
継承すべきところは継承し、また、新しい事へも挑
戦をしていきたいと考えています。
　国内に限らず国外にも目を向けたいと思っていま
す。アクティビティは各担当委員会が行いますが決
して委員会単独のアクティビティではありません。
　クラブ全体のアクティビティです。委員会の垣根

を越えて参加しましょう。「We Serve ～我々は奉
仕する」まさに我々は奉仕をする団体です。そして
同じ志を持った会員の集まりです。
　例会、アクティビティ、同好会などを通して会員
同士が仲良くなり親交を深め会員皆様が笑顔で活
動をしていけるようにしましょう。今年はゾーンチェ
アパーソンを輩出しているホストクラブです。全面的
にサポートをしてまいります。
　また９月末から１０月末にかけて第７２回国民体育
大会「愛顔つなぐえひめ国体」、第１７回全国障害
者スポーツ大会「愛顔つなぐえひめ大会」が開催
されます。こちらもサポートしてまいります。
　そして来年４月８日に徳島市で開催される第６４
回３３６－A 地区年次大会に多くの会員で参加しま
しょう。
　最後になりますが主役は会員皆様です。 　
なにとぞ１年間よろしくお願い致します。
　後藤幹事、福山会計そして事務局員白石さんの
ご協力をよろしくお願いします。

●会長挨拶　鈴木雅志会長
●審議事項
１）新会員について
２）退会者について
　大村敬さん、垂水康浩さん　一身上の都合にて
３）次期委員長スクール、献血･献眼セミナーが６月１８日（日）１３：００より
　土居町ユーホールで開催されます。出席者（次期）白石２Ｒ－１ＺＣ、伊
　藤２Ｒ－１ＺＣＡ、ライオン･テーマー、テール･ツイスター、各委員会委員
　長が参加。登録料として１０名分 20,000 円拠出します。
４）家族会決算報告について
５）６月第２夜間例会予算（案）について
６）例会１００%出席記念品について（１３名予定）４３，０００円
７）委員会開催の変更について
　（現･次期）環境保全委員会
　　　６月６日（火）事務局 → ユアーズ   １８：３０～
　（現･次期）保健福祉委員会
　　　６月８日（木）→２０日（火）ユアーズ １８：３０～
　（次期）ＰＲ広報委員会
　　　６月２２日（木）→２９日（木）事務局 　１８：３０～
　（現･次期）出席大会委員会
　　　６月２３日（金）→２８日（水）ユアーズ 例会終了後
●報告事項 
１）平成２９年度愛媛県薬物乱用防止指導員西条保健所地区協議会
　総会が５月２５日（木）１４：００より県総合科学博物館で行われ伊藤幹
　事が出席しました。
２）次期リジョン・ゾーン事前打合せ会議が５月２７日（土）１３：００よりユ
　アーズで行われ出席者（次期）白石２Ｒ－１ＺＣ、伊藤２Ｒ－１ＺＣＡが出
　席しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・準備リジョン会議がユアーズにて１３：４０より開催されました。出席者（次
　期）白石２Ｒ－１ＺＣ、伊藤２Ｒ－１ＺＣＡ、（次期）佐伯会長、後藤幹事　
　真木会員会則委員長が参加しました。
・２リジョン年次会合並びに懇親会（関野邦夫次期第一副地区ガバナ
　ーを励ます会）が１５：００よりユアーズで行われ鈴木会長、岡田会計、
　能瀬保健福祉委員長、（次期）白石２Ｒ－１ＺＣ、伊藤２Ｒ－１ＺＣＡ（次
　期）佐伯会長、後藤幹事、真木会員会則委員長が出席しました。
３）次期クラブ三役オリエンテーションが６月４日（日）１３：００より徳島グラン
　ヴィリオホテルで開催されました。出席者次期三役が出席しました。
４）クラブ新会員オリエンテーション６月７日（水）１８：３０よりユアーズで開
　催されました。出席者 新会員 青野淳助さん、杉田友裕さん、譽田幸
　弘さん、会長、幹事、第一副会長、各委員会委員長、会員会則委員　
　が出席しました。
５）第４回ゾーンレベル会員委員会、ゾーン年次会合並びに引継会が６
　月１０日（土）１６：３０からグラッツェふじで開催されました。出席者 鈴木 
　会長、伊藤幹事、加藤会員会則委員長、藤縄さん、（次期）白石２Ｒ－
　１ＺＣ、伊藤２Ｒ－１ＺＣＡ、（次期）佐伯会長、後藤幹事、福山会計、真
　木会員会則委員長が出席しました。　　　　　　　　　　　　　
６）平成２９年度えひめ学園･ひびき分校･わかば教室関係機関連絡会
　議が６月１５日( 木 )１３：００からえひめ学園で開催されました。
　出席者（次期）佐伯会長、後藤幹事、大上青少年委員長が出席しま
　した。
７）次期準備理事委員長会が６月１５日（木）１８：３０から商工会館３Ｆ研
　修室で開催されます。
８）平成２９年度新居浜市環境美化推進協議会総会が６月２６日（月）１０
　時より市役所で行われます。出席者 次期天野環境保全委員長が出
　席します。

●次期会長挨拶　佐伯澄男次期会長
●伝達事項
１．国際会長方針
２．３３６－A地区ガバナー方針
３．会長方針
●審議事項
1. 理事委員長会、定例会の開催日時について　
　・理事会　第一例会の週の月曜日　
　　　　　　１８:３０～　新居浜商工会館３階
　・委員長会　理事会と同時開催
　・第一例会　第２水曜日　１２:１５～１３:３０　ユアーズ
　・第二例会　第４水曜日　１２:１５～１３:３０　ユアーズ
2. 取引銀行の件　愛媛銀行新居浜東支店とします。
3. 事務局員雇用について
　白石康代さんを平成２９年７月１日～平成３０年６月３０日まで雇用しま
　す。給料支払日、雇用通知書に従い、月末締め、翌１０日支給とします。
4. 前年度決算報告と監査報告について
　７月第一例会で決算および監査報告をいたします。
5. 本年度予算について
　７月第一例会で審議願います。
6. 会費等納入時期について
　年４回、徴収させていただきます。（７月、１０月、１月、４月）
7. 各種支払いについて　　月末締め翌月５日払いとします。
8. 前年度三役への感謝状、記念品贈呈について
　 ７月第一例会で贈呈します。（１人１万円程度）
9. 会計監査委員への委嘱について
　７月第一例会で委嘱状をお渡しいたします。
10.クラブ発行領収書等会計以外の連署人決定について
　規約通り連署人は幹事といたします。
　（ライオンズクラブ国際協会役員必携クラブ会計第６章会計実務）
11. 委員会費について
　委員会内の親睦を図り、奉仕活動の原動力としてください。
　3,000 円／人
12. 例会時の服装について　クールビズ導入を推奨いたします。
　７、８、９、１０月および翌年５、６月の上着なし、ノーネクタイＯＫ。但し、バ
　ッジ着用。クールビズ以外の期間（１１月～翌年４月）は正装とします。
13. 理事・委員長会へのオブザーバー参加について。
14. ２０２０年東京オリンピック・パラリンピック支援について
　会員一人あたり３か年で５，０００円の拠出
　（内訳）２０１６年－２０１７年１，５００円
　２０１７年－２０１８年１，５００円
　２０１８年－２０１９年２，０００円
15. 地区大会費改定について
　会員一人あたり１か月１００円を２００円
16. 愛媛アイバンク賛助会費について　　　　２０，０００円
17. 新居浜ユネスコ協会賛助会費について　  １０，０００円
18.「ダメ。ゼッタイ」国連支援募金運動への協力について　５，０００円
19. 新居浜ユネスコ寄席（7/15）チケット購入について
　１６，０００円（800円×20 枚）
20. 委員会開催日の変更について
　・青少年委員会　第３金曜日から第２金曜日１８：３０～に変更
●協議事項
 　１Ｚ４クラブ事務局統合について
●確認事項
１．役員及び委員会構成表
２．行事予定表

９）第５６回東洋東南アジアフォーラムが１１月１７日（金）～２０日（月）台南
　（台湾）で開催されます。登録締切８月３１日となっています。
　詳細は事務までお問合下さい。



■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

７

編 集 後 記
　　　

　１００周年を祝うにあた
り、創設者を讃えることは
私たちにとって有意義な
ことです。約１００年前、
ライオンズクラブの初代の

代表者が集まり、メルビン・
ジョーンズの構想が現実のものとなりました。
　世界中の弱い立場にある人々の生活を
改善するという世界的な運動につながる組織が正式に
発足したのです。
　メルビン・ジョーンズの奉仕への献身がこの価値観
を具現化し、ライオンズクラブ国際協会を世界最大の
奉仕組織へと発展させました。
その起源についてご紹介します。
略歴・・・
　メルビン・ジョーンズは１８７９年１月１３日、アリゾナ
州フォート・トーマスで、騎兵隊を指揮するアメリカ陸
軍大尉の息子として生まれました。後に彼の父は転属
となり、家族は東部へ引っ越しました。
　若きメルビン・ジョーンズはイリノイ州シカゴに自らの
家を構え、保険会社に勤務したのち１９１３年に独立し
て保険代理店を設立しました。
　彼は実業家の昼食会グループ「ビジネス･サークル」
に加入し、まもなくその幹事に選ばれました。このグル
ープは、会員の職業的利益を高めることを唯一の目的
として、当時多数存在したグループのひとつでした。
これらのグループは世論に訴えるものが限られていた
ため、消えていく運命にありました。

　当時３８歳だったシカゴ実業界のリーダー、
メルビン・ジョーンズには別の計画がありまし
た。
　メルビン・ジョーンズは自問しました。「情
意欲 知性 野心を持つこの成功者たちがそ
の能力を地域社会に活かしたらどうなるだろ
う ?」こうして、彼の招きに応じてビジネス・
クラブの代表がシカゴに集まって地域社会を

支援する組織を立ち上げ、１９１７年６月７日にライオン
ズクラブ国際協会が誕生しました。
　その後メルビン・ジョーンズは最終的に保険代理店
から手を引き、シカゴの国際本部でライオンズクラブに
専心することにしました。
　ライオンズクラブが社会奉仕に熱心な会員を惹きつ
けられるだけの信望を得ることができたのは、彼の力
強いリーダーシップによるものです。
　協会の創設者であるメルビン･ジョーンズは、協会外
部からもリーダーとして認められました。
　１９４５年にカリフォルニア州サンフランシスコの国連
機関でコンサルタントとしてライオンズクラブ国際協会を
紹介したことは、彼にとって最も名誉な経験のひとつと
なりました。
　「人のためになることを始めるまでは成功したとはい
えない」というメルビン･ジョーンズの個人的信条は、
世界中の公共心ある人々を導く理念となりました。
　彼は１９６１年６月１日に８２歳で亡くなりました。

※ライオンズクラブ国際協会１００周年記念ホームページより抜粋

メルビン･ジョーンズ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会 長　佐 伯  澄 男

代表

●● ６月第一例会 ●●
鈴木　雅志　南中サッカー部、県体予選みごと優勝しました。
　　　　　　孫の樹一も活躍しました。県大会も南中サッカー部頑張
　　　　　　ってもらいたいものです。
岡田　賢治　千葉美由紀さんの卓話に感謝。
後藤　達也　懺悔の気持ちをこめて…
佐伯　澄男　千葉美由紀さんの卓話に感謝します。
武市　欣也　先週気のおけない素晴らしい方 と々懇親の場を持ち楽し
　　　　　　い時間が過ごせました。
藤縄　洲二　前回優勝の土岐さんと B.B 賞の福山さんと一緒に廻っ　
　　　　　て優勝できました。二人のおかげです！
伊藤　龍一　暑くなってきました、体調には気をつけて下さい。千葉さ
　　　　　　んの卓話に感謝します。
白石　誠一　千葉さんの卓話に感謝します。
真鍋　憲夫　昨日は岡村さんお世話になりありがとうございました。
　　　　　　来訪者を歓迎します。
有富　正治　千葉さんのご来訪及び卓話に感謝！
岡村真里哉　梅雨入りしましたがお天気良い日が続いてますね、暑す
　　　　　　ぎる日がありますが体調くずされないようご自愛ください。
大竹　崇夫　健康をテーマとした本年度鈴木会長、飲み過ぎに注意　
　　　　　しましょう。
加藤　久博　健康卓話に感謝して。
永易　明洋　藤縄さんゴルフ優勝おめでとうございます。卓話に感謝
　　　　　　します。
宇野　博文　今期も残り半月となりました、いろいろと健康に関する思
　　　　　　いを勉強させていただきました、自分に役立ちそうな取　
　　　　　組みを実践したいと思っています、参考になりました。
近藤　盛文　60 代後半です。機嫌良く頑張ろぅっと！
譽田　幸弘　ゴルフ部会参加できずにすみませんでした。次は参加し
　　　　　　ます。
神野　雄太　梅雨はどこに行ったか？
塩見　秀晴　６月号会報無事発行できました。PR 委員会の皆様方、　
　　　　　ご協力頂いた方 に々感謝します。
石川　　稔　我が家のアジサイは満開となりましたが、雨に降られるこ
　　　　　　とはしばらくないみたいですね。
檜垣　孝志　雨が少ないのですが、「あじさい」が咲いています。
　　　　　　キレイですよ！時間があったら、見に来て下さい！
土岐　計一　誕生祝いありがとうございます。成人式を４回行いました。
　　　　　　健康卓話ありがとう。
松浦　一雄　千葉美由紀様、カイロプラクティックのお話、ありがとう　
　　　　　ございました。
高橋　　守　卓話ありがとうございました。
山下　邦俊　卓話に感謝！
能瀬　伸一　卓話に感謝します。
伊藤　久門　卓話に感謝！ありがとうございます。健康維持に努めます。
村上　博昭　千葉さんの卓話に感謝！
石川　敏則　卓話に感謝。現三役ご苦労様でした。
古川　貴章　卓話に感謝！
・・・千葉美由紀様の健康卓話に感謝します。・・・
大上幸雄 / 大石隆憲 / 福山宏 / 村上順一郎 / 高橋在錫 / 岡田浩二
/ 青野泰介 / 齋藤陽二朗

　今月より編集後記を担当することになりました。
早いもので、私が新居浜ライオンズクラブに入会して7 か月、委員会
活動や部会、各種イベント等を通じて、クラブの皆様や、地域の人達
と接しながら充実した日々 を送ることができ、非常に感謝しておりま
す。ＰＲ広報委員会としては、今年度も、皆様の趣味や活動等、本誌
を通じてご紹介していきたいと考えております。
　また、税理士という立場より、税金面でのトピック等も織り交ぜてい
けたらなと考えております。これからが夏本番、皆様お身体に気を付
けて、楽しく充実した１年にしていきましょう。　　譽田幸弘

●● ６月第二例会 ●●
鈴木　雅志　1 年間皆さま、本当にありがとうございました。
岡田　賢治　1 年間会員皆様のご協力を頂き感謝申し上げます。鈴木
　　　　　　会長、伊藤龍一幹事お疲れ様でした。
後藤　達也　鈴木会長、伊藤幹事、岡田会計役員の皆様、1 年間お疲
　　　　　　れ様でした。今日は最後の最後に失敗しました。

佐伯　澄男　鈴木会長をはじめ、三役の皆様、1 年間お疲れ様でした。
　　　　　　先月、後藤次期幹事と共にフィリピンダバオ市サンタアナラ
　　　　　　イオンズクラブを訪問しました。
白石　誠一　鈴木会長はじめ伊藤さん岡田さん 1 年間ありがとうござ
　　　　　　いました。
高橋　　守　昭和 61 年 6 月に入会させて頂き色 と々お世話になりまし
　　　　　　た。会員皆様のご健康でご商売が発展される事をお祈り
　　　　　　いたします。
大竹　崇夫　鈴木会長はじめ三役の皆様 1 年間お疲れ様でした。
岡村真里哉　鈴木会長、伊藤幹事、岡田会計 1 年間お疲れ様でした。
　　　　　　また鈴木会長には新居浜ライオンズクラブに転籍を認め
　　　　　　ていただきありがとうございました。新居浜ライオンズクラブ
　　　　　　に転籍することが出来、本当に良かったです、本当にあり
　　　　　　がとうございました。
伊藤　龍一　皆さまのおかげで 1 年間幹事を努めることが出来ました、
　　　　　　1 年間本当にありがとうございました。
真鍋　憲夫　梅雨空でうっとうしい毎日ですので、どうぞお体ご自愛下さ
　　　　　　い。会長、幹事、会計及び役員の皆様 1 年間ご苦労様で
　　　　　　した。
有富　正治　鈴木会長はじめ、三役の皆様１年間お疲れ様！お世話に
　　　　　　なりました、会長の素晴らしい挨拶が聞けなくなるのが淋
　　　　　　しいです。
加藤　久博　会員会則委員長を１年間努めさせて頂き、５名の新しい
　　　　　　会員を向かえることが出来ましたが、６名が退会し結果と
　　　　　　して１名減となりました。力不足で大変申し訳ございませ
　　　　　　ん。
福山　　宏　三役さんお疲れ様でした。
伊藤　嘉秀　今日は遅れて参りまして申し訳ございませんでした、高橋
　　　　　　守さん、檜垣孝志さん、退会は本当にさみしいです。いつ
　　　　　　も私に会うたび声をかけて頂きましたこと心よりお礼申し上
　　　　　　げます。
永易　明洋　鈴木会長役員の皆様 1 年間本当にご苦労様です、お世
　　　　　　話になりました、そして例会出席にご協力を頂きありがとう
　　　　　　ございました。
村上順一郎　三役の皆さんお疲れ様でした。
宇野　博文　今期も、いよいよ最後の例会となりました、皆さま大変お世
　　　　　　話になりました、そうこう言っていても3日たてば次期がス
　　　　　　タートします、次期も頑張ります。
藤縄　洲二　鈴木会長及び役員の皆さんお疲れ様でした。
神野　雄太　鈴木丸無事着港おめでとうございます。1 年間ご苦労様
　　　　　　でした。
塩見　秀晴　会報 1 年間お世話になりました。原稿、原稿と迫ってすみ
　　　　　　ませんでした。
高橋　在錫　三役さん一年間ご苦労様でした。
石川　　稔　８月８日 13:30 から文化センターであの大洗高校のマー
　　　　　　チングバンドの公演があります。是非皆さんお越しください。
近藤　充徳　鈴木会長各役員の皆様お世話になりました。
大上　幸雄　鈴木会長 1 年間お疲れ様でした。
松浦　一雄　鈴木会長、伊藤幹事、岡田会計様 1 年間ご苦労様でし
　　　　　　た。新三役の皆様 1 年間お世話になります。頑張って、張
　　　　　　り切ってやって下さい。
古川　貴章　三役様お疲れ様でした。
能瀬　伸一　あっという間の1 年でした。皆さんに助けて頂き、何とか無
　　　　　　事に職務を終えることが出来ました。来期もまた頑張って
　　　　　　いきたいと思いますので、よろしくお願いします。
岡田　浩二　鈴木会長 1 年間お疲れ様でした。
村上　博昭　鈴木会長はじめ三役の皆様 1 年間お疲れ様でした。次
　　　　　　期佐伯会長よろしくお願いいたします、頑張って下さい！
石川　敏則　前役員の皆さんご苦労さん、次期の佐伯丸頑張って下さ
　　　　　　い。
青野　泰介　三役さんお疲れ様でした、ありがとうございました。
・・・鈴木会長・伊藤幹事・岡田会計1年間お疲れ様でした。・・・
大石隆憲 / 土岐敏勝 / 新田久司 / 山下邦俊 / 上野 剛 / 譽田幸弘 /
齋藤陽二朗
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