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We Serve

●● 7月第一例会 ●●
佐伯　澄男　１年間会長を務めさせて頂きます。明るく楽しい運営
　　　　　　を目指します。寛容の精神を持ってご協力下さい。
　　　　　　宜しくお願い致します。
後藤　達也　佐伯会長、本日はおめでとうございます。うっとおし
　　　　　　いくらい過ごす時間が増えますがよろしくお願いしま
　　　　　　す。皆様と共に、明るく、楽しく、元気よく、さらに
　　　　　　は仲も良くとがんばって参ります。
福山　　宏　今年度も皆様宜しくお願いします。
岡田　賢治　新年度が始まりました、佐伯会長、後藤幹事、福
　　　　　　山会計、又他の役員の方々頑張って下さい。
白石　誠一　佐伯会長 1 年間頑張って下さい。
大竹　崇夫　佐伯会長はじめ三役の皆様の出航を祝します。
松浦　一雄　今年度ライオンテーマを勤めることになりました。　
　　　　　　松浦です。不手際があるかもしれませんが精一杯
　　　　　　勤めますので、よろしくお願いします。
石川　　稔　８月８日 13:30 ～文化センターで大洗高校のマーチン
　　　　　　グバンドの公演があります。是非御観賞ください。
塩見　秀晴　7/23、市民一斉清掃兼、愛リバー愛ロード奉仕よろ
　　　　　　しくお願い致します。
宇野　博文　今期出席大会委員長を拝命しました。２度目の委員
　　　　　　長ですが、皆さまが、気持ちよく出席できるよう頑張
　　　　　　りたいと思います。
能瀬　伸一　暑い日が続きますがお体には十分お気を付け下さい。
青野　淳助　健康でいられることに感謝！
武市　欣也　新年度の発足を期待して！
加藤　久博　佐伯丸の門出を祝して。
有富　正治　佐伯会長、後藤幹事、福山会計のご健闘とご健康
　　　　　　をお祈りいたします。例会場の準備をする為、慌て
　　　　　　て来ましたので、バッチを忘れました。
村上順一郎　佐伯丸の門出を祝して。
真鍋　憲夫　佐伯丸の出航を祝して！1 年間頑張って下さい。応
　　　　　　援しますので宜しく。高校野球もいよいよ、球児の
　　　　　　健闘を祈る
岡村真里哉　新しい年度の始まりですね、素晴らしい１年になりま
　　　　　　すように、微力ながらお手伝い致します。
鈴木　雅志　三役、役員の皆様の1 年間の活躍を祈って！
伊藤　龍一　佐伯会長、後藤幹事、福山会計、１年間頑張って
　　　　　　下さい。
村上　博昭　佐伯澄男さん会長就任おめでとうございます。大変
　　　　　　だと思いますが後藤幹事、福山会計と共に今年１年
　　　　　　頑張って下さい。　　　
伊藤　久門　新三役の皆様のご健闘を祈念いたします。旧三役
　　　　　　の皆様大変お疲れ様でした。
近藤　充徳　新会長、役員の皆様お世話になります。
古川　貴章　佐伯会長、三役様、宜しくお願いします。
山下　邦俊　佐伯会長はじめ、新役員の皆様１年間頑張って下
　　　　　　さい。
神野　雄太　佐伯丸、出航を祝して
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●● 7月第二例会 ●●
白石誠一 2R-1ZC　伊藤嘉秀 2R-1ZCA
　　　　　　本日は宜しくお願い致します。
佐伯　澄男　金田智行さんと高橋尚毅さんの入会を心より歓迎します。
　　　　　　共にWe Serve！活動に頑張りましょう！！
後藤　達也　金田さんと高橋さんの入会を祝して！
岡田　賢治　新会員の入会を歓迎します。
川嶋　理之　この度は父、川嶋隆夫にお花をありがとうございました。
福山　　宏　入会おめでとうございます。一緒に頑張りましょう。
永易　明洋　暑中お見舞い申し上げます。先週３人目の孫が誕生し
　　　　　　ました。家の中が賑やかになりました。
有富　正治　金田さん、高橋さんお二人の入会を歓迎いたします。
大竹　崇夫　夜間例会の設営に感謝致します。
真鍋　憲夫　暑くなりました、どうぞお体ご自愛下さい。遅刻しました。
金田　智行　本日、入会させて頂きました。宜しくお願い致します。
高橋　尚毅　この度、栄えある新居浜ライオンズクラブに入会できまし
　　　　　　たことに心から感謝します。これからよろしくお願いします。
伊藤　嘉秀　初めて来訪者の立場になり少し緊張しました、皆様、本
　　　　　　年度も宜しくお願い致します。金田さん、高橋さんのご
　　　　　　入会を歓迎致します。
加藤　久博　新会員を歓迎して
青野　淳助　金田様、高橋様のご入会を心から歓迎いたします。
真木　泰彦　金田さん、高橋さんのご入会を歓迎いたします。
宇野　博文　暑い日が続きます、体調管理につとめ、この夏を乗り切
　　　　　　りたいと思います。
譽田　幸弘　取切戦いただきました。ありがとうございました。
藤縄　洲二　次女に孫 3 人目が出来ました。
塩見　秀晴　暑い夏を無事過ごしたいです。
鈴木　雅志　ZC 白石さん ZCA 伊藤さん本年度一年間のご活躍を期
　　　　　　待します。新会員高橋さん金田さん入会おめでとうござ
　　　　　　います。
大上　幸雄　金田さん高橋さんのご入会 , 心から歓迎いたします。
神野　雄太　新会員の入会を祝して
土岐　敏勝　お2 人のご入会おめでとうございます。
松浦　一雄　金田さん高橋さんのご入会を歓迎すると同時にご活躍さ
　　　　　　れることを期待します。
能瀬　伸一　金田さん高橋さんのご入会を心より歓迎いたします！！
村上順一郎　新会員さんを歓迎致します。
伊藤　龍一　金田さん高橋さんご入会おめでとうございます。今後とも
　　　　　　よろしくお願い致します。
村上　博昭　新会員の入会を歓迎いたします。
石川　敏則　金田さん高橋さん入会おめでとうございます。共にがん
　　　　　　ばりましょう。
山下　邦俊　新会員の入会を祝して！
・・・金田智行さんと高橋尚毅さんご入会おめでとうございます・・・
青野泰介 / 上野 剛 / 岡田浩二 / 大石隆憲 / 近藤充徳 / 高橋在錫 /
新田久司 / 齋藤陽二朗
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ヘレン･ケラー　　　　　　　　　　　　会　長　佐 伯  澄 男
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　１８８０年にアメリカ・
アラバマ州タスカンビア
に生まれたヘレン・ケ
ラーは、生後１８ヶ月の
ときに高熱が原因で視

力と聴力を失いました。
　パーキンス盲学校の優秀な教師であ
ったアン・マンスフィールド・サリバンの
助けで、ヘレン・ケラーは手話と点字を
学びました。
　数年後、ヘレンは話すことができるようになりまし
た。大人になった彼女は障害を持つ人々の精力的
な擁護者となりました。
　１９２５年にヘレンは、ライオンズクラブ国際大会に
参加し、会員に「盲人のために暗闇と闘う騎士」とな
ってほしいと訴えました。ライオンズはヘレンの求め
に応じ、それ以来、ライオンズクラブの活動には失明
予防を目的とした視力プログラムが含まれるようにな
ったのです。
　１９７１年、ライオンズクラブ国際協会の理事会は、
６月１日をヘレン・ケラー・デーとすることを定めまし
た。ヘレン・ケラー・デーには、世界中のライオンズ
が視力関連の奉仕事業を実施します。
　以下１９２５年６月３０日の国際大会で行なわれた
ヘレン･ケラーのスピーチです。
　『ライオン及び淑女のみなさまチャンスとは気まぐ
れな女性のようだという言い伝えを耳にしたことがあ

るでしょう。
　彼女はすべてのドアを１度だけノック
しますが、ドアがすぐに開かなければ通
り過ぎてしまい２度ともどってはきませ
ん。まさにその通りです。魅力的な女性
は待ってはくれません。
　ドアを開けてつかまえなければ通り過
ぎてしまうのです。
　私をそのチャンスだと思ってくださ
い。私はあなたのドアをノックしていま

す。ぜひ私のノックに応えていただきたいと思ってい
ます。
　ひとつのドアに魅力的なチャンスがいくつも訪れ
たとき、どうすべきかをこの言い伝えは教えてくれま
せん。あなた方は最も魅力的だと思うものを選ばね
ばならないでしょう。
　私を選んでくださることを願います。このチャンス
は、まだ未開拓で、奉仕の素晴らしい機会を数多く
提供できます。
　米国盲人連盟は４年前に創立されたばかりで
す。この連盟は盲人の避けることのできない必要に
せまられて生まれたもので、盲人自身の手で設立さ
れました。　　　　　　　　　
　対象範囲においても重要性においても全米そし
て全世界的な連盟となっています。
　これまでに扱われたことのあるテーマの中で最も
見識がある最良の考えを表しています。

　　　　　　　　
　　

力と

　その目的は、経済的な価値を高め、健常者と変わら
ない活動をできる喜びを味わえるようにすることで、目
の不自由な人の生活をもっと有意義なものにすること
です。
　もしも今日、突然目が見えなくなったらどのように感じ
るか、想像してみてください。昼間でも夜であるかのよ
うにつまずき、手探りする自分の姿を思い浮かべてみ
てください。
　仕事は失い、自立した生活も望めなくなるでしょう。
暗闇の世界で、友人があなたの手をとり、「いらっしゃ
い、目が見えていたときにしていたことを、どのようにす
ればできるか教えてあげましょう」と言ってくれたらうれ
しいと思いませんか ?
　米国盲人連盟はこの国の目が不自由な人たちにと
って、そのような存在でありたいと考えています。そし
てこれは連盟が必要とする支援を目の見える方たち
が提供してくれてこそ実現できることなのです。
　みなさんはご存知でしょう。私が自分自身を発見し、
世界を知り、神に出会うことができたのは、ひとりの人
の指が私の手に伝えた小さなひとつの言葉、それを
通してひとりの魂から伝えられた一筋の光が、暗闇に
いた私の心を動かしたからなのです。

　私が自分自身や他の人たちのために活動できるの
は、私の先生が私のことを知り、私が囚われていた音
のない闇を打ち破ってくださったからなのです。
　私たち盲人はお金よりも思いやりを必要としていま
す。思いやりや関心を持たずに与えられたものは中身
がありません。
　あなた方が気遣いを示すことができれば、そしてア
メリカの人々が盲人に思いやりを持てる世の中にする
ことができれば、盲人は暗闇に打ち勝つことができる
でしょう。
　ライオンズのみなさん、これが私が、あなた方に持っ
てきたチャンスです。米国盲人連盟を助成し、支援し
てください。
　予防可能な失明が根絶され、耳や目の不自由な子
供がすべて教育を受けることができ、男性であれ女性
であれ、すべての盲人が支援される日が早くやってく
るよう、手を貸していただけませんか ?
　ライオンズのみなさん、見える目を持ち、聞こえる耳
を持ち、力強く勇敢で親切なあなた方にお願いしま
す。
　ぜひ盲人のために暗闇と闘う騎士になってくださ
い。ありがとうございました。』

【次ページへ続く】

石川　敏則　新役員の皆さん頑張って下さい。
藤縄　洲二　新役員の皆さん１年間宜しくお願いします
近藤　盛文　祝！今期も宜しくお願いします。
青野　泰介　新三役の活躍を祈ります。
・・・新役員のみな様今年一年頑張って下さい・・・
新田久司 / 高橋在錫 / 岡田浩二 / 土岐敏勝 / 真木泰彦 / 上野
剛 / 譽田幸弘 / 大石隆憲 / 齋藤陽二朗

編 集 後 記
　　　　７月２８日、国領川河川敷において、「第６０回にいはま納涼花火
大会」が盛大に行われました。
　６０回の節目ということで、私も家族も楽しみにしていたのですが、
それ以外にも楽しみにしていた理由があり、実は最近マンションの
高層階に引っ越しまして、通路側からではありますが、高みの見物
ができるのではと期待していたのです。
　期待通り根元までバッチリ見物することができ、全体を通しての美
しさに感動し、ナイアガラからフィナーレまでの迫力は圧巻でした。
　前職中の転勤で各地の花火大会を見てきましたが、新居浜の花
火は最高ですね。
　来年も期待しています！　　　　　　　　　　　譽田幸弘
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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

取切戦

亡者杯 真 木 泰 彦

譽 田 幸 弘 ５４ ４５  ９９    １８.０ ８１.０
４５ ４４  ８９    ３６.０ ５３.０

８月 誕生日おめでとうございます
岡田賢治、神野雄太、田村征夫

行  事  予  定

ゾーン・地区・国際協会の動き
８月　５日（土）13:30 ～　KS 会館（四国中央市）
　第 1 回リジョン会議
８月１９日（土）17:00 ～　ユアーズ
　第 1 回地区ガバナー諮問委員会・ゾーンレベル会員委員会

・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会　 　８月　７日（月）18:30 ～　商工会館 3F
８月第 1 例会　　　８月　９日（水）12:15 ～　ユアーズ
８月第２例会　　　８月２３日（水）12:15 ～　ユアーズ
・委員会
環境保全委員会　　８月　１日（火）18:30 ～　事務局
会員会則委員会　　８月　２日（水）18:30 ～　事務局
計画財務委員会　　８月　３日（木）18:30 ～　事務局
出席大会委員会　　８月　４日（金）18:30 ～　事務局
保健福祉委員会　　８月１０日（木）18:30 ～　事務局
青少年委員会　　　８月１８日（金）18:30 ～　事務局　
PR 広報委員会　　 ８月２４日（木）18:30 ～　事務局
・クラブ・その他行事予定
８月　９日（水）   12 :15 ～　ユアーズ
　８月第１例会　例会訪問
　石川正人 2R-RC、若狭 努 2R-GMT･GLT・FWT･会則委員
　高原 章青少年･LCIF･ライオンズクエスト委員
８月　６日（日）18:30 ～　ユアーズ
　岡部歩乃佳選手と会員の集い
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　　８月１３日（日）10:25 ～　  新居浜ＣＣ
囲碁部会　　　　　未定
つれづれの会　　　８月　４日（金）19:00 ～  　丹　羽
くらげの会　　　　奇数月の予定   
スポーツ部会　　　８月２５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
　

就任ご挨拶
■ライオン･テーマー　 松 浦  一 雄　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

　　１８８０年にアメリカ・
アラバマ州タスカンビア
に生まれたヘレン・ケ
ラーは、生後１８ヶ月の
ときに高熱が原因で視

力と聴力を失いました。
　パーキンス盲学校の優秀な教師であ
ったアン・マンスフィールド・サリバンの
助けで、ヘレン・ケラーは手話と点字を
学びました。
　数年後、ヘレンは話すことができるようになりまし
た。大人になった彼女は障害を持つ人々の精力的
な擁護者となりました。
　１９２５年にヘレンは、ライオンズクラブ国際大会に
参加し、会員に「盲人のために暗闇と闘う騎士」とな
ってほしいと訴えました。ライオンズはヘレンの求め
に応じ、それ以来、ライオンズクラブの活動には失明
予防を目的とした視力プログラムが含まれるようにな
ったのです。
　１９７１年、ライオンズクラブ国際協会の理事会は、
６月１日をヘレン・ケラー・デーとすることを定めまし
た。ヘレン・ケラー・デーには、世界中のライオンズ
が視力関連の奉仕事業を実施します。
　以下１９２５年６月３０日の国際大会で行なわれた
ヘレン･ケラーのスピーチです。
　『ライオン及び淑女のみなさまチャンスとは気まぐ
れな女性のようだという言い伝えを耳にしたことがあ

るでしょう。
　彼女はすべてのドアを１度だけノック
しますが、ドアがすぐに開かなければ通
り過ぎてしまい２度ともどってはきませ
ん。まさにその通りです。魅力的な女性
は待ってはくれません。
　ドアを開けてつかまえなければ通り過
ぎてしまうのです。
　私をそのチャンスだと思ってくださ
い。私はあなたのドアをノックしていま

す。ぜひ私のノックに応えていただきたいと思ってい
ます。
　ひとつのドアに魅力的なチャンスがいくつも訪れ
たとき、どうすべきかをこの言い伝えは教えてくれま
せん。あなた方は最も魅力的だと思うものを選ばね
ばならないでしょう。
　私を選んでくださることを願います。このチャンス
は、まだ未開拓で、奉仕の素晴らしい機会を数多く
提供できます。
　米国盲人連盟は４年前に創立されたばかりで
す。この連盟は盲人の避けることのできない必要に
せまられて生まれたもので、盲人自身の手で設立さ
れました。　　　　　　　　　
　対象範囲においても重要性においても全米そし
て全世界的な連盟となっています。
　これまでに扱われたことのあるテーマの中で最も
見識がある最良の考えを表しています。

　その目的は、経済的な価値を高め、健常者と変わら
ない活動をできる喜びを味わえるようにすることで、目
の不自由な人の生活をもっと有意義なものにすること
です。
　もしも今日、突然目が見えなくなったらどのように感じ
るか、想像してみてください。昼間でも夜であるかのよ
うにつまずき、手探りする自分の姿を思い浮かべてみ
てください。
　仕事は失い、自立した生活も望めなくなるでしょう。
暗闇の世界で、友人があなたの手をとり、「いらっしゃ
い、目が見えていたときにしていたことを、どのようにす
ればできるか教えてあげましょう」と言ってくれたらうれ
しいと思いませんか ?
　米国盲人連盟はこの国の目が不自由な人たちにと
って、そのような存在でありたいと考えています。そし
てこれは連盟が必要とする支援を目の見える方たち
が提供してくれてこそ実現できることなのです。
　みなさんはご存知でしょう。私が自分自身を発見し、
世界を知り、神に出会うことができたのは、ひとりの人
の指が私の手に伝えた小さなひとつの言葉、それを
通してひとりの魂から伝えられた一筋の光が、暗闇に
いた私の心を動かしたからなのです。

　私が自分自身や他の人たちのために活動できるの
は、私の先生が私のことを知り、私が囚われていた音
のない闇を打ち破ってくださったからなのです。
　私たち盲人はお金よりも思いやりを必要としていま
す。思いやりや関心を持たずに与えられたものは中身
がありません。
　あなた方が気遣いを示すことができれば、そしてア
メリカの人々が盲人に思いやりを持てる世の中にする
ことができれば、盲人は暗闇に打ち勝つことができる
でしょう。
　ライオンズのみなさん、これが私が、あなた方に持っ
てきたチャンスです。米国盲人連盟を助成し、支援し
てください。
　予防可能な失明が根絶され、耳や目の不自由な子
供がすべて教育を受けることができ、男性であれ女性
であれ、すべての盲人が支援される日が早くやってく
るよう、手を貸していただけませんか ?
　ライオンズのみなさん、見える目を持ち、聞こえる耳
を持ち、力強く勇敢で親切なあなた方にお願いしま
す。
　ぜひ盲人のために暗闇と闘う騎士になってくださ
い。ありがとうございました。』

　今期、ライオン・テーマーをさせ
ていただくことになりました松浦で
す。ライオン・テーマーの役割を十
分承知しないまま、引き受けてしまい
ました。皆様のご指導・ご鞭撻をお
願いします。
　小冊子『ライオンズクラブ入門』を

開いて、ライオン・テーマーの役割を調べると、『理事
会の意向を受けて、例会を設営し運営する。
　クラブの所有物や備品の管理も担当する。例会の

秩序の維持に当たり、必要な印刷物を用意、配布し
たり、出席者の座席の配列などにも気を配る。
　特に新会員が会合ごとに違ったグループと同席し、
出来るだけ早くクラブになじむような配慮が必要。』と
あります。
　これから一年間、この役割を忠実に果たし、例会が
もっと楽しいものになるよう工夫をしていきたいと思い
ます。ひとえに、新居浜ライオンズクラブの皆様の例会
への出席率の向上と、私へのご指導とご鞭撻を願っ
ています。

　昨年、副テールツイスターに就任
することを受諾したとき、何もしない
でいいから、後ろに座ってろ。という
指令を受けました。
　まだ、ライオンズに入会して間もな
かった私は、『へえ、そんなもんなん
だ』と思っておりました。福山テールツ

イスターの隣で飾りみたいに座っていることで一年間
が終わると思っていました。
　すると、どうでしょう。忙しいのです。
例会が始まる前から皆さんドネーションを持ってこられ
ます。
　お金の事ですから、間違うわけにはいきません。帳
面とお金がばっちり合っているかどうかをいつも気に
しています。気も休まりません。

　しかし、良いこともあります。皆さんの生活の一部。
良いことがあった事、嬉しかったことがわかります。
　勝手に親近感がわいてきます。ドネーションには、人
柄や生活がにじみ出るのです。これを束ねる役は大
変だなあと、いつも福山さんを見ていました。
　そのまま副から正へ。と佐伯次期会長にお声掛け
をいただきました。
　あまり、外での活動で活躍できない私ですので、出
来るだけ中で役に立てれば。という希望とも一致し、
お受けいたしました。
　一年間、皆さんの大切なお金を預り、大切な思いを
発表してまいります。楽しいネタ、心温まるネタ。お待ち
しております。
そして、副テール・ツイスターになられる方に一言。

『座ってるだけじゃ、ダメですよ』

■テール・ツイスター　 青 野  泰 介　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

【表紙より】

●会長挨拶　佐伯澄男会長
●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　
　原則として正装（上着、ネクタイを着用）とし、バッチ、ネームプレートを付
　けます。但しクールビズ導入を推奨し７、８、９、１０月および翌年５、６月は
　上着なし、ノーネクタイ、バッジ、ネームプレートを付けます
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．第１回愛リバー・愛ロード予算（案）について　
21．７月第２夜間例会予算（案）について
22．平和ポスター予算（案）について
23．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～
　 ・出席大会委員会　第４金曜日から第１金曜日１８:３０～
●協議事項
1．１Ｚ４クラブ事務局統合について
2．ライオンズクラブ国際協会 336-A 地区ライフジャケット贈呈合同アクテ
　ィビティについて
●確認事項
１．役員及び委員会構成表
２．行事予定表
●幹事報告
１）岡部歩乃佳後援会理事会が７月３日（月）１８:３０よりユアーズで開催        
　されました。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（加
　藤久博理事、高橋在錫さん、石川稔さん、青野淳助さん、山之内浩二
　さん、岡村真里哉さん）古川貴章第二副会長、後藤達也幹事、福山
　宏会計
２）336－A 地区合同アクティビティ説明会　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した。白石誠一１ＺＣ、伊藤嘉秀１ＺＣ
　Ａ、佐伯澄男会長、後藤達也幹事が参加しました。
３）第１回愛リバー・愛ロード（市民一斉清掃）が７月２３日（日）７:００より
　商工会館周辺で行われます。
４）第１回キャビネット会議が７月２３日（日）１３:００よりホテルサンシャイン徳
　島で開催されます。白石誠一２Ｒ－１ＺＣが出席されます。
５）７月第一例会で「ダメ。ゼッタイ」国連支援募金を行います。
６）第１期会費引落について７月１８日（火）４３,０００円
●委員会報告
保健福祉委員会　第 1 回目の献血・献眼は9月に行います。
環境保全委員会　愛リバー・愛ロードは７月２３日 7:00 より小雨決行で
　　　　　　　　行います。
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例  会  報  告

理事・委員長会
7月 10日（月）18:30～ 商工会館3F

第 136３回　7 月第一例会
7月 12日（水）12 :15～ ユアーズ

第 1364 回　7 月第二例会
（夜間例会）

7月 26日（水）18 : 00～ ユアーズ

運営・事業委員長就任ご挨拶
　　　　　　　　　　　　　        　

‥ 歴史の継承と未来への創造　We Serve ‥

■会員会則委員長　 真 木  泰 彦
会員会則委員長の抱負
　会員会則委員長としての最大の
役目は会員増強です。佐伯会長より
今年は増員５名、純増２名を目標に
尽力して欲しいとのことです。
　質の高い会員、会員維持、退会
防止のためにライオニズムの高揚（目

的や道徳の綱領）友愛と相互理解の精神、勇気と誇
りを持って社会奉仕できるような、クラブ作りを推進し
ていきたいと気概だけはあります。

■計画財務委員長　 新 田  久 司
　本年度、計画財務委員長をさせ
ていただきます。新田久司です。
　委員会メンバーのみなさんそし
て、会員のみなさん１年間よろしく
お願い致します。
　実は、昨年に引き続き２年連続
で 当委員会の委員長と言うことで 

なかなか大変ですが、出来る限り頑張って行こうと
思っています。
　本年度の委員会の事業ですが 7 月の夜間例会
から始まって、10 月は、家族会 11 月は、年末商戦 
そして 2 月は、IZ 合同夜間例会 本年度は、白石

■出席大会委員長　 宇 野  博 文　　　　　　
　「ライオンズ活動」の原点は！！
　佐伯会長から出席大会委員長を
任命されました。委員長の大役を拝
命し不安が大きいのですが、委員会
の皆さんと相談しながら例会出席率
の維持・向上に取り組んでいきた
いと思っています。

　ライオンズクラブ会員は毎月の例会に出席する義
務があると明記されています。
　全ての会員が平等に意見を述べ、皆で話し合って
物ごとを決めていきますが例会はその原点です。

■PR広報委員長　 山 下  邦 俊
　今年度のＰＲ広報委員長を佐
伯会長より指名されました。
　大役ではありますが責任を持
って会報作りに委員会メンバー
全員で取り組んでいきたいと思
っています。

　今年度最初の７月号は創刊より６３０号目で
す。すでに発刊は出来ましたが、５２年間にわた

　会長方針の「純出席 85％以上」「メークアップ後
95％以上」の出席を目指します。
　また 336-Ａ地区年次大会へ今まで以上の参加を
目標にして取り組みます。他の委員会とも協同して例
会以外のアクティビティへの出席者を増やすよう頑張
ります。
　前期は純出席 100％を 14 名の皆さまが達成され
ました。ご努力の賜物であり本当に頭の下がる思いで
す。お願い事の多い委員会活動となりますがご支援
方宜しくお願い申し上げます。
 

ZC が当クラブより出ていますので 合同夜間例会
は、新居浜が幹事です。
　その他、IZ 諮問委員会の準備も出来るだけサポ
ートしていけるようにしたいと思います。
　そして、４月の第２回目の家族会 最後は６月の引
継夜間例会と 本年度も大変忙しくなると思います
ので 是非、委員会メンバーのみなさん ならびに会
員のみなさんのご協力をお願い致します。
　そして、会員のみなさんが楽しんでいただけるよ
うな事業にしたいと思いますので どうぞ、本年度も
よろしくお願い致します。　　　　　　        　

　会員減少はクラブ及び地区の活力低下等を招き、
財政を圧迫します。会員維持、増強はクラブの組織
存続にとって避けては通れない永遠の課題でありま
すので、役を引き受けた以上は会長の方針達成に微
力ながら頑張ります。
　働きかけとしては、いつも通りですが、会員の情報
とＪＣ（ＯＢ）となることでしょう。私自身もＪＣのＯＢという
ことでのスカウトでした。
　みなさんも良い方がいたら是非、声かけをして頂き
ますようご協力をお願い致します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　         
　

り月１回の発刊を続けてきた先人の努力に敬意
をはらいその中の少しですが自分が携わってこ
れたことに誇りを持ち、これから 8 月号・9 月号
と発刊し続けれるよう頑張ります。
　会報誌は皆様の原稿によって出来上がるもの
です。
　皆様に読んで頂けるような会報誌を目指しま
すので何卒ご協力を宜しくお願い致します。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

■ライオンズの誓い唱和　斉藤陽二朗ライ
オン

■物故会員に黙祷
■会長挨拶　佐伯澄男会長
■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
・７月理事会に提出された1～ 23 号議案
　本例会に提出され全て承認されました。
・6月第２夜間例会予算案について　　承認されました。
■協議事項
1. １Ｚ･４クラブ事務局統合について
2. ライオンズ国際協会 336-A 地区ライフジャケット贈呈合同アクティビテ
　ィについて
■確認事項
１．役員及び委員会構成表
２．行事予定表
■幹事報告
１．岡部歩乃佳後援会理事会　７月３日（月）１８:３０～　ユアーズ　
　出席者　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　（加藤久博理事、高橋在錫さん、石
　　川稔さん、青野淳助さん、山之内浩二さん、岡村真里哉さん）
　古川貴章第二副会長、後藤達也幹事、福山宏会計
２．336－A地区合同アクティビティ説明会
　７月９日（日）１４:００～　西条市地域創生センター
　出席者　白石誠一１ＺＣ、伊藤嘉秀１ＺＣＡ、佐伯澄男会長、後藤達
　也幹事
３．第１回愛リバー・愛ロード（市民一斉清掃）
　７月２３日（日）７:００～　商工会館周辺
４．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
　出席者　白石誠一１ＺＣ
５．７月第一例会で「ダメ。ゼッタイ」国連支援募金を行います。
６．第１期会費引落について　７月１８日（火）　４３，０００円
７．７月第二例会は２名の入会式を行います。
■委員会報告
　会員会則委員会　7月第 2例会で2名の入会式を行います。
　計画財務委員会　7月第 2夜間例会　  　予算案について
　青少年委員会　　平和ポスターコンテスト　予算案について
　保健福祉委員会　9月に献血･献眼登録を行います。
　環境保全委員会　7月23日7:00より愛リバー･愛ロード清掃奉仕を
　　　　　　　　　行います。
■出席報告　
　会員数５３名、出席４８名、欠席５名、出席率９０.６％　
■テール・ツイスタータイム　
　ドネーション　99,000 円　　ファイン　５００円
■ライオンズ･ローア
　土岐計一ライ

オン

●会長挨拶　佐伯澄男会長
●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　
　原則として正装（上着、ネクタイを着用）とし、バッチ、ネームプレートを付
　けます。但しクールビズ導入を推奨し７、８、９、１０月および翌年５、６月は
　上着なし、ノーネクタイ、バッジ、ネームプレートを付けます
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
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　２０１８年－２０１９年２,０００円
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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
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●確認事項
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SANTA ANA Lions Club を訪問して
会　長　佐 伯  澄 男　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

ライオンズクラブ国際協会３０１－Ｅ地区

‥ 歴史の継承と未来への創造　We Serve ‥

■青少年委員長　 大 上  幸 雄
　この度、青少年委員会の委員長
をさせていただく事になりました大
上と申します。
　委員長職をさせていただきます
のは初めての経験です。いい意味
での緊張感を持って一年間を乗り
切りたいと思っております。

　さて今年度の青少年委員会は「平和ポスターコン
テスト」「英語スピーチコンテスト」「えひめ学園との
交流会」「ＹＣＥ派遣事業の推進」の４つの事業をメ

■保健福祉委員長　 真 鍋  憲 夫
この度、佐伯会長から保健福祉委
員長に任命されました真鍋憲夫で
す。
入会して２２年目２度目の委員長に
臨みます。
精一杯、努力しますのでよろしくお
願い申し上げます。

活動は四献運動（献眼、献血、献腎、骨髄移植）の
継続強化、薬物乱用防止教室の開催、禁煙運動、

■環境保全委員長　 天 野  　淳　　　　　　　
　このたび、佐伯会長より御指名
いただきまして環境保全委員会委
員長の職をお預かりいたしました、
天野 淳と申します。
　入会３年目で委員長という大役
を仰せつかり緊張しております。

　昨年度も環境保全委員会に所属させていただい
ていました。そこで学んだこと、経験したことを本年
度に活かせたらと思います。
　今年の会長方針にリサイクルというキーワードが
出てきます。

　２０１７年６月１７日に後藤幹事と共にフィリピン共
和国ダバオ市にある国際協会３０１－E 地区
SANTA ANA LIONS CLUBを訪問しました。
　訪 問をするきっか けはメンバ ーに Mary 
Caroline Yamana（山名）さんという方がいます。
　この方の、ご主人が日本人でクラブのメンバーで
した。ご主人は少し前に亡くなられましたがダバオへ

移住をされた日本人です。
　ご主人が亡くなられた後、相続などの事で私に相談に来られたの
が知り合ったきっかけです。

　一言リサイクルといってもいろんな形、いろんな取
り組み方があると思います。日頃の生産活動、事業
活動を実施していく中で発生する段ボールやペット
ボトル、空き缶等混ぜればゴミですが分ければリサ
イクルされ資源となります。
　ここに着目し、我々の委員会でできることをメンバ
ーとともに考えて実施していこうと思います。
　継続事業である愛リバー・愛ロードも実施してい
きます。
　経験不足の私ですが１年間がんばりますのでご
指導をお願いいたします。

糖尿病への取組み等どれも各々大切なものばかり
です。出来る事から着実に実行し、奉仕しようではあ
りませんか。
人間を救うのは人間です。Our World　Your 
move
この精神で今年一杯、佐伯会長スローガン「歴史の
継承と未来への創造 We Serve」のもと、メンバー
の皆様のご協力を何卒よろしくお願い申し上げま
す。　　　　　　　　　　　　　　　　         
　

インとして岡部歩乃佳さんの後援会へのバックアッ
プも当委員会で行って参ります。
　事業数も多く対外事業が多い委員会ですが精鋭
揃いの委員会メンバーのご協力と会員の諸先輩方
のアドバイスを頂きながら頑張っていきたいと思って
おります。
　せっかく受けたからには、任命していただいた佐
伯会長にご迷惑をかけないよう精一杯努めて参りま
す。どうか一年間よろしくお願い致します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　         
　

　ダバオ市内のエコランドという場所の４階建ビルの
中に事務局があります。なんとこのビルをクラブが所
有しています。
　ビルの中を案内してもらったのですが、ビル内に例
会場、キャビネット事務局、そしてガバナー専用室（大
会社の社長室みたいな）などが設けられています。
　また一般企業にも賃貸をしていて家賃収入もある
ようです。
　我々は事務局に挨拶をする程度で考えていました
が先方は日本からライオンズのメンバーが来訪すると
いうことでガバナー、会長をはじめとするメンバー方々
と元ガバナーまでが出迎えて頂き食事の準備までして
くれていました。
　今年、結成４５周年を迎え１０月
４日に記念式典を盛大に行うそうで
す。
　是非とも出席をして欲しいと依
頼がありましたがスケジュールを確
認すると翌日が世界ライオンズデー
にあたるので日本に居なくてはなら
ない事を説明し、必ずまた来ること
を、お約束し丁重にお断りをしまし
た。
　２時間程の限られた時間でした

が有意義で楽しい時間でした。
　ダバオ市はドゥテルテ大統領の出身地であり今年

の１月には安倍首相が訪問し注目
を集めている都市です。
　また戦前２万人の日本人が住む
アジア最大の日本人街があった都
市です。
　よって日系人が今も多く住んでい
て日系人学校があります。
そちらも訪問してきました。
　国が違えば言葉も習慣も違いま
すが、我々ライオンにとって We 
Serve は世界共通の合言葉であ
ることを実感しました。

●趣味の時間●
　　　　　　　環境保全委員長　天 野　淳
　趣味と一言でいってもいろいろあると思います。
私も乗り物をはじめ浅く広く趣味を楽しんでいます。
　その中の一つにクレー射撃があります。
　銃の所持許可がいりますのでなかなか簡単には
はじめられませんが面白いゲームです。
　私のやってる種目は 15ｍトラップといいます。
“ハッ”の掛け声と同時に射台から 15ｍ離れたとこ
ろからクレーが飛び出します。これをクレー１枚当た
り２発の散弾をつかって落とす協議です。
　１ラウンドに２５枚のクレーがあり、４ラウンドで
100 枚のクレーを何枚落とせるかを競います。
　簡単なまっすぐ飛ぶクレーもあれば低い高度で早
く飛ぶクレーも出ます。
　ナメテかかると絶対当た
らないのがこの競技。“こ
れを当てるとシメタモノ”
なんて考えてたら絶対当
たりません。
　たぶん１０発撃てても当
らないと思います。

　心を静めて、落ち着いて、集中して、無欲に取
り組むと結構いい成績が出ることがあります。
　新居浜出身のオリンピック選手竹葉選手と一緒に
ラウンドしたことがありますが、その集中力たるやも
のすごいものがあります。周りの環境に惑わされず
に集中されています。
　まだまだ修行の身ですが、もう少しうまくなりたい
と思います。
　もし、されてみたいと思い方がいらっしゃればお
声掛けください。免許取得のお手伝いしますよ。

●●会員投稿コラム●●
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有しています。
　ビルの中を案内してもらったのですが、ビル内に例
会場、キャビネット事務局、そしてガバナー専用室（大
会社の社長室みたいな）などが設けられています。
　また一般企業にも賃貸をしていて家賃収入もある
ようです。
　我々は事務局に挨拶をする程度で考えていました
が先方は日本からライオンズのメンバーが来訪すると
いうことでガバナー、会長をはじめとするメンバー方々
と元ガバナーまでが出迎えて頂き食事の準備までして
くれていました。
　今年、結成４５周年を迎え１０月
４日に記念式典を盛大に行うそうで
す。
　是非とも出席をして欲しいと依
頼がありましたがスケジュールを確
認すると翌日が世界ライオンズデー
にあたるので日本に居なくてはなら
ない事を説明し、必ずまた来ること
を、お約束し丁重にお断りをしまし
た。
　２時間程の限られた時間でした

が有意義で楽しい時間でした。
　ダバオ市はドゥテルテ大統領の出身地であり今年

の１月には安倍首相が訪問し注目
を集めている都市です。
　また戦前２万人の日本人が住む
アジア最大の日本人街があった都
市です。
　よって日系人が今も多く住んでい
て日系人学校があります。
そちらも訪問してきました。
　国が違えば言葉も習慣も違いま
すが、我々ライオンにとって We 
Serve は世界共通の合言葉であ
ることを実感しました。

●趣味の時間●
　　　　　　　環境保全委員長　天 野　淳
　趣味と一言でいってもいろいろあると思います。
私も乗り物をはじめ浅く広く趣味を楽しんでいます。
　その中の一つにクレー射撃があります。
　銃の所持許可がいりますのでなかなか簡単には
はじめられませんが面白いゲームです。
　私のやってる種目は 15ｍトラップといいます。
“ハッ”の掛け声と同時に射台から 15ｍ離れたとこ
ろからクレーが飛び出します。これをクレー１枚当た
り２発の散弾をつかって落とす協議です。
　１ラウンドに２５枚のクレーがあり、４ラウンドで
100 枚のクレーを何枚落とせるかを競います。
　簡単なまっすぐ飛ぶクレーもあれば低い高度で早
く飛ぶクレーも出ます。
　ナメテかかると絶対当た
らないのがこの競技。“こ
れを当てるとシメタモノ”
なんて考えてたら絶対当
たりません。
　たぶん１０発撃てても当
らないと思います。

　心を静めて、落ち着いて、集中して、無欲に取
り組むと結構いい成績が出ることがあります。
　新居浜出身のオリンピック選手竹葉選手と一緒に
ラウンドしたことがありますが、その集中力たるやも
のすごいものがあります。周りの環境に惑わされず
に集中されています。
　まだまだ修行の身ですが、もう少しうまくなりたい
と思います。
　もし、されてみたいと思い方がいらっしゃればお
声掛けください。免許取得のお手伝いしますよ。

●●会員投稿コラム●●
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例  会  報  告

理事・委員長会
7月 10日（月）18:30～ 商工会館3F

第 136３回　7 月第一例会
7月 12日（水）12 :15～ ユアーズ

第 1364 回　7 月第二例会
（夜間例会）

7月 26日（水）18 : 00～ ユアーズ

運営・事業委員長就任ご挨拶
　　　　　　　　　　　　　        　

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

■会員会則委員長　 真 木  泰 彦
会員会則委員長の抱負
　会員会則委員長としての最大の
役目は会員増強です。佐伯会長より
今年は増員５名、純増２名を目標に
尽力して欲しいとのことです。
　質の高い会員、会員維持、退会
防止のためにライオニズムの高揚（目

的や道徳の綱領）友愛と相互理解の精神、勇気と誇
りを持って社会奉仕できるような、クラブ作りを推進し
ていきたいと気概だけはあります。

■計画財務委員長　 新 田  久 司
　本年度、計画財務委員長をさせ
ていただきます。新田久司です。
　委員会メンバーのみなさんそし
て、会員のみなさん１年間よろしく
お願い致します。
　実は、昨年に引き続き２年連続
で 当委員会の委員長と言うことで 

なかなか大変ですが、出来る限り頑張って行こうと
思っています。
　本年度の委員会の事業ですが 7 月の夜間例会
から始まって、10 月は、家族会 11 月は、年末商戦 
そして 2 月は、IZ 合同夜間例会 本年度は、白石

■出席大会委員長　 宇 野  博 文　　　　　　
　「ライオンズ活動」の原点は！！
　佐伯会長から出席大会委員長を
任命されました。委員長の大役を拝
命し不安が大きいのですが、委員会
の皆さんと相談しながら例会出席率
の維持・向上に取り組んでいきた
いと思っています。

　ライオンズクラブ会員は毎月の例会に出席する義
務があると明記されています。
　全ての会員が平等に意見を述べ、皆で話し合って
物ごとを決めていきますが例会はその原点です。

■PR広報委員長　 山 下  邦 俊
　今年度のＰＲ広報委員長を佐
伯会長より指名されました。
　大役ではありますが責任を持
って会報作りに委員会メンバー
全員で取り組んでいきたいと思
っています。

　今年度最初の７月号は創刊より６３０号目で
す。すでに発刊は出来ましたが、５２年間にわた

　会長方針の「純出席 85％以上」「メークアップ後
95％以上」の出席を目指します。
　また 336-Ａ地区年次大会へ今まで以上の参加を
目標にして取り組みます。他の委員会とも協同して例
会以外のアクティビティへの出席者を増やすよう頑張
ります。
　前期は純出席 100％を 14 名の皆さまが達成され
ました。ご努力の賜物であり本当に頭の下がる思いで
す。お願い事の多い委員会活動となりますがご支援
方宜しくお願い申し上げます。
 

ZC が当クラブより出ていますので 合同夜間例会
は、新居浜が幹事です。
　その他、IZ 諮問委員会の準備も出来るだけサポ
ートしていけるようにしたいと思います。
　そして、４月の第２回目の家族会 最後は６月の引
継夜間例会と 本年度も大変忙しくなると思います
ので 是非、委員会メンバーのみなさん ならびに会
員のみなさんのご協力をお願い致します。
　そして、会員のみなさんが楽しんでいただけるよ
うな事業にしたいと思いますので どうぞ、本年度も
よろしくお願い致します。　　　　　　        　

　会員減少はクラブ及び地区の活力低下等を招き、
財政を圧迫します。会員維持、増強はクラブの組織
存続にとって避けては通れない永遠の課題でありま
すので、役を引き受けた以上は会長の方針達成に微
力ながら頑張ります。
　働きかけとしては、いつも通りですが、会員の情報
とＪＣ（ＯＢ）となることでしょう。私自身もＪＣのＯＢという
ことでのスカウトでした。
　みなさんも良い方がいたら是非、声かけをして頂き
ますようご協力をお願い致します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　         
　

り月１回の発刊を続けてきた先人の努力に敬意
をはらいその中の少しですが自分が携わってこ
れたことに誇りを持ち、これから 8 月号・9 月号
と発刊し続けれるよう頑張ります。
　会報誌は皆様の原稿によって出来上がるもの
です。
　皆様に読んで頂けるような会報誌を目指しま
すので何卒ご協力を宜しくお願い致します。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

■ライオンズの誓い唱和　斉藤陽二朗ライ
オン

■物故会員に黙祷
■会長挨拶　佐伯澄男会長
■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
・７月理事会に提出された1～ 23 号議案
　本例会に提出され全て承認されました。
・6月第２夜間例会予算案について　　承認されました。
■協議事項
1. １Ｚ･４クラブ事務局統合について
2. ライオンズ国際協会 336-A 地区ライフジャケット贈呈合同アクティビテ
　ィについて
■確認事項
１．役員及び委員会構成表
２．行事予定表
■幹事報告
１．岡部歩乃佳後援会理事会　７月３日（月）１８:３０～　ユアーズ　
　出席者　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　（加藤久博理事、高橋在錫さん、石
　　川稔さん、青野淳助さん、山之内浩二さん、岡村真里哉さん）
　古川貴章第二副会長、後藤達也幹事、福山宏会計
２．336－A地区合同アクティビティ説明会
　７月９日（日）１４:００～　西条市地域創生センター
　出席者　白石誠一１ＺＣ、伊藤嘉秀１ＺＣＡ、佐伯澄男会長、後藤達
　也幹事
３．第１回愛リバー・愛ロード（市民一斉清掃）
　７月２３日（日）７:００～　商工会館周辺
４．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
　出席者　白石誠一１ＺＣ
５．７月第一例会で「ダメ。ゼッタイ」国連支援募金を行います。
６．第１期会費引落について　７月１８日（火）　４３，０００円
７．７月第二例会は２名の入会式を行います。
■委員会報告
　会員会則委員会　7月第 2例会で2名の入会式を行います。
　計画財務委員会　7月第 2夜間例会　  　予算案について
　青少年委員会　　平和ポスターコンテスト　予算案について
　保健福祉委員会　9月に献血･献眼登録を行います。
　環境保全委員会　7月23日7:00より愛リバー･愛ロード清掃奉仕を
　　　　　　　　　行います。
■出席報告　
　会員数５３名、出席４８名、欠席５名、出席率９０.６％　
■テール・ツイスタータイム　
　ドネーション　99,000 円　　ファイン　５００円
■ライオンズ･ローア
　土岐計一ライ

オン

●会長挨拶　佐伯澄男会長
●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　
　原則として正装（上着、ネクタイを着用）とし、バッチ、ネームプレートを付
　けます。但しクールビズ導入を推奨し７、８、９、１０月および翌年５、６月は
　上着なし、ノーネクタイ、バッジ、ネームプレートを付けます
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．第１回愛リバー・愛ロード予算（案）について　
21．７月第２夜間例会予算（案）について
22．平和ポスター予算（案）について
23．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～
　 ・出席大会委員会　第４金曜日から第１金曜日１８:３０～
●協議事項
1．１Ｚ４クラブ事務局統合について
2．ライオンズクラブ国際協会 336-A 地区ライフジャケット贈呈合同アクテ
　ィビティについて
●確認事項
１．役員及び委員会構成表
２．行事予定表
●幹事報告
１）岡部歩乃佳後援会理事会が７月３日（月）１８:３０よりユアーズで開催        
　されました。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（加
　藤久博理事、高橋在錫さん、石川稔さん、青野淳助さん、山之内浩二
　さん、岡村真里哉さん）古川貴章第二副会長、後藤達也幹事、福山
　宏会計
２）336－A地区合同アクティビティ説明会　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した。白石誠一１ＺＣ、伊藤嘉秀１ＺＣ
　Ａ、佐伯澄男会長、後藤達也幹事が参加しました。
３）第１回愛リバー・愛ロード（市民一斉清掃）が７月２３日（日）７:００より
　商工会館周辺で行われます。
４）第１回キャビネット会議が７月２３日（日）１３:００よりホテルサンシャイン徳
　島で開催されます。白石誠一２Ｒ－１ＺＣが出席されます。
５）７月第一例会で「ダメ。ゼッタイ」国連支援募金を行います。
６）第１期会費引落について７月１８日（火）４３,０００円
●委員会報告
保健福祉委員会　第 1回目の献血・献眼は9月に行います。
環境保全委員会　愛リバー・愛ロードは７月２３日 7:00 より小雨決行で
　　　　　　　　行います。

■ライオンズの誓い唱和　岡田浩二ライ
オン　

■来訪者紹介　鈴木雅志直前会長
　　　　2R-1Z･ZC　白石誠一ライ

オン　2R-1Z･ZCA　伊藤嘉秀ライ
オン

■会長挨拶　　佐伯澄男会長
■来訪者挨拶　2R-1Z･ZC　白石誠一ライ

オン

■新会員入会式
　新会員：東新ニューエコロジー ( 株 )
　　　　　　金田智行さん
　　　　　( 株 ) 双葉ビル　　　　　
　　　　　　高橋尚毅さん　

■審議事項　なし
■幹事報告
１）第１回愛リバー・愛ロード（市民一斉清掃）
　７月２３日（日）7:００～　商工会館周辺
　　参加者　佐伯会長ほか自治会、団体参加含む２７名
２）第１回キャビネット会議が７月２３日（日）１３:００より
　　ホテルサンシャイン徳島で開催。白石誠一 2R-1Z･ZC が出席しま
　　した。
３）第１回リジョン会議が８月５日（土）１３:３０から
　　ＫＳ会館（四国中央市）で開催されます。白石誠一 2R-1Z･ZC
　　が出席します。
４）岡部歩乃佳選手と会員の集いが８月６日（日）１８:３０から
　　ユアーズで開催されます。
５） 前２Ｒ－１Ｚ・ＺＣ横井文明さんのご逝去に伴いお香典を１万円支出し
　　ました。７月２３日（日）に葬儀がありました。
６）８月第１例会は石川正人２ＲＣ、吉田茂生２ＲＣＡ、若狭努２Ｒ
　　GMT･GLT･FWT･会則委員３名の例会訪問があります。
■出席報告　会員５５名、出席５０名、欠席５名、出席率９０.９%
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　８９,０００円　　ファイン５００円
■懇親会
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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 (7月分 )

５５
３１
２７
３５
１４８

28.0
 34.5
24.0
 0
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ゴルフ部会報告

取切戦

亡者杯 真 木 泰 彦
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BIRTHDAY&MARRIAGE

８月 誕生日おめでとうございます
岡田賢治、神野雄太、田村征夫

行  事  予  定

ゾーン・地区・国際協会の動き
８月　５日（土）13:30 ～　KS 会館（四国中央市）
　第 1 回リジョン会議
８月１９日（土）17:00 ～　ユアーズ
　第 1 回地区ガバナー諮問委員会・ゾーンレベル会員委員会

・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会　 　８月　７日（月）18:30 ～　商工会館 3F
８月第 1 例会　　　８月　９日（水）12:15 ～　ユアーズ
８月第２例会　　　８月２３日（水）12:15 ～　ユアーズ
・委員会
環境保全委員会　　８月　１日（火）18:30 ～　事務局
会員会則委員会　　８月　２日（水）18:30 ～　事務局
計画財務委員会　　８月　３日（木）18:30 ～　事務局
出席大会委員会　　８月　４日（金）18:30 ～　事務局
保健福祉委員会　　８月１０日（木）18:30 ～　事務局
青少年委員会　　　８月１８日（金）18:30 ～　事務局　
PR 広報委員会　　 ８月２４日（木）18:30 ～　事務局
・クラブ・その他行事予定
８月　９日（水）   12 :15 ～　ユアーズ
　８月第１例会　例会訪問
　石川正人 2R-RC、若狭 努 2R-GMT･GLT・FWT･会則委員
　高原 章青少年･LCIF･ライオンズクエスト委員
８月　６日（日）18:30 ～　ユアーズ
　岡部歩乃佳選手と会員の集い
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　　８月１３日（日）10:25 ～　  新居浜ＣＣ
囲碁部会　　　　　未定
つれづれの会　　　８月　４日（金）19:00 ～  　丹　羽
くらげの会　　　　奇数月の予定   
スポーツ部会　　　８月２５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
　

就任ご挨拶
■ライオン･テーマー　 松 浦  一 雄　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

　　１８８０年にアメリカ・
アラバマ州タスカンビア
に生まれたヘレン・ケ
ラーは、生後１８ヶ月の
ときに高熱が原因で視

力と聴力を失いました。
　パーキンス盲学校の優秀な教師であ
ったアン・マンスフィールド・サリバンの
助けで、ヘレン・ケラーは手話と点字を
学びました。
　数年後、ヘレンは話すことができるようになりまし
た。大人になった彼女は障害を持つ人々の精力的
な擁護者となりました。
　１９２５年にヘレンは、ライオンズクラブ国際大会に
参加し、会員に「盲人のために暗闇と闘う騎士」とな
ってほしいと訴えました。ライオンズはヘレンの求め
に応じ、それ以来、ライオンズクラブの活動には失明
予防を目的とした視力プログラムが含まれるようにな
ったのです。
　１９７１年、ライオンズクラブ国際協会の理事会は、
６月１日をヘレン・ケラー・デーとすることを定めまし
た。ヘレン・ケラー・デーには、世界中のライオンズ
が視力関連の奉仕事業を実施します。
　以下１９２５年６月３０日の国際大会で行なわれた
ヘレン･ケラーのスピーチです。
　『ライオン及び淑女のみなさまチャンスとは気まぐ
れな女性のようだという言い伝えを耳にしたことがあ

るでしょう。
　彼女はすべてのドアを１度だけノック
しますが、ドアがすぐに開かなければ通
り過ぎてしまい２度ともどってはきませ
ん。まさにその通りです。魅力的な女性
は待ってはくれません。
　ドアを開けてつかまえなければ通り過
ぎてしまうのです。
　私をそのチャンスだと思ってくださ
い。私はあなたのドアをノックしていま

す。ぜひ私のノックに応えていただきたいと思ってい
ます。
　ひとつのドアに魅力的なチャンスがいくつも訪れ
たとき、どうすべきかをこの言い伝えは教えてくれま
せん。あなた方は最も魅力的だと思うものを選ばね
ばならないでしょう。
　私を選んでくださることを願います。このチャンス
は、まだ未開拓で、奉仕の素晴らしい機会を数多く
提供できます。
　米国盲人連盟は４年前に創立されたばかりで
す。この連盟は盲人の避けることのできない必要に
せまられて生まれたもので、盲人自身の手で設立さ
れました。　　　　　　　　　
　対象範囲においても重要性においても全米そし
て全世界的な連盟となっています。
　これまでに扱われたことのあるテーマの中で最も
見識がある最良の考えを表しています。

　その目的は、経済的な価値を高め、健常者と変わら
ない活動をできる喜びを味わえるようにすることで、目
の不自由な人の生活をもっと有意義なものにすること
です。
　もしも今日、突然目が見えなくなったらどのように感じ
るか、想像してみてください。昼間でも夜であるかのよ
うにつまずき、手探りする自分の姿を思い浮かべてみ
てください。
　仕事は失い、自立した生活も望めなくなるでしょう。
暗闇の世界で、友人があなたの手をとり、「いらっしゃ
い、目が見えていたときにしていたことを、どのようにす
ればできるか教えてあげましょう」と言ってくれたらうれ
しいと思いませんか ?
　米国盲人連盟はこの国の目が不自由な人たちにと
って、そのような存在でありたいと考えています。そし
てこれは連盟が必要とする支援を目の見える方たち
が提供してくれてこそ実現できることなのです。
　みなさんはご存知でしょう。私が自分自身を発見し、
世界を知り、神に出会うことができたのは、ひとりの人
の指が私の手に伝えた小さなひとつの言葉、それを
通してひとりの魂から伝えられた一筋の光が、暗闇に
いた私の心を動かしたからなのです。

　私が自分自身や他の人たちのために活動できるの
は、私の先生が私のことを知り、私が囚われていた音
のない闇を打ち破ってくださったからなのです。
　私たち盲人はお金よりも思いやりを必要としていま
す。思いやりや関心を持たずに与えられたものは中身
がありません。
　あなた方が気遣いを示すことができれば、そしてア
メリカの人々が盲人に思いやりを持てる世の中にする
ことができれば、盲人は暗闇に打ち勝つことができる
でしょう。
　ライオンズのみなさん、これが私が、あなた方に持っ
てきたチャンスです。米国盲人連盟を助成し、支援し
てください。
　予防可能な失明が根絶され、耳や目の不自由な子
供がすべて教育を受けることができ、男性であれ女性
であれ、すべての盲人が支援される日が早くやってく
るよう、手を貸していただけませんか ?
　ライオンズのみなさん、見える目を持ち、聞こえる耳
を持ち、力強く勇敢で親切なあなた方にお願いしま
す。
　ぜひ盲人のために暗闇と闘う騎士になってくださ
い。ありがとうございました。』

　今期、ライオン・テーマーをさせ
ていただくことになりました松浦で
す。ライオン・テーマーの役割を十
分承知しないまま、引き受けてしまい
ました。皆様のご指導・ご鞭撻をお
願いします。
　小冊子『ライオンズクラブ入門』を

開いて、ライオン・テーマーの役割を調べると、『理事
会の意向を受けて、例会を設営し運営する。
　クラブの所有物や備品の管理も担当する。例会の

秩序の維持に当たり、必要な印刷物を用意、配布し
たり、出席者の座席の配列などにも気を配る。
　特に新会員が会合ごとに違ったグループと同席し、
出来るだけ早くクラブになじむような配慮が必要。』と
あります。
　これから一年間、この役割を忠実に果たし、例会が
もっと楽しいものになるよう工夫をしていきたいと思い
ます。ひとえに、新居浜ライオンズクラブの皆様の例会
への出席率の向上と、私へのご指導とご鞭撻を願っ
ています。

　昨年、副テールツイスターに就任
することを受諾したとき、何もしない
でいいから、後ろに座ってろ。という
指令を受けました。
　まだ、ライオンズに入会して間もな
かった私は、『へえ、そんなもんなん
だ』と思っておりました。福山テールツ

イスターの隣で飾りみたいに座っていることで一年間
が終わると思っていました。
　すると、どうでしょう。忙しいのです。
例会が始まる前から皆さんドネーションを持ってこられ
ます。
　お金の事ですから、間違うわけにはいきません。帳
面とお金がばっちり合っているかどうかをいつも気に
しています。気も休まりません。

　しかし、良いこともあります。皆さんの生活の一部。
良いことがあった事、嬉しかったことがわかります。
　勝手に親近感がわいてきます。ドネーションには、人
柄や生活がにじみ出るのです。これを束ねる役は大
変だなあと、いつも福山さんを見ていました。
　そのまま副から正へ。と佐伯次期会長にお声掛け
をいただきました。
　あまり、外での活動で活躍できない私ですので、出
来るだけ中で役に立てれば。という希望とも一致し、
お受けいたしました。
　一年間、皆さんの大切なお金を預り、大切な思いを
発表してまいります。楽しいネタ、心温まるネタ。お待ち
しております。
そして、副テール・ツイスターになられる方に一言。

『座ってるだけじゃ、ダメですよ』

■テール・ツイスター　 青 野  泰 介　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

【表紙より】

●会長挨拶　佐伯澄男会長
●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　
　原則として正装（上着、ネクタイを着用）とし、バッチ、ネームプレートを付
　けます。但しクールビズ導入を推奨し７、８、９、１０月および翌年５、６月は
　上着なし、ノーネクタイ、バッジ、ネームプレートを付けます
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．第１回愛リバー・愛ロード予算（案）について　
21．７月第２夜間例会予算（案）について
22．平和ポスター予算（案）について
23．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～
　 ・出席大会委員会　第４金曜日から第１金曜日１８:３０～
●協議事項
1．１Ｚ４クラブ事務局統合について
2．ライオンズクラブ国際協会 336-A 地区ライフジャケット贈呈合同アクテ
　ィビティについて
●確認事項
１．役員及び委員会構成表
２．行事予定表
●幹事報告
１）岡部歩乃佳後援会理事会が７月３日（月）１８:３０よりユアーズで開催        
　されました。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（加
　藤久博理事、高橋在錫さん、石川稔さん、青野淳助さん、山之内浩二
　さん、岡村真里哉さん）古川貴章第二副会長、後藤達也幹事、福山
　宏会計
２）336－A 地区合同アクティビティ説明会　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した。白石誠一１ＺＣ、伊藤嘉秀１ＺＣ
　Ａ、佐伯澄男会長、後藤達也幹事が参加しました。
３）第１回愛リバー・愛ロード（市民一斉清掃）が７月２３日（日）７:００より
　商工会館周辺で行われます。
４）第１回キャビネット会議が７月２３日（日）１３:００よりホテルサンシャイン徳
　島で開催されます。白石誠一２Ｒ－１ＺＣが出席されます。
５）７月第一例会で「ダメ。ゼッタイ」国連支援募金を行います。
６）第１期会費引落について７月１８日（火）４３,０００円
●委員会報告
保健福祉委員会　第 1 回目の献血・献眼は9月に行います。
環境保全委員会　愛リバー・愛ロードは７月２３日 7:00 より小雨決行で
　　　　　　　　行います。



■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月第一例会 ●●
佐伯　澄男　１年間会長を務めさせて頂きます。明るく楽しい運営
　　　　　　を目指します。寛容の精神を持ってご協力下さい。
　　　　　　宜しくお願い致します。
後藤　達也　佐伯会長、本日はおめでとうございます。うっとおし
　　　　　　いくらい過ごす時間が増えますがよろしくお願いしま
　　　　　　す。皆様と共に、明るく、楽しく、元気よく、さらに
　　　　　　は仲も良くとがんばって参ります。
福山　　宏　今年度も皆様宜しくお願いします。
岡田　賢治　新年度が始まりました、佐伯会長、後藤幹事、福
　　　　　　山会計、又他の役員の方々頑張って下さい。
白石　誠一　佐伯会長 1 年間頑張って下さい。
大竹　崇夫　佐伯会長はじめ三役の皆様の出航を祝します。
松浦　一雄　今年度ライオンテーマを勤めることになりました。　
　　　　　　松浦です。不手際があるかもしれませんが精一杯
　　　　　　勤めますので、よろしくお願いします。
石川　　稔　８月８日 13:30 ～文化センターで大洗高校のマーチン
　　　　　　グバンドの公演があります。是非御観賞ください。
塩見　秀晴　7/23、市民一斉清掃兼、愛リバー愛ロード奉仕よろ
　　　　　　しくお願い致します。
宇野　博文　今期出席大会委員長を拝命しました。２度目の委員
　　　　　　長ですが、皆さまが、気持ちよく出席できるよう頑張
　　　　　　りたいと思います。
能瀬　伸一　暑い日が続きますがお体には十分お気を付け下さい。
青野　淳助　健康でいられることに感謝！
武市　欣也　新年度の発足を期待して！
加藤　久博　佐伯丸の門出を祝して。
有富　正治　佐伯会長、後藤幹事、福山会計のご健闘とご健康
　　　　　　をお祈りいたします。例会場の準備をする為、慌て
　　　　　　て来ましたので、バッチを忘れました。
村上順一郎　佐伯丸の門出を祝して。
真鍋　憲夫　佐伯丸の出航を祝して！1 年間頑張って下さい。応
　　　　　　援しますので宜しく。高校野球もいよいよ、球児の
　　　　　　健闘を祈る
岡村真里哉　新しい年度の始まりですね、素晴らしい１年になりま
　　　　　　すように、微力ながらお手伝い致します。
鈴木　雅志　三役、役員の皆様の1 年間の活躍を祈って！
伊藤　龍一　佐伯会長、後藤幹事、福山会計、１年間頑張って
　　　　　　下さい。
村上　博昭　佐伯澄男さん会長就任おめでとうございます。大変
　　　　　　だと思いますが後藤幹事、福山会計と共に今年１年
　　　　　　頑張って下さい。　　　
伊藤　久門　新三役の皆様のご健闘を祈念いたします。旧三役
　　　　　　の皆様大変お疲れ様でした。
近藤　充徳　新会長、役員の皆様お世話になります。
古川　貴章　佐伯会長、三役様、宜しくお願いします。
山下　邦俊　佐伯会長はじめ、新役員の皆様１年間頑張って下
　　　　　　さい。
神野　雄太　佐伯丸、出航を祝して

８

●● 7月第二例会 ●●
白石誠一 2R-1ZC　伊藤嘉秀 2R-1ZCA
　　　　　　本日は宜しくお願い致します。
佐伯　澄男　金田智行さんと高橋尚毅さんの入会を心より歓迎します。
　　　　　　共にWe Serve！活動に頑張りましょう！！
後藤　達也　金田さんと高橋さんの入会を祝して！
岡田　賢治　新会員の入会を歓迎します。
川嶋　理之　この度は父、川嶋隆夫にお花をありがとうございました。
福山　　宏　入会おめでとうございます。一緒に頑張りましょう。
永易　明洋　暑中お見舞い申し上げます。先週３人目の孫が誕生し
　　　　　　ました。家の中が賑やかになりました。
有富　正治　金田さん、高橋さんお二人の入会を歓迎いたします。
大竹　崇夫　夜間例会の設営に感謝致します。
真鍋　憲夫　暑くなりました、どうぞお体ご自愛下さい。遅刻しました。
金田　智行　本日、入会させて頂きました。宜しくお願い致します。
高橋　尚毅　この度、栄えある新居浜ライオンズクラブに入会できまし
　　　　　　たことに心から感謝します。これからよろしくお願いします。
伊藤　嘉秀　初めて来訪者の立場になり少し緊張しました、皆様、本
　　　　　　年度も宜しくお願い致します。金田さん、高橋さんのご
　　　　　　入会を歓迎致します。
加藤　久博　新会員を歓迎して
青野　淳助　金田様、高橋様のご入会を心から歓迎いたします。
真木　泰彦　金田さん、高橋さんのご入会を歓迎いたします。
宇野　博文　暑い日が続きます、体調管理につとめ、この夏を乗り切
　　　　　　りたいと思います。
譽田　幸弘　取切戦いただきました。ありがとうございました。
藤縄　洲二　次女に孫 3 人目が出来ました。
塩見　秀晴　暑い夏を無事過ごしたいです。
鈴木　雅志　ZC 白石さん ZCA 伊藤さん本年度一年間のご活躍を期
　　　　　　待します。新会員高橋さん金田さん入会おめでとうござ
　　　　　　います。
大上　幸雄　金田さん高橋さんのご入会 , 心から歓迎いたします。
神野　雄太　新会員の入会を祝して
土岐　敏勝　お2 人のご入会おめでとうございます。
松浦　一雄　金田さん高橋さんのご入会を歓迎すると同時にご活躍さ
　　　　　　れることを期待します。
能瀬　伸一　金田さん高橋さんのご入会を心より歓迎いたします！！
村上順一郎　新会員さんを歓迎致します。
伊藤　龍一　金田さん高橋さんご入会おめでとうございます。今後とも
　　　　　　よろしくお願い致します。
村上　博昭　新会員の入会を歓迎いたします。
石川　敏則　金田さん高橋さん入会おめでとうございます。共にがん
　　　　　　ばりましょう。
山下　邦俊　新会員の入会を祝して！
・・・金田智行さんと高橋尚毅さんご入会おめでとうございます・・・
青野泰介 / 上野 剛 / 岡田浩二 / 大石隆憲 / 近藤充徳 / 高橋在錫 /
新田久司 / 齋藤陽二朗

ズ ブ 会 新 浜 ズ ブ

ヘレン･ケラー　　　　　　　　　　　　会　長　佐 伯  澄 男
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　１８８０年にアメリカ・
アラバマ州タスカンビア
に生まれたヘレン・ケ
ラーは、生後１８ヶ月の
ときに高熱が原因で視

力と聴力を失いました。
　パーキンス盲学校の優秀な教師であ
ったアン・マンスフィールド・サリバンの
助けで、ヘレン・ケラーは手話と点字を
学びました。
　数年後、ヘレンは話すことができるようになりまし
た。大人になった彼女は障害を持つ人々の精力的
な擁護者となりました。
　１９２５年にヘレンは、ライオンズクラブ国際大会に
参加し、会員に「盲人のために暗闇と闘う騎士」とな
ってほしいと訴えました。ライオンズはヘレンの求め
に応じ、それ以来、ライオンズクラブの活動には失明
予防を目的とした視力プログラムが含まれるようにな
ったのです。
　１９７１年、ライオンズクラブ国際協会の理事会は、
６月１日をヘレン・ケラー・デーとすることを定めまし
た。ヘレン・ケラー・デーには、世界中のライオンズ
が視力関連の奉仕事業を実施します。
　以下１９２５年６月３０日の国際大会で行なわれた
ヘレン･ケラーのスピーチです。
　『ライオン及び淑女のみなさまチャンスとは気まぐ
れな女性のようだという言い伝えを耳にしたことがあ

るでしょう。
　彼女はすべてのドアを１度だけノック
しますが、ドアがすぐに開かなければ通
り過ぎてしまい２度ともどってはきませ
ん。まさにその通りです。魅力的な女性
は待ってはくれません。
　ドアを開けてつかまえなければ通り過
ぎてしまうのです。
　私をそのチャンスだと思ってくださ
い。私はあなたのドアをノックしていま

す。ぜひ私のノックに応えていただきたいと思ってい
ます。
　ひとつのドアに魅力的なチャンスがいくつも訪れ
たとき、どうすべきかをこの言い伝えは教えてくれま
せん。あなた方は最も魅力的だと思うものを選ばね
ばならないでしょう。
　私を選んでくださることを願います。このチャンス
は、まだ未開拓で、奉仕の素晴らしい機会を数多く
提供できます。
　米国盲人連盟は４年前に創立されたばかりで
す。この連盟は盲人の避けることのできない必要に
せまられて生まれたもので、盲人自身の手で設立さ
れました。　　　　　　　　　
　対象範囲においても重要性においても全米そし
て全世界的な連盟となっています。
　これまでに扱われたことのあるテーマの中で最も
見識がある最良の考えを表しています。

　　　　　　　　
　　

力と

　その目的は、経済的な価値を高め、健常者と変わら
ない活動をできる喜びを味わえるようにすることで、目
の不自由な人の生活をもっと有意義なものにすること
です。
　もしも今日、突然目が見えなくなったらどのように感じ
るか、想像してみてください。昼間でも夜であるかのよ
うにつまずき、手探りする自分の姿を思い浮かべてみ
てください。
　仕事は失い、自立した生活も望めなくなるでしょう。
暗闇の世界で、友人があなたの手をとり、「いらっしゃ
い、目が見えていたときにしていたことを、どのようにす
ればできるか教えてあげましょう」と言ってくれたらうれ
しいと思いませんか ?
　米国盲人連盟はこの国の目が不自由な人たちにと
って、そのような存在でありたいと考えています。そし
てこれは連盟が必要とする支援を目の見える方たち
が提供してくれてこそ実現できることなのです。
　みなさんはご存知でしょう。私が自分自身を発見し、
世界を知り、神に出会うことができたのは、ひとりの人
の指が私の手に伝えた小さなひとつの言葉、それを
通してひとりの魂から伝えられた一筋の光が、暗闇に
いた私の心を動かしたからなのです。

　私が自分自身や他の人たちのために活動できるの
は、私の先生が私のことを知り、私が囚われていた音
のない闇を打ち破ってくださったからなのです。
　私たち盲人はお金よりも思いやりを必要としていま
す。思いやりや関心を持たずに与えられたものは中身
がありません。
　あなた方が気遣いを示すことができれば、そしてア
メリカの人々が盲人に思いやりを持てる世の中にする
ことができれば、盲人は暗闇に打ち勝つことができる
でしょう。
　ライオンズのみなさん、これが私が、あなた方に持っ
てきたチャンスです。米国盲人連盟を助成し、支援し
てください。
　予防可能な失明が根絶され、耳や目の不自由な子
供がすべて教育を受けることができ、男性であれ女性
であれ、すべての盲人が支援される日が早くやってく
るよう、手を貸していただけませんか ?
　ライオンズのみなさん、見える目を持ち、聞こえる耳
を持ち、力強く勇敢で親切なあなた方にお願いしま
す。
　ぜひ盲人のために暗闇と闘う騎士になってくださ
い。ありがとうございました。』

【次ページへ続く】

石川　敏則　新役員の皆さん頑張って下さい。
藤縄　洲二　新役員の皆さん１年間宜しくお願いします
近藤　盛文　祝！今期も宜しくお願いします。
青野　泰介　新三役の活躍を祈ります。
・・・新役員のみな様今年一年頑張って下さい・・・
新田久司 / 高橋在錫 / 岡田浩二 / 土岐敏勝 / 真木泰彦 / 上野
剛 / 譽田幸弘 / 大石隆憲 / 齋藤陽二朗

編 集 後 記
　　　　７月２８日、国領川河川敷において、「第６０回にいはま納涼花火
大会」が盛大に行われました。
　６０回の節目ということで、私も家族も楽しみにしていたのですが、
それ以外にも楽しみにしていた理由があり、実は最近マンションの
高層階に引っ越しまして、通路側からではありますが、高みの見物
ができるのではと期待していたのです。
　期待通り根元までバッチリ見物することができ、全体を通しての美
しさに感動し、ナイアガラからフィナーレまでの迫力は圧巻でした。
　前職中の転勤で各地の花火大会を見てきましたが、新居浜の花
火は最高ですね。
　来年も期待しています！　　　　　　　　　　　譽田幸弘
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