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We Serve

●● 12月第一例会 ●●
佐伯　澄男　１１月は多くのアクティビティ、研修が行われました。　　
　　　　　　皆様のご協力に感謝します。
福山　　宏　去年の今頃は夜によく走っていたな－。愛媛マラソンに
　　　　　　出られる方々、頑張って下さい。
後藤　達也　私の一番嫌いな冬が本番を迎えようとしています。布団
　　　　　　からハミ出る足が冷たいので丸くなって寝ています。
岡田　賢治　寒くなりました。風邪に気を付けましょう。
松浦　一雄　岡田賢治さん、今年もライオンズクラブ国際財団からメル
　　　　　　ビンジョーンズ・フェローの称号を贈られたことを賞賛致
　　　　　　します。
白石　誠一　2名のＹＣＥ生さん楽しんできて下さい。
岡村真里哉　早くも年末となりました。インフルエンザも流行しています。
　　　　　　どうぞお身体ご自愛下さい。
真鍋　憲夫　師走になり慌ただしくなりました。今年も例年より寒くなり
　　　　　　そうですので皆様ご自愛下さい。佐伯会長肉離れも回
　　　　　　復され良かったですネ！
武市　欣也　誕生祝い有難うございました。
加藤　久博　英語スピーチコンテスト、えひめ学園との交流会メンバー
　　　　　　の皆様大変お世話になりました。
大竹　崇夫　寒くなりました。風邪に注意して下さい。
有富　正治　今年も残すところ、慌ただしい毎日をお過ごしと思います
　　　　　　が、お身体に十分お気を付け下さい。
永易　明洋　寒さ厳しい時期ですがお身体をご自愛下さい。
塩見　秀晴　１年間お世話になりました。レクバレーの練習日、続けま
　　　　　　すので良かったら練習に参加して下さい。
村上　博昭　今月のクラブ月例ゴルフ2度目の優勝をさせて頂きました。
　　　　　　また、本日はライオンズの誓い唱和のご指名を頂き有難う
　　　　　　ございました。
伊藤　嘉秀　岡部歩乃佳さんがドバイの世界大会で金メダルを獲得し
　　　　　　ました。これからもご支援お願い致します。
神野　雄太　今年の漢字「北」サンブラックに決まりました。これで有
　　　　　　馬記念は北サンブラックに決まりです。
高橋　尚毅　バレー大会Ｂチーム決勝進出おめでとうございます。
古川　貴章　風邪をひきました。今は治りましたが、皆様も気をつけて
　　　　　　下さい。
宇野　博文　寒い日が続きます。うがい、手洗いの励行で元気に頑
　　　　　　張りたいと思います。
鈴木　雅志　１２月は仕事に・プライベートに一年で一番忙しい時期。
　　　　　　皆さん身体に充分気をつけて乗り切りましょう。
　　　　　　元気が一番！
能瀬　伸一　寒い日が続いていますが、お身体には充分気をつけて
　　　　　　下さい。
伊藤　久門　寒い日が続きます。インフルエンザもはやる兆しがあるよう
　　　　　　です。皆さんご自愛し、ご活躍下さい。
石川　敏則　寒さ益々厳しくなりました。元気に年を越しましょう。
伊藤　龍一　冬将軍到来で、急に寒くなりました。体調管理には十分
　　　　　　に気をつけて下さい。
金田　智行　岡田さんメルビンジョーンズ・プログレス・フェローの受賞
　　　　　　おめでとうございます。　
・・・寒くなりました。皆様十分にお身体ご自愛ください・・・
青野泰介／上野　剛／高橋在錫／近藤盛文／大上幸雄／真木泰彦
／近藤充徳／新田久司／岡田浩二
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●● 1２月第二例会 ●●
佐伯　澄男　今年一年大変お世話になりました。皆様良いお年をお
　　　　　　迎え下さい。
後藤　達也　小野周平さんの入会を祝して。
福山　　宏　入会おめでとうございます。一緒に頑張ってライオンズを
　　　　　　楽しみましょう。
岡田　賢治　今年も後４日です。
　　　　　　来年も良い年に成りますようウイ･サーブ
白石　誠一　YCE派遣生青野さん、伊藤さん行ってますね。
松浦　一雄　岡田さん１００周年記念会員増強賞の受賞おめでとうご
　　　　　　ざいます。小野周平さんの入会を心から歓迎します。
真鍋　憲夫　本年最後の例会、一年間お世話になりました。新会員
　　　　　　の入会を歓迎します。
永易　明洋　今年もわずかとなりました。寒い日が続きますがお身体を
　　　　　　ご自愛下さい。新入会員の小野さん、入会おめでとうご
　　　　　　ざいます。今後のご活躍を期待しています。
加藤　久博　小野周平さんの入会を祝して。皆様良いお年を迎えて
　　　　　　下さい。
岡村真里哉　小野さん入会おめでとうございます。２０１７年も残り３日
　　　　　　です。今年すませるべき事は今年中に済ませようと思い　
　　　　　　ます。来る年が皆様にとって素晴らしい年でありますように。
大竹　崇夫　小野周平さんのご入会を歓迎致します。
有富　正治　会員皆様、今年もお世話になりました。来年も宜しくお
　　　　　　願いします。良いお年を！来る途中事故があり遅刻しまし
　　　　　　た申し訳ありません。
武市　欣也　悪性リンパ腫の後遺症か高齢のせいか？手足が不自由に
　　　　　　なり、年賀状を作成することが出来ません。従って今年
　　　　　　も年賀状を差し出すことが出来ませんので、何卒ご容赦
　　　　　　下さい。各位におかれましては良き新年をお迎え下さい。
青野　泰介　ＹＣＥ事業のおかげで娘が無事にイタリアに旅立ちました。
　　　　　　素晴らしい経験を有難うございます。
神野　雄太　良いお年を迎えて下さい。年末商品御買い上げ有難う
　　　　　　ございました。
伊藤　嘉秀　皆様今年一年お世話になりました。来年も宜しくお願い
　　　　　　致します。
伊藤　久門　今年一年有難うございました。来年も宜しくお願い致しま
　　　　　　す。皆様良いお年をお迎え下さい。
藤縄　洲二　いよいよ今年も終わりますね！来年も良い年でありますように。
高橋　尚毅　小野様の入会を心から歓迎します！おめでとうございます。
小野　周平　宜しくお願いします。
譽田　幸弘　今年も一年間大変お世話になりました。
石川　　稔　昨日、スーパーの駐車場で車を当ててしまいました。
　　　　　　ショック！皆さん安全運転には気をつけましょう。
岡田　浩二　今年一年有難うございました。
塩見　秀晴　寒い冬も元気で過ごしたいです。
村上　博昭　新会員、小野さんの入会を歓迎致します。年末を迎え
　　　　　　ましたが皆様方には良いお年をお迎え下さいませ。
鈴木　雅志　新会員、小野さん入会おめでとうございます。これから
　　　　　　共にウイ･サーブで頑張りましょう！
伊藤　龍一　小野周平くんの入会を歓迎致します。今年一年大変お
　　　　　　世話になりました。
能瀬　伸一　一年間お世話になりました。来年も頑張ります。
　　　　　　良いお年を！！
宇野　博文　寒い日が続きます。今期も半分が過ぎました。後期も頑
　　　　　　張ります。
近藤　充徳　お世話になりました。来る年も良き年となりますようにお祈
　　　　　　り申し上げます。
山下　邦俊　新入会員の小野周平さんを歓迎致します。
石川　敏則　小野さんの入会を歓迎します。来年もよろしく！
大上　幸雄　小野さんの入会おめでとうございます。心より歓迎致します。
古川　貴章　小野さんの入会おめでとうございます。
金田　智行　小野周平くん歓迎！
中田　君江　小野周平さん、宜しくお願い致します。
・・・小野周平さんのご入会を歓迎致します・・・
真木泰彦／新田久司／徳村　明／上野　剛／大石隆憲

編 集 後 記
　　　　　新年明けましておめでとうございます。
　今年は戌年ということで、戌年の言い伝えには、「食べ物に
困らない」「道に迷わない」等があるそうです。犬はどこに行っ
てもご飯をもらえるし、嗅覚が鋭いので道に迷わないからなのだ
そうです。我々商売人にとっては良い年になりそうな予感がしま
すが、皆さんはいかがでしょうか？
　長く親しんできた平成の元号も後１年４カ月で終了します。
今年の秋ごろ発表されるであろう新元号も気になるところですが、
我々昭和生まれにとっては世代交代が進んでいるようで何かさみ
しい気もします。
　新しい年の始まりです！仕事も、ライオンズクラブ活動も頑張っ
て、有意義な一年になると良いですね。本年もどうぞ宜しくお願
い致します。　　　　　　　　　　　　　　譽田 幸弘
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新 居 浜
新居浜中央
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ゴルフ部会報告

行  事  予  定
中学生英語スピーチコンテスト

青少年委員長　大 上  幸 雄　開催日：平成２９年１１月２８日（火）　場所：新居浜市文化センター中ホール
　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

第 28 回

・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会　    １月　９日（火）18:30 ～　商工会館 3F
１月第 1例会　　 　１月１０日（水）12:15 ～　ユアーズ
１月第２例会　　 　１月２４日（水）12:15 ～　ユアーズ
・委員会
計画財務委員会　　１月　４日（木）18:30 ～　事務局
出席大会委員会　　１月　５日（金）18:30 ～　事務局
環境保全委員会　　１月１０日（水）例会終了後　ユアーズ
会員会則委員会　　１月１０日（水）18:30 ～　事務局
保健福祉委員会　　１月１１日（木）18:30 ～　事務局
青少年委員会　　　１月１２日（金）18:30 ～　事務局　
PR広報委員会　　 １月２５日（木）18:30 ～　事務局
・クラブ・その他行事予定
１月　４日（木）　平成３０年新年互礼会　
　　　　　　　　　11:00 ～　リーガロイヤルホテル
１月１０日（水）　第 1例会　長寿の祝い
１月１２日（金）　（公社）新居浜青年会議所新年式典
　　　　　　　　　18:45 ～　リーガロイヤルホテル
１月２４日（水）　第 2例会　元会長・幹事を称える会  
１月２８日（日）　第 2回献血･献眼登録
　　　　　　　　　10:00 ～ イオンモール新居浜駐車場
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　１月１４日（日）   10 :18 ～     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　　　１月１９日（金）～２１日　　 親睦旅行   
スポーツ部会　　１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
１月１４日（日）14:00 ～　三好市保健センター
　第５回ライフジャケット贈呈事業打合会
１月２８日（日）13:00 ～　ウェルピア伊予
　薬物乱用防止教育認定講師養成講座
●第６４回３３６－A地区年次大会
　４月　７日（土）　記念ゴルフ大会
　４月　８日（日）　年次大会式典　　　アスティ徳島

1月 誕生日おめでとうございます
石川 敏則、金田 智行

●会長挨拶　　佐伯澄男会長
●審議事項
１）新会員について　小野周平さん
２）次期キャビネット委員長選出について　福山 宏ライ

オンを選出
３）  ＩＴ担当委員選出について  事務局員白石康代さんを選出
４）薬物乱用防止講師養成講座登録料について１月２８日に行
　われます。登録料１人 4,500 円です。受講者近藤充徳ライ

オン、
　中田君江ライ

オンです。
５）平成３０年新年互礼会が１月４日に催されます。佐伯澄男
　会長が出席、会費 1,000 円です。
６）１月第一例会長寿のお祝い予算について　
　米寿１名、武市欣也ライ

オン予算 3,500 円とします。
７）第２回愛リバー・愛ロード決算報告について
８）１１月第二夜間例会決算報告について
９）えひめ学園との交流会決算報告について

　１１月２８日に第２８回中学生英語
スピーチコンテストが新居浜市民
文化センター中ホールにおいて開
催されました。
　当日は市内各中学校より選ばれ
た１２名の弁士達によるすばらしい

スピーチを披露していただきました。どのスピーチも
流石に日頃の練習の成果と先生やＡＬＴの指導の
成果により私の耳では甲乙つけがたいものになりま
したが、見事に東中の戒田弥珠希さんがゴールド
メダルを勝ち取りました。
　最後の挨拶では弁士達に負けじと佐伯会長も英
語でスピーチを披露して下さり大いにコンテストを盛
り上げてくれました。

　このように行政と一体となって取り組んでいく素晴
らしい事業が今後も益々発展していく事を祈念して
おります。

ゴールド
ライオンプライズ　
戒田 弥珠希さん
（東中学校）

シルバー
ライオンプライズ　
詫間 大起くん
（西中学校）

ブロンズ
ライオンプライズ　
今西 和かさん
（北中学校）

10）４月第二例会家族会の変更について
　４月２５日（水）→４月２２日（日）遠征します。
11）委員会開催の変更について
　・環境保全委員会
　　１月２日（火） → １０日（水）第一例会終了後
　　２月６日（火）18:30 ～ 場所変更
　・会員会則委員会
　　１月３日（水）→１０日（水）18:30～事務局

●協議事項
１）ゾーン内での会員移籍について

●幹事報告
１）２Ｒ親善スポーツ大会１１月２３日（木･祝）8:55 から四国
　中央市川之江体育館で行われ、Ａチーム予選リーグ敗退、Ｂ
　チームトナーメント戦出場しました。
　参加者：L佐伯 L鈴木 L後藤 L伊藤龍L 古川 L白石
　L 金田 L 塩見 L 高橋尚L 中田 L 永易 L 藤縄 L 真鍋 L 村
　上博 L 山下、石川美砂子さん（石川稔さん奥様）、塩見か
　おりさん（塩見さん奥様）、事務局白石康代さん１８名が参加
２）第２回地区ガバナー諮問委員会、ゾーンレベル委員会が
　１１月２５日（土）17:00 からユアーズで開催されました。
　佐伯澄男会長、　古川第２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した。
３）えひめ学園との交流会（ソフトボール大会、バーベキュー）
　が１１月２６日（日）9:00～えひめ学園で開催されました。
　参加者：L佐伯 L後藤 L古川 L福山 L藤縄 L塩見 L中
　田 L 大上 L 加藤 L 高橋在 L 石川稔 L 岡村 L 金田１３名参
　加しました。
４）第２８回中学生英語スピーチコンテストが１１月２８日（火）
　13:30 から文化センターで開催されました。
　結果　ゴールド･ライオンプライズ　
　　　　　東中学校　戒田 弥珠希（かいだみずき）さん
　　　　シルバー･ライオンプライズ
　　　　　西中学校　宅間 大起 （たくまだいき）さん
　　　　ブロンズ･ライオンプライズ
　　　　　北中学校　今西 和か （いまにしのどか）さん
　参加者：L 佐伯 L 鈴木 L 後藤 L 伊藤龍一 L 古川 L白石
　L青野 L有富 L伊藤嘉秀 L中田L真木 L真鍋 L山下
　L大上　L加藤 L金田 16 名が参加しました。
５）２Ｒリーダーシップ（指導力育成）研修会が１２月３日（日）
　13:20 から 四国中央市市民会館で開催され能瀬伸一副幹
　事が出席しました。
６）第１回新会員オリエンテーションが１２月３日（日）13:20 か
　ら 四国中央市市民会館で開催され、金田智行さん、高橋
　尚毅さん（引率者）真木泰彦会員理事が出席しました。
７）岡部歩乃佳後援会第３回理事会が１２月４日（月）18:30
　からあぶら家で開催され、後援会理事者、オブザーバー（青
　少年委員会、第１、第２副会長、幹事、会計）が出席しました。
８）SANTA ANA LIONSCLUB との打合せ会が１２月２０日
　（水）ダバオ市で開かれます。佐伯澄男会長が出席します。
９）冬期ＹＣＥ生派遣
　１２月１７日（日）～１月７日（日）青野桜子さんイタリア派遣
　１２月２０日（水）～１月７日（日）伊藤ひづるさん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニュージーランド派遣
10） 平成２９年度年末交通安全運動「人の輪」が１２月２０日（水）
　10:30 から新居浜簡易裁判所前で行われます。
11）２０１９年度第５８回オセアルフォーラムが広島開催決定、
　３３６複合地区では初めての開催になります。
●委員会報告
　出席大会委員会　２月での全員出席について
　青少年委員会　　えひめ学園との交流会について
　保健福祉委員会　１月２８日第３回献血・献眼について
　環境保全委員会　第２回愛リバー・愛ロード決算報告について
●その他　なし　　　　　　　　　　

かいだ　み ず き
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12 月  理事・委員長会
12月 11日（月）18:30～ 商工会館3F研修室

第 1374 回　12 月第二例会
12月 27日（水）12 : 15～ ユアーズ

‥ 歴史の継承と未来への創造　We Serve ‥

中学生英語スピーチコンテスト

地区ガバナー諮問委員会・ゾーンレベル会員委員会
会　計　福 山 　宏　　     　　　　　　　　　　　　開催日：平成２９年１１月２５日（土）　場所：ユアーズ　
　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

第２回２Ｒ－１Ｚ

■ライオンズの誓い唱和　　宇野博文ライ
オン

■会長挨拶　　佐伯澄男 会長　
■メルリン・フェロー授与　岡田賢治ライ

オン

■審議事項　
１）次期キャビネット委員長選出について　福山宏ライ

オンを選出
２）ＩＴ担当委員選出について　事務局員 白石康代さんを選出
３）薬物乱用防止講師養成講座登録料について１月２８日に行
　われます。登録料１人４ ,５００円です。受講者近藤充徳ライ

オン、
　中田君江ライ

オンです。

●会長挨拶　　佐伯澄男会長
●審議事項
１）新会員について　小野周平さん
２）次期キャビネット委員長選出について　福山 宏ライ

オンを選出
３）  ＩＴ担当委員選出について  事務局員白石康代さんを選出
４）薬物乱用防止講師養成講座登録料について１月２８日に行
　われます。登録料１人 4,500 円です。受講者近藤充徳ライ

オン、
　中田君江ライ

オンです。
５）平成３０年新年互礼会が１月４日に催されます。佐伯澄男
　会長が出席、会費 1,000 円です。
６）１月第一例会長寿のお祝い予算について　
　米寿１名、武市欣也ライ

オン予算 3,500 円とします。
７）第２回愛リバー・愛ロード決算報告について
８）１１月第二夜間例会決算報告について
９）えひめ学園との交流会決算報告について

　１１月２５日に第二回ゾーンレベ
ル会員委員会・地区ガバナー諮問
委員会に佐伯会長、後藤幹事、古
川第二副会長、真木会員会則委
員長と参加してまいりました。
　会議内容の詳細は私が議事録

を担当しておりましたので。事務局に議事録を作成・
送付しておりますのでご興味ある方はご覧下さい。
　初めに白石誠一1Z-ZCのご挨拶にて伊予小松Ｌ
Ｃ幹事さん、西条ＬＣ幹事さんの紹介をいただきまし
た。
　お二方には後ほど２Ｒアクティビティの説明をいた
だきます。
　続いて佐伯会長の挨拶がありました。岡部歩乃
佳さんの金メダル獲得の報告とご支援願い。
　当クラブのアクト、英語スピーチコンテストへのお
誘いと、もしお誘い頂けるアクトがあれば是非参加
したいので教えて下さいとの事。
　続いて２Ｒ－ＧＭＴ・ＧＬＴ・ＦＷＴ・会則委員若狭 努ライ

オン

のご挨拶をいただきまして、会員増強の為に頑張っ
ております。皆さんのご協力をお願いしますとの事。
　「四国をつなごう」２Ｒアクティビティ（案）について

伊予小松ＬＣ桑原謙二幹事、西条ＬＣ森下雄一幹
事に説明をいただきました。
　内容は「横峰寺の参道の清掃を過去に行った。
５０ｋｍを一日で４Ｒが過去に行った、お遍路は世界
遺産を目指している、関野ガバナーが出るタイミング
で２Ｒで是非、取り組みたい。」とパンフレットを配布
していただき４Ｒの取り組みを説明して頂きました。
「費用もかからないし、面白い取り組みと思いますの
で是非、皆でやりましょう。」と熱心に参加のお誘い
をいただきました。　
　若狭 努２Ｒ－ＧＭＴ・ＧＬＴ・ＦＷＴ・会則委員よりゾー
ンレベル会員委員会議事並び質疑応答を４クラブ
で行い会員増強の成功事例や活動内容について
意見交換や情報共有をお願いします。
　続いてＺＣ白石誠一ライ

オンより地区ガバナー諮問委員
会並びに質疑応答。
　各クラブの活動状況について意見交換や情報共
有をさせていただきました。
　私は「四国をつなごう」合同アクティビティの件、
大変面白そうな企画だと思いました。
是非皆さんと参加出来ればと思います。

　　　　　　　　　　　　
■会長挨拶　佐伯澄男会長
■１００周年記念会員増強賞　岡田賢治ライ

オン

■審議事項　なし
■幹事報告
１）新会員入会式　小野周平さん
２）SANTA ANA LIONSCLUBと打合せ会が１２月２０日（水）
　ダバオ市で行われました。佐伯澄男会長が出席しました。
３）冬期ＹＣＥ生派遣生について
　１２月１７日(日)～１月７日(日) 青野桜子さんイタリア派遣
　１２月２０日( 水 )～１月７日(日) 伊藤ひづるさん
　　　　　　　　　　　　　　　　　ニュージーランド派遣
４） 平成２９年度年末交通安全運動「人の輪」が１２月２０日（水）
　10:30 から新居浜簡易裁判所前で行われました。
　L後藤 L高橋尚毅が参加しました。
５）平成３０年新年互例会が１月４日（木）11:00より
　リーガロイヤルホテル新居浜で行われます。佐伯澄男会長が
　出席します。
６）新居浜中央ＬＣ結成４０周年記念式典が
　３月１８日（日）11:00よりユアーズで行われます。
７）今治くるしまＬＣ結成２５周年記念ゴルフ大会が３月２４日（土） 
　今治カントリークラブで行われます。後日案内致します。
８）夏期ＹＣＥ派遣生募集について
　派遣国：台湾　期間：８月６日（月）～２６日（日）
　詳細は事務局へお問い合わせ下さい。
９）第１０１回ライオンズクラブ国際大会（ラスベガス）
　期間：平成３０年６月２９日（金）～７月３日（火）
　登録締切：早期登録 平成３０年１月１２日 登録料 150US$
　普通登録：平成３０年３月３１日 登録料 200US$
10）年末年始１２月２９日（金）～１月４日（木）の間事務局を
　お休みさせて頂きます。
■委員会報告
　出席大会委員会　２月１４日１Ｚ合同夜間例会出席のお願い
　保健福祉委員会　１月２８日（日）献血・献眼運動について
■出席報告　
　会員数５５名、出席者４８名、欠席７名、出席率８７.３%
■テールツイスタータイム
　ドネーション　９８,０００円　　　ファイン　５００円
■ライオンズ・ローア　
　伊藤 龍一ライ

オン　　　　　　　　　　　　　　　

10）４月第二例会家族会の変更について
　４月２５日（水）→４月２２日（日）遠征します。
11）委員会開催の変更について
　・環境保全委員会
　　１月２日（火） → １０日（水）第一例会終了後
　　２月６日（火）18:30 ～ 場所変更
　・会員会則委員会
　　１月３日（水）→１０日（水）18:30～事務局

●協議事項
１）ゾーン内での会員移籍について

●幹事報告
１）２Ｒ親善スポーツ大会１１月２３日（木･祝）8:55 から四国
　中央市川之江体育館で行われ、Ａチーム予選リーグ敗退、Ｂ
　チームトナーメント戦出場しました。
　参加者：L佐伯 L鈴木 L後藤 L伊藤龍L 古川 L白石
　L 金田 L 塩見 L 高橋尚L 中田 L 永易 L 藤縄 L 真鍋 L 村
　上博 L 山下、石川美砂子さん（石川稔さん奥様）、塩見か
　おりさん（塩見さん奥様）、事務局白石康代さん１８名が参加
２）第２回地区ガバナー諮問委員会、ゾーンレベル委員会が
　１１月２５日（土）17:00 からユアーズで開催されました。
　佐伯澄男会長、　古川第２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した。
３）えひめ学園との交流会（ソフトボール大会、バーベキュー）
　が１１月２６日（日）9:00～えひめ学園で開催されました。
　参加者：L佐伯 L後藤 L古川 L福山 L藤縄 L塩見 L中
　田 L 大上 L 加藤 L 高橋在 L 石川稔 L 岡村 L 金田１３名参
　加しました。
４）第２８回中学生英語スピーチコンテストが１１月２８日（火）
　13:30 から文化センターで開催されました。
　結果　ゴールド･ライオンプライズ　
　　　　　東中学校　戒田 弥珠希（かいだみずき）さん
　　　　シルバー･ライオンプライズ
　　　　　西中学校　宅間 大起 （たくまだいき）さん
　　　　ブロンズ･ライオンプライズ
　　　　　北中学校　今西 和か （いまにしのどか）さん
　参加者：L 佐伯 L 鈴木 L 後藤 L 伊藤龍一 L 古川 L白石
　L青野 L有富 L伊藤嘉秀 L中田L真木 L真鍋 L山下
　L大上　L加藤 L金田 16 名が参加しました。
５）２Ｒリーダーシップ（指導力育成）研修会が１２月３日（日）
　13:20 から 四国中央市市民会館で開催され能瀬伸一副幹
　事が出席しました。
６）第１回新会員オリエンテーションが１２月３日（日）13:20 か
　ら 四国中央市市民会館で開催され、金田智行さん、高橋
　尚毅さん（引率者）真木泰彦会員理事が出席しました。
７）岡部歩乃佳後援会第３回理事会が１２月４日（月）18:30
　からあぶら家で開催され、後援会理事者、オブザーバー（青
　少年委員会、第１、第２副会長、幹事、会計）が出席しました。
８）SANTA ANA LIONSCLUB との打合せ会が１２月２０日
　（水）ダバオ市で開かれます。佐伯澄男会長が出席します。
９）冬期ＹＣＥ生派遣
　１２月１７日（日）～１月７日（日）青野桜子さんイタリア派遣
　１２月２０日（水）～１月７日（日）伊藤ひづるさん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニュージーランド派遣
10） 平成２９年度年末交通安全運動「人の輪」が１２月２０日（水）
　10:30 から新居浜簡易裁判所前で行われます。
11）２０１９年度第５８回オセアルフォーラムが広島開催決定、
　３３６複合地区では初めての開催になります。
●委員会報告
　出席大会委員会　２月での全員出席について
　青少年委員会　　えひめ学園との交流会について
　保健福祉委員会　１月２８日第３回献血・献眼について
　環境保全委員会　第２回愛リバー・愛ロード決算報告について
●その他　なし　　　　　　　　　　

４）平成３０年新年互礼会が１月４日に催されます。
　佐伯澄男会長が出席、会費１,０００円です。
５）１月第一例会長寿のお祝い予算について
　米寿１名 武市欣也ライ

オン予算３,５００円とします。
６）第２回愛リバー・愛ロード決算報告について
７）１１月第二夜間例会決算報告について
８）えひめ学園との交流会決算報告について
９）４月第二例会家族会の変更について
　４月２５日（水） → ４月２２日（日）遠征します。
10）委員会開催の変更について
・環境保全委員会
　１月２日（火） → １０日（水）第一例会終了後
　２月６日（火）18:30～ 場所変更
・会員会則委員会
　１月３日（水） → １０日（水）18:30 ～ 事務局

■幹事報告
１）新会員について　小野周平さん
２）２Ｒ親善スポーツ大会１１月２３日（木･祝）８：５５から四国
　中央市川之江体育館で行われ、Ａチーム予選リーグ敗退、Ｂ
　チームトナーメント戦出場しました。
　参加者：L 佐伯 L 鈴木 L 後藤 L 伊藤龍 L 古川 L 白石 L
金田 L塩見 L高橋尚L中田 L永易L藤縄 L真鍋 L村上博L
山下、石川美砂子さん（石川稔さん奥様）、塩見かおりさん（塩
見さん奥様）、事務局白石康代さん１８名が参加
３）第２回地区ガバナー諮問委員会、ゾーンレベル委員会が
　１１月２５日（土）17:00 からユアーズで開催されました。
　佐伯澄男会長、古川第２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した。
４）えひめ学園との交流会（ソフトボール大会、バーベキュー）
　が １１月２６日（日）9:00～ えひめ学園で開催されました。
　参加者：L 佐伯 L 後藤 L 古川 L 福山 L 藤縄 L 塩見 L中
　田 L 大上 L 加藤 L 高橋在 L 石川稔 L 岡村 L 金田１３名参
　加しました。
５）第２８回中学生英語スピーチコンテストが
　１１月２８日（火）13:30 から文化センターで開催されました。
結果　ゴールド・ライオンプライズ
　　　　東中学校　戒田 弥珠希（かいだみずき）さん
　　　シルバー・ライオンプライズ
　　　　西中学校　宅間 大起 （たくまだいき）さん　
　　　ブロンズ･ライオンプライズ
　　　　北中学校　今西 和か （いまにしのどか）さん
　参加者：L佐伯 L鈴木 L後藤 L伊藤龍L 古川 L白石
　L 青野 L 有富 L 伊藤嘉 L 中田 L 真木 L 真鍋 L 山下 L 大
　上 L加藤 L金田１６名が参加しました。
６）２Ｒリーダーシップ ( 指導力育成 ) 研修会が
　１２月３日（日）13:20 から 四国中央市市民会館で開催され
　能瀬伸一副幹事が出席しました。
７）第１回新会員オリエンテーションが１２月３日（日）13:20 か
　ら 四国中央市市民会館で開催され、金田智行ライ

オン、高橋尚
　毅ライ

オン（引率者）真木泰彦会員理事が出席しました。
８）岡部歩乃佳後援会第３回理事会が１２月４日（月）18:30
　からあぶら家で開催され、後援会理事者、オブザーバー（青
　少年委員会、第１、第２副会長、幹事、会計）が出席しました。
９）SANTA ANA LIONSCLUBと打合せ会が１２月２０日（水）
　ダバオ市で開かれます。佐伯澄男会長が出席します。
10）冬期ＹＣＥ生派遣
　１２月１７日（日）～ １月７日（日）青野桜子さんイタリア派遣
　１２月２０日（水）～１月７日（日）伊藤ひづるさんニュージー
　　　　　　　　　　　　　　　ランド派遣
11） 平成２９年度年末交通安全運動「人の輪」が１２月２０日
　（水）10:30 から新居浜簡易裁判所前で行われます。
12）２０１９年度第５８回オセアルフォーラムが広島開催決定、
　３３６複合地区では初めての開催になります。
■委員会報告
　出席大会委員会　２月での全員出席について
　計画財務委員会　夜間例会決算報告について
　青少年委員会　　えひめ学園との交流会、英語スピーチ
　　　　　　　　　コンテストについて
　保健福祉委員会　１月２８日第２回献血・献眼について
　環境保全委員会　第２回愛リバー・愛ロード決算報告につ
　　　　　　　　　いて
■出席報告
　会員数５４名、出席４５名、欠席９名、出席率８３,３％
■テールツイスタータイム
　ドネーション　７５,０００円　
■ライオンズ・ローア
　永易明洋ライ

オン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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Niihama Lions Club

新会員オリエンテーションに参加して
PR 広報委員会　高 橋  尚 毅　　　　開催日：平成２９年１２月３日（日）　場所：四国中央市市民会館　
　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

第１回２リジョン

‥ 歴史の継承と未来への創造　We Serve ‥

２Ｒリーダーシップ研修会に参加して
副幹事　能 瀬  伸 一　　　　　　　開催日：平成２９年１２月　３日（日）場所：四国中央市市民会館　
　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

えひめ学園との交流会を行って
青少年委員長　大 上  幸 雄　　     開催日：平成２９年１１月２６日（日）　場所：えひめ学園　　　　　　　　　
　　　　　　　　　        　

■ライオンズの誓い唱和　　宇野博文ライ
オン

■会長挨拶　　佐伯澄男 会長　
■メルリン・フェロー授与　岡田賢治ライ

オン

■審議事項　
１）次期キャビネット委員長選出について　福山宏ライ

オンを選出
２）ＩＴ担当委員選出について　事務局員 白石康代さんを選出
３）薬物乱用防止講師養成講座登録料について１月２８日に行
　われます。登録料１人４ ,５００円です。受講者近藤充徳ライ

オン、
　中田君江ライ

オンです。

　去る１２月３日、四国中央市にて
「リーダーシップ研修会」に参加し
て参りました。会場に行くと、１Ｚは
もちろん、他のＺにも知り合いの方
が何名かいらっしゃり、少し楽な気
持ちになりました。

　講師は、元地区ガバナーで、地区名誉顧問の

西原 透ライ
オンでした。

　新会員オリエンテーション以来、久しぶりに講義を
拝聴することとなったわけですが、物腰が柔らかく、
我々のようにまだまだ未熟なライオンにも分かりやすく
説明くださりました。
　内容は、研修会の名のとおり、リーダーシップに
関する内容と、議事運営において、国連や国会で

　私は２０１７年夏に新居浜ライオ
ンズクラブに入会し約半年経ちまし
た。
　しかし正直なところアクト、ゾー
ン、ガバナー、チェアパーソンなど
…ライオンズクラブに入って初めて

聞く言葉に戸惑ったり、その活動についても漠然と
しか理解しておらず、なんとなくみんなの真似をして
る感じでした。
　そんな中で先日はバレー大会に参加させてもら
い、そして今回の新入会員オリエンテーションです。
　ライオンズクラブに入会した私にこれからできるこ
と、そしてメリットとは…？
　恵まれない人々を助けること、地域をより良くして
いくこと、世界の恵まれない人に影響を与えられる

こと、リーダーとしての技能を養えること、コミュニ
ケーション能力を磨くことができること、国内外の人
と知り合えること、人脈を広げるチャンスがあること
…
　そうだ！ 先日のバレー大会でチームのメンバーが
みんな同じ目標を見てたように、これからもライオン
の先輩たちが見ている方向を見ること。やること。
　そうすればみんなで楽しみながら新居浜中に、ま
た世界中に美しい花を咲かすことができると思いま
す。
　正直、まだまだ先輩たちの名前と顔が一致しな
いのが現状ですが、これからも色々な会に参加し
色んな計画を実行できるようになれるといいなと思い
ました。
　これからもさらによろしくお願いします。

　１１月２６日（日）にえひめ学園と
の交流会を本年も開催させていた
だきました。
　当日は天候も心配されましたが、
何とか雨も振らずに予定通り開催
することができました。

　第１部はソフトボールの部です。前回の対決では
引き分けだったということもあり今年こそはと意気込
むメンバー一同でしたが、試合が始まると一体どこ
でアウトが取れるのだろうという状況になり個人的に
はかなり心配しましたが、助っ人に入ってくれた女
生徒の大活躍と、足の大ケガを押して出場してくれ
た佐伯会長の熱意と最後は大人の対応で多分ワザ
っと？三振してくれた後藤幹事のおかげで今年も引
き分けで終えることができました。

　第２部はえひめ学園の生徒達が常日頃より練習し
ている和太鼓の演奏を披露してくれました。
　ソフトボールの和やかさとは一変したその真剣な
眼差しに心をうたれました。
　第３部は生徒達とバーベキューを楽しみました。
岡村真里哉ライ

オン、中田君江ライ
オンの女性メンバーを中心に

一生懸命、肉を焼いて振る舞い「こんなにおいし
い肉を食べたのは初めてや。」と口を揃えて言って
いただき大変有意義な時間を過ごす事ができました。
　この一年間、青少年委員会として生徒たちの成
長を見守ることができたことは大変貴重な経験にな
り、また交流し続ける事の重要さを感じました。
　次回以降の交流会はどのような内容になるかは
分かりませんが、この事業が継続し多くのメンバー
で生徒達を支えていく事を心からお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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 1373 回　12 月第一例会
12月 13日（水）12 :15～ ユアーズ

４）平成３０年新年互礼会が１月４日に催されます。
　佐伯澄男会長が出席、会費１,０００円です。
５）１月第一例会長寿のお祝い予算について
　米寿１名 武市欣也ライ

オン予算３,５００円とします。
６）第２回愛リバー・愛ロード決算報告について
７）１１月第二夜間例会決算報告について
８）えひめ学園との交流会決算報告について
９）４月第二例会家族会の変更について
　４月２５日（水） → ４月２２日（日）遠征します。
10）委員会開催の変更について
・環境保全委員会
　１月２日（火） → １０日（水）第一例会終了後
　２月６日（火）18:30 ～ 場所変更
・会員会則委員会
　１月３日（水） → １０日（水）18:30 ～ 事務局

■幹事報告
１）新会員について　小野周平さん
２）２Ｒ親善スポーツ大会１１月２３日（木･祝）８：５５から四国
　中央市川之江体育館で行われ、Ａチーム予選リーグ敗退、Ｂ
　チームトナーメント戦出場しました。
　参加者：L 佐伯 L 鈴木 L 後藤 L 伊藤龍 L 古川 L 白石 L
金田 L塩見 L高橋尚L中田 L永易L藤縄 L真鍋 L村上博L
山下、石川美砂子さん（石川稔さん奥様）、塩見かおりさん（塩
見さん奥様）、事務局白石康代さん１８名が参加
３）第２回地区ガバナー諮問委員会、ゾーンレベル委員会が
　１１月２５日（土）17:00 からユアーズで開催されました。
　佐伯澄男会長、古川第２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した。
４）えひめ学園との交流会（ソフトボール大会、バーベキュー）
　が １１月２６日（日）9:00～ えひめ学園で開催されました。
　参加者：L 佐伯 L 後藤 L 古川 L 福山 L 藤縄 L 塩見 L中
　田 L 大上 L 加藤 L 高橋在 L 石川稔 L 岡村 L 金田１３名参
　加しました。
５）第２８回中学生英語スピーチコンテストが
　１１月２８日（火）13:30 から文化センターで開催されました。
結果　ゴールド・ライオンプライズ
　　　　東中学校　戒田 弥珠希（かいだみずき）さん
　　　シルバー・ライオンプライズ
　　　　西中学校　宅間 大起 （たくまだいき）さん　
　　　ブロンズ･ライオンプライズ
　　　　北中学校　今西 和か （いまにしのどか）さん
　参加者：L佐伯 L鈴木 L後藤 L伊藤龍L 古川 L白石
　L 青野 L 有富 L 伊藤嘉 L 中田 L 真木 L 真鍋 L 山下 L 大
　上 L加藤 L金田１６名が参加しました。
６）２Ｒリーダーシップ ( 指導力育成 ) 研修会が
　１２月３日（日）13:20 から 四国中央市市民会館で開催され
　能瀬伸一副幹事が出席しました。
７）第１回新会員オリエンテーションが１２月３日（日）13:20 か
　ら 四国中央市市民会館で開催され、金田智行ライ

オン、高橋尚
　毅ライ

オン（引率者）真木泰彦会員理事が出席しました。
８）岡部歩乃佳後援会第３回理事会が１２月４日（月）18:30
　からあぶら家で開催され、後援会理事者、オブザーバー（青
　少年委員会、第１、第２副会長、幹事、会計）が出席しました。
９）SANTA ANA LIONSCLUBと打合せ会が１２月２０日（水）
　ダバオ市で開かれます。佐伯澄男会長が出席します。
10）冬期ＹＣＥ生派遣
　１２月１７日（日）～ １月７日（日）青野桜子さんイタリア派遣
　１２月２０日（水）～１月７日（日）伊藤ひづるさんニュージー
　　　　　　　　　　　　　　　ランド派遣
11） 平成２９年度年末交通安全運動「人の輪」が１２月２０日
　（水）10:30 から新居浜簡易裁判所前で行われます。
12）２０１９年度第５８回オセアルフォーラムが広島開催決定、
　３３６複合地区では初めての開催になります。
■委員会報告
　出席大会委員会　２月での全員出席について
　計画財務委員会　夜間例会決算報告について
　青少年委員会　　えひめ学園との交流会、英語スピーチ
　　　　　　　　　コンテストについて
　保健福祉委員会　１月２８日第２回献血・献眼について
　環境保全委員会　第２回愛リバー・愛ロード決算報告につ
　　　　　　　　　いて
■出席報告
　会員数５４名、出席４５名、欠席９名、出席率８３,３％
■テールツイスタータイム
　ドネーション　７５,０００円　
■ライオンズ・ローア
　永易明洋ライ

オン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

も使われているロバート議事法に関するものでした。
　ロバート議事法は、某会議所でそれなりに学んだ
こともあり、復習、確認の感覚で聞くことが出来
ました。
　リーダーシップに関しては、数多くの経験をされて
きた西原 透顧問の言葉は大変含蓄があり、気が付
くと聞き入っている自分がいました。既に理解してい
ると思っていた事柄でも、今までの自分は意外に軽
視していたということを思い知らされたり、リーダー
たる覚悟と心構えというものを深く考えさせられたり

し、大変勉強させて頂きました。
　会場に向かうまでは、長いと思っていた研修会も、
あっという間に時間が過ぎ、非常に充実した時間を
過ごさせて頂きました。
　せっかくの機会を頂き、学ばせて頂いたわけです
から、今後は仕事に、そしてライオンズの活動に、
学びを生かして参りたいと思っています。
　最後に、この機会を与えてくださった佐伯会長に
感謝申し上げ、報告とさせて頂きます。
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　参加者：L 佐伯 L 後藤 L 古川 L 福山 L 藤縄 L 塩見 L中
　田 L 大上 L 加藤 L 高橋在 L 石川稔 L 岡村 L 金田１３名参
　加しました。
５）第２８回中学生英語スピーチコンテストが
　１１月２８日（火）13:30 から文化センターで開催されました。
結果　ゴールド・ライオンプライズ
　　　　東中学校　戒田 弥珠希（かいだみずき）さん
　　　シルバー・ライオンプライズ
　　　　西中学校　宅間 大起 （たくまだいき）さん　
　　　ブロンズ･ライオンプライズ
　　　　北中学校　今西 和か （いまにしのどか）さん
　参加者：L佐伯 L鈴木 L後藤 L伊藤龍L 古川 L白石
　L 青野 L 有富 L 伊藤嘉 L 中田 L 真木 L 真鍋 L 山下 L 大
　上 L加藤 L金田１６名が参加しました。
６）２Ｒリーダーシップ ( 指導力育成 ) 研修会が
　１２月３日（日）13:20 から 四国中央市市民会館で開催され
　能瀬伸一副幹事が出席しました。
７）第１回新会員オリエンテーションが１２月３日（日）13:20 か
　ら 四国中央市市民会館で開催され、金田智行ライ

オン、高橋尚
　毅ライ

オン（引率者）真木泰彦会員理事が出席しました。
８）岡部歩乃佳後援会第３回理事会が１２月４日（月）18:30
　からあぶら家で開催され、後援会理事者、オブザーバー（青
　少年委員会、第１、第２副会長、幹事、会計）が出席しました。
９）SANTA ANA LIONSCLUBと打合せ会が１２月２０日（水）
　ダバオ市で開かれます。佐伯澄男会長が出席します。
10）冬期ＹＣＥ生派遣
　１２月１７日（日）～ １月７日（日）青野桜子さんイタリア派遣
　１２月２０日（水）～１月７日（日）伊藤ひづるさんニュージー
　　　　　　　　　　　　　　　ランド派遣
11） 平成２９年度年末交通安全運動「人の輪」が１２月２０日
　（水）10:30 から新居浜簡易裁判所前で行われます。
12）２０１９年度第５８回オセアルフォーラムが広島開催決定、
　３３６複合地区では初めての開催になります。
■委員会報告
　出席大会委員会　２月での全員出席について
　計画財務委員会　夜間例会決算報告について
　青少年委員会　　えひめ学園との交流会、英語スピーチ
　　　　　　　　　コンテストについて
　保健福祉委員会　１月２８日第２回献血・献眼について
　環境保全委員会　第２回愛リバー・愛ロード決算報告につ
　　　　　　　　　いて
■出席報告
　会員数５４名、出席４５名、欠席９名、出席率８３,３％
■テールツイスタータイム
　ドネーション　７５,０００円　
■ライオンズ・ローア
　永易明洋ライ

オン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

も使われているロバート議事法に関するものでした。
　ロバート議事法は、某会議所でそれなりに学んだ
こともあり、復習、確認の感覚で聞くことが出来
ました。
　リーダーシップに関しては、数多くの経験をされて
きた西原 透顧問の言葉は大変含蓄があり、気が付
くと聞き入っている自分がいました。既に理解してい
ると思っていた事柄でも、今までの自分は意外に軽
視していたということを思い知らされたり、リーダー
たる覚悟と心構えというものを深く考えさせられたり

し、大変勉強させて頂きました。
　会場に向かうまでは、長いと思っていた研修会も、
あっという間に時間が過ぎ、非常に充実した時間を
過ごさせて頂きました。
　せっかくの機会を頂き、学ばせて頂いたわけです
から、今後は仕事に、そしてライオンズの活動に、
学びを生かして参りたいと思っています。
　最後に、この機会を与えてくださった佐伯会長に
感謝申し上げ、報告とさせて頂きます。
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12 月  理事・委員長会
12月 11日（月）18:30～ 商工会館3F研修室

第 1374 回　12 月第二例会
12月 27日（水）12 : 15～ ユアーズ

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

中学生英語スピーチコンテスト

地区ガバナー諮問委員会・ゾーンレベル会員委員会
会　計　福 山 　宏　　     　　　　　　　　　　　　開催日：平成２９年１１月２５日（土）　場所：ユアーズ　
　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

第２回２Ｒ－１Ｚ

■ライオンズの誓い唱和　　宇野博文ライ
オン

■会長挨拶　　佐伯澄男 会長　
■メルリン・フェロー授与　岡田賢治ライ

オン

■審議事項　
１）次期キャビネット委員長選出について　福山宏ライ

オンを選出
２）ＩＴ担当委員選出について　事務局員 白石康代さんを選出
３）薬物乱用防止講師養成講座登録料について１月２８日に行
　われます。登録料１人４ ,５００円です。受講者近藤充徳ライ

オン、
　中田君江ライ

オンです。

●会長挨拶　　佐伯澄男会長
●審議事項
１）新会員について　小野周平さん
２）次期キャビネット委員長選出について　福山 宏ライ

オンを選出
３）  ＩＴ担当委員選出について  事務局員白石康代さんを選出
４）薬物乱用防止講師養成講座登録料について１月２８日に行
　われます。登録料１人 4,500 円です。受講者近藤充徳ライ

オン、
　中田君江ライ

オンです。
５）平成３０年新年互礼会が１月４日に催されます。佐伯澄男
　会長が出席、会費 1,000 円です。
６）１月第一例会長寿のお祝い予算について　
　米寿１名、武市欣也ライ

オン予算 3,500 円とします。
７）第２回愛リバー・愛ロード決算報告について
８）１１月第二夜間例会決算報告について
９）えひめ学園との交流会決算報告について

　１１月２５日に第二回ゾーンレベ
ル会員委員会・地区ガバナー諮問
委員会に佐伯会長、後藤幹事、古
川第二副会長、真木会員会則委
員長と参加してまいりました。
　会議内容の詳細は私が議事録

を担当しておりましたので。事務局に議事録を作成・
送付しておりますのでご興味ある方はご覧下さい。
　初めに白石誠一1Z-ZCのご挨拶にて伊予小松Ｌ
Ｃ幹事さん、西条ＬＣ幹事さんの紹介をいただきまし
た。
　お二方には後ほど２Ｒアクティビティの説明をいた
だきます。
　続いて佐伯会長の挨拶がありました。岡部歩乃
佳さんの金メダル獲得の報告とご支援願い。
　当クラブのアクト、英語スピーチコンテストへのお
誘いと、もしお誘い頂けるアクトがあれば是非参加
したいので教えて下さいとの事。
　続いて２Ｒ－ＧＭＴ・ＧＬＴ・ＦＷＴ・会則委員若狭 努ライ

オン

のご挨拶をいただきまして、会員増強の為に頑張っ
ております。皆さんのご協力をお願いしますとの事。
　「四国をつなごう」２Ｒアクティビティ（案）について

伊予小松ＬＣ桑原謙二幹事、西条ＬＣ森下雄一幹
事に説明をいただきました。
　内容は「横峰寺の参道の清掃を過去に行った。
５０ｋｍを一日で４Ｒが過去に行った、お遍路は世界
遺産を目指している、関野ガバナーが出るタイミング
で２Ｒで是非、取り組みたい。」とパンフレットを配布
していただき４Ｒの取り組みを説明して頂きました。
「費用もかからないし、面白い取り組みと思いますの
で是非、皆でやりましょう。」と熱心に参加のお誘い
をいただきました。　
　若狭 努２Ｒ－ＧＭＴ・ＧＬＴ・ＦＷＴ・会則委員よりゾー
ンレベル会員委員会議事並び質疑応答を４クラブ
で行い会員増強の成功事例や活動内容について
意見交換や情報共有をお願いします。
　続いてＺＣ白石誠一ライ

オンより地区ガバナー諮問委員
会並びに質疑応答。
　各クラブの活動状況について意見交換や情報共
有をさせていただきました。
　私は「四国をつなごう」合同アクティビティの件、
大変面白そうな企画だと思いました。
是非皆さんと参加出来ればと思います。

　　　　　　　　　　
■会長挨拶　佐伯澄男会長
■１００周年記念会員増強賞　岡田賢治ライ

オン

■審議事項　なし
■幹事報告
１）新会員入会式　小野周平さん
２）SANTA ANA LIONSCLUBと打合せ会が１２月２０日（水）
　ダバオ市で行われました。佐伯澄男会長が出席しました。
３）冬期ＹＣＥ生派遣生について
　１２月１７日(日)～１月７日(日) 青野桜子さんイタリア派遣
　１２月２０日( 水 )～１月７日(日) 伊藤ひづるさん
　　　　　　　　　　　　　　　　　ニュージーランド派遣
４） 平成２９年度年末交通安全運動「人の輪」が１２月２０日（水）
　10:30 から新居浜簡易裁判所前で行われました。
　L後藤 L高橋尚毅が参加しました。
５）平成３０年新年互例会が１月４日（木）11:00より
　リーガロイヤルホテル新居浜で行われます。佐伯澄男会長が
　出席します。
６）新居浜中央ＬＣ結成４０周年記念式典が
　３月１８日（日）11:00よりユアーズで行われます。
７）今治くるしまＬＣ結成２５周年記念ゴルフ大会が３月２４日（土） 
　今治カントリークラブで行われます。後日案内致します。
８）夏期ＹＣＥ派遣生募集について
　派遣国：台湾　期間：８月６日（月）～２６日（日）
　詳細は事務局へお問い合わせ下さい。
９）第１０１回ライオンズクラブ国際大会（ラスベガス）
　期間：平成３０年６月２９日（金）～７月３日（火）
　登録締切：早期登録 平成３０年１月１２日 登録料 150US$
　普通登録：平成３０年３月３１日 登録料 200US$
10）年末年始１２月２９日（金）～１月４日（木）の間事務局を
　お休みさせて頂きます。
■委員会報告
　出席大会委員会　２月１４日１Ｚ合同夜間例会出席のお願い
　保健福祉委員会　１月２８日（日）献血・献眼運動について
■出席報告　
　会員数５５名、出席者４８名、欠席７名、出席率８７.３%
■テールツイスタータイム
　ドネーション　９８,０００円　　　ファイン　５００円
■ライオンズ・ローア　
　伊藤 龍一ライ

オン　　　　　　　　　　　　　　　

10）４月第二例会家族会の変更について
　４月２５日（水）→４月２２日（日）遠征します。
11）委員会開催の変更について
　・環境保全委員会
　　１月２日（火） → １０日（水）第一例会終了後
　　２月６日（火）18:30 ～ 場所変更
　・会員会則委員会
　　１月３日（水）→１０日（水）18:30～事務局

●協議事項
１）ゾーン内での会員移籍について

●幹事報告
１）２Ｒ親善スポーツ大会１１月２３日（木･祝）8:55 から四国
　中央市川之江体育館で行われ、Ａチーム予選リーグ敗退、Ｂ
　チームトナーメント戦出場しました。
　参加者：L佐伯 L鈴木 L後藤 L伊藤龍L 古川 L白石
　L 金田 L 塩見 L 高橋尚L 中田 L 永易 L 藤縄 L 真鍋 L 村
　上博 L 山下、石川美砂子さん（石川稔さん奥様）、塩見か
　おりさん（塩見さん奥様）、事務局白石康代さん１８名が参加
２）第２回地区ガバナー諮問委員会、ゾーンレベル委員会が
　１１月２５日（土）17:00 からユアーズで開催されました。
　佐伯澄男会長、　古川第２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した。
３）えひめ学園との交流会（ソフトボール大会、バーベキュー）
　が１１月２６日（日）9:00～えひめ学園で開催されました。
　参加者：L佐伯 L後藤 L古川 L福山 L藤縄 L塩見 L中
　田 L 大上 L 加藤 L 高橋在 L 石川稔 L 岡村 L 金田１３名参
　加しました。
４）第２８回中学生英語スピーチコンテストが１１月２８日（火）
　13:30 から文化センターで開催されました。
　結果　ゴールド･ライオンプライズ　
　　　　　東中学校　戒田 弥珠希（かいだみずき）さん
　　　　シルバー･ライオンプライズ
　　　　　西中学校　宅間 大起 （たくまだいき）さん
　　　　ブロンズ･ライオンプライズ
　　　　　北中学校　今西 和か （いまにしのどか）さん
　参加者：L 佐伯 L 鈴木 L 後藤 L 伊藤龍一 L 古川 L白石
　L青野 L有富 L伊藤嘉秀 L中田L真木 L真鍋 L山下
　L大上　L加藤 L金田 16 名が参加しました。
５）２Ｒリーダーシップ（指導力育成）研修会が１２月３日（日）
　13:20 から 四国中央市市民会館で開催され能瀬伸一副幹
　事が出席しました。
６）第１回新会員オリエンテーションが１２月３日（日）13:20 か
　ら 四国中央市市民会館で開催され、金田智行さん、高橋
　尚毅さん（引率者）真木泰彦会員理事が出席しました。
７）岡部歩乃佳後援会第３回理事会が１２月４日（月）18:30
　からあぶら家で開催され、後援会理事者、オブザーバー（青
　少年委員会、第１、第２副会長、幹事、会計）が出席しました。
８）SANTA ANA LIONSCLUB との打合せ会が１２月２０日
　（水）ダバオ市で開かれます。佐伯澄男会長が出席します。
９）冬期ＹＣＥ生派遣
　１２月１７日（日）～１月７日（日）青野桜子さんイタリア派遣
　１２月２０日（水）～１月７日（日）伊藤ひづるさん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニュージーランド派遣
10） 平成２９年度年末交通安全運動「人の輪」が１２月２０日（水）
　10:30 から新居浜簡易裁判所前で行われます。
11）２０１９年度第５８回オセアルフォーラムが広島開催決定、
　３３６複合地区では初めての開催になります。
●委員会報告
　出席大会委員会　２月での全員出席について
　青少年委員会　　えひめ学園との交流会について
　保健福祉委員会　１月２８日第３回献血・献眼について
　環境保全委員会　第２回愛リバー・愛ロード決算報告について
●その他　なし　　　　　　　　　　

４）平成３０年新年互礼会が１月４日に催されます。
　佐伯澄男会長が出席、会費１,０００円です。
５）１月第一例会長寿のお祝い予算について
　米寿１名 武市欣也ライ

オン予算３,５００円とします。
６）第２回愛リバー・愛ロード決算報告について
７）１１月第二夜間例会決算報告について
８）えひめ学園との交流会決算報告について
９）４月第二例会家族会の変更について
　４月２５日（水） → ４月２２日（日）遠征します。
10）委員会開催の変更について
・環境保全委員会
　１月２日（火） → １０日（水）第一例会終了後
　２月６日（火）18:30 ～ 場所変更
・会員会則委員会
　１月３日（水） → １０日（水）18:30～ 事務局

■幹事報告
１）新会員について　小野周平さん
２）２Ｒ親善スポーツ大会１１月２３日（木･祝）８：５５から四国
　中央市川之江体育館で行われ、Ａチーム予選リーグ敗退、Ｂ
　チームトナーメント戦出場しました。
　参加者：L 佐伯 L 鈴木 L 後藤 L 伊藤龍 L 古川 L 白石 L
金田 L塩見 L高橋尚L中田 L永易L藤縄 L真鍋 L村上博L
山下、石川美砂子さん（石川稔さん奥様）、塩見かおりさん（塩
見さん奥様）、事務局白石康代さん１８名が参加
３）第２回地区ガバナー諮問委員会、ゾーンレベル委員会が
　１１月２５日（土）17:00 からユアーズで開催されました。
　佐伯澄男会長、古川第２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した。
４）えひめ学園との交流会（ソフトボール大会、バーベキュー）
　が １１月２６日（日）9:00～ えひめ学園で開催されました。
　参加者：L 佐伯 L 後藤 L 古川 L 福山 L 藤縄 L 塩見 L中
　田 L 大上 L 加藤 L 高橋在 L 石川稔 L 岡村 L 金田１３名参
　加しました。
５）第２８回中学生英語スピーチコンテストが
　１１月２８日（火）13:30 から文化センターで開催されました。
結果　ゴールド・ライオンプライズ
　　　　東中学校　戒田 弥珠希（かいだみずき）さん
　　　シルバー・ライオンプライズ
　　　　西中学校　宅間 大起 （たくまだいき）さん　
　　　ブロンズ･ライオンプライズ
　　　　北中学校　今西 和か （いまにしのどか）さん
　参加者：L佐伯 L鈴木 L後藤 L伊藤龍L 古川 L白石
　L 青野 L 有富 L 伊藤嘉 L 中田 L 真木 L 真鍋 L 山下 L 大
　上 L加藤 L金田１６名が参加しました。
６）２Ｒリーダーシップ ( 指導力育成 ) 研修会が
　１２月３日（日）13:20 から 四国中央市市民会館で開催され
　能瀬伸一副幹事が出席しました。
７）第１回新会員オリエンテーションが１２月３日（日）13:20 か
　ら 四国中央市市民会館で開催され、金田智行ライ

オン、高橋尚
　毅ライ

オン（引率者）真木泰彦会員理事が出席しました。
８）岡部歩乃佳後援会第３回理事会が１２月４日（月）18:30
　からあぶら家で開催され、後援会理事者、オブザーバー（青
　少年委員会、第１、第２副会長、幹事、会計）が出席しました。
９）SANTA ANA LIONSCLUBと打合せ会が１２月２０日（水）
　ダバオ市で開かれます。佐伯澄男会長が出席します。
10）冬期ＹＣＥ生派遣
　１２月１７日（日）～ １月７日（日）青野桜子さんイタリア派遣
　１２月２０日（水）～１月７日（日）伊藤ひづるさんニュージー
　　　　　　　　　　　　　　　ランド派遣
11） 平成２９年度年末交通安全運動「人の輪」が１２月２０日
　（水）10:30 から新居浜簡易裁判所前で行われます。
12）２０１９年度第５８回オセアルフォーラムが広島開催決定、
　３３６複合地区では初めての開催になります。
■委員会報告
　出席大会委員会　２月での全員出席について
　計画財務委員会　夜間例会決算報告について
　青少年委員会　　えひめ学園との交流会、英語スピーチ
　　　　　　　　　コンテストについて
　保健福祉委員会　１月２８日第２回献血・献眼について
　環境保全委員会　第２回愛リバー・愛ロード決算報告につ
　　　　　　　　　いて
■出席報告
　会員数５４名、出席４５名、欠席９名、出席率８３,３％
■テールツイスタータイム
　ドネーション　７５,０００円　
■ライオンズ・ローア
　永易明洋ライ

オン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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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 (12月分 )
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0
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0
0

906,522

85.3
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名 ％ ％ Ｈ 円

12月 10 日(日)　　新居浜CC

４６
３９ ３７

５２
５２
６３

５０
６９

７６
 ９８
 １０２
１３２

  ２６.１
５.４

   １６.６
３０.０

７０.６
７１.９
８５.４

伊 藤 龍 一 １０２.０

藤 縄 洲 二

村 上 博 昭

白 石 誠 一

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

行  事  予  定
中学生英語スピーチコンテスト

青少年委員長　大 上  幸 雄　開催日：平成２９年１１月２８日（火）　場所：新居浜市文化センター中ホール
　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

第 28 回

・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会　    １月　９日（火）18:30 ～　商工会館 3F
１月第 1例会　　 　１月１０日（水）12:15 ～　ユアーズ
１月第２例会　　 　１月２４日（水）12:15 ～　ユアーズ
・委員会
計画財務委員会　　１月　４日（木）18:30 ～　事務局
出席大会委員会　　１月　５日（金）18:30 ～　事務局
環境保全委員会　　１月１０日（水）例会終了後　ユアーズ
会員会則委員会　　１月１０日（水）18:30 ～　事務局
保健福祉委員会　　１月１１日（木）18:30 ～　事務局
青少年委員会　　　１月１２日（金）18:30 ～　事務局　
PR広報委員会　　 １月２５日（木）18:30 ～　事務局
・クラブ・その他行事予定
１月　４日（木）　平成３０年新年互礼会　
　　　　　　　　　11:00 ～　リーガロイヤルホテル
１月１０日（水）　第 1例会　長寿の祝い
１月１２日（金）　（公社）新居浜青年会議所新年式典
　　　　　　　　　18:45 ～　リーガロイヤルホテル
１月２４日（水）　第 2例会　元会長・幹事を称える会  
１月２８日（日）　第 2回献血･献眼登録
　　　　　　　　　10:00 ～ イオンモール新居浜駐車場
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　１月１４日（日）   10 :18 ～     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　　　１月１９日（金）～２１日　　 親睦旅行   
スポーツ部会　　１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
１月１４日（日）14:00 ～　三好市保健センター
　第５回ライフジャケット贈呈事業打合会
１月２８日（日）13:00 ～　ウェルピア伊予
　薬物乱用防止教育認定講師養成講座
●第６４回３３６－A地区年次大会
　４月　７日（土）　記念ゴルフ大会
　４月　８日（日）　年次大会式典　　　アスティ徳島

BIRTHDAY&MARRIAGE

1月 誕生日おめでとうございます
石川 敏則、金田 智行

●会長挨拶　　佐伯澄男会長
●審議事項
１）新会員について　小野周平さん
２）次期キャビネット委員長選出について　福山 宏ライ

オンを選出
３）  ＩＴ担当委員選出について  事務局員白石康代さんを選出
４）薬物乱用防止講師養成講座登録料について１月２８日に行
　われます。登録料１人 4,500 円です。受講者近藤充徳ライ

オン、
　中田君江ライ

オンです。
５）平成３０年新年互礼会が１月４日に催されます。佐伯澄男
　会長が出席、会費 1,000 円です。
６）１月第一例会長寿のお祝い予算について　
　米寿１名、武市欣也ライ

オン予算 3,500 円とします。
７）第２回愛リバー・愛ロード決算報告について
８）１１月第二夜間例会決算報告について
９）えひめ学園との交流会決算報告について

　１１月２８日に第２８回中学生英語
スピーチコンテストが新居浜市民
文化センター中ホールにおいて開
催されました。
　当日は市内各中学校より選ばれ
た１２名の弁士達によるすばらしい

スピーチを披露していただきました。どのスピーチも
流石に日頃の練習の成果と先生やＡＬＴの指導の
成果により私の耳では甲乙つけがたいものになりま
したが、見事に東中の戒田弥珠希さんがゴールド
メダルを勝ち取りました。
　最後の挨拶では弁士達に負けじと佐伯会長も英
語でスピーチを披露して下さり大いにコンテストを盛
り上げてくれました。

　このように行政と一体となって取り組んでいく素晴
らしい事業が今後も益々発展していく事を祈念して
おります。

ゴールド
ライオンプライズ　
戒田 弥珠希さん
（東中学校）

シルバー
ライオンプライズ　
詫間 大起くん
（西中学校）

ブロンズ
ライオンプライズ　
今西 和かさん
（北中学校）

10）４月第二例会家族会の変更について
　４月２５日（水）→４月２２日（日）遠征します。
11）委員会開催の変更について
　・環境保全委員会
　　１月２日（火） → １０日（水）第一例会終了後
　　２月６日（火）18:30 ～ 場所変更
　・会員会則委員会
　　１月３日（水）→１０日（水）18:30～事務局

●協議事項
１）ゾーン内での会員移籍について

●幹事報告
１）２Ｒ親善スポーツ大会１１月２３日（木･祝）8:55 から四国
　中央市川之江体育館で行われ、Ａチーム予選リーグ敗退、Ｂ
　チームトナーメント戦出場しました。
　参加者：L佐伯 L鈴木 L後藤 L伊藤龍L 古川 L白石
　L 金田 L 塩見 L 高橋尚L 中田 L 永易 L 藤縄 L 真鍋 L 村
　上博 L 山下、石川美砂子さん（石川稔さん奥様）、塩見か
　おりさん（塩見さん奥様）、事務局白石康代さん１８名が参加
２）第２回地区ガバナー諮問委員会、ゾーンレベル委員会が
　１１月２５日（土）17:00 からユアーズで開催されました。
　佐伯澄男会長、　古川第２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した。
３）えひめ学園との交流会（ソフトボール大会、バーベキュー）
　が１１月２６日（日）9:00～えひめ学園で開催されました。
　参加者：L佐伯 L後藤 L古川 L福山 L藤縄 L塩見 L中
　田 L 大上 L 加藤 L 高橋在 L 石川稔 L 岡村 L 金田１３名参
　加しました。
４）第２８回中学生英語スピーチコンテストが１１月２８日（火）
　13:30 から文化センターで開催されました。
　結果　ゴールド･ライオンプライズ　
　　　　　東中学校　戒田 弥珠希（かいだみずき）さん
　　　　シルバー･ライオンプライズ
　　　　　西中学校　宅間 大起 （たくまだいき）さん
　　　　ブロンズ･ライオンプライズ
　　　　　北中学校　今西 和か （いまにしのどか）さん
　参加者：L 佐伯 L 鈴木 L 後藤 L 伊藤龍一 L 古川 L白石
　L青野 L有富 L伊藤嘉秀 L中田L真木 L真鍋 L山下
　L大上　L加藤 L金田 16 名が参加しました。
５）２Ｒリーダーシップ（指導力育成）研修会が１２月３日（日）
　13:20 から 四国中央市市民会館で開催され能瀬伸一副幹
　事が出席しました。
６）第１回新会員オリエンテーションが１２月３日（日）13:20 か
　ら 四国中央市市民会館で開催され、金田智行さん、高橋
　尚毅さん（引率者）真木泰彦会員理事が出席しました。
７）岡部歩乃佳後援会第３回理事会が１２月４日（月）18:30
　からあぶら家で開催され、後援会理事者、オブザーバー（青
　少年委員会、第１、第２副会長、幹事、会計）が出席しました。
８）SANTA ANA LIONSCLUB との打合せ会が１２月２０日
　（水）ダバオ市で開かれます。佐伯澄男会長が出席します。
９）冬期ＹＣＥ生派遣
　１２月１７日（日）～１月７日（日）青野桜子さんイタリア派遣
　１２月２０日（水）～１月７日（日）伊藤ひづるさん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニュージーランド派遣
10） 平成２９年度年末交通安全運動「人の輪」が１２月２０日（水）
　10:30 から新居浜簡易裁判所前で行われます。
11）２０１９年度第５８回オセアルフォーラムが広島開催決定、
　３３６複合地区では初めての開催になります。
●委員会報告
　出席大会委員会　２月での全員出席について
　青少年委員会　　えひめ学園との交流会について
　保健福祉委員会　１月２８日第３回献血・献眼について
　環境保全委員会　第２回愛リバー・愛ロード決算報告について
●その他　なし　　　　　　　　　　

かいだ　み ず き



■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

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

●● 12月第一例会 ●●
佐伯　澄男　１１月は多くのアクティビティ、研修が行われました。　　
　　　　　　皆様のご協力に感謝します。
福山　　宏　去年の今頃は夜によく走っていたな－。愛媛マラソンに
　　　　　　出られる方々、頑張って下さい。
後藤　達也　私の一番嫌いな冬が本番を迎えようとしています。布団
　　　　　　からハミ出る足が冷たいので丸くなって寝ています。
岡田　賢治　寒くなりました。風邪に気を付けましょう。
松浦　一雄　岡田賢治さん、今年もライオンズクラブ国際財団からメル
　　　　　　ビンジョーンズ・フェローの称号を贈られたことを賞賛致
　　　　　　します。
白石　誠一　2名のＹＣＥ生さん楽しんできて下さい。
岡村真里哉　早くも年末となりました。インフルエンザも流行しています。
　　　　　　どうぞお身体ご自愛下さい。
真鍋　憲夫　師走になり慌ただしくなりました。今年も例年より寒くなり
　　　　　　そうですので皆様ご自愛下さい。佐伯会長肉離れも回
　　　　　　復され良かったですネ！
武市　欣也　誕生祝い有難うございました。
加藤　久博　英語スピーチコンテスト、えひめ学園との交流会メンバー
　　　　　　の皆様大変お世話になりました。
大竹　崇夫　寒くなりました。風邪に注意して下さい。
有富　正治　今年も残すところ、慌ただしい毎日をお過ごしと思います
　　　　　　が、お身体に十分お気を付け下さい。
永易　明洋　寒さ厳しい時期ですがお身体をご自愛下さい。
塩見　秀晴　１年間お世話になりました。レクバレーの練習日、続けま
　　　　　　すので良かったら練習に参加して下さい。
村上　博昭　今月のクラブ月例ゴルフ2度目の優勝をさせて頂きました。
　　　　　　また、本日はライオンズの誓い唱和のご指名を頂き有難う
　　　　　　ございました。
伊藤　嘉秀　岡部歩乃佳さんがドバイの世界大会で金メダルを獲得し
　　　　　　ました。これからもご支援お願い致します。
神野　雄太　今年の漢字「北」サンブラックに決まりました。これで有
　　　　　　馬記念は北サンブラックに決まりです。
高橋　尚毅　バレー大会Ｂチーム決勝進出おめでとうございます。
古川　貴章　風邪をひきました。今は治りましたが、皆様も気をつけて
　　　　　　下さい。
宇野　博文　寒い日が続きます。うがい、手洗いの励行で元気に頑
　　　　　　張りたいと思います。
鈴木　雅志　１２月は仕事に・プライベートに一年で一番忙しい時期。
　　　　　　皆さん身体に充分気をつけて乗り切りましょう。
　　　　　　元気が一番！
能瀬　伸一　寒い日が続いていますが、お身体には充分気をつけて
　　　　　　下さい。
伊藤　久門　寒い日が続きます。インフルエンザもはやる兆しがあるよう
　　　　　　です。皆さんご自愛し、ご活躍下さい。
石川　敏則　寒さ益々厳しくなりました。元気に年を越しましょう。
伊藤　龍一　冬将軍到来で、急に寒くなりました。体調管理には十分
　　　　　　に気をつけて下さい。
金田　智行　岡田さんメルビンジョーンズ・プログレス・フェローの受賞
　　　　　　おめでとうございます。　
・・・寒くなりました。皆様十分にお身体ご自愛ください・・・
青野泰介／上野　剛／高橋在錫／近藤盛文／大上幸雄／真木泰彦
／近藤充徳／新田久司／岡田浩二
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●● 1２月第二例会 ●●
佐伯　澄男　今年一年大変お世話になりました。皆様良いお年をお
　　　　　　迎え下さい。
後藤　達也　小野周平さんの入会を祝して。
福山　　宏　入会おめでとうございます。一緒に頑張ってライオンズを
　　　　　　楽しみましょう。
岡田　賢治　今年も後４日です。
　　　　　　来年も良い年に成りますようウイ･サーブ
白石　誠一　YCE派遣生青野さん、伊藤さん行ってますね。
松浦　一雄　岡田さん１００周年記念会員増強賞の受賞おめでとうご
　　　　　　ざいます。小野周平さんの入会を心から歓迎します。
真鍋　憲夫　本年最後の例会、一年間お世話になりました。新会員
　　　　　　の入会を歓迎します。
永易　明洋　今年もわずかとなりました。寒い日が続きますがお身体を
　　　　　　ご自愛下さい。新入会員の小野さん、入会おめでとうご
　　　　　　ざいます。今後のご活躍を期待しています。
加藤　久博　小野周平さんの入会を祝して。皆様良いお年を迎えて
　　　　　　下さい。
岡村真里哉　小野さん入会おめでとうございます。２０１７年も残り３日
　　　　　　です。今年すませるべき事は今年中に済ませようと思い　
　　　　　　ます。来る年が皆様にとって素晴らしい年でありますように。
大竹　崇夫　小野周平さんのご入会を歓迎致します。
有富　正治　会員皆様、今年もお世話になりました。来年も宜しくお
　　　　　　願いします。良いお年を！来る途中事故があり遅刻しまし
　　　　　　た申し訳ありません。
武市　欣也　悪性リンパ腫の後遺症か高齢のせいか？手足が不自由に
　　　　　　なり、年賀状を作成することが出来ません。従って今年
　　　　　　も年賀状を差し出すことが出来ませんので、何卒ご容赦
　　　　　　下さい。各位におかれましては良き新年をお迎え下さい。
青野　泰介　ＹＣＥ事業のおかげで娘が無事にイタリアに旅立ちました。
　　　　　　素晴らしい経験を有難うございます。
神野　雄太　良いお年を迎えて下さい。年末商品御買い上げ有難う
　　　　　　ございました。
伊藤　嘉秀　皆様今年一年お世話になりました。来年も宜しくお願い
　　　　　　致します。
伊藤　久門　今年一年有難うございました。来年も宜しくお願い致しま
　　　　　　す。皆様良いお年をお迎え下さい。
藤縄　洲二　いよいよ今年も終わりますね！来年も良い年でありますように。
高橋　尚毅　小野様の入会を心から歓迎します！おめでとうございます。
小野　周平　宜しくお願いします。
譽田　幸弘　今年も一年間大変お世話になりました。
石川　　稔　昨日、スーパーの駐車場で車を当ててしまいました。
　　　　　　ショック！皆さん安全運転には気をつけましょう。
岡田　浩二　今年一年有難うございました。
塩見　秀晴　寒い冬も元気で過ごしたいです。
村上　博昭　新会員、小野さんの入会を歓迎致します。年末を迎え
　　　　　　ましたが皆様方には良いお年をお迎え下さいませ。
鈴木　雅志　新会員、小野さん入会おめでとうございます。これから
　　　　　　共にウイ･サーブで頑張りましょう！
伊藤　龍一　小野周平くんの入会を歓迎致します。今年一年大変お
　　　　　　世話になりました。
能瀬　伸一　一年間お世話になりました。来年も頑張ります。
　　　　　　良いお年を！！
宇野　博文　寒い日が続きます。今期も半分が過ぎました。後期も頑
　　　　　　張ります。
近藤　充徳　お世話になりました。来る年も良き年となりますようにお祈
　　　　　　り申し上げます。
山下　邦俊　新入会員の小野周平さんを歓迎致します。
石川　敏則　小野さんの入会を歓迎します。来年もよろしく！
大上　幸雄　小野さんの入会おめでとうございます。心より歓迎致します。
古川　貴章　小野さんの入会おめでとうございます。
金田　智行　小野周平くん歓迎！
中田　君江　小野周平さん、宜しくお願い致します。
・・・小野周平さんのご入会を歓迎致します・・・
真木泰彦／新田久司／徳村　明／上野　剛／大石隆憲

編 集 後 記
　　　　　新年明けましておめでとうございます。
　今年は戌年ということで、戌年の言い伝えには、「食べ物に
困らない」「道に迷わない」等があるそうです。犬はどこに行っ
てもご飯をもらえるし、嗅覚が鋭いので道に迷わないからなのだ
そうです。我々商売人にとっては良い年になりそうな予感がしま
すが、皆さんはいかがでしょうか？
　長く親しんできた平成の元号も後１年４カ月で終了します。
今年の秋ごろ発表されるであろう新元号も気になるところですが、
我々昭和生まれにとっては世代交代が進んでいるようで何かさみ
しい気もします。
　新しい年の始まりです！仕事も、ライオンズクラブ活動も頑張っ
て、有意義な一年になると良いですね。本年もどうぞ宜しくお願
い致します。　　　　　　　　　　　　　　譽田 幸弘
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