
伊藤　龍一　後藤委員長をはじめ、計画財務委員会の皆様 11 月第 2 夜
　　　　　　間例会、試食会の設営ありがとうございました。
能瀬　伸一　計画財務委員会の皆さん夜間例会の設営お疲れ様です。
岡田　賢治　えひめ学園との交流会、伊藤会長以下参加者の方々ご苦労
　　　　　　様でした。
後藤　達也　年末商戦、皆様沢山お買い上げいただきますようお願いし
　　　　　　ます。

伊藤　龍一　藤縄さん楽しい卓話ありがとうございました。
岡田　賢治　田村さんのMJF歓迎します。
能瀬　伸一　先日の別子 LC の 30 周年沢山の方のご参加有難うござい
　　　　　　ました。またお手伝いいただいた方々にも感謝申し上げます。
後藤　達也　藤縄さんの卓話に感謝します。
有富　正治　先月の第 1 例会にご協力を賜り有難うございました。今月
　　　　　　の年末商戦も宜しくお願い申し上げます。
加藤　久博　卓話に感謝して。
徳村　　明　朝夕めっきり寒くなりました。インフルエンザもぼちぼち
　　　　　　本格的になります。健康管理に注意しましょう。
佐伯　澄男　急に寒くなってきました。体調管理に気をつけましょう。
永易　明洋　孫が３歳になり、七五三のお参りに行ってきました。健やか
　　　　　　に成長をしてもらいたいと願うばかりです。
松浦　一雄　11 月度ゴルフ部会で優勝しました。天候とメンバーに恵まれ
　　　　　　たおかげです。マル！　
真鍋　憲夫　新居浜別子ライオンズクラブ 30 周年記念式典が開催され
　　　　　　たくさんのメンバーの参加で大いに盛り上がり感激しまし
　　　　　　た。今後ともライオンズの結束を強くして活動しましょう。
青野　泰介　ゴルフ部会の 11 月度参加させていただきました。天気だけ
　　　　　　は素晴らしかったです。能瀬幹事はゴルフやらないのかな
　　　　　　あ。きっと上手なのに。
石川　敏則　寒くなりました。身体に気をつけて下さい。早退させていた
　　　　　　だきます。
石川　　稔　秋が深まり、朝晩寒さを感じる頃となりました。皆さんご自
　　　　　　愛下さい。
伊藤　嘉秀　朝晩寒くなってきました。皆様お身体ご自愛下さい。
宇野　博文　秋の花粉も終わり、過ごしやすい季節になりました。草引き
　　　　　　に頑張っています。
小野　周平　先日の新居浜別子 LC30 周年記念式典に出席しました。奉
　　　　　　仕活動にも様々なアプローチがあるのだなと思いました。
藤縄　洲二　拙い卓話を聞いて下さり有難うございました。
塩見　秀晴　11/3 2R 親善レクバレー大会ご参加有難うございました。
神野　雄太　卓話に感謝
高橋　尚毅　スポーツの秋ですね。先日はバレー大会頑張ってきました。
　　　　　　今週はボウリングで P-Leag の選手とプロチャレンジマッ
　　　　　　チをしてきます。とても可愛い子なのでとても楽しみです。
　　　　　　皆様も秋のスポーツ楽しんで下さい。
杉田　友裕　先日は家族会有難うございました。次回はもっと多くの女
　　　　　　子行員を連れて参加したいと思います。
鈴木　雅志　2R 親善スポーツ大会 A チーム B チーム共に予選リーグ敗
　　　　　　退。塩見キャプテン他メンバーの皆様ご苦労様でした。
古川　貴章　寒くなってきました。風邪などに気を付けましょう。
村上　博昭　11 月 23 日のえひめ学園殿交流会。たくさんのメンバーの　
　　　　　　方々の参加を宜しくお願いいたします。
大上　幸雄　藤縄さんの卓話に感謝！！
大竹　崇夫　藤縄さんの卓話に感謝して。朝夕寒くなったのでお身体ご
　　　　　　自愛下さい。
・・・藤縄洲二さんの卓話に感謝して。・・・
福山　宏／伊藤久門／上野　剛／大石隆憲／岡田浩二
・・・朝夕寒くなってきました。皆様お身体ご自愛下さい。・・・
近藤充徳／近藤盛文／高橋在錫／山下邦俊／真木泰彦

大上　幸雄　えひめ学園との交流会お疲れ様でした。子供達の笑顔と会
　　　　　　員の皆様のハッスルプレー楽しませてもらいました。
金田　智行　えひめ学園との交流会ご協力有難うございました。
佐伯　澄男　計画財務委員会の皆様、夜間例会の設営ご苦労様です。年
　　　　　　末商戦の目標達成を願っています。勿論協力しますよ！
永易　明洋　くらげの会の旅行に行ってきました。奥飛騨温泉は非常に
　　　　　　遠くて疲れましたが温泉に入り疲れもとれ、楽しい旅行と
　　　　　　なりました。
徳村　　明　今年は冬の訪れが遅く穏やかな日々が続いています。師走
　　　　　　の候の季節ですが、まだ季節感はありません。温暖化は一
　　　　　　人一人の生活習慣の意識改革から始めましょう。
有富　正治　自治会の役員会と重なり、早退致します。申し訳ありませ
　　　　　　ん。早く終われば駆けつけたいと思います。
・・・本日の夜間例会の設営、計画財務委員会の皆様ご苦労様です。・・
大竹崇夫／白石誠一／福山　宏
古川　貴章　計画財務委員会様、お疲れ様です。
石川　敏則　夜間例会！計画財務委員会の皆さんごくろうさんです。
宇野　博文　計画財務委員会の皆様ご苦労様です。本日も夜間例会を楽し
　　　　　　ませていただきます。
加藤　久博　年末商戦宜しくお願い致します。
高橋　尚毅　スポーツの秋ですね。先日はえひめ学園との交流会でソフ
　　　　　　トボール。子供達に混じって童心に返りました。また子供
　　　　　　達の笑顔がとても嬉しくてこの交流会の意義を感じました。
塩見　秀晴　えひめ学園の生徒とのソフトボールの試合で 4 回もデッ
　　　　　　ドボール当てられて痛かったです。でも楽しかった。
鈴木　雅志　先日の愛リバー・愛ロード、メンバーの皆様ご苦労様でした。
小野　周平　えひめ学園との交流会、愛リバー・愛ロードとお疲れ様で
　　　　　　した。楽しく過ごさせていただきました。
真鍋　憲夫　先日の愛リバー・愛ロード奉仕作業、欠席してすみませんで
　　　　　　した。2025年大阪万博が決定！第2回目の成功を祈念します。
神野　雄太　ジャパンカップ、アイモンドアイ号の強さに感動しました。
石川　　稔　いま神戸から帰ってきました。昨日、今日と甲子園球場ほ
　　　　　　っともっと球場で 2試合して、2試合とも勝ちました。明日
　　　　　　は残っている村上博昭くんが頑張るでしょう。
藤縄　洲二　いよいよ師走です。あと 1ヶ月頑張っていきましょう！
奥嶋啓一郎　ファインな年末商戦宜しくお願いいたします。
松浦　一雄　12 月がすぐそこまでやって来ました。風邪をひかずに元気
　　　　　　に年末年始を迎えましょう。
伊藤　嘉秀　くらげの会の旅行に行って参りました。1 泊 2 日ではもっ
　　　　　　たいない程の楽しい旅行でした。土岐会長、永易幹事には
　　　　　　大変お世話になりました。有難うございました。
青野　泰介　「ボヘミアン ラプソディ」という映画を観てきました。大上
　　　　　　TT も観たそうです。フレディ・マーキュリーという人が
　　　　　　主人公です。塩見さんに似ています。
近藤　充徳　早退します。申し訳ございません。
・・・えひめ学園との交流会参加の皆様ご苦労様でした。
　　本日の夜間例会、計画財務委員会の皆様お世話になります。・・・
岡田浩二／上野　剛／新田久司／真木泰彦／土岐敏勝／村上順一郎
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■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

11 月第 1 例会

No.647
vol.58-6

12
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
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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

11 月第 2 夜間例会

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 

　         

　「喪中はがき」が届きだすと今年も終わりか、やり残は無いかと周りを見渡
す。マスコミ等では、今年の重大ニュースや今年の総決算、流行語大賞な
ど取り上げられ、いっそう慌ただしさが増してくる。
　恒例の今年の「漢字」が日本漢字能力検定協会より12月12日に京都
清水寺で発表されます。昨年度は「北」でした。ちなみに、私の今年の漢字
は「災」としたい。なぜなら、死者２２名の大惨事となった台風２４号、暴風、
大雨、高波、高潮、により関西空港の冠水、船舶による連絡橋の崩壊。
　また、愛媛県、岡山県、広島県を襲った7月の豪雨や中部地方から北海
道まで広範囲にまたがる梅雨前線による集中豪雨被害により「災」としたい。
なお「災」は２００４年に選ばれています。
トランプアメリカ大統領による口害もそうかな？
　来年は明るいイメージの漢字になればいいですね !
皆さん良い年末、良いお年を……。　　　　　　　石川 敏則

ＹＣＥ派遣・受入（ユースキャンプ及び交換）
ＹＣＥ事業は「世界の人々の間に相互理解の精神を培い発展させる」国際協会の根幹である目的
手段の一つです。男女を問わず、１６歳から２１歳の青少年を対象に、大きく三つを目的としていま
す。
 ①他国の人と接する機会を青少年に与える。
 ②異なる文化背景を持つ家庭や地域社会の生活を経験させる。
 ③ライオニズムを通して、国際理解と親善を促進する。
派遣時期は、夏期と冬期があり概ね３～４週間の日程で現地のホストファミリー方
や他国のＹＣＥ生とユースキャンプで過ごします。派遣後は「ＹＣＥ－ＯＢ」となり
少なくとも３年間は、派遣生候補の指導や、来日生との交歓にあたるなど地区
委員やスポンサークラブのＹＣＥ活動に協力しなければなりません。
ＹＣＥ生の受入れは､日本では夏期のみとなっており､ホストクラブのアクティビ
ティになります。ホストファミリーを設けて、ＹＣＥ生の送迎、滞在中の世話や､おも
てなしをします。滞在中の宿泊・食事・各種行事の費用はクラブの負担となります。

レオクラブ
青少年の指導力､相互理解育成を目的に結成され活動しています。１９６８年に高知で
最初に結成され、全国で１３５のレオクラブ４,４１３名が現在活動しています。



・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会　　１２月１０日（月）18:30 ～　商工会館 3F
１２月第 1例会　 　１２月１２日（水）12:15 ～　ユアーズ
１２月第２例会　　１２月２６日（水）12:15 ～　ユアーズ
・委員会
環境保全委員会　  １２月　３日（月）18:30 ～　事務局
計画財務委員会　  １２月　４日（火）18:30 ～　事務局
会員会則委員会　  １２月　５日（水）18:30 ～　事務局
MC広報委員会　  １２月　６日（木）18:30 ～　事務局
保健福祉委員会　  １２月２０日（木）18:30 ～　事務局
青少年委員会　　  １２月２５日（火）18:30 ～　事務局　
出席大会委員会　  １２月２７日（木）18:30 ～　事務局
・クラブ・その他行事予定
１２月２３日（日･祝）10:00 ～　イオンモール新居浜駐車場
　第 2回献血・献眼登録奉仕活動
１２月２１日（金）10:30 ～　新居浜簡易裁判所前
　平成３０年年末の交通安全運動
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　１２月　９日（日）   9 :57 ～     新居浜ＣＣ
囲碁部会　　　　未定
つれづれの会　　１２月２６日（水）18:30 ～　  和彩料理 正
くらげの会　　　奇数月の予定
スポーツ部会　　１２月１４･２８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
１２月　２日（日）14:15 ～　ケーオーホテル
　２Ｒリーダーシップ（指導力育成）研修会
１２月１５日（土）14:00 ～　ユアーズ
　第２回地区ガバナー諮問委員会
　ゾーンレベル会員委員会

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 (11月分 )

５５
２８
２６
４５
１５４

147
 30
88
 44
309

197,964
50,000
82,700
22,330
352,994

81.8
64.3
61.5
77.3
71.2

90.9
91.1
78.6
90.9
87.9

名 ％ ％ Ｈ 円

12月 誕生日おめでとうございます
天野　淳、岡田浩二、武市欣也、藤縄洲二

12 月 結婚記念日おめでとうございます
加藤久博、白石誠一、高橋在錫、武市欣也

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

Niihama Lions Club 友愛・団結・継承

2 Niihama Lions Club

11月 11 日(日)　　新居浜CC

後 藤 達 也
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ゴルフ部会報告
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 11 月 理事・委員長会
11月 12日 (月 )1８：３０～ 商工会館3F

10 月度家族会開催
第一副会長 古 川  貴 章　　日時：平成 30 年 10 月 26 日（水）18:30 ～　ユアーズ　

　１０月２４日、第二例会終了後ユ
アーズにて、メンバー４７名、奥様ご
家族含め５４名、合計１０１名にて
今年１回目の家族会が盛大に開催
されました。
　家族会は奥様、家族の皆様に楽

しんでいただきライオンズクラブのご
理解と感謝を表した会です。
　伊藤龍一会長の笑顔あふれる挨拶で始まり、今
年度の三役紹介のあと、乾杯の音頭をとらせて頂き
ました。
　そして、今年の余興は、えひめ学園による和太鼓 の演奏がありました。重厚に心に入ってくる和太鼓の

音がとても良かったです。
　ご家族テーブル、ご夫婦テーブル、メンバーテーブ
ルと楽しく語らいでますと、恒例のお楽しみ抽選会が
始まり一層盛り上がっていました。
　今年も、果物など思考をこらした商品が奥様にも
喜ばれて良かったです。うまく伝えることができませ
んが、楽しく一つの輪になった様な家族会でした。
　最後に計画財務委員会の皆様、楽しい家族会の
企画運営ありがとうございました。また、後藤委員長
の声と司会がとても良かったです。

●会長挨拶
●審議事項
１．会員退会について　山之内浩二さん　一身上の都合にて
２．北海道地震義捐金について　２７，５００円 （500 円×55 名）
３．新居浜ＬＣ寄贈街路樹撤去について
４．２Ｒリーダーシップ研修会登録料について
　２,５００円 12月2日（日）
５．１０月家族会決算報告について
６．１１月第２夜間例会予算（案）について
７．平和ポスター決算報告について
８．英語スピーチコンテスト決算報告につて
９．えひめ学園との交流会予算（案）について
　 11月23日（金･祝）） 9:15 ～ えひめ学園グランド
10．第２回愛リバー・愛ロード予算（案）について 11月25日（日）
11．委員会開催の変更について　
　出席大会委員会　
　　１１月２２日（木） → ２９日（木） 18:30 ～ 事務局
　ＭＣ広報委員会
　　１月 ３日（木） 18:30 → ７日（月） 19:00 ～ 事務局
●報告事項
１．２Ｒ親善スポーツ大会
　１１月３日（土･祝） 8:30 ～ 今治市中央体育館
　結果：Ａチーム、Ｂチーム予選リーグ敗退
　参加者：L伊藤龍一、L大上幸雄、L後藤達也、L塩見秀晴、L
　白石誠一、L鈴木雅志、L高橋尚毅、L中田君江、L能瀬　伸一、
　L藤縄洲二、L真鍋憲夫、L村上博昭、L岡田賢治、　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）、伊
　藤邦枝さん（伊藤会長奥様）、事務局白石、MC広報委員会 L山
　下邦俊、L天野 淳　以上１９名
２．第２回地区キャビネット会議
　１１月４日（日） 13:30 ～ ホテルユニバース
　出席者：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結成３０周年記念式典
　 １１月１０日（土） 15:30 ～  受付：グラッツェふじ
　出席者 L 青野泰介、L有富正治、L伊藤嘉秀、L宇野博文、L岡
　田賢治、Ｌ大上幸雄、L小野周平、L加藤久博、L金田智行、L川
　嶋理之、L後藤達也、L近藤充徳、L塩見秀晴、L鈴木雅志、L田
　村征夫、L徳村　明、L中田君江、L能瀬伸一、L福山　宏、L藤
　縄洲二、L古川貴章、L真木泰彦、L松浦一雄、L真鍋憲夫、L村
　上順一郎、Ｌ山下邦俊　２6名
４．えひめ学園との交流会（ソフトボール、バーベキュー、和太鼓演奏）
　１１月２３日（金・祝）  9:15 ～ えひめ学園グランド
　参加者 青少年委員ほかメンバー
５．第２回愛リバー・愛ロード奉仕作業
　１１月２５日（日） 7:00 ～ 商工会館周辺
６．薬物乱用防止教育認定講師養成講座
　１１月２５日（日） 13:00 ～ ケーオーホテル
　受講者：伊藤龍一会長、伊藤嘉秀第２副会長、譽田幸弘保健福
　　　　　祉委員長
●委員会報告
青少年委員会　11/23えひめ学園交流会の参加のお願い
環境保全委員会　11/25 愛リバー・愛ロード参加のお願い
●その他
東予 LC30 周年記念式典は記念例会に変更
YCE夏期派遣の案内について

■開会ゴング
■会長挨拶　伊藤龍一会長
■審議事項　なし
■幹事報告
・報告事項
１．えひめ学園との交流会（ソフトボール、バーベキュー、和太鼓演奏）
　１１月２３日( 金・祝 )９:００～　えひめ学園
　参加者：L青野泰介、Ｌ伊藤久門、L伊藤嘉秀、L伊藤龍一、L大
　上幸雄、L小野周平、L金田智行、L後藤達也、L塩見秀晴、L高
　橋尚毅、L中田君江、L能瀬伸一、L藤縄洲二、L古川貴章、L真
　木泰彦、L村上博昭　L山下邦俊　１７名
２．第２回愛リバー・愛ロード清掃奉仕作業
　１１月２５日（日）７:００～　商工会館周辺
　参加者　Ｌ天野 淳、Ｌ石川 稔、Ｌ伊藤龍一、Ｌ宇野博文、Ｌ小野周
　平、Ｌ加藤久博、Ｌ金田智行、Ｌ川嶋理之、Ｌ後藤達也、Ｌ塩見秀晴、
　Ｌ鈴木雅志、Ｌ高橋在錫、Ｌ土岐敏勝、Ｌ徳村 明、Ｌ能瀬伸一、Ｌ福
　山 宏、Ｌ藤縄洲二、Ｌ古川貴章、Ｌ譽田幸弘、Ｌ松浦一雄、Ｌ村上順
　一郎、Ｌ山下邦俊　２２名
３．薬物乱用防止教育認定講師養成講座
　１１月２５日（日）１３:００～　ケーオーホテル
　受講者：伊藤龍一会長、伊藤嘉秀第２副会長、譽田幸弘保健福
　　　　　祉委員長
４．２Ｒリーダーシップ（指導力育成）研修会
　１２月２日（日）１４:１５～　ケーオーホテル
　出席者　天野 淳副幹事
５．第１０２回ライオンズクラブ国際大会ミラノ（イタリア）
　期間　７月５日（金）～９日（火）
　登録〆切　早期登録　１月１１日　150US$（登録料）
　　　　　　普通登録　３月３１日　200US$（登録料）
　　参加希望の方は事務局までご連絡下さい。
■委員会報告　なし
■その他　なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■懇親会

■出席報告
　会員数５５名、出席４５名、欠席１０名、出席率81.8％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥76,000　　ファイン　￥1,500　
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第４６回 ２Ｒ親善レクバレー大会開催される
スポーツ部会長 塩 見  秀 晴　開催日：平成 30 年 11 月 3 日（土・祝）　場所：今治市営中央体育館

新居浜別子 LC 結成 30 周年記念式典参加報告
MC広報委員会 小 野  周 平　日時：平成 30 年 11 月 10 日（土）16:00 ～　場所：レイグラッツェふじ

■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
■メルビンジョーンズフェロー授賞　田村征夫ライ

オン

■会員卓話「ホールインワンをして」　藤縄洲二ライ
オン　　

■幹事報告
・審議事項
１．北海道地震義捐金について　17,500 円  （500 円×55 名）
２．新居浜ＬＣ寄贈街路樹撤去について
３．２Ｒリーダーシップ研修会登録料について
　12月2日（日）　2,500 円　
４．１０月家族会決算報告について
５．１１月第２夜間例会予算（案）について
６．平和ポスター決算報告について
７．英語スピーチコンテスト決算報告につて
８．えひめ学園との交流会予算（案）について
　11月23日（金･祝）　えひめ学園
９．第２回愛リバー・愛ロード予算（案）について 
　11月25日（日） 7:00 ～ 商工会館周辺
10．委員会開催の変更について　
出席大会委員会
　１１月２２日（木） → ２９日（木） 18:30 ～ 事務局
ＭＣ広報委員会　
　１月 ３日（木） 18:30 → ７日（月） 19:00 ～ 事務局
・報告事項
１．会員退会について　山之内浩二さん
２．２Ｒ親善スポーツ大会
　１１月３日（土･祝） 8:30 ～ 今治市中央体育館
　結果：Ａチーム、Ｂチーム予選リーグ敗退
　参加者：L伊藤龍一、L大上幸雄、L後藤達也、L塩見秀晴、
　L白石誠一、L鈴木雅志、L高橋尚毅、L中田君江、L能瀬伸
　一、L藤縄洲二、Ｌ真鍋憲夫、Ｌ村上博昭、Ｌ岡田賢治、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）、
　伊藤邦枝さん（伊藤会長奥様）、事務局白石、MC広報委員L
　山下邦俊、L天野 淳　１９名
３．第２回地区キャビネット会議
　１１月４日（日） 13:30 ～ ホテルユニバース
　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．新居浜別子ＬＣ結成３０周年記念式典
　１１月１０日（土） 15:30 ～ 受付 グラッツェふじ
　出席者： L 青野泰介、L有富正治、L伊藤嘉秀、L宇野博文、
　L岡田賢治、Ｌ大上幸雄、L小野周平、L加藤久博、L金田智
　行、L川嶋理之、L後藤達也、L近藤充徳、L塩見秀晴、L鈴木
　雅志、L田村征夫、L徳村 明、L中田君江、L能瀬伸一、L福
　山 宏、L藤縄洲二、L古川貴章、L真木泰彦、L松浦一雄、L
　真鍋憲夫、L村上順一郎、Ｌ山下邦俊　２６名
５．えひめ学園との交流会（ソフトボール、バーベキュー、和太鼓演奏）
　１１月２３日（金・祝） 9:15 ～ えひめ学園グランド
　参加者 青少年委員ほかメンバー
６．第２回愛リバー・愛ロード奉仕作業
　１１月２５日（日） 7:00 ～ 商工会館周辺
７．薬物乱用防止教育認定講師養成講座
　１１月２５日（日） 13:00 ～ ケーオーホテル
　受講者：伊藤龍一会長、伊藤嘉秀第２副会長、譽田幸弘保健
　　　　　福祉委員長
８．YCE夏期派遣生の募集について
　派遣国：マレーシア、オーストラリア、ニュージーランド、アルバ　

　ータ、ミシガン
　派遣期間： ７月中旬～８月下旬（各国によって異なります。）
　締切：１１月２２日（木）
　希望される方は事務局までご連絡お願い致します。
９．東予ＬＣ結成５５周年について
　５５周年は規模を縮小して１２月５日（水）に記念例会として執　
　り行うとの通知がありました。
■委員会報告
計画財務委員会　10月家族会決算報告、11月第 2例会（夜　
　間例会）予算案について、年末商戦のお願い
青少年委員会　平和ポスター予算案・英語スピーチコンテスト　
　決算報告、えひめ学園交流会予算案について
環境保全委員会　11/25 7 :00 ～ 愛リバー・愛ロード清掃奉仕
　参加のお願い
■その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・2RＭＣ・ライオンズ情報・地区誌・大会参加委員会の新居浜開催に
　ついて　福山 宏2R委員長
・サンタ・アナライオンズクラブよりチャーターナイトの案内について
■出席報告
　会員数５５名、出席４５名、欠席１０名、出席率81.8％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥71,000

例会報告

第 1395 回 11 月第一例会
11月 14日（水）12：15～ ユアーズ

第 1396 回 11 月第二例会
夜間例会

11 月 28 日（水）18：00 ～ ユアーズ

ライオンズ情報

　首記の大会が本年も 11 月 3 日（土）
今治市営中央体育館で開催されました。
　秋晴れの心地よい天候に恵まれ、会場
の駐車場が少なめということも事前に聞
いていたのでユアーズさんのマイクロバ
スでの参加となりました。

　ＡチームＢチームどちらか決勝リーグに残ると全員待た
なくてはいけなくなりそうでしたが幸か不幸かＡチームは
昨年３位の川之江中央に惜しくも破れ、２試合目は今治く
るしまＢに快勝したもの一勝一敗で涙を呑みました。
　一方Ｂチームは初戦は伊予土居とでした。伊予土居チ
ームは以前毎週練習をしているとのことでしたが、最近は
全然練習が出来なくなって人数も減っていると聞いていま
したが昔取った杵づかというべきかうまい試合運びで軽く
一蹴されてしまいました。
　今治中央戦には体もなれて動けだしましたが所詮、練
習不足は明らか。残念ながら敗退してしまいました。
　試合結果は常勝の今治東Ａが決勝で西条Ａに敗れ西
条Ａが今年は優勝しました。初戦で新居浜Ａチームに勝
った川之江中央が今年も３位。
　決勝リーグにすすみ準決勝にも進んだ土居は優勝した
西条Ａに破れ３位決定戦では負傷者が出た為棄権となり
４位にとどまりました。決勝リーグに残るチームはほぼ毎週
練習していると聞きました。
　わがチームも年間通じて月二回毎週金曜日に練習して
いますが学校行事で体育館が使えなかったり、祭日にあ

■開会ゴング
■会長挨拶　伊藤龍一会長
■審議事項　なし
■幹事報告
・報告事項
１．えひめ学園との交流会（ソフトボール、バーベキュー、和太鼓演奏）
　１１月２３日( 金・祝 )９:００～　えひめ学園
　参加者：L青野泰介、Ｌ伊藤久門、L伊藤嘉秀、L伊藤龍一、L大
　上幸雄、L小野周平、L金田智行、L後藤達也、L塩見秀晴、L高
　橋尚毅、L中田君江、L能瀬伸一、L藤縄洲二、L古川貴章、L真
　木泰彦、L村上博昭　L山下邦俊　１７名
２．第２回愛リバー・愛ロード清掃奉仕作業
　１１月２５日（日）７:００～　商工会館周辺
　参加者　Ｌ天野 淳、Ｌ石川 稔、Ｌ伊藤龍一、Ｌ宇野博文、Ｌ小野周
　平、Ｌ加藤久博、Ｌ金田智行、Ｌ川嶋理之、Ｌ後藤達也、Ｌ塩見秀晴、
　Ｌ鈴木雅志、Ｌ高橋在錫、Ｌ土岐敏勝、Ｌ徳村 明、Ｌ能瀬伸一、Ｌ福
　山 宏、Ｌ藤縄洲二、Ｌ古川貴章、Ｌ譽田幸弘、Ｌ松浦一雄、Ｌ村上順
　一郎、Ｌ山下邦俊　２２名
３．薬物乱用防止教育認定講師養成講座
　１１月２５日（日）１３:００～　ケーオーホテル
　受講者：伊藤龍一会長、伊藤嘉秀第２副会長、譽田幸弘保健福
　　　　　祉委員長
４．２Ｒリーダーシップ（指導力育成）研修会
　１２月２日（日）１４:１５～　ケーオーホテル
　出席者　天野 淳副幹事
５．第１０２回ライオンズクラブ国際大会ミラノ（イタリア）
　期間　７月５日（金）～９日（火）
　登録〆切　早期登録　１月１１日　150US$（登録料）
　　　　　　普通登録　３月３１日　200US$（登録料）
　　参加希望の方は事務局までご連絡下さい。
■委員会報告　なし
■その他　なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■懇親会

　新居浜別子ライオンズクラブ結成
３０周年記念式典へ、記念事業に
引き続き参加いたしました。
　会場のグラッチェふじは、来賓の
方々並びに他クラブのメンバーで賑
わっており、私自身初めての周年記

念式典参加で、全てが新鮮な経験でした。
　ブラザークラブ紹介のローアもなんとかついてい
けました。
　１９８９年のクラブ誕生当時の出来事を調べると、
１月に昭和が終わり、天安門事件、ベルリンの壁崩
壊、日経平均の最高値記録、と今見ても激動の年で

たったりでなかなか練習日が確保できず、練
習参加人数もまばらだったりと厳しいのが現
実です。
　他の３クラブにも声がけして今後も練習を
継続していきたいと思いますのでどうぞよろし
くお願いいたします。
　懇親会では例年のごとく本年の反省と、来
年度の抱負を語っていただきました。
　親善スポーツ大会があるかぎりレクバレー
大会が続きそうです。今治、西条、四国中央
市の各クラブのこの大会に対する熱意は高
いです。それに引替えここ新居浜４クラブの
み、さらっと、冷静、盛り上がってない感じで
いつも悔しい思いに駆られるのは私だけでし
ょうか。何とかチームを強くして優勝戦にから
みたい。新年の初夢にしたいです。
　大会に参加していただいた方、応援にご
参加いただいた方、本当にありがとうござい
ました。

あり、一つの時代の転換期にクラブが始動した事が
わかり、当時のメンバーの思いはどういうものだった
のだろうかと思いを馳せました。
　３０周年を迎える今年は「視力ファースト」をテー
マに事業を展開されたとの事でした。
　先日行われた記念事業、メガネリサイクル事業、ア
イバンクへの寄付などが式典で紹介されました。
　そして懇親会では、「サウンドテーブルテニス卓球
台」が披露され、実演も行われました。これは社会福
祉協議会に寄贈されるそうです。
　また、記念誌を拝見しますと、周年事業及び式典
準備もある中、継続アクティビティも実施されておりま
した。

　このように、奉仕貢献について様々なアプローチ
があり、継続して行われる様々な地域貢献を知り、 
３０年の重みを感じることのできた記念式典でした。

■出席報告
　会員数５５名、出席４５名、欠席１０名、出席率81.8％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥76,000　　ファイン　￥1,500　
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くらげの会飛騨高山紀行
計画財務委員会 加 藤  久 博　開催日：平成30 年11月17日（土）～ 18日（日）　開催地：奥飛騨高山方面

会員投稿テーマ『私のこだわり』
温泉と絶景の旅　  土岐 計一

マイライオンのご紹介［登録方法］

　「MyLion って何ぞや」について
は前回会報誌にてご案内した内容
を御確認下さい。
　今月は“MyLion”の登録方法に
ついて御案内します。
※MyLion 登録に必要なもの！

・スマートフォンもしくはタブレット
・スマートフォンもしくはタブレットについている電話 
　番号
・自分のメールアドレス
・自分の会員番号　（会員番号は、年度当初に配
　布される名刺大のカードに記載されています。）
　＊データ通信のみのタブレット、スマートフォンの場
　合 SMS 機能付きのものが必要です。
※登録方法
・iOS（アイフォン）を利用されている方→APP スト
　アーからアプリをダウンロード

・アンドロイドOS（アイフォン以外）を利用されている方
　↓
　グーグル PLAY からアプリをダウンロード
　アプリをインストールしてください。手順に従って情
　報を入力してください。
詳細は下記 HP をご覧ください。　
登録に当たっての疑問等は下記 HPをご覧ください。
MyLion 登録方法
URL:http://www.mylion.org/install_my_lion-ja/
MyLion 疑問 Top5
URL:http://www.mylion.org/your-top-5-questions-
　　　about-the-mylion-app-2/?language=ja

MC 広報委員長 天 野 　淳　

　11 月 17 日（土）午前 6 時 11 分
発のしおかぜ４号に乗って、新居浜
から岡山、名古屋を経由して終点、
高山駅到着が 13 時 10 分でした。
　７時間の電車の旅です。車内で
は、永易明洋さんの奥様に準備し

て頂いたお菓子、おつまみをあてにお酒、ビールを飲
みながら、和気あいあいと時間を感じさせない電車
の旅となりました。
　高山駅からは、濃飛バスの路線バスに乗り、停留
所毎に停車しながら１時間半バスに揺られて到着し
たのが、新穂高ロープウェイ乗り場です。
　少し到着が遅れたために最終のロープウェイに乗
りました。展望台に到着した時は、霧で全く景色が見
えないという残念な結果でしたが、展望台まで行け
たという達成感はありました。
　予定より少し遅れて旅館、奥飛騨薬師のゆ本陣に
着き、直ぐに温泉に入りました。温泉の温度は少し高
めでしたが、透明で肌がスベスベになる良いお湯で
した。
　宴会では地元の食材をつかった素朴ですが、味
付けが良くおいしいお酒とよくあった美味しい料理を

いただきました。
　宴会後は山奥の為どこにも行かず、部屋でゆっく
りして早めに就寝しました。
　翌日は高山にしては暖かく晴天で、市内を徒歩で
散策しました。
　高山朝市では新鮮な野菜、果物など販売をしてい
て、観光客で賑わっていました。特に中国や東南アジ
アからの観光客が多く、色々な言語が飛び交ってい
ました。
　昼食は飛騨牛のステ－キをいただき、地酒を飲ん
でほろ酔いで１時間ほど買い物をして高山駅に集合

し、長い電車の旅で新居浜に無
事に帰ってきました。
　今年も土岐計一部会長始め
総勢１０名の参加で、全ての旅
程を公共交通機関を使った旅行
でした。
普段は自家用車での旅行が多
い私には、新鮮で新しい発見の

多い旅行となりました。　　　　　　　　

　新居浜別子ライオンズクラブ結成
３０周年記念式典へ、記念事業に
引き続き参加いたしました。
　会場のグラッチェふじは、来賓の
方々並びに他クラブのメンバーで賑
わっており、私自身初めての周年記

念式典参加で、全てが新鮮な経験でした。
　ブラザークラブ紹介のローアもなんとかついてい
けました。
　１９８９年のクラブ誕生当時の出来事を調べると、
１月に昭和が終わり、天安門事件、ベルリンの壁崩
壊、日経平均の最高値記録、と今見ても激動の年で

　旅の楽しさは、温泉と土地の絶景
と美味しい味。
　温泉にも色々あり、濁り湯温泉、
源泉かけ流し、飲める温泉湯、秘境
温泉、加水温泉、循環式温泉。
　日本の秘境温泉を守る会員旅館

は全国に 178 軒の登録店があります。
　それでは旅と絶景を求めて、北海道網走で楽しい
話。
　到着ホテルで夕食に地元の人が利用する美味し
い店を紹介いただき、居酒屋で右隣に漁師の方と会
話していると左隣に秋田の５０歳前後くらいの方に
話しかけられ、北海道を車で旅をしていると聞き、楽
しく三人で飲み交わし漁師の方が「兄ちゃん二人で
朝６時頃港で待ってろや、良いもの食わしてやるか
ら」私は残念ながら出発の予定がありお礼を申し上
げお断りし、朝ホテルを出発。
　緑が美しい阿寒湖と、青さが微妙に異なる空の青
さに、しばらく見とれ、自然な里山の素晴らしい摩周
湖、屈斜路湖を美帆峠から国後島が見えました。
　サロマ湖を見ながら、美空ひばりの「美幌峠」の歌
を聴きながら歌い、羅臼へ向かう。羅臼展望台で森

繁久弥の像の前で記念写真を撮り、ドラマ撮影地
「純の番屋」セット、「北の国から」の番屋施設内で土
産物食道「煮魚、焼き魚、お造り」を味わい一路、本
土最東端根室へ。
　納沙布岬で真っ赤な「花咲ガニ」を食し、釧路漁
港にて毛ガニ、花咲ガニを自宅へ発送し和商市場を
見、釧路湿原と釧路川へ。
　丹頂鶴公園で鶴の寿命は６年ぐらいとの説明を
聞き釧路空港より帰路へ。
　私の旅の想い出は「一期一会」の出会い。楽しい
旅、絶景巡りの 5 日間は早く感じました。
旅は私にとって、精神の若返りであると感じました。

あり、一つの時代の転換期にクラブが始動した事が
わかり、当時のメンバーの思いはどういうものだった
のだろうかと思いを馳せました。
　３０周年を迎える今年は「視力ファースト」をテー
マに事業を展開されたとの事でした。
　先日行われた記念事業、メガネリサイクル事業、ア
イバンクへの寄付などが式典で紹介されました。
　そして懇親会では、「サウンドテーブルテニス卓球
台」が披露され、実演も行われました。これは社会福
祉協議会に寄贈されるそうです。
　また、記念誌を拝見しますと、周年事業及び式典
準備もある中、継続アクティビティも実施されておりま
した。

　このように、奉仕貢献について様々なアプローチ
があり、継続して行われる様々な地域貢献を知り、 
３０年の重みを感じることのできた記念式典でした。
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くらげの会飛騨高山紀行
計画財務委員会 加 藤  久 博　開催日：平成30 年11月17日（土）～ 18日（日）　開催地：奥飛騨高山方面

会員投稿テーマ『私のこだわり』
温泉と絶景の旅　  土岐 計一

マイライオンのご紹介［登録方法］

　「MyLion って何ぞや」について
は前回会報誌にてご案内した内容
を御確認下さい。
　今月は“MyLion”の登録方法に
ついて御案内します。
※MyLion 登録に必要なもの！

・スマートフォンもしくはタブレット
・スマートフォンもしくはタブレットについている電話 
　番号
・自分のメールアドレス
・自分の会員番号　（会員番号は、年度当初に配
　布される名刺大のカードに記載されています。）
　＊データ通信のみのタブレット、スマートフォンの場
　合 SMS 機能付きのものが必要です。
※登録方法
・iOS（アイフォン）を利用されている方→APP スト
　アーからアプリをダウンロード

・アンドロイドOS（アイフォン以外）を利用されている方
　↓
　グーグル PLAY からアプリをダウンロード
　アプリをインストールしてください。手順に従って情
　報を入力してください。
詳細は下記 HP をご覧ください。　
登録に当たっての疑問等は下記 HPをご覧ください。
MyLion 登録方法
URL:http://www.mylion.org/install_my_lion-ja/
MyLion 疑問 Top5
URL:http://www.mylion.org/your-top-5-questions-
　　　about-the-mylion-app-2/?language=ja

MC 広報委員長 天 野 　淳　

　11 月 17 日（土）午前 6 時 11 分
発のしおかぜ４号に乗って、新居浜
から岡山、名古屋を経由して終点、
高山駅到着が 13 時 10 分でした。
　７時間の電車の旅です。車内で
は、永易明洋さんの奥様に準備し

て頂いたお菓子、おつまみをあてにお酒、ビールを飲
みながら、和気あいあいと時間を感じさせない電車
の旅となりました。
　高山駅からは、濃飛バスの路線バスに乗り、停留
所毎に停車しながら１時間半バスに揺られて到着し
たのが、新穂高ロープウェイ乗り場です。
　少し到着が遅れたために最終のロープウェイに乗
りました。展望台に到着した時は、霧で全く景色が見
えないという残念な結果でしたが、展望台まで行け
たという達成感はありました。
　予定より少し遅れて旅館、奥飛騨薬師のゆ本陣に
着き、直ぐに温泉に入りました。温泉の温度は少し高
めでしたが、透明で肌がスベスベになる良いお湯で
した。
　宴会では地元の食材をつかった素朴ですが、味
付けが良くおいしいお酒とよくあった美味しい料理を

いただきました。
　宴会後は山奥の為どこにも行かず、部屋でゆっく
りして早めに就寝しました。
　翌日は高山にしては暖かく晴天で、市内を徒歩で
散策しました。
　高山朝市では新鮮な野菜、果物など販売をしてい
て、観光客で賑わっていました。特に中国や東南アジ
アからの観光客が多く、色々な言語が飛び交ってい
ました。
　昼食は飛騨牛のステ－キをいただき、地酒を飲ん
でほろ酔いで１時間ほど買い物をして高山駅に集合

し、長い電車の旅で新居浜に無
事に帰ってきました。
　今年も土岐計一部会長始め
総勢１０名の参加で、全ての旅
程を公共交通機関を使った旅行
でした。
普段は自家用車での旅行が多
い私には、新鮮で新しい発見の

多い旅行となりました。　　　　　　　　

　新居浜別子ライオンズクラブ結成
３０周年記念式典へ、記念事業に
引き続き参加いたしました。
　会場のグラッチェふじは、来賓の
方々並びに他クラブのメンバーで賑
わっており、私自身初めての周年記

念式典参加で、全てが新鮮な経験でした。
　ブラザークラブ紹介のローアもなんとかついてい
けました。
　１９８９年のクラブ誕生当時の出来事を調べると、
１月に昭和が終わり、天安門事件、ベルリンの壁崩
壊、日経平均の最高値記録、と今見ても激動の年で

　旅の楽しさは、温泉と土地の絶景
と美味しい味。
　温泉にも色々あり、濁り湯温泉、
源泉かけ流し、飲める温泉湯、秘境
温泉、加水温泉、循環式温泉。
　日本の秘境温泉を守る会員旅館

は全国に 178 軒の登録店があります。
　それでは旅と絶景を求めて、北海道網走で楽しい
話。
　到着ホテルで夕食に地元の人が利用する美味し
い店を紹介いただき、居酒屋で右隣に漁師の方と会
話していると左隣に秋田の５０歳前後くらいの方に
話しかけられ、北海道を車で旅をしていると聞き、楽
しく三人で飲み交わし漁師の方が「兄ちゃん二人で
朝６時頃港で待ってろや、良いもの食わしてやるか
ら」私は残念ながら出発の予定がありお礼を申し上
げお断りし、朝ホテルを出発。
　緑が美しい阿寒湖と、青さが微妙に異なる空の青
さに、しばらく見とれ、自然な里山の素晴らしい摩周
湖、屈斜路湖を美帆峠から国後島が見えました。
　サロマ湖を見ながら、美空ひばりの「美幌峠」の歌
を聴きながら歌い、羅臼へ向かう。羅臼展望台で森

繁久弥の像の前で記念写真を撮り、ドラマ撮影地
「純の番屋」セット、「北の国から」の番屋施設内で土
産物食道「煮魚、焼き魚、お造り」を味わい一路、本
土最東端根室へ。
　納沙布岬で真っ赤な「花咲ガニ」を食し、釧路漁
港にて毛ガニ、花咲ガニを自宅へ発送し和商市場を
見、釧路湿原と釧路川へ。
　丹頂鶴公園で鶴の寿命は６年ぐらいとの説明を
聞き釧路空港より帰路へ。
　私の旅の想い出は「一期一会」の出会い。楽しい
旅、絶景巡りの 5 日間は早く感じました。
旅は私にとって、精神の若返りであると感じました。

あり、一つの時代の転換期にクラブが始動した事が
わかり、当時のメンバーの思いはどういうものだった
のだろうかと思いを馳せました。
　３０周年を迎える今年は「視力ファースト」をテー
マに事業を展開されたとの事でした。
　先日行われた記念事業、メガネリサイクル事業、ア
イバンクへの寄付などが式典で紹介されました。
　そして懇親会では、「サウンドテーブルテニス卓球
台」が披露され、実演も行われました。これは社会福
祉協議会に寄贈されるそうです。
　また、記念誌を拝見しますと、周年事業及び式典
準備もある中、継続アクティビティも実施されておりま
した。

　このように、奉仕貢献について様々なアプローチ
があり、継続して行われる様々な地域貢献を知り、 
３０年の重みを感じることのできた記念式典でした。
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第４６回 ２Ｒ親善レクバレー大会開催される
スポーツ部会長 塩 見  秀 晴　開催日：平成 30 年 11 月 3 日（土・祝）　場所：今治市営中央体育館

新居浜別子 LC 結成 30 周年記念式典参加報告
MC広報委員会 小 野  周 平　日時：平成 30 年 11 月 10 日（土）16:00 ～　場所：レイグラッツェふじ

■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
■メルビンジョーンズフェロー授賞　田村征夫ライ

オン

■会員卓話「ホールインワンをして」　藤縄洲二ライ
オン　　

■幹事報告
・審議事項
１．北海道地震義捐金について　17,500 円  （500 円×55 名）
２．新居浜ＬＣ寄贈街路樹撤去について
３．２Ｒリーダーシップ研修会登録料について
　12月2日（日）　2,500 円　
４．１０月家族会決算報告について
５．１１月第２夜間例会予算（案）について
６．平和ポスター決算報告について
７．英語スピーチコンテスト決算報告につて
８．えひめ学園との交流会予算（案）について
　11月23日（金･祝）　えひめ学園
９．第２回愛リバー・愛ロード予算（案）について 
　11月25日（日） 7:00 ～ 商工会館周辺
10．委員会開催の変更について　
出席大会委員会
　１１月２２日（木） → ２９日（木） 18:30 ～ 事務局
ＭＣ広報委員会　
　１月 ３日（木） 18:30 → ７日（月） 19:00 ～ 事務局
・報告事項
１．会員退会について　山之内浩二さん
２．２Ｒ親善スポーツ大会
　１１月３日（土･祝） 8:30 ～ 今治市中央体育館
　結果：Ａチーム、Ｂチーム予選リーグ敗退
　参加者：L伊藤龍一、L大上幸雄、L後藤達也、L塩見秀晴、
　L白石誠一、L鈴木雅志、L高橋尚毅、L中田君江、L能瀬伸
　一、L藤縄洲二、Ｌ真鍋憲夫、Ｌ村上博昭、Ｌ岡田賢治、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）、
　伊藤邦枝さん（伊藤会長奥様）、事務局白石、MC広報委員L
　山下邦俊、L天野 淳　１９名
３．第２回地区キャビネット会議
　１１月４日（日） 13:30 ～ ホテルユニバース
　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．新居浜別子ＬＣ結成３０周年記念式典
　１１月１０日（土） 15:30 ～ 受付 グラッツェふじ
　出席者： L 青野泰介、L有富正治、L伊藤嘉秀、L宇野博文、
　L岡田賢治、Ｌ大上幸雄、L小野周平、L加藤久博、L金田智
　行、L川嶋理之、L後藤達也、L近藤充徳、L塩見秀晴、L鈴木
　雅志、L田村征夫、L徳村 明、L中田君江、L能瀬伸一、L福
　山 宏、L藤縄洲二、L古川貴章、L真木泰彦、L松浦一雄、L
　真鍋憲夫、L村上順一郎、Ｌ山下邦俊　２６名
５．えひめ学園との交流会（ソフトボール、バーベキュー、和太鼓演奏）
　１１月２３日（金・祝） 9:15 ～ えひめ学園グランド
　参加者 青少年委員ほかメンバー
６．第２回愛リバー・愛ロード奉仕作業
　１１月２５日（日） 7:00 ～ 商工会館周辺
７．薬物乱用防止教育認定講師養成講座
　１１月２５日（日） 13:00 ～ ケーオーホテル
　受講者：伊藤龍一会長、伊藤嘉秀第２副会長、譽田幸弘保健
　　　　　福祉委員長
８．YCE夏期派遣生の募集について
　派遣国：マレーシア、オーストラリア、ニュージーランド、アルバ　

　ータ、ミシガン
　派遣期間： ７月中旬～８月下旬（各国によって異なります。）
　締切：１１月２２日（木）
　希望される方は事務局までご連絡お願い致します。
９．東予ＬＣ結成５５周年について
　５５周年は規模を縮小して１２月５日（水）に記念例会として執　
　り行うとの通知がありました。
■委員会報告
計画財務委員会　10月家族会決算報告、11月第 2例会（夜　
　間例会）予算案について、年末商戦のお願い
青少年委員会　平和ポスター予算案・英語スピーチコンテスト　
　決算報告、えひめ学園交流会予算案について
環境保全委員会　11/25 7 :00 ～ 愛リバー・愛ロード清掃奉仕
　参加のお願い
■その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・2RＭＣ・ライオンズ情報・地区誌・大会参加委員会の新居浜開催に
　ついて　福山 宏2R委員長
・サンタ・アナライオンズクラブよりチャーターナイトの案内について
■出席報告
　会員数５５名、出席４５名、欠席１０名、出席率81.8％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥71,000

例会報告

第 1395 回 11 月第一例会
11月 14日（水）12：15～ ユアーズ

第 1396 回 11 月第二例会
夜間例会

11 月 28 日（水）18：00 ～ ユアーズ

ライオンズ情報

　首記の大会が本年も 11 月 3 日（土）
今治市営中央体育館で開催されました。
　秋晴れの心地よい天候に恵まれ、会場
の駐車場が少なめということも事前に聞
いていたのでユアーズさんのマイクロバ
スでの参加となりました。

　ＡチームＢチームどちらか決勝リーグに残ると全員待た
なくてはいけなくなりそうでしたが幸か不幸かＡチームは
昨年３位の川之江中央に惜しくも破れ、２試合目は今治く
るしまＢに快勝したもの一勝一敗で涙を呑みました。
　一方Ｂチームは初戦は伊予土居とでした。伊予土居チ
ームは以前毎週練習をしているとのことでしたが、最近は
全然練習が出来なくなって人数も減っていると聞いていま
したが昔取った杵づかというべきかうまい試合運びで軽く
一蹴されてしまいました。
　今治中央戦には体もなれて動けだしましたが所詮、練
習不足は明らか。残念ながら敗退してしまいました。
　試合結果は常勝の今治東Ａが決勝で西条Ａに敗れ西
条Ａが今年は優勝しました。初戦で新居浜Ａチームに勝
った川之江中央が今年も３位。
　決勝リーグにすすみ準決勝にも進んだ土居は優勝した
西条Ａに破れ３位決定戦では負傷者が出た為棄権となり
４位にとどまりました。決勝リーグに残るチームはほぼ毎週
練習していると聞きました。
　わがチームも年間通じて月二回毎週金曜日に練習して
いますが学校行事で体育館が使えなかったり、祭日にあ

■開会ゴング
■会長挨拶　伊藤龍一会長
■審議事項　なし
■幹事報告
・報告事項
１．えひめ学園との交流会（ソフトボール、バーベキュー、和太鼓演奏）
　１１月２３日( 金・祝 )９:００～　えひめ学園
　参加者：L青野泰介、Ｌ伊藤久門、L伊藤嘉秀、L伊藤龍一、L大
　上幸雄、L小野周平、L金田智行、L後藤達也、L塩見秀晴、L高
　橋尚毅、L中田君江、L能瀬伸一、L藤縄洲二、L古川貴章、L真
　木泰彦、L村上博昭　L山下邦俊　１７名
２．第２回愛リバー・愛ロード清掃奉仕作業
　１１月２５日（日）７:００～　商工会館周辺
　参加者　Ｌ天野 淳、Ｌ石川 稔、Ｌ伊藤龍一、Ｌ宇野博文、Ｌ小野周
　平、Ｌ加藤久博、Ｌ金田智行、Ｌ川嶋理之、Ｌ後藤達也、Ｌ塩見秀晴、
　Ｌ鈴木雅志、Ｌ高橋在錫、Ｌ土岐敏勝、Ｌ徳村 明、Ｌ能瀬伸一、Ｌ福
　山 宏、Ｌ藤縄洲二、Ｌ古川貴章、Ｌ譽田幸弘、Ｌ松浦一雄、Ｌ村上順
　一郎、Ｌ山下邦俊　２２名
３．薬物乱用防止教育認定講師養成講座
　１１月２５日（日）１３:００～　ケーオーホテル
　受講者：伊藤龍一会長、伊藤嘉秀第２副会長、譽田幸弘保健福
　　　　　祉委員長
４．２Ｒリーダーシップ（指導力育成）研修会
　１２月２日（日）１４:１５～　ケーオーホテル
　出席者　天野 淳副幹事
５．第１０２回ライオンズクラブ国際大会ミラノ（イタリア）
　期間　７月５日（金）～９日（火）
　登録〆切　早期登録　１月１１日　150US$（登録料）
　　　　　　普通登録　３月３１日　200US$（登録料）
　　参加希望の方は事務局までご連絡下さい。
■委員会報告　なし
■その他　なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■懇親会

　新居浜別子ライオンズクラブ結成
３０周年記念式典へ、記念事業に
引き続き参加いたしました。
　会場のグラッチェふじは、来賓の
方々並びに他クラブのメンバーで賑
わっており、私自身初めての周年記

念式典参加で、全てが新鮮な経験でした。
　ブラザークラブ紹介のローアもなんとかついてい
けました。
　１９８９年のクラブ誕生当時の出来事を調べると、
１月に昭和が終わり、天安門事件、ベルリンの壁崩
壊、日経平均の最高値記録、と今見ても激動の年で

たったりでなかなか練習日が確保できず、練
習参加人数もまばらだったりと厳しいのが現
実です。
　他の３クラブにも声がけして今後も練習を
継続していきたいと思いますのでどうぞよろし
くお願いいたします。
　懇親会では例年のごとく本年の反省と、来
年度の抱負を語っていただきました。
　親善スポーツ大会があるかぎりレクバレー
大会が続きそうです。今治、西条、四国中央
市の各クラブのこの大会に対する熱意は高
いです。それに引替えここ新居浜４クラブの
み、さらっと、冷静、盛り上がってない感じで
いつも悔しい思いに駆られるのは私だけでし
ょうか。何とかチームを強くして優勝戦にから
みたい。新年の初夢にしたいです。
　大会に参加していただいた方、応援にご
参加いただいた方、本当にありがとうござい
ました。

あり、一つの時代の転換期にクラブが始動した事が
わかり、当時のメンバーの思いはどういうものだった
のだろうかと思いを馳せました。
　３０周年を迎える今年は「視力ファースト」をテー
マに事業を展開されたとの事でした。
　先日行われた記念事業、メガネリサイクル事業、ア
イバンクへの寄付などが式典で紹介されました。
　そして懇親会では、「サウンドテーブルテニス卓球
台」が披露され、実演も行われました。これは社会福
祉協議会に寄贈されるそうです。
　また、記念誌を拝見しますと、周年事業及び式典
準備もある中、継続アクティビティも実施されておりま
した。

　このように、奉仕貢献について様々なアプローチ
があり、継続して行われる様々な地域貢献を知り、 
３０年の重みを感じることのできた記念式典でした。

■出席報告
　会員数５５名、出席４５名、欠席１０名、出席率81.8％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥76,000　　ファイン　￥1,500　



・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会　　１２月１０日（月）18:30 ～　商工会館 3F
１２月第 1例会　 　１２月１２日（水）12:15 ～　ユアーズ
１２月第２例会　　１２月２６日（水）12:15 ～　ユアーズ
・委員会
環境保全委員会　  １２月　３日（月）18:30 ～　事務局
計画財務委員会　  １２月　４日（火）18:30 ～　事務局
会員会則委員会　  １２月　５日（水）18:30 ～　事務局
MC広報委員会　  １２月　６日（木）18:30 ～　事務局
保健福祉委員会　  １２月２０日（木）18:30 ～　事務局
青少年委員会　　  １２月２５日（火）18:30 ～　事務局　
出席大会委員会　  １２月２７日（木）18:30 ～　事務局
・クラブ・その他行事予定
１２月２３日（日･祝）10:00 ～　イオンモール新居浜駐車場
　第 2回献血・献眼登録奉仕活動
１２月２１日（金）10:30 ～　新居浜簡易裁判所前
　平成３０年年末の交通安全運動
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　１２月　９日（日）   9 :57 ～     新居浜ＣＣ
囲碁部会　　　　未定
つれづれの会　　１２月２６日（水）18:30 ～　  和彩料理 正
くらげの会　　　奇数月の予定
スポーツ部会　　１２月１４･２８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
１２月　２日（日）14:15 ～　ケーオーホテル
　２Ｒリーダーシップ（指導力育成）研修会
１２月１５日（土）14:00 ～　ユアーズ
　第２回地区ガバナー諮問委員会
　ゾーンレベル会員委員会

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 (11月分 )

５５
２８
２６
４５
１５４

147
 30
88
 44
309

197,964
50,000
82,700
22,330
352,994

81.8
64.3
61.5
77.3
71.2

90.9
91.1
78.6
90.9
87.9

名 ％ ％ Ｈ 円

BIRTHDAY&MARRIAGE

12月 誕生日おめでとうございます
天野　淳、岡田浩二、武市欣也、藤縄洲二

12 月 結婚記念日おめでとうございます
加藤久博、白石誠一、高橋在錫、武市欣也

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

7N i i h a m a  L i o n s  C l u b

11月 11 日(日)　　新居浜CC

後 藤 達 也

村 上 博 昭

松 浦 一 雄

青 野 泰 介

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

42

41

53

64

42

40

53

54

84

81

106

118

16.3

8.8

30.0

30.0

67.7

72.2

76.0

88.0

 11 月 理事・委員長会
11月 12日 (月 )1８：３０～ 商工会館3F

10 月度家族会開催
第一副会長 古 川  貴 章　　日時：平成 30 年 10 月 26 日（水）18:30 ～　ユアーズ　

　１０月２４日、第二例会終了後ユ
アーズにて、メンバー４７名、奥様ご
家族含め５４名、合計１０１名にて
今年１回目の家族会が盛大に開催
されました。
　家族会は奥様、家族の皆様に楽

しんでいただきライオンズクラブのご
理解と感謝を表した会です。
　伊藤龍一会長の笑顔あふれる挨拶で始まり、今
年度の三役紹介のあと、乾杯の音頭をとらせて頂き
ました。
　そして、今年の余興は、えひめ学園による和太鼓 の演奏がありました。重厚に心に入ってくる和太鼓の

音がとても良かったです。
　ご家族テーブル、ご夫婦テーブル、メンバーテーブ
ルと楽しく語らいでますと、恒例のお楽しみ抽選会が
始まり一層盛り上がっていました。
　今年も、果物など思考をこらした商品が奥様にも
喜ばれて良かったです。うまく伝えることができませ
んが、楽しく一つの輪になった様な家族会でした。
　最後に計画財務委員会の皆様、楽しい家族会の
企画運営ありがとうございました。また、後藤委員長
の声と司会がとても良かったです。

●会長挨拶
●審議事項
１．会員退会について　山之内浩二さん　一身上の都合にて
２．北海道地震義捐金について　２７，５００円 （500 円×55 名）
３．新居浜ＬＣ寄贈街路樹撤去について
４．２Ｒリーダーシップ研修会登録料について
　２,５００円 12月2日（日）
５．１０月家族会決算報告について
６．１１月第２夜間例会予算（案）について
７．平和ポスター決算報告について
８．英語スピーチコンテスト決算報告につて
９．えひめ学園との交流会予算（案）について
　 11月23日（金･祝）） 9:15 ～ えひめ学園グランド
10．第２回愛リバー・愛ロード予算（案）について 11月25日（日）
11．委員会開催の変更について　
　出席大会委員会　
　　１１月２２日（木） → ２９日（木） 18:30 ～ 事務局
　ＭＣ広報委員会
　　１月 ３日（木） 18:30 → ７日（月） 19:00 ～ 事務局
●報告事項
１．２Ｒ親善スポーツ大会
　１１月３日（土･祝） 8:30 ～ 今治市中央体育館
　結果：Ａチーム、Ｂチーム予選リーグ敗退
　参加者：L伊藤龍一、L大上幸雄、L後藤達也、L塩見秀晴、L
　白石誠一、L鈴木雅志、L高橋尚毅、L中田君江、L能瀬　伸一、
　L藤縄洲二、L真鍋憲夫、L村上博昭、L岡田賢治、　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）、伊
　藤邦枝さん（伊藤会長奥様）、事務局白石、MC広報委員会 L山
　下邦俊、L天野 淳　以上１９名
２．第２回地区キャビネット会議
　１１月４日（日） 13:30 ～ ホテルユニバース
　出席者：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結成３０周年記念式典
　 １１月１０日（土） 15:30 ～  受付：グラッツェふじ
　出席者 L 青野泰介、L有富正治、L伊藤嘉秀、L宇野博文、L岡
　田賢治、Ｌ大上幸雄、L小野周平、L加藤久博、L金田智行、L川
　嶋理之、L後藤達也、L近藤充徳、L塩見秀晴、L鈴木雅志、L田
　村征夫、L徳村　明、L中田君江、L能瀬伸一、L福山　宏、L藤
　縄洲二、L古川貴章、L真木泰彦、L松浦一雄、L真鍋憲夫、L村
　上順一郎、Ｌ山下邦俊　２6名
４．えひめ学園との交流会（ソフトボール、バーベキュー、和太鼓演奏）
　１１月２３日（金・祝）  9:15 ～ えひめ学園グランド
　参加者 青少年委員ほかメンバー
５．第２回愛リバー・愛ロード奉仕作業
　１１月２５日（日） 7:00 ～ 商工会館周辺
６．薬物乱用防止教育認定講師養成講座
　１１月２５日（日） 13:00 ～ ケーオーホテル
　受講者：伊藤龍一会長、伊藤嘉秀第２副会長、譽田幸弘保健福
　　　　　祉委員長
●委員会報告
青少年委員会　11/23えひめ学園交流会の参加のお願い
環境保全委員会　11/25 愛リバー・愛ロード参加のお願い
●その他
東予 LC30 周年記念式典は記念例会に変更
YCE夏期派遣の案内について

■開会ゴング
■会長挨拶　伊藤龍一会長
■審議事項　なし
■幹事報告
・報告事項
１．えひめ学園との交流会（ソフトボール、バーベキュー、和太鼓演奏）
　１１月２３日( 金・祝 )９:００～　えひめ学園
　参加者：L青野泰介、Ｌ伊藤久門、L伊藤嘉秀、L伊藤龍一、L大
　上幸雄、L小野周平、L金田智行、L後藤達也、L塩見秀晴、L高
　橋尚毅、L中田君江、L能瀬伸一、L藤縄洲二、L古川貴章、L真
　木泰彦、L村上博昭　L山下邦俊　１７名
２．第２回愛リバー・愛ロード清掃奉仕作業
　１１月２５日（日）７:００～　商工会館周辺
　参加者　Ｌ天野 淳、Ｌ石川 稔、Ｌ伊藤龍一、Ｌ宇野博文、Ｌ小野周
　平、Ｌ加藤久博、Ｌ金田智行、Ｌ川嶋理之、Ｌ後藤達也、Ｌ塩見秀晴、
　Ｌ鈴木雅志、Ｌ高橋在錫、Ｌ土岐敏勝、Ｌ徳村 明、Ｌ能瀬伸一、Ｌ福
　山 宏、Ｌ藤縄洲二、Ｌ古川貴章、Ｌ譽田幸弘、Ｌ松浦一雄、Ｌ村上順
　一郎、Ｌ山下邦俊　２２名
３．薬物乱用防止教育認定講師養成講座
　１１月２５日（日）１３:００～　ケーオーホテル
　受講者：伊藤龍一会長、伊藤嘉秀第２副会長、譽田幸弘保健福
　　　　　祉委員長
４．２Ｒリーダーシップ（指導力育成）研修会
　１２月２日（日）１４:１５～　ケーオーホテル
　出席者　天野 淳副幹事
５．第１０２回ライオンズクラブ国際大会ミラノ（イタリア）
　期間　７月５日（金）～９日（火）
　登録〆切　早期登録　１月１１日　150US$（登録料）
　　　　　　普通登録　３月３１日　200US$（登録料）
　　参加希望の方は事務局までご連絡下さい。
■委員会報告　なし
■その他　なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■懇親会

■出席報告
　会員数５５名、出席４５名、欠席１０名、出席率81.8％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥76,000　　ファイン　￥1,500　



伊藤　龍一　後藤委員長をはじめ、計画財務委員会の皆様 11 月第 2 夜
　　　　　　間例会、試食会の設営ありがとうございました。
能瀬　伸一　計画財務委員会の皆さん夜間例会の設営お疲れ様です。
岡田　賢治　えひめ学園との交流会、伊藤会長以下参加者の方々ご苦労
　　　　　　様でした。
後藤　達也　年末商戦、皆様沢山お買い上げいただきますようお願いし
　　　　　　ます。

伊藤　龍一　藤縄さん楽しい卓話ありがとうございました。
岡田　賢治　田村さんのMJF歓迎します。
能瀬　伸一　先日の別子 LC の 30 周年沢山の方のご参加有難うござい
　　　　　　ました。またお手伝いいただいた方々にも感謝申し上げます。
後藤　達也　藤縄さんの卓話に感謝します。
有富　正治　先月の第 1 例会にご協力を賜り有難うございました。今月
　　　　　　の年末商戦も宜しくお願い申し上げます。
加藤　久博　卓話に感謝して。
徳村　　明　朝夕めっきり寒くなりました。インフルエンザもぼちぼち
　　　　　　本格的になります。健康管理に注意しましょう。
佐伯　澄男　急に寒くなってきました。体調管理に気をつけましょう。
永易　明洋　孫が３歳になり、七五三のお参りに行ってきました。健やか
　　　　　　に成長をしてもらいたいと願うばかりです。
松浦　一雄　11 月度ゴルフ部会で優勝しました。天候とメンバーに恵まれ
　　　　　　たおかげです。マル！　
真鍋　憲夫　新居浜別子ライオンズクラブ 30 周年記念式典が開催され
　　　　　　たくさんのメンバーの参加で大いに盛り上がり感激しまし
　　　　　　た。今後ともライオンズの結束を強くして活動しましょう。
青野　泰介　ゴルフ部会の 11 月度参加させていただきました。天気だけ
　　　　　　は素晴らしかったです。能瀬幹事はゴルフやらないのかな
　　　　　　あ。きっと上手なのに。
石川　敏則　寒くなりました。身体に気をつけて下さい。早退させていた
　　　　　　だきます。
石川　　稔　秋が深まり、朝晩寒さを感じる頃となりました。皆さんご自
　　　　　　愛下さい。
伊藤　嘉秀　朝晩寒くなってきました。皆様お身体ご自愛下さい。
宇野　博文　秋の花粉も終わり、過ごしやすい季節になりました。草引き
　　　　　　に頑張っています。
小野　周平　先日の新居浜別子 LC30 周年記念式典に出席しました。奉
　　　　　　仕活動にも様々なアプローチがあるのだなと思いました。
藤縄　洲二　拙い卓話を聞いて下さり有難うございました。
塩見　秀晴　11/3 2R 親善レクバレー大会ご参加有難うございました。
神野　雄太　卓話に感謝
高橋　尚毅　スポーツの秋ですね。先日はバレー大会頑張ってきました。
　　　　　　今週はボウリングで P-Leag の選手とプロチャレンジマッ
　　　　　　チをしてきます。とても可愛い子なのでとても楽しみです。
　　　　　　皆様も秋のスポーツ楽しんで下さい。
杉田　友裕　先日は家族会有難うございました。次回はもっと多くの女
　　　　　　子行員を連れて参加したいと思います。
鈴木　雅志　2R 親善スポーツ大会 A チーム B チーム共に予選リーグ敗
　　　　　　退。塩見キャプテン他メンバーの皆様ご苦労様でした。
古川　貴章　寒くなってきました。風邪などに気を付けましょう。
村上　博昭　11 月 23 日のえひめ学園殿交流会。たくさんのメンバーの　
　　　　　　方々の参加を宜しくお願いいたします。
大上　幸雄　藤縄さんの卓話に感謝！！
大竹　崇夫　藤縄さんの卓話に感謝して。朝夕寒くなったのでお身体ご
　　　　　　自愛下さい。
・・・藤縄洲二さんの卓話に感謝して。・・・
福山　宏／伊藤久門／上野　剛／大石隆憲／岡田浩二
・・・朝夕寒くなってきました。皆様お身体ご自愛下さい。・・・
近藤充徳／近藤盛文／高橋在錫／山下邦俊／真木泰彦

大上　幸雄　えひめ学園との交流会お疲れ様でした。子供達の笑顔と会
　　　　　　員の皆様のハッスルプレー楽しませてもらいました。
金田　智行　えひめ学園との交流会ご協力有難うございました。
佐伯　澄男　計画財務委員会の皆様、夜間例会の設営ご苦労様です。年
　　　　　　末商戦の目標達成を願っています。勿論協力しますよ！
永易　明洋　くらげの会の旅行に行ってきました。奥飛騨温泉は非常に
　　　　　　遠くて疲れましたが温泉に入り疲れもとれ、楽しい旅行と
　　　　　　なりました。
徳村　　明　今年は冬の訪れが遅く穏やかな日々が続いています。師走
　　　　　　の候の季節ですが、まだ季節感はありません。温暖化は一
　　　　　　人一人の生活習慣の意識改革から始めましょう。
有富　正治　自治会の役員会と重なり、早退致します。申し訳ありませ
　　　　　　ん。早く終われば駆けつけたいと思います。
・・・本日の夜間例会の設営、計画財務委員会の皆様ご苦労様です。・・
大竹崇夫／白石誠一／福山　宏
古川　貴章　計画財務委員会様、お疲れ様です。
石川　敏則　夜間例会！計画財務委員会の皆さんごくろうさんです。
宇野　博文　計画財務委員会の皆様ご苦労様です。本日も夜間例会を楽し

ませていただきます。
加藤　久博　年末商戦宜しくお願い致します。
高橋　尚毅　スポーツの秋ですね。先日はえひめ学園との交流会でソフ
　　　　　　トボール。子供達に混じって童心に返りました。また子供

達の笑顔がとても嬉しくてこの交流会の意義を感じました。
塩見　秀晴　えひめ学園の生徒とのソフトボールの試合で 4 回もデッ
　　　　　　ドボール当てられて痛かったです。でも楽しかった。
鈴木　雅志　先日の愛リバー・愛ロード、メンバーの皆様ご苦労様でした。
小野　周平　えひめ学園との交流会、愛リバー・愛ロードとお疲れ様で
　　　　　　した。楽しく過ごさせていただきました。
真鍋　憲夫　先日の愛リバー・愛ロード奉仕作業、欠席してすみませんで

した。2025年大阪万博が決定！第2回目の成功を祈念します。
神野　雄太　ジャパンカップ、アイモンドアイ号の強さに感動しました。
石川　　稔　いま神戸から帰ってきました。昨日、今日と甲子園球場ほ
　　　　　　っともっと球場で 2試合して、2試合とも勝ちました。明日
　　　　　　は残っている村上博昭くんが頑張るでしょう。
藤縄　洲二　いよいよ師走です。あと 1ヶ月頑張っていきましょう！
奥嶋啓一郎　ファインな年末商戦宜しくお願いいたします。
松浦　一雄　12 月がすぐそこまでやって来ました。風邪をひかずに元気
　　　　　　に年末年始を迎えましょう。
伊藤　嘉秀　くらげの会の旅行に行って参りました。1 泊 2 日ではもっ
　　　　　　たいない程の楽しい旅行でした。土岐会長、永易幹事には
　　　　　　大変お世話になりました。有難うございました。
青野　泰介　「ボヘミアン ラプソディ」という映画を観てきました。大上
　　　　　　TT も観たそうです。フレディ・マーキュリーという人が
　　　　　　主人公です。塩見さんに似ています。
近藤　充徳　早退します。申し訳ございません。
・・・えひめ学園との交流会参加の皆様ご苦労様でした。
　　本日の夜間例会、計画財務委員会の皆様お世話になります。・・・
岡田浩二／上野　剛／新田久司／真木泰彦／土岐敏勝／村上順一郎

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

11 月第 1 例会

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

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

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

11 月第 2 夜間例会

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 

　               

　「喪中はがき」が届きだすと今年も終わりか、やり残は無いかと周りを見渡
す。マスコミ等では、今年の重大ニュースや今年の総決算、流行語大賞な
ど取り上げられ、いっそう慌ただしさが増してくる。
　恒例の今年の「漢字」が日本漢字能力検定協会より12月12日に京都
清水寺で発表されます。昨年度は「北」でした。ちなみに、私の今年の漢字
は「災」としたい。なぜなら、死者２２名の大惨事となった台風２４号、暴風、
大雨、高波、高潮、により関西空港の冠水、船舶による連絡橋の崩壊。
　また、愛媛県、岡山県、広島県を襲った7月の豪雨や中部地方から北海
道まで広範囲にまたがる梅雨前線による集中豪雨被害により「災」としたい。
なお「災」は２００４年に選ばれています。
トランプアメリカ大統領による口害もそうかな？
　来年は明るいイメージの漢字になればいいですね !
皆さん良い年末、良いお年を……。　　　　　　　石川 敏則

ＹＣＥ派遣・受入（ユースキャンプ及び交換）
ＹＣＥ事業は「世界の人々の間に相互理解の精神を培い発展させる」国際協会の根幹である目的
手段の一つです。男女を問わず、１６歳から２１歳の青少年を対象に、大きく三つを目的としていま
す。
 ①他国の人と接する機会を青少年に与える。
 ②異なる文化背景を持つ家庭や地域社会の生活を経験させる。
 ③ライオニズムを通して、国際理解と親善を促進する。
派遣時期は、夏期と冬期があり概ね３～４週間の日程で現地のホストファミリー方
や他国のＹＣＥ生とユースキャンプで過ごします。派遣後は「ＹＣＥ－ＯＢ」となり
少なくとも３年間は、派遣生候補の指導や、来日生との交歓にあたるなど地区
委員やスポンサークラブのＹＣＥ活動に協力しなければなりません。
ＹＣＥ生の受入れは､日本では夏期のみとなっており､ホストクラブのアクティビ
ティになります。ホストファミリーを設けて、ＹＣＥ生の送迎、滞在中の世話や､おも
てなしをします。滞在中の宿泊・食事・各種行事の費用はクラブの負担となります。

レオクラブ
青少年の指導力､相互理解育成を目的に結成され活動しています。１９６８年に高知で
最初に結成され、全国で１３５のレオクラブ４,４１３名が現在活動しています。


