
伊藤　龍一　奥嶋啓一郎君のご入会を心より歓迎致します。We Serve　
　　　　　　で一緒に頑張りましょう。
能瀬　伸一　奥嶋君の入会を祝して。
岡田　賢治　新会員の入会を歓迎します。
大竹　崇夫　奥嶋啓一郎さんの入会を心より歓迎致します。
金田　智行　奥嶋君の入会おめでとうございます。岡部歩乃佳選手のア
　　　　　　ジアパラリンピックの出場を祝して。
山口　　泰　8月 27 日（月）アテローム血栓性脳梗塞と診断され入院し
　　　　　　クラブと伊藤会長と能瀬幹事にお見舞いをいただきクラ
　　　　　　ブの皆様にご迷惑をかけすみません。
後藤　達也　奥嶋さん入会おめでとうございます。10/24 は家族会とな
　　　　　　っております。なるべく多くの参加お願い致します。
佐伯　澄男　奥嶋さんのご入会を心より歓迎します。活躍を期待してい
　　　　　　ます。
有富　正治　新会員奥嶋さんの入会を歓迎致します。
永易　明洋　奥嶋さんの入会を歓迎します。
徳村　　明　めっきり朝夕が寒くなりました。ただ大型の台風の動きが
　　　　　　気になります。防災と健康に留意しましょう。
宇野　博文　この数日、秋の花粉の飛散が多く鼻水が止まりません。お祭り
　　　　　　前までガマンの日々が続いています。頑張ろう！
塩見　秀晴　11/3 のレクバレー大会参加、応援宜しくお願い致します。
高橋　尚毅　奥嶋さん新居浜ライオンズクラブご入会おめでとうござ
　　　　　　います。共に力を合わせ社会貢献しましょう。
青野　泰介　最近少し太った能瀬幹事、今日は少し寝癖もついていま　
　　　　　　す。どうしたのかな？心配です。
伊藤　嘉秀　奥嶋さんのご入会を心より歓迎致します。
近藤　充徳　入会おめでというございます。
鈴木　雅志　新会員、奥嶋さんの入会を祝して。
真鍋　憲夫　新入会員の入会を祝して。共に同志としてウイサーブ！し
　　　　　　ましょう。
杉田　友裕　新会員奥嶋さんの入会を心より歓迎致します。
譽田　幸弘　奥嶋さん入会おめでとうございます。宜しくお願い致します。
神野　雄太　新会員入会を歓迎します。
村上　博昭　新会員奥嶋君の入会を歓迎致します。
松浦　一雄　奥嶋さんの入会を歓迎しご活躍を祈念いたします。
山下　邦俊　新入会員を歓迎します。
・・・奥嶋啓一郎さんのご入会を心より歓迎いたします・・・
大石隆憲／伊藤久門／高橋在錫／中田君江／上野　剛
大上　幸雄　奥嶋君、入会おめでとうございます。心より歓迎いたします。

伊藤　龍一　塩見委員長、大竹委員長の卓話に感謝致します。岡部歩乃佳
　　　　　　選手アジアパラ日本代表決定おめでとうございます。ご活
　　　　　　躍をお祈り申し上げます。
岡田　賢治　だいぶ涼しくなりました。卓話に感謝。
能瀬　伸一　本日の塩見委員長のお話で出席率が向上することを期待し
　　　　　　て。
古川　貴章　2Rガバナー公式訪問お疲れ様でした。
大竹　崇夫　有意義な事業に使って下さい。
白石　誠一　本日は都合で早退します。申し訳ありません。
佐伯　澄男　塩見委員長、大竹委員長の卓話に感謝します。
青野　泰介　少し涼しくなりました。今朝はちょっとジョギングをしてみ
　　　　　　ました。能瀬幹事のようにスマートな身体になることが夢で
　　　　　　す。何でも出来る人なんだから、ゴルフもすれば良いのに。
後藤　達也　ハヅキルーペ発案者の青野さん委員長 1 年生の私を鼓舞す
　　　　　　るために計画してくれました。普段はののしり合い、けなし
　　　　　　会う程仲悪いですが今回は感謝しております。
有富　正治　会員会則委員長・大竹さん、出席大会委員長・塩見さんお二人
　　　　　　の卓話に感謝して！ドネちゃん（ドネーション）とメイちゃん
　　　　　　（メーキャップ）が兄弟でないことが明確になりました。
金田　智行　岡部歩乃佳ちゃんの壮行会に一人でも多くのご出席宜しく
　　　　　　お願い致します。
永易　明洋　岡部歩乃佳さんパラリンピック出場おめでとうございます。
徳村　　明　西日本各地の台風による水害また北海道地震による被害等
　　　　　　今月は天災が相次いでありました。お見舞い申し上げると
　　　　　　共に防災に心がけましょう。
福山　　宏　10月の藤縄さんホールインワンコンペを宜しくお願いします。
真鍋　憲夫　全米女子プロテニス大会で日本女子選手で初の女王に輝い
　　　　　　た大阪なおみ選手の偉業に感動しました。夢を追いかけて
　　　　　　更に上を目指して欲しいです。 
鈴木　雅志　大阪なおみ全米オープンに優勝！日本人初の快挙に感動し
　　　　　　ました。
塩見　秀晴　卓話させて頂きました。ご清聴有難うございました。
宇野　博文　今年も秋の花粉が飛び出しました。約 1ヶ月ガマンの日が
　　　　　　続きます。
藤縄　洲二　先日、口や跡公民館の観月会に行きました。あいにくの曇り
　　　　　　でしたがいもたきをいただいて絵に描いた満月を見て、マ
　　　　　　ンドリンの演奏を聴いて良い夜でした。
近藤　充徳　朝夕少し冷たくなって参りました。
神野　雄太　6ヶ月ぶりに来月からゴルフ出席します。よろしく！
伊藤　嘉秀　岡部歩乃佳選手のアジアパラ出場をお祝い致します。
高橋　尚毅　歩乃佳ちゃんのアジアパラ出場決定しました。おめでとう
　　　　　　ございます。更にメダルも獲得してもう一度おめでとうと
　　　　　　言えますように！
松浦　一雄　台風 21 号と北海道胆振東部地震で被災された方々にお見
　　　　　　舞い申し上げます。
小野　周平　別子ライオンズさんの 30 周年事業へ MC 広報委員会とし
　　　　　　て取材に行くことになりました。初めて記事を書くのです
　　　　　　がお手柔らかにお願いします。
譽田　幸弘　塩見委員長、大竹委員長、卓話をいただき有難うございまし
　　　　　　た。メイクアップ、ファイン、会費、ドネーション等よく理解
　　　　　　することが出来ました。
加藤　久博　卓話に感謝して。
大上　幸雄　大竹委員長、塩見委員長、卓話お疲れ様でした。

・・・塩見秀晴出席大会委員長、大竹崇夫会員会則委員長の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卓話に感謝して・・・
上野　剛／岡田浩二／真木泰彦／高橋在錫／土岐敏勝／村上博昭／村上
順一郎／山下邦俊

Ｃドラゴン先生

M o n t h l y  B u l l e t i n

E-mail .   ni ihama@204-lc .club URL.   http://www.204-lc .c lub

■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

ドネーショントピックス

9 月第 1 例会
No.645

vol.58-4

10
2018

国際会長テー
マ

編集後記

会長スローガ
ン

友愛・団結・継承

336-A 地区 ガバナ
ースローガン

　　　　　 
キーワード

We Serve
We Serve

No try
   No change!

ライオンズグラブにはたくさんの専門用語があります。
その用語は、時代の移り変わりにより、さまざまに変わっていきます。ライオンズ用語解説

9 月第 2 例会

和「Wａ」

　  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  伊藤 龍一　幹事  能瀬 伸一  会計  岡田 賢治
発行責任者　ＭＣ広報委員長　天野  淳 

　         

　今月も台風の話になってしまいますが、12 号、15 号、20 号、21 号に続
き24 号が今年 6 個目の上陸です。これは平年の 2 倍以上の上陸数と
いわれております。
　今年の1月3日に発生した台風 1号、3月には台風 3号、8月12日
からは5日連続で台風が発生。
　台風 7号は「平成 30 年 7月豪雨」と命名され、12 号は「逆走台風」と
呼ばれました。20 号、21 号は強い勢力で上陸し大雨と暴風で大きな被
害を出すこととなった。
　先日の 24 号の上陸も大雨と暴風でテレビの速報が新居浜市内の各
地の避難警報を知らせていた。
　この編集後記を書いているとき、台風 25 号が発生したと知る。
来月の編集後記も台風の話か？　　　　　　　　　　　　　山

【出席メーク・アップ】
例会をやむを得ず欠席した場合､例会の前後１３日以内に以下のいずれかの会合に出席
してメーク・アップしなければなりません。①他クラブの例会、所属クラブの理事会。②所属ク
ラブの委員会。③所属クラブのアクティビティ。④リジョン・ゾーンの会合。⑤国際大会や地区
大会などの会合。メーク・アップ後の欠席は、出席扱いとなります。

【ライオン・テーマー】
例会にて司会進行を務める役職ですが、一番の役目は、クラブの所有物及び
備品の管理を行う責任者です。例会が定刻開催できるように早めに着き準備
をし､終了後は所定の保管場所に返還する責任があります。配布資料を配
ったりすることも含まれます。計画財務委員会がこの職務をサポートします。

【ライオンズデー】
１９１７年メルビン・ジョーンズの呼びかけで立ち上がったライオンズクラブが、ダ
ラスで第一回大会を開催した１０月８日を「世界ライオンズ奉仕デー」と定めました。
単に記念日でなくライオニズムを履行する日となっています。新居浜ライオンズクラブ
も毎年曜日に関係なく、１０月8日に１ゾーン早朝合同例会を持ち回りで開催して、清掃
奉仕活動を行っています。(今年は、中央公園で６時からです)



・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会　　１０月　１日（月）18:30 ～　商工会館 3F
１０月第 1例会　 　１０月　８日（月）   6 :00 ～　中央公園
　　（世界ライオンズデー１Ｚ合同早朝例会）
１０月第２夜間例会１０月２４日（水）12:15 ～　ユアーズ
　　（家族会）
・委員会
計画財務委員会　　１０月　２日（火）18:30 ～　事務局
会員会則委員会　　１０月　３日（水）18:30 ～　事務局
MC広報委員会　　１０月　４日（木）18:30 ～　事務局
環境保全委員会　　１０月　８日（月）例会終了後　中央公園
保健福祉委員会　　１０月１０日（水）18:30 ～　事務局
青少年委員会　　　１０月２３日（火）18:30 ～　事務局　
出席大会委員会　　１０月２５日（木）18:30 ～　事務局
・クラブ・その他行事予定
１０月　８日（月･祝）6:00 ～　新居浜市中央公園
　世界ライオンズデー（10 月第 1例会）
１０月１２日（金）10:00 ～　えひめ学園
　平成 30 年度えひめ学園秋季運動会
１０月２４日（水）18:00 ～　ユアーズ
　家族会（10月第２例会）ユアーズ 例会18:00 ～ 家族会18:30 ～
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　１０月９日（日）   9 :57 ～       新居浜ＣＣ
　　（藤縄洲二ホールインワン記念コンペ）
囲碁部会　　　　未定
つれづれの会　　１０月　９日（火）18:30 ～　　龍鳳　
くらげの会　　　１１月１７～１８日（日）　　高山方面旅行
スポーツ部会　　１０月１２･２６日（金）19:30 ～ 川東中学校
ネットの会　　　　　　　　　　　　　　　  　随時活動中
しまなみ海道をいつか走破する会　　　　　　   随時活動中

ゾーン・地区・国際協会の動き

１０月１８日（木）16:00 ～　サンライズ糸山
　今治ＬＣサイクリング車贈呈式
１０月１８日（木）18:30 ～　今治国際ホテル
　今治ＬＣ５７回結成記念例会

行  事  予  定

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 (9月分 )
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0
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72.5
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89.3
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85.9

名 ％ ％ Ｈ 円

10月 誕生日おめでとうございます
伊藤龍一、大石隆憲、岡村真里哉

高橋尚毅、土岐敏勝

10 月 結婚記念日おめでとうございます
塩見秀晴、鈴木雅志、田村征夫
土岐敏勝、藤縄洲二、山下邦俊

国際会長　グッドラン・ビョード・イングバドター
　　〈テーマ〉「We Serve」 

３３６－Ａ地区ガバナー　関野  邦夫
　　〈スローガン〉「No try No change！」

　　〈キーワード〉和 「Wa」

新居浜ライオンズクラブ会長　伊藤  龍一
　　〈スローガン〉「友愛・団結・継承　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］
〈地区スローガン〉

Service Activity is the key to Lions clubs
［ライオンズクラブのキーは奉仕することである］

201８.7 ～ 201９.6

N i i h a m a  L i o n s  C l u b 友愛・団結・継承

2 N i i h a m a  L i o n s  C l u b

 9 月 理事・委員長会
9月 10日 (月 )1８：３０～ 商工会館3F

336-A 地区ガバナー公式訪問に参加して
幹　事 能 瀬  伸 一　日時：平成 30 年 9 月 9 日（日）14:30 ～　場所：今治国際ホテル

●会長挨拶　伊藤龍一会長
●審議事項
１．お見舞金の支出について（山口泰さん、山之内浩二さん）
２．７月第二夜間例会決算報告について
３．第１回献血・献眼決算報告について
４．英語スピーチコンテスト予算案について
　　9月28日（金）14:00 ～　新居浜市民文化センター中ホール
５．家族会予算案について
　　10月24日( 水 ) 第二夜間例会
６．環境保全委員会開催日の変更について
　１０月１日（月）１８:３０～
　　 → １０月８日（月･祝）第一例会終了後
●報告事項
１．第４回キャビネット内局会議
　９月５日（水）１８:００～道前キャビネット事務局
　出席者：福山宏 MC･ライオンズ情報･地区誌･大会参加委
　員長
２．ガバナー公式訪問
　９月９日（日）１４:３０～　今治国際ホテル
　出席者：伊藤龍一会長、古川貴章第１副会長、能瀬伸一幹
　事、岡田賢治会計、大竹崇夫会員会則理事、福山宏MC･ラ
　イオンズ情報･地区誌･大会参加委員長
３．新居浜別子 LC周年事業
　　　30 周年記念事業チャリティコンサート
　9月16日（日）13:30 ～ あかがねミュージアム
　出席者：１０名予定（家族含む）
４．全国秋の交通安全運動「人の輪作戦」
　９月２０日（木）１０:３０～　平形橋北側歩道上　
５．１０月理事委員長会、第一例会開催日について
・理事会　１０月１日(月)  １８:３０～商工会館３Ｆ研修室
・第一例会１０月８日(月･祝 ) ６:００～中央公園
　　世界ライオンズデー・1Z4クラブ早朝合同例会
●委員会報告
　会員会則委員会　新会員入会式について
　出席大会委員会　例会出席率の向上について
　計画財務委員会　資金獲得事業のお礼
　ＭＣ広報委員会　 会報誌原稿のお願い
　青少年委員会　　岡部歩乃佳選手アジアパラ出場応援、壮
　　　　　　　　　行会参加のお願い
　保健福祉委員会　第 1回献血・献眼登録奉仕報告
　環境保全委員会　ライオンズデー早朝清掃のお願い
●その他　なし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　去る９月９日（日）、今治国際ホテ
ルにて、地区ガバナー公式訪問が
開催され、伊藤会長、古川第１副会
長、岡田会計、大竹会員会則理事、
そして福山 MC・ライオンズ情報・
地区誌・大会委員長と共に参加し

て参りました。
　ご存じのとおり、２R はガバナーのお膝元であり、約
２ヶ月にわたり行われてきた公式訪問の締め括りとし
て執り行われました。
　関野邦夫地区ガバナーの挨拶では、今期ここから
が本番であるといったお話もあり、少し役職に慣れ始
め、気が緩みがちになっていた私としては、再び身の
引き締まる思いがしました。
　また、ガバナーやキャビネットのスタッフの皆さんが
真剣ながらも時折見せる表情には、３３６－A 地区９リ
ジョン全ての公式訪問を無事終えたという安堵の表
情も見て取れ、職務の大変さを肌で感じることも出来
ました。
　ガバナー所信では、今期３３６－A 地区では、LC I
５奉仕フレーム（環境・視力・飢餓・小児がん・糖
尿病）のうち、特に「環境」に力を注ぐという方針が示
され、「Project-S」と題し、四国遍路を中心とする環

境奉仕活動を行っていくというお話がありました。
　更に各コーディネーターや委員長からは、セクション
ごとに様々な要望が出されましたが、多くのお話が会
員増強に関連付けられていたことが印象的でした。３
３６－A 地区は昨期、会員の純増で国内（３３０～３３
７地区）１位という輝かしい実績を残しましたが、今期
もトップを続けていきたいとのことで、ガバナーの地元
である２Rには特に強い要望がなされました。
　後ほど行われた懇親会は、キャビネットのカラーが
色濃く出た交流会となり、楽しい時間を過ごさせて頂
きました。二次会は遠慮させて頂き、帰路につきました
が、福山さんはキャビネットの一員として参加されまし
た。（終了は１１時過ぎだとか…３時間以上！）
　参加された皆さん、当日は大変お疲れ様でござい
ました。

ゴルフ部会報告
9月ゴルフ部会は雨天のため中止

平和ポスターコンテスト　クラブ内審査

■開会ゴング
■会長挨拶　伊藤龍一会長
■ライオンズ･ローア　三役
■新会員入会式
　新会員　奥嶋啓一郎さん

■審議事項　なし
■幹事報告
・報告事項
１．新居浜別子ＬＣ周年事業３０周年記念事業チャリティコンサー
　ト　9月16日(日)13:30 ～あかがねミュージアム
　出席者　１０名（家族含む）
２．全国秋の交通安全運動「人の輪作戦」
　９月２０日（木）１０:３０～　平形橋北側歩道上　
　雨天のため中止
３．第５回キャビネット内局会議
　９月２６日（水）１８:３０～ 道前キャビネット事務局
　出席者：福山宏 MC･ライオンズ情報･地区誌･大会参加委
　員長
４．第２９回新居浜市中学生英語スピーチコンテスト
　９月２８日（金）１４:００～新居浜文化センター中ホール
　１２校参加
５．ＬＣＩＦ研修会　９月２９日（土）１３:００～ 西条市中央公民館
　出席者：佐伯澄男ＬＣＩＦコーディネーター
６．岡部歩乃佳選手アジアパラ競技大会出場壮行会
　９月２９日（土）１８:００～ ユアーズ
7. 新居浜別子 LC結成 30 周年記念式典
　11月10日（土）　レイグラッチェふじ　
■委員会報告
計画財務委員会
　資金獲得事業のお礼・10月24日家族会ご案内
青少年委員会
　平和ポスターコンテスト クラブ内審査のお願い・中学生英語
　スピーチコンテスト参加依頼・岡部歩乃佳選手アジアパラ出
　場壮行会について
環境保全委員会
　資金獲得事業　古本回収のお願い
スポーツ部会
　第 48回 2R親善スポーツ大会参加のお願い
　　平成 30 年 11月3日（月）今治市営中央体育館
ゴルフ部会
　10月ゴルフ部会　藤縄洲二ホールインワンコンペの案内

■その他
　４クラブ合同早朝例会のご案内
　平成３０年１０月８日（日）6:00～　中央公園
■出席報告
　会員数５６名、出席４０名、欠席１６名、出席率 71.4％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥75,000　　ファイン　￥1,000
■閉会ゴング
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We Serve友愛・団結・継承

　この度、天野委員長よりテーマ
「私のこだわり」の原稿依頼を受け
ましたが改めて自分の人生「こだわ
り」って有ったのかなあと思います。
　今年の夏の猛暑もお盆を過ぎる
と朝夕秋の気配を感じる頃となり、

この時期になるとふと思い出すのが小学生の頃、
学んだ宮沢賢治の雨にもめげずです。
　思い出したら書き留めます。「雨にも負けず 風に
も負けず 雪にも夏の暑さにも負けぬ 丈夫な身体を
持ち 欲はなく決して怒らず いつも静かに笑ってい
る 一日に玄米四合と味噌と少しの野菜を食べ あ
らゆることを自分を勘定に入れずに よく見聞きし分

かりそして忘れず 野原の松の林の陰の小さな萱
葺の小屋にいて 東に病気の子供あれば行って看
病してやり 西に疲れた母あれば行ってその稲の束
を負い 南に死にそうな人あれば行って怖がらなく
ていいと言い 北に喧嘩や訴訟があればつまらない
からやめろと言い 日照の時は涙を流し 寒さの冬は
おろおろ歩き 皆にでくのぼうと呼ばれ ほめられも
せず 苦にもされず そういう者に私はなりたい」
　小生にはほぼ実行出来ておりませんが、今年後
期高齢者となり残された少しの時間、周りの皆様に
迷惑を掛けず健康生活を送れたら幸せです。

会員投稿テーマ『私のこだわり』
雨にもめげず　　　近 藤  充 徳

今月のライオン誌ピックアップ
MC広報委員長 天 野 　淳　

デジタル版ライオン誌トピックです。
　２０２０年東京オリンピックが開催
されます。
　現在、東京では国立競技場をふ
くめ建設ラッシュになっています。
　８月末、仕事関係で東京晴海に
て建設中の選手村現場へ行ってき
ました。

オリンピック期間中、海外からこられた選手が生活
する高層マンションを建設しています。

　オリンピック終了後は、リフォームして分譲するそう
です。リフォーム前提の建物、部屋ですが工夫が凝
らされていてリフォーム費用が軽減されるようになっ
ています。
　諸事情により工事現場写真は掲載できませんが、
デジタル版ライオン誌には１９６４年東京オリンピック
支援の記事が掲載されています。
是非ご覧ください。
下記ＵＲＬでご覧になれます。
https://www.thel ion-mag.jp/1809hi01

　新居浜別子ライオンズクラブ結
成３０周年記念事業「佐藤ひらりチ
ャリティーコンサート」に参加いたし
ました。
　会場のあかがねミュージアムあ
かがね座は老若男女問わず様々

なお客さんでほぼ満員でした。
　川上博司会長の開会のご挨拶があり、オープニン
グアクトに「新居浜おもちゃ図書館きしゃポッポ」さんに
よる和太鼓による迫力ある演舞が披露されました。
　新居浜別子ライオンズの和太鼓を寄贈など長年
の支援活動が行われている事を知りました。
　舞台転換後、佐藤ひらりさんによるピアノ弾き語り
コンサートがはじまりました。生まれつき全盲で５歳
からピアノを初め、現在は１７歳で全国各地でコン
サートに出演しているそうです。
　当日はカバー曲、オリジナル曲等を織り交ぜたセッ

トリストで、曲間のトーク、オリジナル曲では明るい人
柄が感じられ、会場のお客さんも笑顔にあふれてい
ました。
　最後は「上を向いて歩こう」をぺンライトを使って
会場全体で歌うという一体感が生まれる演出を堪
能致しました。
　東京オリンピック開会式で国家を歌うのが夢と話
ておりました。彼女のポジテイブな人柄に触れ実現
する事を願いたいです。

新居浜別子 LC 結成 30 周年記念事業参加報告
MC広報委員会 小 野  周 平　日時：平成 30 年 9 月 16 日（日）13:30 ～　場所：あかがねミュージアム スマートフォン、タブレットの方は

こちらのＱＲコードから記事へ
ジャンプできます。

ライオン誌ＷＥＢ版トップページ
へのＱＲコードです。

例会報告

第 1391 回 9 月第一例会
9月 12日（水）12：15～ ユアーズ

第 1392 回 9 月第二例会
9 月 26 日（水）12：15 ～ ユアーズ

■開会ゴング
■会長挨拶　伊藤龍一会長
■ライオンズ･ローア　三役
■卓話
　「メーク・アップについて」　
　　塩見秀晴 出席大会委員長

　「会費から紐解くドネーション」
　　大竹崇夫 会員会則委員長

■メルビン･ジョーンズフェロー賞受賞
　　岡田賢治 会計　MJF献金 １１回目　

■審議事項
１．お見舞金の支出について（山口泰さん、山之内浩二さん）
２．７月第二夜間例会決算報告について
３．第１回献血・献眼決算報告について
４．英語スピーチコンテスト予算案について　9月28日（金）
５．家族会予算案について　 10月24日（水）第二夜間例会
６．環境保全委員会開催日の変更について
１０月１日（月）１８:３０～ → １０月８日（月･祝）第一例会終了後
■幹事報告
・報告事項
１．第４回キャビネット内局会議
　９月５日（水）１８:００～道前キャビネット事務局
　出席者：福山宏 MC･ライオンズ情報･地区誌･大会参加委
　員長
２．ガバナー公式訪問
　９月９日（日）１４:３０～　今治国際ホテル
　出席者：伊藤龍一会長、古川貴章第１副会長、能瀬伸一幹
　事、岡田賢治会計、大竹崇夫会員会則理事、福山宏MC･ラ
　イオンズ情報･地区誌･大会参加委員長
３．新居浜別子 LC周年事業
　　30 周年記念事業チャリティコンサート
　9月16日（日）13:30 ～あかがねミュージアム
　出席者：１０名予定（家族含む）
４．全国秋の交通安全運動「人の輪作戦」
　９月２０日（木）１０:３０～　平形橋北側歩道上　
５．１０月理事委員長会、第一例会開催日について
・理事会　１０月１日(月)  １８:３０～商工会館３Ｆ研修室
・第一例会１０月８日(月･祝 ) ６:００～中央公園
　　　世界ライオンズデー・1Z4クラブ早朝合同例会
■委員会報告
計画財務委員会
　7月第二夜間例会決算報告、10月家族会予算案について
青少年委員会
　中学生英語スピーチコンテスト予算案について
保健福祉委員会　第 1回献血・献眼登録奉決算報告
●その他　　　　　　　　　　　
・ゴルフ部会　10月14日（日）新居浜カントリー倶楽部
　藤縄洲二ホールインワンコンペ参加のお願い　
・YCE生受入のご案内

ライオンズ情報

・岡部歩乃佳選手アジアパラ出場壮行会参加のお願い
　9月29日（土）18:00 ～ユアーズ
■出席報告
　会員数５５名、出席４３名、欠席１２名、出席率 78.2％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥81,000
■閉会ゴング

■開会ゴング
■会長挨拶　伊藤龍一会長
■ライオンズ･ローア　三役
■新会員入会式
　新会員　奥嶋啓一郎さん

■審議事項　なし
■幹事報告
・報告事項
１．新居浜別子ＬＣ周年事業３０周年記念事業チャリティコンサー
　ト　9月16日(日)13:30 ～あかがねミュージアム
　出席者　１０名（家族含む）
２．全国秋の交通安全運動「人の輪作戦」
　９月２０日（木）１０:３０～　平形橋北側歩道上　
　雨天のため中止
３．第５回キャビネット内局会議
　９月２６日（水）１８:３０～ 道前キャビネット事務局
　出席者：福山宏 MC･ライオンズ情報･地区誌･大会参加委
　員長
４．第２９回新居浜市中学生英語スピーチコンテスト
　９月２８日（金）１４:００～新居浜文化センター中ホール
　１２校参加
５．ＬＣＩＦ研修会　９月２９日（土）１３:００～ 西条市中央公民館
　出席者：佐伯澄男ＬＣＩＦコーディネーター
６．岡部歩乃佳選手アジアパラ競技大会出場壮行会
　９月２９日（土）１８:００～ ユアーズ
7. 新居浜別子 LC結成 30 周年記念式典
　11月10日（土）　レイグラッチェふじ　
■委員会報告
計画財務委員会
　資金獲得事業のお礼・10月24日家族会ご案内
青少年委員会
　平和ポスターコンテスト クラブ内審査のお願い・中学生英語
　スピーチコンテスト参加依頼・岡部歩乃佳選手アジアパラ出
　場壮行会について
環境保全委員会
　資金獲得事業　古本回収のお願い
スポーツ部会
　第 48回 2R親善スポーツ大会参加のお願い
　　平成 30 年 11月3日（月）今治市営中央体育館
ゴルフ部会
　10月ゴルフ部会　藤縄洲二ホールインワンコンペの案内

■その他
　４クラブ合同早朝例会のご案内
　平成３０年１０月８日（日）6:00～　中央公園
■出席報告
　会員数５６名、出席４０名、欠席１６名、出席率 71.4％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥75,000　　ファイン　￥1,000
■閉会ゴング
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（続きはライオン誌WEB版で）

デジタル版ライオン誌トピックです。
　２０２０年東京オリンピックが開催
されます。
　現在、東京では国立競技場をふ
くめ建設ラッシュになっています。
　８月末、仕事関係で東京晴海に
て建設中の選手村現場へ行ってき
ました。

オリンピック期間中、海外からこられた選手が生活
する高層マンションを建設しています。

　オリンピック終了後は、リフォームして分譲するそう
です。リフォーム前提の建物、部屋ですが工夫が凝
らされていてリフォーム費用が軽減されるようになっ
ています。
　諸事情により工事現場写真は掲載できませんが、
デジタル版ライオン誌には１９６４年東京オリンピック
支援の記事が掲載されています。
是非ご覧ください。
下記ＵＲＬでご覧になれます。
https://www.thel ion-mag.jp/1809hi01

マイライオン（スマートフォン向けアプリ）のご紹介
今回はマイライオンとは？を御紹介します。
マイライオンを紹介するホームページ（日本語です！）が開設されています。

まずはトップページに出てくる動画をご覧ください！
２分程度の動画です。英語ですがなんとなくわかります。

マイライオンホームページ　http: / /www.mylion.org/?language=ja
　　　　　　　　　　　　　　　　　　スマートフォン、タブレットの方はこちら

マイライオンのご紹介

100周年。ライオンズにハッピーバースデー。
新たな世紀の幕開けに、MyLion を。奉仕のためにソーシャルメディア活用を支援するアプリです。
あらゆる場所のライオンズとつながりましょう。携帯やタブレットでクラブの活動を企画し、参加を
呼びかけましょう。あらゆる場所の素晴らしい奉仕活動を見つけましょう。MyLion で何が出来るか

をご覧ください。

　MyLion をダウンロードして登録する
MyLion org にアクセスして、スマホやタブレットに
MyLion をインストールします。
MyLion を初めて起動した際には、「登録」ボタンをタップ
して「ライオンズ会員」を選択します。
国際協会に登録している会員番号と E メールまたは携帯
電話番号により、本人確認を行います。会員番号を持って
いない場合や、国際本部に登録されているEメールアドレ
スや電話番号を覚えていない場合でも、ゲストとして登録
することで利用を開始できます。

　個人プロフィールを作成する（クラブ役員の
　場合は倶楽部の写真もアップロードする）
「個人」アイコンをタップし、自分のプロフィールを編集し
ます。
あなたの素晴らしい個性を表している写真を追加します。
あなたの関心、才能、奉仕への決意について語った略歴を
追加します。
倶楽部の写真をアップロードするには、クラブのプロ
フィールまでタップして表示し、鉛筆のアイコンをタップ
します。それから、「カメラ」を選択して写真を撮るか、
「ギャラリー」を選択して、ライブラリから写真を選びま
す。

　ほかのメンバーやクラブを見つける
虫めがねアイコンをタップすると、ユーザー、アクティビ
ティの検索を開始できます。
検索フィールドに名前か場所を入力して、「検索」をタップ
します。
画面上にある、しま模様の三角形を使って、距離や言語を
設定していただくことも可能です。
検索結果が表示されたら、つながりましょう。

　ニュースフィールドに投稿する
ユーザーやクラブのフォローを始めると、ニュースフィー
ルドに表示されるようになります。
投稿する場合、画面左上の「＋」をタップします。
写真を投稿したい場合は、「写真を選択」をタップしてカメ
ラで写真を撮るか、あなたのライブラリから写真を選択し
ます。
コメントを投稿したい場合は、「コメント入力」フィールド
をタップして、キーボードが表示されたら入力を始めま
す。「投稿のシェアを許可する」のチェックポックスがオン
になっている事を確認します。
画面右上の「飛行機」のアイコンをタップして、投稿を送信
します。

世界を変えることが、かつてなく簡単に（または、かつてなく楽しく）

まだわからないことがありますか？MyLion サポートまでEメール（MyLion@lionsclubs.org）でお問い合わせください。

１

２

３

４

　1964 年 10 月 10 日～ 24 日、東京オリンピックが
開催された。アジア地域が会場となるのはオリンピッ
ク史上初めてのことであり、出場国は当時としては
過去最多の 94カ国となった。
　日本はオリンピックの開催を機に交通網を始めイ

ンフラの整備に多額の資金を投入、東海道新幹線
が束京、名古屋、大阪の三大都市圏を時速
210km、約 4 時間で結び、首都高速都心環状線も
開通、羽田空港まで東京モノレールが走った。
　また 1959 年に現在の平成天皇と美智子妃殿下
のご成婚を機に 23.6％まで急速に進んだ白黒テレ
ビの普及率は、5 年後の東京オリンピックには 87.8
％に。日本はオリンピック景気に沸いた。

東京五輪
民間組織の先頭を切り支援

ライオン誌WEB版 10 月号より一部抜粋 MyLion があれば全部できます。
　クラブ内だけでなく世界中のライオンやレオと、安全に
つながり、フォローやチャットができる。
　SNS で活動をシェア、奉仕する仲間の写真を MyLion 内
でシェアできるほか、アプリからFacebook にも瞬時に投稿
できる。
　奉仕アクティビティ、クラブ、メンバーを見つけられる。
　自分のスマホやタブレットから簡単に奉仕アクティビ
ティを計画、宣伝、シェアできる。
　奉仕の証。達成項目をクリアすると、自分の自分のプロ
フィールに表示されるデジタルバッジがもらえる。

右のQRコードをスキャンするか、
MyLion org にアクセスして、
今すぐMyLion をダウンロード。

５

２

１

３

※次回は登録方法についてご案内します。

スマートフォン、タブレットの方は
こちらのＱＲコードから記事へ
ジャンプできます。

ライオン誌ＷＥＢ版トップページ
へのＱＲコードです。 4
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We Serve友愛・団結・継承

（続きはライオン誌WEB版で）

デジタル版ライオン誌トピックです。
　２０２０年東京オリンピックが開催
されます。
　現在、東京では国立競技場をふ
くめ建設ラッシュになっています。
　８月末、仕事関係で東京晴海に
て建設中の選手村現場へ行ってき
ました。

オリンピック期間中、海外からこられた選手が生活
する高層マンションを建設しています。

　オリンピック終了後は、リフォームして分譲するそう
です。リフォーム前提の建物、部屋ですが工夫が凝
らされていてリフォーム費用が軽減されるようになっ
ています。
　諸事情により工事現場写真は掲載できませんが、
デジタル版ライオン誌には１９６４年東京オリンピック
支援の記事が掲載されています。
是非ご覧ください。
下記ＵＲＬでご覧になれます。
https://www.thel ion-mag.jp/1809hi01

マイライオン（スマートフォン向けアプリ）のご紹介
今回はマイライオンとは？を御紹介します。
マイライオンを紹介するホームページ（日本語です！）が開設されています。

まずはトップページに出てくる動画をご覧ください！
２分程度の動画です。英語ですがなんとなくわかります。

マイライオンホームページ　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　スマートフォン、タブレットの方はこちら

マイライオンのご紹介

100周年。ライオンズにハッピーバースデー。
新たな世紀の幕開けに、MyLion を。奉仕のためにソーシャルメディア活用を支援するアプリです。
あらゆる場所のライオンズとつながりましょう。携帯やタブレットでクラブの活動を企画し、参加を
呼びかけましょう。あらゆる場所の素晴らしい奉仕活動を見つけましょう。MyLion で何が出来るか

をご覧ください。

　MyLion をダウンロードして登録する
MyLion org にアクセスして、スマホやタブレットに
MyLion をインストールします。
MyLion を初めて起動した際には、「登録」ボタンをタップ
して「ライオンズ会員」を選択します。
国際協会に登録している会員番号と E メールまたは携帯
電話番号により、本人確認を行います。会員番号を持って
いない場合や、国際本部に登録されているEメールアドレ
スや電話番号を覚えていない場合でも、ゲストとして登録
することで利用を開始できます。

　個人プロフィールを作成する（クラブ役員の
　場合は倶楽部の写真もアップロードする）
「個人」アイコンをタップし、自分のプロフィールを編集し
ます。
あなたの素晴らしい個性を表している写真を追加します。
あなたの関心、才能、奉仕への決意について語った略歴を
追加します。
倶楽部の写真をアップロードするには、クラブのプロ
フィールまでタップして表示し、鉛筆のアイコンをタップ
します。それから、「カメラ」を選択して写真を撮るか、
「ギャラリー」を選択して、ライブラリから写真を選びま
す。

　ほかのメンバーやクラブを見つける
虫めがねアイコンをタップすると、ユーザー、アクティビ
ティの検索を開始できます。
検索フィールドに名前か場所を入力して、「検索」をタップ
します。
画面上にある、しま模様の三角形を使って、距離や言語を
設定していただくことも可能です。
検索結果が表示されたら、つながりましょう。

　ニュースフィールドに投稿する
ユーザーやクラブのフォローを始めると、ニュースフィー
ルドに表示されるようになります。
投稿する場合、画面左上の「＋」をタップします。
写真を投稿したい場合は、「写真を選択」をタップしてカメ
ラで写真を撮るか、あなたのライブラリから写真を選択し
ます。
コメントを投稿したい場合は、「コメント入力」フィールド
をタップして、キーボードが表示されたら入力を始めま
す。「投稿のシェアを許可する」のチェックポックスがオン
になっている事を確認します。
画面右上の「飛行機」のアイコンをタップして、投稿を送信
します。

世界を変えることが、かつてなく簡単に（または、かつてなく楽しく）

まだわからないことがありますか？MyLion サポートまでEメール（MyLion@lionsclubs.org）でお問い合わせください。

１

２

３

４

　1964 年 10 月 10 日～ 24 日、東京オリンピックが
開催された。アジア地域が会場となるのはオリンピッ
ク史上初めてのことであり、出場国は当時としては
過去最多の 94カ国となった。
　日本はオリンピックの開催を機に交通網を始めイ

ンフラの整備に多額の資金を投入、東海道新幹線
が束京、名古屋、大阪の三大都市圏を時速
210km、約 4 時間で結び、首都高速都心環状線も
開通、羽田空港まで東京モノレールが走った。
　また 1959 年に現在の平成天皇と美智子妃殿下
のご成婚を機に 23.6％まで急速に進んだ白黒テレ
ビの普及率は、5 年後の東京オリンピックには 87.8
％に。日本はオリンピック景気に沸いた。

東京五輪
民間組織の先頭を切り支援

ライオン誌WEB版 10 月号より一部抜粋 MyLion があれば全部できます。
　クラブ内だけでなく世界中のライオンやレオと、安全に
つながり、フォローやチャットができる。
　SNS で活動をシェア、奉仕する仲間の写真を MyLion 内
でシェアできるほか、アプリからFacebook にも瞬時に投稿
できる。
　奉仕アクティビティ、クラブ、メンバーを見つけられる。
　自分のスマホやタブレットから簡単に奉仕アクティビ
ティを計画、宣伝、シェアできる。
　奉仕の証。達成項目をクリアすると、自分の自分のプロ
フィールに表示されるデジタルバッジがもらえる。

右のQRコードをスキャンするか、
MyLion org にアクセスして、
今すぐMyLion をダウンロード。

５

２

１

３

※次回は登録方法についてご案内します。

スマートフォン、タブレットの方は
こちらのＱＲコードから記事へ
ジャンプできます。

ライオン誌ＷＥＢ版トップページ
へのＱＲコードです。 4
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N i i h a m a  L i o n s  C l u b 友愛・団結・継承

　この度、天野委員長よりテーマ
「私のこだわり」の原稿依頼を受け
ましたが改めて自分の人生「こだわ
り」って有ったのかなあと思います。
　今年の夏の猛暑もお盆を過ぎる
と朝夕秋の気配を感じる頃となり、

この時期になるとふと思い出すのが小学生の頃、
学んだ宮沢賢治の雨にもめげずです。
　思い出したら書き留めます。「雨にも負けず 風に
も負けず 雪にも夏の暑さにも負けぬ 丈夫な身体を
持ち 欲はなく決して怒らず いつも静かに笑ってい
る 一日に玄米四合と味噌と少しの野菜を食べ あ
らゆることを自分を勘定に入れずに よく見聞きし分

かりそして忘れず 野原の松の林の陰の小さな萱
葺の小屋にいて 東に病気の子供あれば行って看
病してやり 西に疲れた母あれば行ってその稲の束
を負い 南に死にそうな人あれば行って怖がらなく
ていいと言い 北に喧嘩や訴訟があればつまらない
からやめろと言い 日照の時は涙を流し 寒さの冬は
おろおろ歩き 皆にでくのぼうと呼ばれ ほめられも
せず 苦にもされず そういう者に私はなりたい」
　小生にはほぼ実行出来ておりませんが、今年後
期高齢者となり残された少しの時間、周りの皆様に
迷惑を掛けず健康生活を送れたら幸せです。

会員投稿テーマ『私のこだわり』
雨にもめげず　　　近 藤  充 徳

今月のライオン誌ピックアップ
MC広報委員長 天 野 　淳　

デジタル版ライオン誌トピックです。
　２０２０年東京オリンピックが開催
されます。
　現在、東京では国立競技場をふ
くめ建設ラッシュになっています。
　８月末、仕事関係で東京晴海に
て建設中の選手村現場へ行ってき
ました。

オリンピック期間中、海外からこられた選手が生活
する高層マンションを建設しています。

　オリンピック終了後は、リフォームして分譲するそう
です。リフォーム前提の建物、部屋ですが工夫が凝
らされていてリフォーム費用が軽減されるようになっ
ています。
　諸事情により工事現場写真は掲載できませんが、
デジタル版ライオン誌には１９６４年東京オリンピック
支援の記事が掲載されています。
是非ご覧ください。
下記ＵＲＬでご覧になれます。
https://www.thel ion-mag.jp/1809hi01

　新居浜別子ライオンズクラブ結
成３０周年記念事業「佐藤ひらりチ
ャリティーコンサート」に参加いたし
ました。
　会場のあかがねミュージアムあ
かがね座は老若男女問わず様々

なお客さんでほぼ満員でした。
　川上博司会長の開会のご挨拶があり、オープニン
グアクトに「新居浜おもちゃ図書館きしゃポッポ」さんに
よる和太鼓による迫力ある演舞が披露されました。
　新居浜別子ライオンズの和太鼓を寄贈など長年
の支援活動が行われている事を知りました。
　舞台転換後、佐藤ひらりさんによるピアノ弾き語り
コンサートがはじまりました。生まれつき全盲で５歳
からピアノを初め、現在は１７歳で全国各地でコン
サートに出演しているそうです。
　当日はカバー曲、オリジナル曲等を織り交ぜたセッ

トリストで、曲間のトーク、オリジナル曲では明るい人
柄が感じられ、会場のお客さんも笑顔にあふれてい
ました。
　最後は「上を向いて歩こう」をぺンライトを使って
会場全体で歌うという一体感が生まれる演出を堪
能致しました。
　東京オリンピック開会式で国家を歌うのが夢と話
ておりました。彼女のポジテイブな人柄に触れ実現
する事を願いたいです。

新居浜別子 LC 結成 30 周年記念事業参加報告
MC広報委員会 小 野  周 平　日時：平成 30 年 9 月 16 日（日）13:30 ～　場所：あかがねミュージアム スマートフォン、タブレットの方は

こちらのＱＲコードから記事へ
ジャンプできます。

ライオン誌ＷＥＢ版トップページ
へのＱＲコードです。

例会報告

第 1391 回 9 月第一例会
9月 12日（水）12：15～ ユアーズ

第 1392 回 9 月第二例会
9 月 26 日（水）12：15 ～ ユアーズ

■開会ゴング
■会長挨拶　伊藤龍一会長
■ライオンズ･ローア　三役
■卓話
　「メーク・アップについて」　
　　塩見秀晴 出席大会委員長

　「会費から紐解くドネーション」
　　大竹崇夫 会員会則委員長

■メルビン･ジョーンズフェロー賞受賞
　　岡田賢治 会計　MJF献金 １１回目　

■審議事項
１．お見舞金の支出について（山口泰さん、山之内浩二さん）
２．７月第二夜間例会決算報告について
３．第１回献血・献眼決算報告について
４．英語スピーチコンテスト予算案について　9月28日（金）
５．家族会予算案について　 10月24日（水）第二夜間例会
６．環境保全委員会開催日の変更について
１０月１日（月）１８:３０～ → １０月８日（月･祝）第一例会終了後
■幹事報告
・報告事項
１．第４回キャビネット内局会議
　９月５日（水）１８:００～道前キャビネット事務局
　出席者：福山宏 MC･ライオンズ情報･地区誌･大会参加委
　員長
２．ガバナー公式訪問
　９月９日（日）１４:３０～　今治国際ホテル
　出席者：伊藤龍一会長、古川貴章第１副会長、能瀬伸一幹
　事、岡田賢治会計、大竹崇夫会員会則理事、福山宏MC･ラ
　イオンズ情報･地区誌･大会参加委員長
３．新居浜別子 LC周年事業
　　30 周年記念事業チャリティコンサート
　9月16日（日）13:30 ～あかがねミュージアム
　出席者：１０名予定（家族含む）
４．全国秋の交通安全運動「人の輪作戦」
　９月２０日（木）１０:３０～　平形橋北側歩道上　
５．１０月理事委員長会、第一例会開催日について
・理事会　１０月１日(月)  １８:３０～商工会館３Ｆ研修室
・第一例会１０月８日(月･祝 ) ６:００～中央公園
　　　世界ライオンズデー・1Z4クラブ早朝合同例会
■委員会報告
計画財務委員会
　7月第二夜間例会決算報告、10月家族会予算案について
青少年委員会
　中学生英語スピーチコンテスト予算案について
保健福祉委員会　第 1回献血・献眼登録奉決算報告
●その他　　　　　　　　　　　
・ゴルフ部会　10月14日（日）新居浜カントリー倶楽部
　藤縄洲二ホールインワンコンペ参加のお願い　
・YCE生受入のご案内

ライオンズ情報

・岡部歩乃佳選手アジアパラ出場壮行会参加のお願い
　9月29日（土）18:00 ～ユアーズ
■出席報告
　会員数５５名、出席４３名、欠席１２名、出席率 78.2％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥81,000
■閉会ゴング

■開会ゴング
■会長挨拶　伊藤龍一会長
■ライオンズ･ローア　三役
■新会員入会式
　新会員　奥嶋啓一郎さん

■審議事項　なし
■幹事報告
・報告事項
１．新居浜別子ＬＣ周年事業３０周年記念事業チャリティコンサー
　ト　9月16日(日)13:30 ～あかがねミュージアム
　出席者　１０名（家族含む）
２．全国秋の交通安全運動「人の輪作戦」
　９月２０日（木）１０:３０～　平形橋北側歩道上　
　雨天のため中止
３．第５回キャビネット内局会議
　９月２６日（水）１８:３０～ 道前キャビネット事務局
　出席者：福山宏 MC･ライオンズ情報･地区誌･大会参加委
　員長
４．第２９回新居浜市中学生英語スピーチコンテスト
　９月２８日（金）１４:００～新居浜文化センター中ホール
　１２校参加
５．ＬＣＩＦ研修会　９月２９日（土）１３:００～ 西条市中央公民館
　出席者：佐伯澄男ＬＣＩＦコーディネーター
６．岡部歩乃佳選手アジアパラ競技大会出場壮行会
　９月２９日（土）１８:００～ ユアーズ
7. 新居浜別子 LC結成 30 周年記念式典
　11月10日（土）　レイグラッチェふじ　
■委員会報告
計画財務委員会
　資金獲得事業のお礼・10月24日家族会ご案内
青少年委員会
　平和ポスターコンテスト クラブ内審査のお願い・中学生英語
　スピーチコンテスト参加依頼・岡部歩乃佳選手アジアパラ出
　場壮行会について
環境保全委員会
　資金獲得事業　古本回収のお願い
スポーツ部会
　第 48回 2R親善スポーツ大会参加のお願い
　　平成 30 年 11月3日（月）今治市営中央体育館
ゴルフ部会
　10月ゴルフ部会　藤縄洲二ホールインワンコンペの案内

■その他
　４クラブ合同早朝例会のご案内
　平成３０年１０月８日（日）6:00～　中央公園
■出席報告
　会員数５６名、出席４０名、欠席１６名、出席率 71.4％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥75,000　　ファイン　￥1,000
■閉会ゴング
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会　　１０月　１日（月）18:30 ～　商工会館 3F
１０月第 1例会　 　１０月　８日（月）   6 :00 ～　中央公園
　　（世界ライオンズデー１Ｚ合同早朝例会）
１０月第２夜間例会１０月２４日（水）12:15 ～　ユアーズ
　　（家族会）
・委員会
計画財務委員会　　１０月　２日（火）18:30 ～　事務局
会員会則委員会　　１０月　３日（水）18:30 ～　事務局
MC広報委員会　　１０月　４日（木）18:30 ～　事務局
環境保全委員会　　１０月　８日（月）例会終了後　中央公園
保健福祉委員会　　１０月１０日（水）18:30 ～　事務局
青少年委員会　　　１０月２３日（火）18:30 ～　事務局　
出席大会委員会　　１０月２５日（木）18:30 ～　事務局
・クラブ・その他行事予定
１０月　８日（月･祝）6:00 ～　新居浜市中央公園
　世界ライオンズデー（10 月第 1例会）
１０月１２日（金）10:00 ～　えひめ学園
　平成 30 年度えひめ学園秋季運動会
１０月２４日（水）18:00 ～　ユアーズ
　家族会（10月第２例会）ユアーズ 例会18:00 ～ 家族会18:30 ～
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　１０月９日（日）   9 :57 ～       新居浜ＣＣ
　　（藤縄洲二ホールインワン記念コンペ）
囲碁部会　　　　未定
つれづれの会　　１０月　９日（火）18:30 ～　　龍鳳　
くらげの会　　　１１月１７～１８日（日）　　高山方面旅行
スポーツ部会　　１０月１２･２６日（金）19:30 ～ 川東中学校
ネットの会　　　　　　　　　　　　　　　  　随時活動中
しまなみ海道をいつか走破する会　　　　　　   随時活動中

ゾーン・地区・国際協会の動き

１０月１８日（木）16:00 ～　サンライズ糸山
　今治ＬＣサイクリング車贈呈式
１０月１８日（木）18:30 ～　今治国際ホテル
　今治ＬＣ５７回結成記念例会

行  事  予  定

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 (9月分 )

５６
２８
２５
４５
１５４

0
 0

360
 142
502

111,000
0

614,192
144,630
869,822

74.8
78.6
64.0
72.5
72.5

81.1
89.3
82.0
91.2
85.9

名 ％ ％ Ｈ 円

BIRTHDAY&MARRIAGE

10月 誕生日おめでとうございます
伊藤龍一、大石隆憲、岡村真里哉

高橋尚毅、土岐敏勝

10 月 結婚記念日おめでとうございます
塩見秀晴、鈴木雅志、田村征夫
土岐敏勝、藤縄洲二、山下邦俊

国際会長　グッドラン・ビョード・イングバドター
　　〈テーマ〉「We Serve」 

３３６－Ａ地区ガバナー　関野  邦夫
　　〈スローガン〉「No try No change！」

　　〈キーワード〉和 「Wa」

新居浜ライオンズクラブ会長　伊藤  龍一
　　〈スローガン〉「友愛・団結・継承　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］
〈地区スローガン〉

Service Activity is the key to Lions clubs
［ライオンズクラブのキーは奉仕することである］

201８.7 ～ 201９.6

We Serve友愛・団結・継承
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 9 月 理事・委員長会
9月 10日 (月 )1８：３０～ 商工会館3F

336-A 地区ガバナー公式訪問に参加して
幹　事 能 瀬  伸 一　日時：平成 30 年 9 月 9 日（日）14:30 ～　場所：今治国際ホテル

●会長挨拶　伊藤龍一会長
●審議事項
１．お見舞金の支出について（山口泰さん、山之内浩二さん）
２．７月第二夜間例会決算報告について
３．第１回献血・献眼決算報告について
４．英語スピーチコンテスト予算案について
　　9月28日（金）14:00 ～　新居浜市民文化センター中ホール
５．家族会予算案について
　　10月24日( 水 ) 第二夜間例会
６．環境保全委員会開催日の変更について
　１０月１日（月）１８:３０～
　　 → １０月８日（月･祝）第一例会終了後
●報告事項
１．第４回キャビネット内局会議
　９月５日（水）１８:００～道前キャビネット事務局
　出席者：福山宏 MC･ライオンズ情報･地区誌･大会参加委
　員長
２．ガバナー公式訪問
　９月９日（日）１４:３０～　今治国際ホテル
　出席者：伊藤龍一会長、古川貴章第１副会長、能瀬伸一幹
　事、岡田賢治会計、大竹崇夫会員会則理事、福山宏MC･ラ
　イオンズ情報･地区誌･大会参加委員長
３．新居浜別子 LC周年事業
　　　30 周年記念事業チャリティコンサート
　9月16日（日）13:30 ～ あかがねミュージアム
　出席者：１０名予定（家族含む）
４．全国秋の交通安全運動「人の輪作戦」
　９月２０日（木）１０:３０～　平形橋北側歩道上　
５．１０月理事委員長会、第一例会開催日について
・理事会　１０月１日(月)  １８:３０～商工会館３Ｆ研修室
・第一例会１０月８日(月･祝 ) ６:００～中央公園
　　世界ライオンズデー・1Z4クラブ早朝合同例会
●委員会報告
　会員会則委員会　新会員入会式について
　出席大会委員会　例会出席率の向上について
　計画財務委員会　資金獲得事業のお礼
　ＭＣ広報委員会　 会報誌原稿のお願い
　青少年委員会　　岡部歩乃佳選手アジアパラ出場応援、壮
　　　　　　　　　行会参加のお願い
　保健福祉委員会　第 1回献血・献眼登録奉仕報告
　環境保全委員会　ライオンズデー早朝清掃のお願い
●その他　なし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　去る９月９日（日）、今治国際ホテ
ルにて、地区ガバナー公式訪問が
開催され、伊藤会長、古川第１副会
長、岡田会計、大竹会員会則理事、
そして福山 MC・ライオンズ情報・
地区誌・大会委員長と共に参加し

て参りました。
　ご存じのとおり、２R はガバナーのお膝元であり、約
２ヶ月にわたり行われてきた公式訪問の締め括りとし
て執り行われました。
　関野邦夫地区ガバナーの挨拶では、今期ここから
が本番であるといったお話もあり、少し役職に慣れ始
め、気が緩みがちになっていた私としては、再び身の
引き締まる思いがしました。
　また、ガバナーやキャビネットのスタッフの皆さんが
真剣ながらも時折見せる表情には、３３６－A 地区９リ
ジョン全ての公式訪問を無事終えたという安堵の表
情も見て取れ、職務の大変さを肌で感じることも出来
ました。
　ガバナー所信では、今期３３６－A 地区では、LC I
５奉仕フレーム（環境・視力・飢餓・小児がん・糖
尿病）のうち、特に「環境」に力を注ぐという方針が示
され、「Project-S」と題し、四国遍路を中心とする環

境奉仕活動を行っていくというお話がありました。
　更に各コーディネーターや委員長からは、セクション
ごとに様々な要望が出されましたが、多くのお話が会
員増強に関連付けられていたことが印象的でした。３
３６－A 地区は昨期、会員の純増で国内（３３０～３３
７地区）１位という輝かしい実績を残しましたが、今期
もトップを続けていきたいとのことで、ガバナーの地元
である２Rには特に強い要望がなされました。
　後ほど行われた懇親会は、キャビネットのカラーが
色濃く出た交流会となり、楽しい時間を過ごさせて頂
きました。二次会は遠慮させて頂き、帰路につきました
が、福山さんはキャビネットの一員として参加されまし
た。（終了は１１時過ぎだとか…３時間以上！）
　参加された皆さん、当日は大変お疲れ様でござい
ました。

ゴルフ部会報告
9月ゴルフ部会は雨天のため中止

平和ポスターコンテスト　クラブ内審査

■開会ゴング
■会長挨拶　伊藤龍一会長
■ライオンズ･ローア　三役
■新会員入会式
　新会員　奥嶋啓一郎さん

■審議事項　なし
■幹事報告
・報告事項
１．新居浜別子ＬＣ周年事業３０周年記念事業チャリティコンサー
　ト　9月16日(日)13:30 ～あかがねミュージアム
　出席者　１０名（家族含む）
２．全国秋の交通安全運動「人の輪作戦」
　９月２０日（木）１０:３０～　平形橋北側歩道上　
　雨天のため中止
３．第５回キャビネット内局会議
　９月２６日（水）１８:３０～ 道前キャビネット事務局
　出席者：福山宏 MC･ライオンズ情報･地区誌･大会参加委
　員長
４．第２９回新居浜市中学生英語スピーチコンテスト
　９月２８日（金）１４:００～新居浜文化センター中ホール
　１２校参加
５．ＬＣＩＦ研修会　９月２９日（土）１３:００～ 西条市中央公民館
　出席者：佐伯澄男ＬＣＩＦコーディネーター
６．岡部歩乃佳選手アジアパラ競技大会出場壮行会
　９月２９日（土）１８:００～ ユアーズ
7. 新居浜別子 LC結成 30 周年記念式典
　11月10日（土）　レイグラッチェふじ　
■委員会報告
計画財務委員会
　資金獲得事業のお礼・10月24日家族会ご案内
青少年委員会
　平和ポスターコンテスト クラブ内審査のお願い・中学生英語
　スピーチコンテスト参加依頼・岡部歩乃佳選手アジアパラ出
　場壮行会について
環境保全委員会
　資金獲得事業　古本回収のお願い
スポーツ部会
　第 48回 2R親善スポーツ大会参加のお願い
　　平成 30 年 11月3日（月）今治市営中央体育館
ゴルフ部会
　10月ゴルフ部会　藤縄洲二ホールインワンコンペの案内

■その他
　４クラブ合同早朝例会のご案内
　平成３０年１０月８日（日）6:00～　中央公園
■出席報告
　会員数５６名、出席４０名、欠席１６名、出席率 71.4％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥75,000　　ファイン　￥1,000
■閉会ゴング
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



伊藤　龍一　奥嶋啓一郎君のご入会を心より歓迎致します。We Serve　
　　　　　　で一緒に頑張りましょう。
能瀬　伸一　奥嶋君の入会を祝して。
岡田　賢治　新会員の入会を歓迎します。
大竹　崇夫　奥嶋啓一郎さんの入会を心より歓迎致します。
金田　智行　奥嶋君の入会おめでとうございます。岡部歩乃佳選手のア
　　　　　　ジアパラリンピックの出場を祝して。
山口　　泰　8月 27 日（月）アテローム血栓性脳梗塞と診断され入院し
　　　　　　クラブと伊藤会長と能瀬幹事にお見舞いをいただきクラ
　　　　　　ブの皆様にご迷惑をかけすみません。
後藤　達也　奥嶋さん入会おめでとうございます。10/24 は家族会とな
　　　　　　っております。なるべく多くの参加お願い致します。
佐伯　澄男　奥嶋さんのご入会を心より歓迎します。活躍を期待してい
　　　　　　ます。
有富　正治　新会員奥嶋さんの入会を歓迎致します。
永易　明洋　奥嶋さんの入会を歓迎します。
徳村　　明　めっきり朝夕が寒くなりました。ただ大型の台風の動きが
　　　　　　気になります。防災と健康に留意しましょう。
宇野　博文　この数日、秋の花粉の飛散が多く鼻水が止まりません。お祭り
　　　　　　前までガマンの日々が続いています。頑張ろう！
塩見　秀晴　11/3 のレクバレー大会参加、応援宜しくお願い致します。
高橋　尚毅　奥嶋さん新居浜ライオンズクラブご入会おめでとうござ
　　　　　　います。共に力を合わせ社会貢献しましょう。
青野　泰介　最近少し太った能瀬幹事、今日は少し寝癖もついていま　
　　　　　　す。どうしたのかな？心配です。
伊藤　嘉秀　奥嶋さんのご入会を心より歓迎致します。
近藤　充徳　入会おめでというございます。
鈴木　雅志　新会員、奥嶋さんの入会を祝して。
真鍋　憲夫　新入会員の入会を祝して。共に同志としてウイサーブ！し
　　　　　　ましょう。
杉田　友裕　新会員奥嶋さんの入会を心より歓迎致します。
譽田　幸弘　奥嶋さん入会おめでとうございます。宜しくお願い致します。
神野　雄太　新会員入会を歓迎します。
村上　博昭　新会員奥嶋君の入会を歓迎致します。
松浦　一雄　奥嶋さんの入会を歓迎しご活躍を祈念いたします。
山下　邦俊　新入会員を歓迎します。
・・・奥嶋啓一郎さんのご入会を心より歓迎いたします・・・
大石隆憲／伊藤久門／高橋在錫／中田君江／上野　剛
大上　幸雄　奥嶋君、入会おめでとうございます。心より歓迎いたします。

伊藤　龍一　塩見委員長、大竹委員長の卓話に感謝致します。岡部歩乃佳
　　　　　　選手アジアパラ日本代表決定おめでとうございます。ご活
　　　　　　躍をお祈り申し上げます。
岡田　賢治　だいぶ涼しくなりました。卓話に感謝。
能瀬　伸一　本日の塩見委員長のお話で出席率が向上することを期待し
　　　　　　て。
古川　貴章　2Rガバナー公式訪問お疲れ様でした。
大竹　崇夫　有意義な事業に使って下さい。
白石　誠一　本日は都合で早退します。申し訳ありません。
佐伯　澄男　塩見委員長、大竹委員長の卓話に感謝します。
青野　泰介　少し涼しくなりました。今朝はちょっとジョギングをしてみ
　　　　　　ました。能瀬幹事のようにスマートな身体になることが夢で
　　　　　　す。何でも出来る人なんだから、ゴルフもすれば良いのに。
後藤　達也　ハヅキルーペ発案者の青野さん委員長 1 年生の私を鼓舞す
　　　　　　るために計画してくれました。普段はののしり合い、けなし
　　　　　　会う程仲悪いですが今回は感謝しております。
有富　正治　会員会則委員長・大竹さん、出席大会委員長・塩見さんお二人
　　　　　　の卓話に感謝して！ドネちゃん（ドネーション）とメイちゃん
　　　　　　（メーキャップ）が兄弟でないことが明確になりました。
金田　智行　岡部歩乃佳ちゃんの壮行会に一人でも多くのご出席宜しく
　　　　　　お願い致します。
永易　明洋　岡部歩乃佳さんパラリンピック出場おめでとうございます。
徳村　　明　西日本各地の台風による水害また北海道地震による被害等
　　　　　　今月は天災が相次いでありました。お見舞い申し上げると
　　　　　　共に防災に心がけましょう。
福山　　宏　10月の藤縄さんホールインワンコンペを宜しくお願いします。
真鍋　憲夫　全米女子プロテニス大会で日本女子選手で初の女王に輝い
　　　　　　た大阪なおみ選手の偉業に感動しました。夢を追いかけて
　　　　　　更に上を目指して欲しいです。 
鈴木　雅志　大阪なおみ全米オープンに優勝！日本人初の快挙に感動し
　　　　　　ました。
塩見　秀晴　卓話させて頂きました。ご清聴有難うございました。
宇野　博文　今年も秋の花粉が飛び出しました。約 1ヶ月ガマンの日が
　　　　　　続きます。
藤縄　洲二　先日、口や跡公民館の観月会に行きました。あいにくの曇り
　　　　　　でしたがいもたきをいただいて絵に描いた満月を見て、マ
　　　　　　ンドリンの演奏を聴いて良い夜でした。
近藤　充徳　朝夕少し冷たくなって参りました。
神野　雄太　6ヶ月ぶりに来月からゴルフ出席します。よろしく！
伊藤　嘉秀　岡部歩乃佳選手のアジアパラ出場をお祝い致します。
高橋　尚毅　歩乃佳ちゃんのアジアパラ出場決定しました。おめでとう
　　　　　　ございます。更にメダルも獲得してもう一度おめでとうと
　　　　　　言えますように！
松浦　一雄　台風 21 号と北海道胆振東部地震で被災された方々にお見
　　　　　　舞い申し上げます。
小野　周平　別子ライオンズさんの 30 周年事業へ MC 広報委員会とし
　　　　　　て取材に行くことになりました。初めて記事を書くのです
　　　　　　がお手柔らかにお願いします。
譽田　幸弘　塩見委員長、大竹委員長、卓話をいただき有難うございまし
　　　　　　た。メイクアップ、ファイン、会費、ドネーション等よく理解
　　　　　　することが出来ました。
加藤　久博　卓話に感謝して。
大上　幸雄　大竹委員長、塩見委員長、卓話お疲れ様でした。

・・・塩見秀晴出席大会委員長、大竹崇夫会員会則委員長の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卓話に感謝して・・・
上野　剛／岡田浩二／真木泰彦／高橋在錫／土岐敏勝／村上博昭／村上
順一郎／山下邦俊

Ｃドラゴン先生

■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

ドネーショントピックス
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キーワード

ライオンズグラブにはたくさんの専門用語があります。
その用語は、時代の移り変わりにより、さまざまに変わっていきます。ライオンズ用語解説

9 月第 2 例会

和「Wａ」

　  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  伊藤 龍一　幹事  能瀬 伸一  会計  岡田 賢治
発行責任者　ＭＣ広報委員長　天野  淳 

　               

　今月も台風の話になってしまいますが、12 号、15 号、20 号、21 号に続
き24 号が今年 6 個目の上陸です。これは平年の 2 倍以上の上陸数と
いわれております。
　今年の1月3日に発生した台風 1号、3月には台風 3号、8月12日
からは5日連続で台風が発生。
　台風 7号は「平成 30 年 7月豪雨」と命名され、12 号は「逆走台風」と
呼ばれました。20 号、21 号は強い勢力で上陸し大雨と暴風で大きな被
害を出すこととなった。
　先日の 24 号の上陸も大雨と暴風でテレビの速報が新居浜市内の各
地の避難警報を知らせていた。
　この編集後記を書いているとき、台風 25 号が発生したと知る。
来月の編集後記も台風の話か？　　　　　　　　　　　　　山

【出席メーク・アップ】
例会をやむを得ず欠席した場合､例会の前後１３日以内に以下のいずれかの会合に出席
してメーク・アップしなければなりません。①他クラブの例会、所属クラブの理事会。②所属ク
ラブの委員会。③所属クラブのアクティビティ。④リジョン・ゾーンの会合。⑤国際大会や地区
大会などの会合。メーク・アップ後の欠席は、出席扱いとなります。

【ライオン・テーマー】
例会にて司会進行を務める役職ですが、一番の役目は、クラブの所有物及び
備品の管理を行う責任者です。例会が定刻開催できるように早めに着き準備
をし､終了後は所定の保管場所に返還する責任があります。配布資料を配
ったりすることも含まれます。計画財務委員会がこの職務をサポートします。

【ライオンズデー】
１９１７年メルビン・ジョーンズの呼びかけで立ち上がったライオンズクラブが、ダ
ラスで第一回大会を開催した１０月８日を「世界ライオンズ奉仕デー」と定めました。
単に記念日でなくライオニズムを履行する日となっています。新居浜ライオンズクラブ
も毎年曜日に関係なく、１０月8日に１ゾーン早朝合同例会を持ち回りで開催して、清掃
奉仕活動を行っています。(今年は、中央公園で６時からです)


