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We Serve

●● ８月第一例会 ●●
石川 正人  2R-RC
若狭 　努  2R-GMT･GLT･FWT･会則委員　
高原 　章  2R- 青少年･LCIF･ライオンズクエスト委員
越智 　滋  2R- 環境保全･保健福祉･アラート委員
佐伯　澄男　石川正人 2R-RCをはじめ地区委員の皆様のご来訪を心
　　　　　　より歓迎します。
後藤　達也　2R-RC 石川正人様はじめ地区役員の皆様のご来訪に
　　　　　　感謝します。
福山　　宏　ご来訪ありがとうございます。
岡田　賢治　石川 2R-RC、各委員の皆様方の来訪を歓迎します。
加藤　久博　石川2R-RCはじめ地区委員の皆様のご来訪に感謝致します。
白石　誠一　来訪者に感謝します。
鈴木　雅志　石川 2R-RCはじめ地区役員の皆様の例会訪問に感謝
大竹　崇夫　来訪者に感謝致します。
伊藤　龍一　2R リジョンチアパーソン石川正人様をはじめ役員の皆様
　　　　　　のご来訪を歓迎致します。　
有富　正治　石川2R-RCはじめ地区役員の皆様を歓迎致します。
真鍋　憲夫　本日は第 72 回長崎原爆慰霊祭です。平和の尊さと亡く
　　　　　　なられた犠牲者のご冥福をお祈り申し上げます。来訪者
　　　　　　の皆様を歓迎致します。
岡村真里哉　台風も大きな影響なく過ぎて良かったです。残暑厳しい
　　　　　　毎日ですがお身体ご自愛下さい。
永易　明洋　来訪者を歓迎します。暑中お見舞い申し上げます。
松浦　一雄　336-A 地区 2Rの役員の皆様の来訪を歓迎致します。
村上　博昭　来訪者を歓迎致します。　　　
神野　雄太　来訪者を歓迎します。
高橋　尚毅　昨日、8月8日に私の経営するバータイニーバブルスが 8
　　　　　　周年を迎える事が出来ました。皆様のご指導の元更に
　　　　　　努力し社会奉仕に活かしたいと思います。
村上順一郎　来訪者へ感謝。
石川　　稔　昨日の大洗高校のマーチングバンドの公演は最高でした。
　　　　　　今日は議会用務で早退させていただきます。すみません。
金田　智行　後藤達也ライフの方に感謝致します。
伊藤　久門　連日暑い日が続きます。皆さんご自愛いただき猛暑を乗り
　　　　　　切って下さい。
宇野　博文　暑い日が続きます。もう 1 週間もすれば朝夕が涼しくなり
　　　　　　寝やすくなります。頑張りましょう。
大上　幸雄　先日は「岡部歩乃佳選手と会員の集い」に多くの皆様
　　　　　　にご出席ご協力いただきました。誠に有難うございました。
古川　貴章　来訪者の方に感謝します。
塩見　秀晴　共霊界に来るときバイク集団 BUSA NET と言う団体に
　　　　　　遭遇しました。10 台くらい居たかなあ。こんなんで飛び
　　　　　　回れるのも良いなあ～と思いました。
石川　敏則　来訪者を歓迎します。
能瀬　伸一　来訪者の皆様に心より感謝申し上げます。
・・・石川正人2R-RCはじめ地区役員の皆様のご来訪を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　歓迎致します・・・
真木泰彦 / 近藤盛文／上野　剛／新田久司／岡田浩二／譽田幸弘
／青野泰介
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●● ８月第二例会 ●●
佐伯　澄男　中田君江さんの入会を心より歓迎します。共に頑張って
　　　　　　いきましょう！！
後藤　達也　中田さんのご入会を祝して！
岡田　賢治　新会員の入会を歓迎します。
福山　　宏　新会員さん入会おめでとうございます。
白石　誠一　ゾーン会議設営、計画財務委員会さんお手伝いありが
　　　　　　とうございました。
有富　正治　先週の金曜日、車で広島へ日帰り旅行をしてきました、　
　　　　　　疲れました。皆様にこの疲れをお分けしたいです、新会
　　　　　　員の御入会を歓迎いたします。
近藤　充徳　季節の変わり目、何卒ご自愛ください、中田様のご入会
　　　　　　を祝します、ご活躍をお祈り申し上げます。
真鍋　憲夫　暑中お見舞い申し上げます。新会員の御入会を歓迎致
　　　　　　します。ウィサーブ！
伊藤　嘉秀　暑い日が続きます、皆さんお体ご自愛下さい。
中田　君江　今回初めての参加となりました。一言！！頑張ります。
岡田真里哉　中田君江さんの入会を心より歓迎致します、宜しくお願
　　　　　　いします。
宇野　博文　残暑厳しい日が続きます、雨量も思ったより少なく庭の水
　　　　　　やりも気が抜けません、ライオンズでいただいた樹が元
　　　　　　気でいる事を確認する毎日です。
塩見　秀晴　暑い夏ももう少しです。元気で過ごしましょう。8/25 レク
　　　　　　バレー練習あります、よろしくお願いします。
永易　明洋　新入会員を歓迎します、ご活躍をお祈りします。
大竹　崇夫　中田君江さんの入会を祝福致します。
鈴木　雅志　中田さん入会おめでとうございます、ともにウィサーブで
　　　　　　頑張りましょう。
加藤　久博　中田さんの入会を歓迎して！
伊藤　龍一　中田君江さんの入会を歓迎いたします。
杉田　友裕　新会員、中田さんの入会を祝して。
金田　智行　中田君江さん入会おめでとうございます。
古川　貴章　中田さん入会おめでとうございます。
村上順一郎　新会員さんを歓迎致します。
真木　泰彦　中田君江さんの入会を祝福します。
藤縄　洲二　中田さんの入会を祝って。
近藤　盛文　中田さんの入会歓迎いたします。
大上　幸雄　中田君江さんの御入会を心より歓迎いたします。
譽田　幸弘　御入会おめでとうございます、よろしくお願い致します。
能瀬　伸一　中田さんの入会を祝して！
山下　邦俊　新入会員を歓迎します。
村上　博昭　新会員、中田さんの入会を歓迎いたします。
松浦　一雄　中田君江さんの入会を歓迎します。
岡田　浩二　中田さん入会おめでとうございます。仕事のため早退し
　　　　　　ます。
高橋　尚毅　首を寝違えて 3 週間全く首の回らない生活から、今日よ
　　　　　　うやく脱出し、今日の会に出席する前に、久しぶりに水
　　　　　　泳をしてきました。健康に感謝すると共に、この健康を
　　　　　　社会奉仕に活かしたいと思います。
・・・中田君江さんご入会おめでとうございます・・・
青野泰介 / 上野 剛 / 大石隆憲 / 高橋在錫 / 土岐敏勝 / 新田久司
齋藤陽二朗

ズ ブ 会 新 浜 ズ ブ
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ライオンズの歴史　その 1 (1917 ～ 1990 年 )　会 長　佐 伯  澄 男

〈次ページへ続く〉

１９１７年：メルビン・ジョーンズと仲間のシカ
ゴの実業家が、社会をよりよくするためにラ
イオンズクラブを設立しました。
第１回の大会はテキサス州ダラスのアドルフ
ァス・ホテルで開催されました。
１９２０年：ライオンズクラブはカナダのオンタ
リオ州ウィンザーにクラブを結成し、国際的な団
体となりました。
１９２５年：オハイオ州セダーポイントで開催され
たライオンズクラブ国際大会で、ヘレン・ケラー
はライオンズに「盲人のために暗闇と闘う騎士」
となるよう呼び掛けました。
１９２６年：極地探検家でありワシントン DC ライ
オンズクラブの会員であるリチャード・イヴリン・
バード・ジュニア少将が、航空機で北極点到達
を成し遂げ、ライオンズの旗をもたらしました。ま
た同じ年に南極への飛行にも成功しました。
１９３０年：ライオン・ジョージ・ボナムは、盲人
の男性が道を渡ろうとして困っている姿を見掛
け、杖を白く塗り幅広の赤い帯を付けて、目の不
自由な人々を支援しました。
１９３１年：ライオンズは南に向かい、メキシコの
ヌエボ・レオンにクラブを設立しました。
第１回国際大会が、米国外であるカナダのオンタ
リオ州トロントで開催されました。
１９３３年：シカゴの世界博覧会に訪れた人々は、
社会科学部門でライオンズクラブについて知りまし
た。

１９３５年：ニューヨークシティ・ライオンズク
ラブの名誉会員、アメリア・イアハートは、
メキシコシティーで開催されたライオンズク
ラブ国際大会の期間中に、ロサンゼルス
からメキシコまでの無着陸飛行を達成しま
した。
地元のライオンズは、目の不自由な人が耳で

話を聞けるオーディオ・ブックをミルウォーキーの
公立図書館に寄付しました。
１９３９年：デトロイト・アップタウン・ライオンズク
ラブの会員は、ミシガン州の農家を目の不自由な
人のための盲導犬の訓練施設に改装し、盲導
犬を世界に広めました。
ペンシルバニア州ウィリアムズポートに住むライオ
ン・カール・エドウィン・スコッツは、子供向けの
野球プログラムを組織しようと、ライオンズクラブ、
YMCA、その他の地域のパートナーに協力を求
めました。１９３９年６月６日、第１回リトルリーグ・
ベースボールの試合がウィリアムズポートのパーク
ポイントで開催されました。
１９４４年：世界初のアイバンクがニューヨーク市
に設立されました。現在のアイバンクの多くはライ
オンズが資金援助を行っています。
１９４５年：ライオンズは国連憲章の草稿作成を
支援し、それから長く続く国連と絆が生まれまし
た。
１９４６年：ワイオミング州キャスパー山で第１回ラ
イオンズ視覚障害者向けキャンプが開催され、盲目

の子供たちが招かれました。
１９４７年：１０月にライオンズはニューヨーク市ウォル
ドーフ・アストリア・ホテルで協会の３０周年を祝賀
しました。当時すでに世界最大の奉仕クラブ組織と
なっていたライオンズクラブは、１９か国 324,690 人
の会員を擁していました。
ライオンズは国連の経済社会理事会の顧問となりま
した。
１９４８年：第二次世界大戦のわずか３年後に、欧
州初のライオンズクラブがスウェーデンのストックホル
ムに設立されました。数日後には、スイスのジュネ
ーブにもライオンズクラブが設立されました。
ハワイ、モラカイ島のカウラパパにもライオンズクラブ
が設立されました。カウラパパはハンセン病コロニ
ーで、チャーター・メンバーは全員ハンセン病患者
でした。
１９５２年：フィリピンのライオンズの働きかけによっ
て、日本で最初のライオンズクラブが結成されました。
１９５４年：世界中のライオンズから募集した結果、
モットー「We Serve（われわれは奉仕する）」が
正式に選ばれました。このモットーはカナダ、オンタ
リオ州フォントヒルのライオン・D・A・スティーブン
ソンの発案によるものです。
１９５６年：デトロイト・ライオンズクラブは、６歳の
スティービー・ワンダーにドラム・セットをクリスマス・
プレゼントとして贈りました。
南極にアムンゼン・スコット基地が建設されました。
その後まもなく、１６人の科学者と軍関係者が、フィ
フティーナイナーズ・ライオンズクラブを結成しました。
１９５７年：ライオンズはレオクラブを含む青少年プロ
グラムをスタートしました。
１９６５年：アリゾナ州フォート・トーマスにメルビン・
ジョーンズ記念館が設立されました。

１９６８年：ライオンズクラブ国際財団（LCIF）が
設立されました。LCIF は設立以来、ライオンズの
人道奉仕に 8 億 2,600 万ドル以上の資金援助を行
ってきました。
１９７１年：LCIF は 20 年間シカゴの中心街に拠点
を置いていましたが、4 か所目であり最終的な拠点
となるイリノイ州オークブルックに本部を移転しまし
た。
１９７２年：LCIF は最初の交付金として 5,000ドル
を拠出し、サウスダコタの洪水被災者を支援しまし
た。
１９７３年：2 月に国際協会は 100 万人目の会員を
迎えました。
１９７７年：ジョージア州のピーナッツ農家、ライオン
のジミー・カーターが、アメリカ合衆国の大統領に
就任しました。
１９８５年：LCIF は最初の大災害援助交付金とし
て 50,000 ドルを、メキシコで発生した地震被害の
救援のために承認しました。
１９８６年：マザー・テレサがライオンズ人道主義大
賞を受賞しました。
１９８７年：国際協会は付則を修正し、女性会員の
招聘を開始しました。現在は、女性の会員区分が
最も急速に拡大しています。
１９６５年：アリゾナ州フォート・トーマスにメルビン・
ジョーンズ記念館が設立されました。
１９９０年：視力ファーストがスタートし、失明の主要
な原因を根絶するために、4 億 1,500 万ドル以上
の募金を集めました。
フランスのライオン・マイケル・ボリーは、電動自動
車の開発に投資し、グランプリに参加しました。

カ
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編 集 後 記
　　　　佐伯会長の下、「歴史の継承と未来への創造 We Serve」をスロ
ーガンに新しい年度が始まっております。私自身も、過去の反省点を
踏まえつつ、会長スローガンを胸に日々 躍進してまいりたいと考えてお
ります。さて、税制におきましても大きな改正がありました。
　いわゆる「配偶者控除の１０３万円の壁」を１５０万円に引き上げる
というものです。この改正によりパート主婦が今よりも長い時間働ける
ようになるというもので、平成３０年１月からの実施となります。
　平成２９年度所得税改革の柱でもありますので、その効果に期待
したいところです。
　皆様、秋の気配が近づいておりますが、お体に気を付けて頑張っ
ていきましょう。　　　　　　　　　　　　　　　譽田 幸弘



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

2

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 (８月分 )

５６
３３
２７
３６
１５２

20
300
0
2

322

0
310,000
5,603
32,000
347,603

88.3
86.4
79.6
85.9
85.0

92.8
90.9
90.8
88.7
90.8

名 ％ ％ Ｈ 円
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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

９月 誕生日おめでとうございます
小松武道、真鍋憲夫、福山　宏、石川　稔、伊藤嘉秀、

能瀬伸一、青野泰介、上野　剛、青野淳助

9 月 結婚記念日おめでとうございます
新田久司、能瀬伸一

行  事  予  定

ゾーン・地区・国際協会の動き
9 月　２日（土）14:30 ～　ホテルグランフォーレ
　地区ガバナー - 公式訪問
９月１６日（土）13:00 ～ 徳島県立総合福祉センター
　ＧＭＴ・ＦＷＴ研修会

・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会　 　９月１１日（月）18:30 ～　商工会館 3F
９月第 1例会　　　９月１３日（水）12:15 ～　ユアーズ
９月第２例会　　　９月２７日（水）12:15 ～　ユアーズ
・委員会
出席大会委員会　　９月　１日（金）18:30 ～　事務局
環境保全委員会　　９月　５日（火）18:30 ～　事務局
会員会則委員会　　９月　６日（水）18:30 ～　事務局
計画財務委員会　　９月　７日（木）18:30 ～　事務局
青少年委員会　　　９月　８日（金）18:30 ～　事務局
保健福祉委員会　　９月１４日（木）18:30 ～　事務局
PR広報委員会　　 ９月２８日（木）18:30 ～　事務局
・クラブ・その他行事予定
９月１０日（日） 10:00 ～　イオンモール新居浜駐車場
　第 1回献血・献眼登録
９月２１日（木） 10:30 ～　平形橋北側歩道
　平成２９年秋の全国交通安全運動「人の輪作戦」
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　　９月１０日（日）10:25 ～　  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　　　９月２２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
　

■ライオン･テーマー　 松 浦  一 雄　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

１９１７年：メルビン・ジョーンズと仲間のシカ
ゴの実業家が、社会をよりよくするためにラ
イオンズクラブを設立しました。
第１回の大会はテキサス州ダラスのアドルフ
ァス・ホテルで開催されました。
１９２０年：ライオンズクラブはカナダのオンタ
リオ州ウィンザーにクラブを結成し、国際的な団
体となりました。
１９２５年：オハイオ州セダーポイントで開催され
たライオンズクラブ国際大会で、ヘレン・ケラー
はライオンズに「盲人のために暗闇と闘う騎士」
となるよう呼び掛けました。
１９２６年：極地探検家でありワシントン DC ライ
オンズクラブの会員であるリチャード・イヴリン・
バード・ジュニア少将が、航空機で北極点到達
を成し遂げ、ライオンズの旗をもたらしました。ま
た同じ年に南極への飛行にも成功しました。
１９３０年：ライオン・ジョージ・ボナムは、盲人
の男性が道を渡ろうとして困っている姿を見掛
け、杖を白く塗り幅広の赤い帯を付けて、目の不
自由な人々を支援しました。
１９３１年：ライオンズは南に向かい、メキシコの
ヌエボ・レオンにクラブを設立しました。
第１回国際大会が、米国外であるカナダのオンタ
リオ州トロントで開催されました。
１９３３年：シカゴの世界博覧会に訪れた人々は、
社会科学部門でライオンズクラブについて知りまし
た。

１９３５年：ニューヨークシティ・ライオンズク
ラブの名誉会員、アメリア・イアハートは、
メキシコシティーで開催されたライオンズク
ラブ国際大会の期間中に、ロサンゼルス
からメキシコまでの無着陸飛行を達成しま
した。
地元のライオンズは、目の不自由な人が耳で

話を聞けるオーディオ・ブックをミルウォーキーの
公立図書館に寄付しました。
１９３９年：デトロイト・アップタウン・ライオンズク
ラブの会員は、ミシガン州の農家を目の不自由な
人のための盲導犬の訓練施設に改装し、盲導
犬を世界に広めました。
ペンシルバニア州ウィリアムズポートに住むライオ
ン・カール・エドウィン・スコッツは、子供向けの
野球プログラムを組織しようと、ライオンズクラブ、
YMCA、その他の地域のパートナーに協力を求
めました。１９３９年６月６日、第１回リトルリーグ・
ベースボールの試合がウィリアムズポートのパーク
ポイントで開催されました。
１９４４年：世界初のアイバンクがニューヨーク市
に設立されました。現在のアイバンクの多くはライ
オンズが資金援助を行っています。
１９４５年：ライオンズは国連憲章の草稿作成を
支援し、それから長く続く国連と絆が生まれまし
た。
１９４６年：ワイオミング州キャスパー山で第１回ラ
イオンズ視覚障害者向けキャンプが開催され、盲目

の子供たちが招かれました。
１９４７年：１０月にライオンズはニューヨーク市ウォル
ドーフ・アストリア・ホテルで協会の３０周年を祝賀
しました。当時すでに世界最大の奉仕クラブ組織と
なっていたライオンズクラブは、１９か国 324,690 人
の会員を擁していました。
ライオンズは国連の経済社会理事会の顧問となりま
した。
１９４８年：第二次世界大戦のわずか３年後に、欧
州初のライオンズクラブがスウェーデンのストックホル
ムに設立されました。数日後には、スイスのジュネ
ーブにもライオンズクラブが設立されました。
ハワイ、モラカイ島のカウラパパにもライオンズクラブ
が設立されました。カウラパパはハンセン病コロニ
ーで、チャーター・メンバーは全員ハンセン病患者
でした。
１９５２年：フィリピンのライオンズの働きかけによっ
て、日本で最初のライオンズクラブが結成されました。
１９５４年：世界中のライオンズから募集した結果、
モットー「We Serve（われわれは奉仕する）」が
正式に選ばれました。このモットーはカナダ、オンタ
リオ州フォントヒルのライオン・D・A・スティーブン
ソンの発案によるものです。
１９５６年：デトロイト・ライオンズクラブは、６歳の
スティービー・ワンダーにドラム・セットをクリスマス・
プレゼントとして贈りました。
南極にアムンゼン・スコット基地が建設されました。
その後まもなく、１６人の科学者と軍関係者が、フィ
フティーナイナーズ・ライオンズクラブを結成しました。
１９５７年：ライオンズはレオクラブを含む青少年プロ
グラムをスタートしました。
１９６５年：アリゾナ州フォート・トーマスにメルビン・
ジョーンズ記念館が設立されました。

１９６８年：ライオンズクラブ国際財団（LCIF）が
設立されました。LCIF は設立以来、ライオンズの
人道奉仕に 8 億 2,600 万ドル以上の資金援助を行
ってきました。
１９７１年：LCIF は 20 年間シカゴの中心街に拠点
を置いていましたが、4 か所目であり最終的な拠点
となるイリノイ州オークブルックに本部を移転しまし
た。
１９７２年：LCIF は最初の交付金として 5,000ドル
を拠出し、サウスダコタの洪水被災者を支援しまし
た。
１９７３年：2 月に国際協会は 100 万人目の会員を
迎えました。
１９７７年：ジョージア州のピーナッツ農家、ライオン
のジミー・カーターが、アメリカ合衆国の大統領に
就任しました。
１９８５年：LCIF は最初の大災害援助交付金とし
て 50,000 ドルを、メキシコで発生した地震被害の
救援のために承認しました。
１９８６年：マザー・テレサがライオンズ人道主義大
賞を受賞しました。
１９８７年：国際協会は付則を修正し、女性会員の
招聘を開始しました。現在は、女性の会員区分が
最も急速に拡大しています。
１９６５年：アリゾナ州フォート・トーマスにメルビン・
ジョーンズ記念館が設立されました。
１９９０年：視力ファーストがスタートし、失明の主要
な原因を根絶するために、4 億 1,500 万ドル以上
の募金を集めました。
フランスのライオン・マイケル・ボリーは、電動自動
車の開発に投資し、グランプリに参加しました。

8 月理事・委員長会
8月 7日（月）18:30～ 商工会館3F研修室

●会長挨拶　佐伯澄男会長
●審議事項
１）新会員について
２）優待会員について　小松武道ライオン
３）会長アクトについて　佐伯会長より説明あり
４）環境保全委員会リサイクル運動について
５）２Ｒ－１Ｚ４クラブ事務局統合についてゾーン内協議参加について説
　明あり
６）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
　佐伯会長より説明あり１人当たり１,０００円拠出をして欲しい。
７） 第１回諮問委員会･ゾーンレベル会員委員会登録料について
　 8月19日( 土 ) 開催され 5,000 円×4名、1,000 円×1名
８）地区ガバナー公式訪問登録料について９月２日( 土 ) 開催されます。
　三役、第一副会長、会員会則委員長が出席します。
　３０,０００円　(6,000 円×5名 )　拠出します。
９）第１回愛リバー・愛ロード決算報告について
10）７月第２夜間例会決算報告について
12）第１回献血･献眼予算案について　9月10日予定
13）委員会開催日の変更について　
　青少年委員会８月１１日（金･祝）から１８日（金）に変更する。
12） 出席 100％例会を目指して事前アンケートについて

●幹事報告
１）第１回リジョン会議が８月５日（土）１３：３０よりKS会館（四国中央市）
　で開催され白石誠一２Ｒ－１Ｚ･ＺＣが出席しました。
２）岡部歩乃佳選手と会員の集いが８月６日（日）18:30 よりユアーズ 
　で開催され参加者６１名でした。
３）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が８月
　１９日（土）17:00よりユアーズで開催されます。白石誠一２Ｒ－１Ｚ･ＺＣ、
　伊藤嘉秀２Ｒ－１Ｚ･ＺＣＡ、　佐伯澄男会長、伊藤龍一第１副会長、
　後藤達也幹事、福山宏会計、真木泰彦会員理事、計画財務委
　員会サポート（神野雄太理事、有富正治委員）が出席されます。
４）２０１７～２０１８年度冬期ＹＣＥ交換について　(9月中旬締切 )
　（派遣予定国）ニュージーランド・イタリア･クロアチア･スロベニア･
　　　　　　　  マレーシア(8/8 締切 )
　（受入予定国）オーストラリア･ニュージーランド・イタリア･クロアチア
　　　　　　　  マレーシア
　詳細につきましては事務局までお問合せ下さい。
５）九州北部地区集中豪雨被害への支援金について（キャビネットより
　報告）
　九州北部地区集中豪雨被害への支援金につきましては 336 複合地
　区にて拠出いたします。336-Ａ地区からは支援金の拠出はいたしま
　せん。
６）８月１４日（月）～１６日（水）事務局をお休みさせて頂きます。

●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　100％例会について
計画財務委員会　７月第２夜間例会決算報告
青少年委員会　　岡部歩乃佳選手と会員の集いについて
保健福祉委員会　９月献血・献眼について
環境保全委員会　第１回愛リバー・愛ロード決算報告

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

〈前ページより〉

〈10 月号へつづく〉
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‥ 歴史の継承と未来への創造　We Serve ‥

愛リバー・愛ロードを実施して
環境保全委員長　 天 野 　淳　　　　日時：平成２９年７月２３日（日）7:00 ～　場所：商工会館周辺
　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

第 1 回

　さる７月２３日（日曜日）早朝よ
り２０１７年度第一回愛リバー・愛
ロードが行われました。
　当日は新居浜市市民一斉清掃
と併催となっていました。
　メンバーさんの中でも、自治会

からやライオンズ以外の団体より参加された方もい
らっしゃったと思います。参加総数は２７名となりま
した。
　新居浜ライオンズクラブの受け持ちは事務局のあ
る商工会議所周辺の清掃活動を行いました。
　例年と同じく、道端や歩道緑地帯の雑草をはじ
め、落ちているごみの収集を実施しました。
　そんな中、佐伯会長と後藤幹事は率先して例年
手を付けていない正面入り口にある水路（？）の蓋
を外して掃除をしてくださりました。
　この水路、パンドラの箱とでも言いましょうかめー
いっぱいの泥とゴミが詰まっていました。
　すべて手作業で取り除いてくださったお二人に

感謝です。
　この事業を実施するに当たり倉庫内の備品を見
たところ、おそらく数年かけてたまっていった手袋
やごみ袋を発見しました。
　今年だけでなく数年使えそうな量を確保しまし
た。ラッキーなような不思議なような複雑な気分で
す。次回は１１月頃を予定しております。
　決定次第ご案内申し上げますのでご参加をお願
いいたします。

新 会 員 紹 介

氏　　名　金 田  智 行
生年月日　昭和４６年１月１４日
スポンサー　佐伯澄男ライ

オン

所　　属　青少年委員会
住　　所　新居浜市西原町 1-2-25
Ｔ Ｅ  Ｌ　(0897)66-8070

勤　務　先　東新ニューエコロジー（株）
勤務先住所　新居浜市上泉町 8-18　　
勤務先TEL　(0897)43-7117
勤務先FAX　(0897)43-7118
役　　　職　代表取締役
趣　　  味　スポーツ観戦
結婚記念日　平成１８年２月２０日

かねだ　  ともゆき

氏　　名　高 橋  尚 毅
生年月日　昭和３９年１０月２２日
スポンサー　青野泰介ライ

オン

所　　属　PR 広報委員会
住　　所　新居浜市坂井町 2-2-23
　　　　　　ラシュマンドエトワール 201
Ｔ Ｅ  Ｌ　(0897)32-5009
Ｆ Ａ  Ｘ    (0897)32-5009

勤　務　先　（株）双葉ビル
　　　　　　バー タイニーバブルス
勤務先住所　新居浜市坂井町 2-2-23　　
勤務先TEL　(0897)33-1777
役　　　職　代表取締役
趣　　  味　バードウォッチング・シングルモルト
結婚記念日　平成９年１０月２２日

たかはし  　なおき

　二十年来の友人である佐伯会長からのお誘いは
義務であると感じ、この度新居浜ライオンズクラブに
入会させて頂くことになりました、金田智行でござい
ます。
　諸先輩方の長年のご活躍、社会貢献活動に敬

意を表し、身の引き締まる思いですが、まずは積極
的に出席し、ライオンズメンバーだと胸を張れるよう
日々勉強していきたいと思っております。
　今後とも宜しくお願い致します。

　平成２９年７月１６日（日曜日）、
新居浜カントリー倶楽部において、
晴天？猛暑？のなかゴルフ部会の月
例ゴルフに参加してまいりました。
　後藤部会長から届いた「月例
組み合わせ表」を見ると、私のハ

ンディキャップが３０.０に！このハンディなら優勝狙える
かもと甘い期待を抱きつつ、横の方に目をやると、
見慣れない＜取り切り戦＞と＜亡者杯＞なる資格者
欄があり、私の名前は＜取り切り戦＞の欄にありま
した。
　取り切り戦？ 何だろう？？
月例ゴルフには１２名のクラブ会員が参加し、私は
２番目の組で、土岐さん、永易さん、村上さんと一
緒に回らせて頂きました。
　「熱中症の危険有り、運動は原則禁止」との防
災速報が流れる中、皆さん汗を拭いながらのプレ
ーとなり、私も普段の運動不足を痛感しながら何と
か１８ホール回り切ることができました。

ありがとうございました。
　気になる優勝争いですが、お昼の情報で、真木
さんが素晴らしいスコアで回られていて、優勝間違
いなしとの噂を聞きましたので、優勝できるかもと甘
い期待を抱いた自分に恥じつつ、後半９ホールは
暑さとの戦いに変更になりました。
　無事にゴルフを終了し、１８時からの「なが満」
でのミーティングに参加しました。
　お楽しみの結果発表ですが、優勝はやはり真木

　この度、歴史ある新居浜ライオンズクラブに入会
させていただきました高橋尚毅です。
　佐伯会長、そして青野泰介さんとのご縁により皆
様とお知り合いになれたことを嬉しく思います。
　私は新居浜駅前でマンション経営とバー経営をし
ています。趣味はバードウォッチング、登山、広島
カープ、シングルモルトウイスキーです。
　広島カープに関してはお話の合う方がいるかどう
かまだわかりませんが、先日の入会式の懇親会で皆
様美味しそうにお酒を飲んでられたのでそちらのお
話はたくさんできると思います。

　そして、バードウォッチングと登山に関してですが、
私は愛媛、新居浜の美しい自然を愛してます。
美しい場所を訪れ、そこに放置されているゴミを見
るたびに心を痛めています。個人的にもできるだけ
ゴミは拾うように心がけてますが、新居浜ライオンズ
クラブに入会したことにより、さらに『美しい町新居
浜』を目指すため少しでも奉仕活動等で力になれ
ればと思います。
　これから先輩方の貴重な体験、お話をうかがい
ながら栄えある当クラブのメンバーにふさわしい活動
ができますよう努力しますので、今後ともよろしくお
願いします。

さんでした。スコアを聞いて納得です。真木さんお
めでとうございました。
　結果発表を楽しんでいると、私の体に異変が！
実は後半３ホールぐらいから体のいたるところの筋
肉がつりだして、運動不足なんだなぁと思っていた
のですが、とうとうミーティングの最中、右足全体が
つった状態になり激しい痛みに悶絶していたところ、
後藤部会長より「取り切り戦優勝者は譽田さんで

す！」との声。
　えつ！ 立てない！ 立たなきゃ！ 何とか賞品を頂きま
したが。
　後で分かったのですが、これ熱中症の初期症状
なんですね。
　皆さん暑い日が続きますが、熱中症にはくれぐれ
もご注意を！
　取り切り戦優勝本当にありがとうございました。
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Niihama Lions Club

ゴルフ部会でまさかの事態に！
PR 広報委員会　譽 田  幸 弘　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

地区ガバナー諮問委員会 ・ゾーンレベル会員委員会に出席して
幹　事　後 藤  達 也　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

第 1 回

‥ 歴史の継承と未来への創造　We Serve ‥

歴史ある新居浜ライオンズクラブ例会を訪問させていただいて
２Ｒ－ＲＣ　石 川  正 人　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

ゾーン・チェアパーソン公式例会訪問を終えて！
２Ｒ－１Ｚ・ＺＣ　白 石  誠 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

３３６－Ａ地区２Ｒ－１ＺＣ 白石誠一ライ
オン　例会訪問

　平成２９年７月１６日（日曜日）、
新居浜カントリー倶楽部において、
晴天？猛暑？のなかゴルフ部会の月
例ゴルフに参加してまいりました。
　後藤部会長から届いた「月例
組み合わせ表」を見ると、私のハ

ンディキャップが３０.０に！このハンディなら優勝狙える
かもと甘い期待を抱きつつ、横の方に目をやると、
見慣れない＜取り切り戦＞と＜亡者杯＞なる資格者
欄があり、私の名前は＜取り切り戦＞の欄にありま
した。
　取り切り戦？ 何だろう？？
月例ゴルフには１２名のクラブ会員が参加し、私は
２番目の組で、土岐さん、永易さん、村上さんと一
緒に回らせて頂きました。
　「熱中症の危険有り、運動は原則禁止」との防
災速報が流れる中、皆さん汗を拭いながらのプレ
ーとなり、私も普段の運動不足を痛感しながら何と
か１８ホール回り切ることができました。

ありがとうございました。
　気になる優勝争いですが、お昼の情報で、真木
さんが素晴らしいスコアで回られていて、優勝間違
いなしとの噂を聞きましたので、優勝できるかもと甘
い期待を抱いた自分に恥じつつ、後半９ホールは
暑さとの戦いに変更になりました。
　無事にゴルフを終了し、１８時からの「なが満」
でのミーティングに参加しました。
　お楽しみの結果発表ですが、優勝はやはり真木

　平成２９年８月９日（水）２Ｒ－１Ｚで歴史ある新
居浜ライオンズクラブの例会に参加させていただき
まして誠にありがとうございました。
　佐伯澄男会長、後藤達也幹事、福山宏会計並
びに５３名のライオンズメンバーの皆様、心よりお礼
を申し上げます。
　偶然にも貴ライオンズクラブが結成されました１９
６０年に私、石川もこの世に生まれました。今年５７
年目を迎えます。
　これも、何かのご縁だと思います。例会に参加
させていただいた感想は一言で言いまして、厳粛
且つ楽しいメリハリの効いた例会でした。
　各、クラブ例会には色々特徴はあるかと思います
が、一個人ライオンとして我がクラブメンバーにも例
会訪問をしてもらいたいと思いました。
　これから一年間ゾーンを通じてキャビネットの意向
と方針を伝えて参ります。

　遠慮なく、意見、質問を投げかけて下さい。出
来る限り早急にお答え致します。
　最後に今年度は関野第一副地区ガバナーを輩
出しております。最大なる後押しと応援をお願い申
し上げて例会訪問の挨拶とさせていただきます。
　ありがとうございました。

　遠慮なく、意見、質問を投げかけて下さい。出

　８月１９日（土）ユアーズにて開
催されました、第１回地区ガバナー
諮問委員会、第 1 回ゾーンレベル
会員委員会に佐伯会長、伊藤第
一副会長、福山会計、真木会員
会則委員長と私の５名で出席して

まいりました。
　伊藤嘉秀 2R-1Z-ZCA の司会進行により白石誠
一 2R-1Z-ZC の開会ゴングにより開会されました。
　まずは若狭努 2R-GMT・GLT・FWT 会則委
員の進行によりゾーンレベル会員委員会が行われま
した。各クラブの会員増強、人材育成、家族会員
などについて諮問され、当クラブでは真木会員会則
委員長に状況を説明、発表していただきました。
　続いて当クラブから輩出となりました白石誠一
2R-1Z-ZC の進行で地区ガバナー諮問委員会が行
われ、佐伯会長が年間の抱負、例会の工夫、アク
ティビティなど諮問され発表しました。
　意見交換会では 1Z４クラブの事務局統合につい
て各クラブからさまざまな意見を出し合いました。

　石川正人 2R-RC から有益な会議でしたとお言
葉をいただき閉会となりました。
　懇親会では１Ｚのクラブの方々と意見交換などし
ながら親睦を深めることができました。
　出席されたメンバーの方々、お疲れ様でした。
そして会議のサポートとして参加していただいた神
野計画財務委員会理事、有富計画財務委員会委
員ありがとうございました。

　石川正人 2R-RC から有益な会議でしたとお言

ありがとうございました。

　７月２３日、徳島での第１回目キ
ャビネット会議を終えて、３３６－Ａ地
区ガバナー川辺信郎ライ

オンの１年間の
方針を学んで参りました。
　この方針を素早く届けるのが、
今期の私の役目でありますので、ま

ずは、１ゾーン４クラブの最も早い例会日での訪問
を決定させて頂きました。
　始めての公式訪問でありますので、まずは、私
の所属クラブであります新居浜ライオンズクラブに、
７月２６日の夜間例会に訪問させて頂く様になりまし
た。
　その後、８月１日にひうちライオンズクラブ、８月８
日に別子ライオンズクラブ、８月４日に中央ライオンズ
クラブに訪問させて頂きました。
　今回４クラブを訪問させて頂き、まずは川辺信郎
地区ガバナーの方針、そして１ゾーン４クラブの横
の繋がりなどの話をさせて頂きました。
　私も、各クラブに訪問するのは初めてでありまし

て、各クラブの例会における工夫や独自性のある
素晴らしい例会を拝見させて頂きました。
　また、今回の訪問時に、１ゾーン内で５名の新
会員が入会され、大変力強い思いであります。
　今年１年間、キャビネットと４クラブの橋渡し役と
して、４クラブと共に頑張って参りたいと、改めて思
いました。
　本当に１Ｚ４クラブの皆様ありがとうございました。

て、各クラブの例会における工夫や独自性のある

ライオンズクラブ国際協会３３６－Ａ地区
２Ｒ－ＲＣ 石川正人ライ

オン　例会訪問

さんでした。スコアを聞いて納得です。真木さんお
めでとうございました。
　結果発表を楽しんでいると、私の体に異変が！
実は後半３ホールぐらいから体のいたるところの筋
肉がつりだして、運動不足なんだなぁと思っていた
のですが、とうとうミーティングの最中、右足全体が
つった状態になり激しい痛みに悶絶していたところ、
後藤部会長より「取り切り戦優勝者は譽田さんで

す！」との声。
　えつ！ 立てない！ 立たなきゃ！ 何とか賞品を頂きま
したが。
　後で分かったのですが、これ熱中症の初期症状
なんですね。
　皆さん暑い日が続きますが、熱中症にはくれぐれ
もご注意を！
　取り切り戦優勝本当にありがとうございました。
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ゴルフ部会でまさかの事態に！
PR 広報委員会　譽 田  幸 弘　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　
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愛リバー・愛ロードを実施して
環境保全委員長　 天 野 　淳　　　　日時：平成２９年７月２３日（日）7:00 ～　場所：商工会館周辺
　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

第 1 回

　さる７月２３日（日曜日）早朝よ
り２０１７年度第一回愛リバー・愛
ロードが行われました。
　当日は新居浜市市民一斉清掃
と併催となっていました。
　メンバーさんの中でも、自治会

からやライオンズ以外の団体より参加された方もい
らっしゃったと思います。参加総数は２７名となりま
した。
　新居浜ライオンズクラブの受け持ちは事務局のあ
る商工会議所周辺の清掃活動を行いました。
　例年と同じく、道端や歩道緑地帯の雑草をはじ
め、落ちているごみの収集を実施しました。
　そんな中、佐伯会長と後藤幹事は率先して例年
手を付けていない正面入り口にある水路（？）の蓋
を外して掃除をしてくださりました。
　この水路、パンドラの箱とでも言いましょうかめー
いっぱいの泥とゴミが詰まっていました。
　すべて手作業で取り除いてくださったお二人に

感謝です。
　この事業を実施するに当たり倉庫内の備品を見
たところ、おそらく数年かけてたまっていった手袋
やごみ袋を発見しました。
　今年だけでなく数年使えそうな量を確保しまし
た。ラッキーなような不思議なような複雑な気分で
す。次回は１１月頃を予定しております。
　決定次第ご案内申し上げますのでご参加をお願
いいたします。

新 会 員 紹 介

氏　　名　金 田  智 行
生年月日　昭和４６年１月１４日
スポンサー　佐伯澄男ライ

オン

所　　属　青少年委員会
住　　所　新居浜市西原町 1-2-25
Ｔ Ｅ  Ｌ　(0897)66-8070

勤　務　先　東新ニューエコロジー（株）
勤務先住所　新居浜市上泉町 8-18　　
勤務先TEL　(0897)43-7117
勤務先FAX　(0897)43-7118
役　　　職　代表取締役
趣　　  味　スポーツ観戦
結婚記念日　平成１８年２月２０日

かねだ　  ともゆき

氏　　名　高 橋  尚 毅
生年月日　昭和３９年１０月２２日
スポンサー　青野泰介ライ

オン

所　　属　PR 広報委員会
住　　所　新居浜市坂井町 2-2-23
　　　　　　ラシュマンドエトワール 201
Ｔ Ｅ  Ｌ　(0897)32-5009
Ｆ Ａ  Ｘ    (0897)32-5009

勤　務　先　（株）双葉ビル
　　　　　　バー タイニーバブルス
勤務先住所　新居浜市坂井町 2-2-23　　
勤務先TEL　(0897)33-1777
役　　　職　代表取締役
趣　　  味　バードウォッチング・シングルモルト
結婚記念日　平成９年１０月２２日

たかはし  　なおき

　二十年来の友人である佐伯会長からのお誘いは
義務であると感じ、この度新居浜ライオンズクラブに
入会させて頂くことになりました、金田智行でござい
ます。
　諸先輩方の長年のご活躍、社会貢献活動に敬

意を表し、身の引き締まる思いですが、まずは積極
的に出席し、ライオンズメンバーだと胸を張れるよう
日々勉強していきたいと思っております。
　今後とも宜しくお願い致します。

　平成２９年７月１６日（日曜日）、
新居浜カントリー倶楽部において、
晴天？猛暑？のなかゴルフ部会の月
例ゴルフに参加してまいりました。
　後藤部会長から届いた「月例
組み合わせ表」を見ると、私のハ

ンディキャップが３０.０に！このハンディなら優勝狙える
かもと甘い期待を抱きつつ、横の方に目をやると、
見慣れない＜取り切り戦＞と＜亡者杯＞なる資格者
欄があり、私の名前は＜取り切り戦＞の欄にありま
した。
　取り切り戦？ 何だろう？？
月例ゴルフには１２名のクラブ会員が参加し、私は
２番目の組で、土岐さん、永易さん、村上さんと一
緒に回らせて頂きました。
　「熱中症の危険有り、運動は原則禁止」との防
災速報が流れる中、皆さん汗を拭いながらのプレ
ーとなり、私も普段の運動不足を痛感しながら何と
か１８ホール回り切ることができました。

ありがとうございました。
　気になる優勝争いですが、お昼の情報で、真木
さんが素晴らしいスコアで回られていて、優勝間違
いなしとの噂を聞きましたので、優勝できるかもと甘
い期待を抱いた自分に恥じつつ、後半９ホールは
暑さとの戦いに変更になりました。
　無事にゴルフを終了し、１８時からの「なが満」
でのミーティングに参加しました。
　お楽しみの結果発表ですが、優勝はやはり真木

　この度、歴史ある新居浜ライオンズクラブに入会
させていただきました高橋尚毅です。
　佐伯会長、そして青野泰介さんとのご縁により皆
様とお知り合いになれたことを嬉しく思います。
　私は新居浜駅前でマンション経営とバー経営をし
ています。趣味はバードウォッチング、登山、広島
カープ、シングルモルトウイスキーです。
　広島カープに関してはお話の合う方がいるかどう
かまだわかりませんが、先日の入会式の懇親会で皆
様美味しそうにお酒を飲んでられたのでそちらのお
話はたくさんできると思います。

　そして、バードウォッチングと登山に関してですが、
私は愛媛、新居浜の美しい自然を愛してます。
美しい場所を訪れ、そこに放置されているゴミを見
るたびに心を痛めています。個人的にもできるだけ
ゴミは拾うように心がけてますが、新居浜ライオンズ
クラブに入会したことにより、さらに『美しい町新居
浜』を目指すため少しでも奉仕活動等で力になれ
ればと思います。
　これから先輩方の貴重な体験、お話をうかがい
ながら栄えある当クラブのメンバーにふさわしい活動
ができますよう努力しますので、今後ともよろしくお
願いします。

さんでした。スコアを聞いて納得です。真木さんお
めでとうございました。
　結果発表を楽しんでいると、私の体に異変が！
実は後半３ホールぐらいから体のいたるところの筋
肉がつりだして、運動不足なんだなぁと思っていた
のですが、とうとうミーティングの最中、右足全体が
つった状態になり激しい痛みに悶絶していたところ、
後藤部会長より「取り切り戦優勝者は譽田さんで

す！」との声。
　えつ！ 立てない！ 立たなきゃ！ 何とか賞品を頂きま
したが。
　後で分かったのですが、これ熱中症の初期症状
なんですね。
　皆さん暑い日が続きますが、熱中症にはくれぐれ
もご注意を！
　取り切り戦優勝本当にありがとうございました。
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　８月５日､念願の富士登山に挑んできました。
山登りなど全く興味もなく、近所のコンビニでも車を
使う私でしたが、いつの頃からか一度は富士山に
登ってみたいと思う気持ちが芽生えてきました。
　そんな時に知人から富士登山に行かないかと誘
われ今回チャレンジすることにしました。
　登山メンバーは知人３名に私と妻そして夏休みに
帰省している娘の計６名です。
　今回のルートは、山梨河口湖方面からバスで五
合目まで行き､そこから登山する吉田ルートという一
番初心者向けのコースにしました。それでも全歩行
距離１５㎞、所要時間は山頂のお鉢巡りを合わせる
と１０時間余りのコースです。
　心配していた台風５号も､願いが通じたのか九州
地方に接近していった為､まずまずの天候に恵まれ
ました。
　早朝５時半にバスにて五合目に向かい午前７時に
意気揚々と２,３０５ｍの五合目吉田口をスタートしまし
た。順調よく登っていましたが､３,１００ｍを超えてく
る八合目からは､酸素も薄くなり､体力も奪われ､一歩
一歩が重く心が折れそうになりました。
　しかし娘を励ます声を自分に言い聞かせながら､
また時折覗かせる雲海の切れ間の景色に励まされ
ながら山頂を目指しました。そしてスタートから６時

間半､やっとの思いで富士山頂上浅間大社に到着
した時には､言葉では言い表せない達成感と爽快
感に包まれ､今までの疲れも吹っ飛びました。
　昼食のおにぎりを食べ､約３㎞の火口を一周する
お鉢巡りをして､ついに剣が峰に到着。
　日本最高峰富士山３,７７６ｍの登頂を達成しまし
た。休憩後、１５時半より下山を開始し､五合目吉
田口に無事到着した時には１９時になろうとしており
､まさに１２時間の富士登山となりました。　　　
　今回の富士登山では富士山のすばらしさは勿論
の事、山登りの厳しさや楽しさを体験できました。
　機会があれば､ではなく､機会を作って､又色々な
山に登ってみたいと思っています。

間半､やっとの思いで富士山頂上浅間大社に到着

日本最高峰剣が峰　ジャンプして 3776.2m

富士山五合目吉田口にて山頂　浅間大社奥院にて
お鉢巡り　富士火口をバックに雲海から望む駿河湾

● 3,７76ｍ　富士山登頂！！●
　　　　　　　　　　第一副会長　伊 藤  龍 一
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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 1365 回　8 月第一例会
8月 9日（水）12 :15～ ユアーズ

第 1366 回　8 月第二例会
8月 23日（水）12 :15～ ユアーズ

■ライオンズの誓い唱和　譽田幸弘ライ
オン

■来訪者紹介　鈴木雅志直前会長
・2R－RC石川正人ライ

オン

・２R-GMT･GLT･FWT 会員委
　員  若狭 努ライ

オン

・２ R- 青少年･LCIF･ライオンズ
　クエスト委員  高原 章ライ

オン

・２R- 環境保全･保健福祉･アラ
　ート委員  越智 滋ライ

オン

■会長挨拶　佐伯澄男会長
■審議事項
１）会長アクティビティについて
２）環境保全委員会リサイクル運動について
３）１Ｚ４クラブ事務局統合Ｚ内協議参加について
４）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　１人当たり１,０００円拠出
５）第１回諮問委員会･ゾーンレベル会員委員会登録料について  
　８月１９日( 土 ) 開催 21,000 円（5,000 円×4名　1,000 円×1名）
６）地区ガバナー公式訪問登録料について
　９月２日( 土 ) 開催　３０,０００円 (6,000 円×5名 )　
７）第１回愛リバー・愛ロード決算報告について
８）７月第２夜間例会決算報告について
９）第１回献血･献眼予算案について　９月１０日（日）に実施します。
10）委員会開催日の変更について　
　青少年委員会８月１１日（金･祝）から１８日（金）に変更します。
11）出席１００％例会を目指して事前アンケートについて
■幹事報告
１）新会員について　中田君江さん
２）優待会員について　小松武道ライ

オン

３）第１回リジョン会議が８月５日（土）１３：３０～KS会館（四国中央市）
　で開催され白石誠一２Ｒ－１Ｚ・ＺＣが出席しました。
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６１名が参加しました。
５）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が
　８月１９日（土）１７：００からユアーズで開催されます。白石誠一２Ｒ
　－１Ｚ・ＺＣ、伊藤嘉秀２Ｒ－１Ｚ・ＺＣＡ、　佐伯澄男会長、伊藤龍一
　第１副会長、後藤達也幹事、福山宏会計、真木泰彦会員理事
　計画財務委員会サポート（神野雄太理事、有富正治委員）が出
　席されます。
６）２０１７～２０１８年度冬期ＹＣＥ交換について
　（派遣予定国）ニュージーランド・イタリア･クロアチア･スロベニア･マ
　レーシア　(8/8 締切 )
　（受入予定国）オーストラリア･ニュージーランド・イタリア･クロアチア･
　マレーシア　(9月中旬締切 )
　詳細につきましては事務局までお問合せ下さい。

７）九州北部地区集中豪雨被害への支援金について（キャビネットより
　報告）
　九州北部地区集中豪雨被害への支援金につきましては 336 複合地
　区にて拠出いたします。336-Ａ地区からは支援金の拠出はいたしま
　せん。
８）８月１４日（月）～１６日（水）事務局をお休みさせて頂きます。
■委員会報告
会員会則委員会　新会員、優待会員について
出席大会委員会　アンケート実施について
計画財務委員会　７月第二夜間例会報告
保健福祉委員会　９月１０日（日）実施の献血・献眼について
環境保全委員会　古書リサイクルについて
■出席報告　
　会員数５５名、出席４７名、欠席８名、出席率８５.５％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　８９,０００円
■ライオンズ・ローア
　塩見秀晴ライ

オン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ライオンズの誓い唱和　近藤充徳ライ
オン

■会長挨拶　佐伯澄男会長
■入会式　　
　第一生命新居浜駅前 オフィス長  
　中田 君江さん
■審議事項
　なし
■幹事報告
１）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が
　８月１９日（土）１７：００よりユアーズで開催されました。出席者は２Ｒ
　－１Ｚ･ＺＣ白石誠一、２Ｒ－１Ｚ･ＺＣＡ伊藤嘉秀、佐伯澄男会長、伊
　藤龍一第１副会長、後藤達也幹事、福山宏会計、真木泰彦会員
　理事、計画財務委員会サポート（神野雄太理事、有富正治委員）
　が出席しました。
２）地区ガバナー公式訪問が９月２日（土）１４：３０からホテルグランフ
　ォーレで開催されます。出席者は２Ｒ－１Ｚ･ＺＣ白石誠一、２Ｒ－１Ｚ･Ｚ
　ＣＡ伊藤嘉秀、佐伯澄男会長、伊藤龍一第１副会長、後藤達也
　幹事、福山宏会計、真木泰彦会員理事が出席します。
３）第１回献血・献眼が９月１０日（日）１０：００よりイオンモール新居浜
　駐車場で行われます。
４）日比祭り打合せ会が８月１６日（水）ダバオ市ミンダナオ国際大学で
　行われ、佐伯澄男会長が出席しました。
５）会長国際アクティビティ参加者募集について
　日　程　１０月１２日（木）～１５日（日）
　締　切　９月２０日（水）
　日程の詳細（予定）及び参加して頂ける方は事務局まで。
■委員会報告
　保健福祉委員会　９月１０日（日）の献血・献眼登録について
　環境保全委員会　古書リサイクルについて
■出席報告
　会員数５６名　出席者５１名　欠席５名　出席率 91.1%
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション83,000 円
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新 居 浜
新居浜中央
新居浜別子
新居浜ひうち

計

ク ラ ブ 名 会 員 数 純出席率 メークアップ 労力奉仕 金額奉仕
Ａ  Ｃ  Ｔ

２Ｒ－１Ｚ  アクティビティ報告書 (８月分 )

５６
３３
２７
３６
１５２

20
300
0
2

322

0
310,000
5,603
32,000
347,603

88.3
86.4
79.6
85.9
85.0

92.8
90.9
90.8
88.7
90.8

名 ％ ％ Ｈ 円

8月 13 日(日)　　新居浜CC

４９
４２ ４４

４９
５３
５６

４５
５２

８６
 ９８
 ９８
１０８

  ３１.３
２４.４

   ２９.０
３１.０

６１.６
６６.７
６９.０

土 岐 計 一 ７７.０

大 石 隆 憲

神 野 雄 太

藤 縄 洲 二

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

９月 誕生日おめでとうございます
小松武道、真鍋憲夫、福山　宏、石川　稔、伊藤嘉秀、

能瀬伸一、青野泰介、上野　剛、青野淳助

9 月 結婚記念日おめでとうございます
新田久司、能瀬伸一

行  事  予  定

ゾーン・地区・国際協会の動き
9 月　２日（土）14:30 ～　ホテルグランフォーレ
　地区ガバナー - 公式訪問
９月１６日（土）13:00 ～ 徳島県立総合福祉センター
　ＧＭＴ・ＦＷＴ研修会

・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会　 　９月１１日（月）18:30 ～　商工会館 3F
９月第 1例会　　　９月１３日（水）12:15 ～　ユアーズ
９月第２例会　　　９月２７日（水）12:15 ～　ユアーズ
・委員会
出席大会委員会　　９月　１日（金）18:30 ～　事務局
環境保全委員会　　９月　５日（火）18:30 ～　事務局
会員会則委員会　　９月　６日（水）18:30 ～　事務局
計画財務委員会　　９月　７日（木）18:30 ～　事務局
青少年委員会　　　９月　８日（金）18:30 ～　事務局
保健福祉委員会　　９月１４日（木）18:30 ～　事務局
PR広報委員会　　 ９月２８日（木）18:30 ～　事務局
・クラブ・その他行事予定
９月１０日（日） 10:00 ～　イオンモール新居浜駐車場
　第 1回献血・献眼登録
９月２１日（木） 10:30 ～　平形橋北側歩道
　平成２９年秋の全国交通安全運動「人の輪作戦」
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　　９月１０日（日）10:25 ～　  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　　　９月２２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
　

■ライオン･テーマー　 松 浦  一 雄　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

１９１７年：メルビン・ジョーンズと仲間のシカ
ゴの実業家が、社会をよりよくするためにラ
イオンズクラブを設立しました。
第１回の大会はテキサス州ダラスのアドルフ
ァス・ホテルで開催されました。
１９２０年：ライオンズクラブはカナダのオンタ
リオ州ウィンザーにクラブを結成し、国際的な団
体となりました。
１９２５年：オハイオ州セダーポイントで開催され
たライオンズクラブ国際大会で、ヘレン・ケラー
はライオンズに「盲人のために暗闇と闘う騎士」
となるよう呼び掛けました。
１９２６年：極地探検家でありワシントン DC ライ
オンズクラブの会員であるリチャード・イヴリン・
バード・ジュニア少将が、航空機で北極点到達
を成し遂げ、ライオンズの旗をもたらしました。ま
た同じ年に南極への飛行にも成功しました。
１９３０年：ライオン・ジョージ・ボナムは、盲人
の男性が道を渡ろうとして困っている姿を見掛
け、杖を白く塗り幅広の赤い帯を付けて、目の不
自由な人々を支援しました。
１９３１年：ライオンズは南に向かい、メキシコの
ヌエボ・レオンにクラブを設立しました。
第１回国際大会が、米国外であるカナダのオンタ
リオ州トロントで開催されました。
１９３３年：シカゴの世界博覧会に訪れた人々は、
社会科学部門でライオンズクラブについて知りまし
た。

１９３５年：ニューヨークシティ・ライオンズク
ラブの名誉会員、アメリア・イアハートは、
メキシコシティーで開催されたライオンズク
ラブ国際大会の期間中に、ロサンゼルス
からメキシコまでの無着陸飛行を達成しま
した。
地元のライオンズは、目の不自由な人が耳で

話を聞けるオーディオ・ブックをミルウォーキーの
公立図書館に寄付しました。
１９３９年：デトロイト・アップタウン・ライオンズク
ラブの会員は、ミシガン州の農家を目の不自由な
人のための盲導犬の訓練施設に改装し、盲導
犬を世界に広めました。
ペンシルバニア州ウィリアムズポートに住むライオ
ン・カール・エドウィン・スコッツは、子供向けの
野球プログラムを組織しようと、ライオンズクラブ、
YMCA、その他の地域のパートナーに協力を求
めました。１９３９年６月６日、第１回リトルリーグ・
ベースボールの試合がウィリアムズポートのパーク
ポイントで開催されました。
１９４４年：世界初のアイバンクがニューヨーク市
に設立されました。現在のアイバンクの多くはライ
オンズが資金援助を行っています。
１９４５年：ライオンズは国連憲章の草稿作成を
支援し、それから長く続く国連と絆が生まれまし
た。
１９４６年：ワイオミング州キャスパー山で第１回ラ
イオンズ視覚障害者向けキャンプが開催され、盲目

の子供たちが招かれました。
１９４７年：１０月にライオンズはニューヨーク市ウォル
ドーフ・アストリア・ホテルで協会の３０周年を祝賀
しました。当時すでに世界最大の奉仕クラブ組織と
なっていたライオンズクラブは、１９か国 324,690 人
の会員を擁していました。
ライオンズは国連の経済社会理事会の顧問となりま
した。
１９４８年：第二次世界大戦のわずか３年後に、欧
州初のライオンズクラブがスウェーデンのストックホル
ムに設立されました。数日後には、スイスのジュネ
ーブにもライオンズクラブが設立されました。
ハワイ、モラカイ島のカウラパパにもライオンズクラブ
が設立されました。カウラパパはハンセン病コロニ
ーで、チャーター・メンバーは全員ハンセン病患者
でした。
１９５２年：フィリピンのライオンズの働きかけによっ
て、日本で最初のライオンズクラブが結成されました。
１９５４年：世界中のライオンズから募集した結果、
モットー「We Serve（われわれは奉仕する）」が
正式に選ばれました。このモットーはカナダ、オンタ
リオ州フォントヒルのライオン・D・A・スティーブン
ソンの発案によるものです。
１９５６年：デトロイト・ライオンズクラブは、６歳の
スティービー・ワンダーにドラム・セットをクリスマス・
プレゼントとして贈りました。
南極にアムンゼン・スコット基地が建設されました。
その後まもなく、１６人の科学者と軍関係者が、フィ
フティーナイナーズ・ライオンズクラブを結成しました。
１９５７年：ライオンズはレオクラブを含む青少年プロ
グラムをスタートしました。
１９６５年：アリゾナ州フォート・トーマスにメルビン・
ジョーンズ記念館が設立されました。

１９６８年：ライオンズクラブ国際財団（LCIF）が
設立されました。LCIF は設立以来、ライオンズの
人道奉仕に 8 億 2,600 万ドル以上の資金援助を行
ってきました。
１９７１年：LCIF は 20 年間シカゴの中心街に拠点
を置いていましたが、4 か所目であり最終的な拠点
となるイリノイ州オークブルックに本部を移転しまし
た。
１９７２年：LCIF は最初の交付金として 5,000ドル
を拠出し、サウスダコタの洪水被災者を支援しまし
た。
１９７３年：2 月に国際協会は 100 万人目の会員を
迎えました。
１９７７年：ジョージア州のピーナッツ農家、ライオン
のジミー・カーターが、アメリカ合衆国の大統領に
就任しました。
１９８５年：LCIF は最初の大災害援助交付金とし
て 50,000 ドルを、メキシコで発生した地震被害の
救援のために承認しました。
１９８６年：マザー・テレサがライオンズ人道主義大
賞を受賞しました。
１９８７年：国際協会は付則を修正し、女性会員の
招聘を開始しました。現在は、女性の会員区分が
最も急速に拡大しています。
１９６５年：アリゾナ州フォート・トーマスにメルビン・
ジョーンズ記念館が設立されました。
１９９０年：視力ファーストがスタートし、失明の主要
な原因を根絶するために、4 億 1,500 万ドル以上
の募金を集めました。
フランスのライオン・マイケル・ボリーは、電動自動
車の開発に投資し、グランプリに参加しました。

8 月理事・委員長会
8月 7日（月）18:30～ 商工会館3F研修室

●会長挨拶　佐伯澄男会長
●審議事項
１）新会員について
２）優待会員について　小松武道ライオン
３）会長アクトについて　佐伯会長より説明あり
４）環境保全委員会リサイクル運動について
５）２Ｒ－１Ｚ４クラブ事務局統合についてゾーン内協議参加について説
　明あり
６）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
　佐伯会長より説明あり１人当たり１,０００円拠出をして欲しい。
７） 第１回諮問委員会･ゾーンレベル会員委員会登録料について
　 8月19日( 土 ) 開催され 5,000 円×4名、1,000 円×1名
８）地区ガバナー公式訪問登録料について９月２日( 土 ) 開催されます。
　三役、第一副会長、会員会則委員長が出席します。
　３０,０００円　(6,000 円×5名 )　拠出します。
９）第１回愛リバー・愛ロード決算報告について
10）７月第２夜間例会決算報告について
12）第１回献血･献眼予算案について　9月10日予定
13）委員会開催日の変更について　
　青少年委員会８月１１日（金･祝）から１８日（金）に変更する。
12） 出席 100％例会を目指して事前アンケートについて

●幹事報告
１）第１回リジョン会議が８月５日（土）１３：３０よりKS会館（四国中央市）
　で開催され白石誠一２Ｒ－１Ｚ･ＺＣが出席しました。
２）岡部歩乃佳選手と会員の集いが８月６日（日）18:30 よりユアーズ 
　で開催され参加者６１名でした。
３）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が８月
　１９日（土）17:00よりユアーズで開催されます。白石誠一２Ｒ－１Ｚ･ＺＣ、
　伊藤嘉秀２Ｒ－１Ｚ･ＺＣＡ、　佐伯澄男会長、伊藤龍一第１副会長、
　後藤達也幹事、福山宏会計、真木泰彦会員理事、計画財務委
　員会サポート（神野雄太理事、有富正治委員）が出席されます。
４）２０１７～２０１８年度冬期ＹＣＥ交換について　(9月中旬締切 )
　（派遣予定国）ニュージーランド・イタリア･クロアチア･スロベニア･
　　　　　　　  マレーシア(8/8 締切 )
　（受入予定国）オーストラリア･ニュージーランド・イタリア･クロアチア
　　　　　　　  マレーシア
　詳細につきましては事務局までお問合せ下さい。
５）九州北部地区集中豪雨被害への支援金について（キャビネットより
　報告）
　九州北部地区集中豪雨被害への支援金につきましては 336 複合地
　区にて拠出いたします。336-Ａ地区からは支援金の拠出はいたしま
　せん。
６）８月１４日（月）～１６日（水）事務局をお休みさせて頂きます。

●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　100％例会について
計画財務委員会　７月第２夜間例会決算報告
青少年委員会　　岡部歩乃佳選手と会員の集いについて
保健福祉委員会　９月献血・献眼について
環境保全委員会　第１回愛リバー・愛ロード決算報告

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
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■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

●● ８月第一例会 ●●
石川 正人  2R-RC
若狭 　努  2R-GMT･GLT･FWT･会則委員　
高原 　章  2R- 青少年･LCIF･ライオンズクエスト委員
越智 　滋  2R- 環境保全･保健福祉･アラート委員
佐伯　澄男　石川正人 2R-RCをはじめ地区委員の皆様のご来訪を心
　　　　　　より歓迎します。
後藤　達也　2R-RC 石川正人様はじめ地区役員の皆様のご来訪に
　　　　　　感謝します。
福山　　宏　ご来訪ありがとうございます。
岡田　賢治　石川 2R-RC、各委員の皆様方の来訪を歓迎します。
加藤　久博　石川2R-RCはじめ地区委員の皆様のご来訪に感謝致します。
白石　誠一　来訪者に感謝します。
鈴木　雅志　石川 2R-RCはじめ地区役員の皆様の例会訪問に感謝
大竹　崇夫　来訪者に感謝致します。
伊藤　龍一　2R リジョンチアパーソン石川正人様をはじめ役員の皆様
　　　　　　のご来訪を歓迎致します。　
有富　正治　石川2R-RCはじめ地区役員の皆様を歓迎致します。
真鍋　憲夫　本日は第 72 回長崎原爆慰霊祭です。平和の尊さと亡く
　　　　　　なられた犠牲者のご冥福をお祈り申し上げます。来訪者
　　　　　　の皆様を歓迎致します。
岡村真里哉　台風も大きな影響なく過ぎて良かったです。残暑厳しい
　　　　　　毎日ですがお身体ご自愛下さい。
永易　明洋　来訪者を歓迎します。暑中お見舞い申し上げます。
松浦　一雄　336-A 地区 2Rの役員の皆様の来訪を歓迎致します。
村上　博昭　来訪者を歓迎致します。　　　
神野　雄太　来訪者を歓迎します。
高橋　尚毅　昨日、8月8日に私の経営するバータイニーバブルスが 8
　　　　　　周年を迎える事が出来ました。皆様のご指導の元更に
　　　　　　努力し社会奉仕に活かしたいと思います。
村上順一郎　来訪者へ感謝。
石川　　稔　昨日の大洗高校のマーチングバンドの公演は最高でした。
　　　　　　今日は議会用務で早退させていただきます。すみません。
金田　智行　後藤達也ライフの方に感謝致します。
伊藤　久門　連日暑い日が続きます。皆さんご自愛いただき猛暑を乗り
　　　　　　切って下さい。
宇野　博文　暑い日が続きます。もう 1 週間もすれば朝夕が涼しくなり
　　　　　　寝やすくなります。頑張りましょう。
大上　幸雄　先日は「岡部歩乃佳選手と会員の集い」に多くの皆様
　　　　　　にご出席ご協力いただきました。誠に有難うございました。
古川　貴章　来訪者の方に感謝します。
塩見　秀晴　共霊界に来るときバイク集団 BUSA NET と言う団体に
　　　　　　遭遇しました。10 台くらい居たかなあ。こんなんで飛び
　　　　　　回れるのも良いなあ～と思いました。
石川　敏則　来訪者を歓迎します。
能瀬　伸一　来訪者の皆様に心より感謝申し上げます。
・・・石川正人2R-RCはじめ地区役員の皆様のご来訪を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　歓迎致します・・・
真木泰彦 / 近藤盛文／上野　剛／新田久司／岡田浩二／譽田幸弘
／青野泰介
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●● ８月第二例会 ●●
佐伯　澄男　中田君江さんの入会を心より歓迎します。共に頑張って
　　　　　　いきましょう！！
後藤　達也　中田さんのご入会を祝して！
岡田　賢治　新会員の入会を歓迎します。
福山　　宏　新会員さん入会おめでとうございます。
白石　誠一　ゾーン会議設営、計画財務委員会さんお手伝いありが
　　　　　　とうございました。
有富　正治　先週の金曜日、車で広島へ日帰り旅行をしてきました、　
　　　　　　疲れました。皆様にこの疲れをお分けしたいです、新会
　　　　　　員の御入会を歓迎いたします。
近藤　充徳　季節の変わり目、何卒ご自愛ください、中田様のご入会
　　　　　　を祝します、ご活躍をお祈り申し上げます。
真鍋　憲夫　暑中お見舞い申し上げます。新会員の御入会を歓迎致
　　　　　　します。ウィサーブ！
伊藤　嘉秀　暑い日が続きます、皆さんお体ご自愛下さい。
中田　君江　今回初めての参加となりました。一言！！頑張ります。
岡田真里哉　中田君江さんの入会を心より歓迎致します、宜しくお願
　　　　　　いします。
宇野　博文　残暑厳しい日が続きます、雨量も思ったより少なく庭の水
　　　　　　やりも気が抜けません、ライオンズでいただいた樹が元
　　　　　　気でいる事を確認する毎日です。
塩見　秀晴　暑い夏ももう少しです。元気で過ごしましょう。8/25 レク
　　　　　　バレー練習あります、よろしくお願いします。
永易　明洋　新入会員を歓迎します、ご活躍をお祈りします。
大竹　崇夫　中田君江さんの入会を祝福致します。
鈴木　雅志　中田さん入会おめでとうございます、ともにウィサーブで
　　　　　　頑張りましょう。
加藤　久博　中田さんの入会を歓迎して！
伊藤　龍一　中田君江さんの入会を歓迎いたします。
杉田　友裕　新会員、中田さんの入会を祝して。
金田　智行　中田君江さん入会おめでとうございます。
古川　貴章　中田さん入会おめでとうございます。
村上順一郎　新会員さんを歓迎致します。
真木　泰彦　中田君江さんの入会を祝福します。
藤縄　洲二　中田さんの入会を祝って。
近藤　盛文　中田さんの入会歓迎いたします。
大上　幸雄　中田君江さんの御入会を心より歓迎いたします。
譽田　幸弘　御入会おめでとうございます、よろしくお願い致します。
能瀬　伸一　中田さんの入会を祝して！
山下　邦俊　新入会員を歓迎します。
村上　博昭　新会員、中田さんの入会を歓迎いたします。
松浦　一雄　中田君江さんの入会を歓迎します。
岡田　浩二　中田さん入会おめでとうございます。仕事のため早退し
　　　　　　ます。
高橋　尚毅　首を寝違えて 3 週間全く首の回らない生活から、今日よ
　　　　　　うやく脱出し、今日の会に出席する前に、久しぶりに水
　　　　　　泳をしてきました。健康に感謝すると共に、この健康を
　　　　　　社会奉仕に活かしたいと思います。
・・・中田君江さんご入会おめでとうございます・・・
青野泰介 / 上野 剛 / 大石隆憲 / 高橋在錫 / 土岐敏勝 / 新田久司
齋藤陽二朗

ズ ブ 会 新 浜 ズ ブ

ライオンズの歴史　その 1 (1917 ～ 1990 年 )　会 長　佐 伯  澄 男

〈次ページへ続く〉

１９１７年：メルビン・ジョーンズと仲間のシカ
ゴの実業家が、社会をよりよくするためにラ
イオンズクラブを設立しました。
第１回の大会はテキサス州ダラスのアドルフ
ァス・ホテルで開催されました。
１９２０年：ライオンズクラブはカナダのオンタ
リオ州ウィンザーにクラブを結成し、国際的な団
体となりました。
１９２５年：オハイオ州セダーポイントで開催され
たライオンズクラブ国際大会で、ヘレン・ケラー
はライオンズに「盲人のために暗闇と闘う騎士」
となるよう呼び掛けました。
１９２６年：極地探検家でありワシントン DC ライ
オンズクラブの会員であるリチャード・イヴリン・
バード・ジュニア少将が、航空機で北極点到達
を成し遂げ、ライオンズの旗をもたらしました。ま
た同じ年に南極への飛行にも成功しました。
１９３０年：ライオン・ジョージ・ボナムは、盲人
の男性が道を渡ろうとして困っている姿を見掛
け、杖を白く塗り幅広の赤い帯を付けて、目の不
自由な人々を支援しました。
１９３１年：ライオンズは南に向かい、メキシコの
ヌエボ・レオンにクラブを設立しました。
第１回国際大会が、米国外であるカナダのオンタ
リオ州トロントで開催されました。
１９３３年：シカゴの世界博覧会に訪れた人々は、
社会科学部門でライオンズクラブについて知りまし
た。

１９３５年：ニューヨークシティ・ライオンズク
ラブの名誉会員、アメリア・イアハートは、
メキシコシティーで開催されたライオンズク
ラブ国際大会の期間中に、ロサンゼルス
からメキシコまでの無着陸飛行を達成しま
した。
地元のライオンズは、目の不自由な人が耳で

話を聞けるオーディオ・ブックをミルウォーキーの
公立図書館に寄付しました。
１９３９年：デトロイト・アップタウン・ライオンズク
ラブの会員は、ミシガン州の農家を目の不自由な
人のための盲導犬の訓練施設に改装し、盲導
犬を世界に広めました。
ペンシルバニア州ウィリアムズポートに住むライオ
ン・カール・エドウィン・スコッツは、子供向けの
野球プログラムを組織しようと、ライオンズクラブ、
YMCA、その他の地域のパートナーに協力を求
めました。１９３９年６月６日、第１回リトルリーグ・
ベースボールの試合がウィリアムズポートのパーク
ポイントで開催されました。
１９４４年：世界初のアイバンクがニューヨーク市
に設立されました。現在のアイバンクの多くはライ
オンズが資金援助を行っています。
１９４５年：ライオンズは国連憲章の草稿作成を
支援し、それから長く続く国連と絆が生まれまし
た。
１９４６年：ワイオミング州キャスパー山で第１回ラ
イオンズ視覚障害者向けキャンプが開催され、盲目

の子供たちが招かれました。
１９４７年：１０月にライオンズはニューヨーク市ウォル
ドーフ・アストリア・ホテルで協会の３０周年を祝賀
しました。当時すでに世界最大の奉仕クラブ組織と
なっていたライオンズクラブは、１９か国 324,690 人
の会員を擁していました。
ライオンズは国連の経済社会理事会の顧問となりま
した。
１９４８年：第二次世界大戦のわずか３年後に、欧
州初のライオンズクラブがスウェーデンのストックホル
ムに設立されました。数日後には、スイスのジュネ
ーブにもライオンズクラブが設立されました。
ハワイ、モラカイ島のカウラパパにもライオンズクラブ
が設立されました。カウラパパはハンセン病コロニ
ーで、チャーター・メンバーは全員ハンセン病患者
でした。
１９５２年：フィリピンのライオンズの働きかけによっ
て、日本で最初のライオンズクラブが結成されました。
１９５４年：世界中のライオンズから募集した結果、
モットー「We Serve（われわれは奉仕する）」が
正式に選ばれました。このモットーはカナダ、オンタ
リオ州フォントヒルのライオン・D・A・スティーブン
ソンの発案によるものです。
１９５６年：デトロイト・ライオンズクラブは、６歳の
スティービー・ワンダーにドラム・セットをクリスマス・
プレゼントとして贈りました。
南極にアムンゼン・スコット基地が建設されました。
その後まもなく、１６人の科学者と軍関係者が、フィ
フティーナイナーズ・ライオンズクラブを結成しました。
１９５７年：ライオンズはレオクラブを含む青少年プロ
グラムをスタートしました。
１９６５年：アリゾナ州フォート・トーマスにメルビン・
ジョーンズ記念館が設立されました。

１９６８年：ライオンズクラブ国際財団（LCIF）が
設立されました。LCIF は設立以来、ライオンズの
人道奉仕に 8 億 2,600 万ドル以上の資金援助を行
ってきました。
１９７１年：LCIF は 20 年間シカゴの中心街に拠点
を置いていましたが、4 か所目であり最終的な拠点
となるイリノイ州オークブルックに本部を移転しまし
た。
１９７２年：LCIF は最初の交付金として 5,000ドル
を拠出し、サウスダコタの洪水被災者を支援しまし
た。
１９７３年：2 月に国際協会は 100 万人目の会員を
迎えました。
１９７７年：ジョージア州のピーナッツ農家、ライオン
のジミー・カーターが、アメリカ合衆国の大統領に
就任しました。
１９８５年：LCIF は最初の大災害援助交付金とし
て 50,000 ドルを、メキシコで発生した地震被害の
救援のために承認しました。
１９８６年：マザー・テレサがライオンズ人道主義大
賞を受賞しました。
１９８７年：国際協会は付則を修正し、女性会員の
招聘を開始しました。現在は、女性の会員区分が
最も急速に拡大しています。
１９６５年：アリゾナ州フォート・トーマスにメルビン・
ジョーンズ記念館が設立されました。
１９９０年：視力ファーストがスタートし、失明の主要
な原因を根絶するために、4 億 1,500 万ドル以上
の募金を集めました。
フランスのライオン・マイケル・ボリーは、電動自動
車の開発に投資し、グランプリに参加しました。

カ

タ
な団
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編 集 後 記
　　　　佐伯会長の下、「歴史の継承と未来への創造 We Serve」をスロ
ーガンに新しい年度が始まっております。私自身も、過去の反省点を
踏まえつつ、会長スローガンを胸に日々 躍進してまいりたいと考えてお
ります。さて、税制におきましても大きな改正がありました。
　いわゆる「配偶者控除の１０３万円の壁」を１５０万円に引き上げる
というものです。この改正によりパート主婦が今よりも長い時間働ける
ようになるというもので、平成３０年１月からの実施となります。
　平成２９年度所得税改革の柱でもありますので、その効果に期待
したいところです。
　皆様、秋の気配が近づいておりますが、お体に気を付けて頑張っ
ていきましょう。　　　　　　　　　　　　　　　譽田 幸弘
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