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●● 1月第1例会 ●●
千葉　英明　新居浜中央ＬＣ会長
河端　 寛  　新居浜中央 LC40 周年大会実行委員長 
佐伯　澄男　新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願
　　　　　　いします。新居浜中央ＬＣ千葉会長、河端大会委員長のご来
　　　　　　訪を心より歓迎します。
後藤　達也　武市さん米寿のお祝いおめでとうございます。新居浜中央Ｌ
　　　　　　Ｃ千葉会長、河端大会委員長のご来訪に感謝します。
　　　　　　２月１４日合同例会、１００％出席目指しております。皆様宜
　　　　　　しくお願い致します。
福山　　宏　明けましておめでとうございます。
岡田　賢治　明けましておめでとうございます。今年もどうか宜しくお願
　　　　　　いします。
伊藤　嘉秀　お陰様で長女のひづるが無事にニュージーランドＹＣＥ派遣
　　　　　　から、日曜日に帰って参りました。貴重な体験が出来ました。
　　　　　　感謝申し上げます。
武市　欣也　本日は米寿のお祝いを有難うございました。
白石　誠一　武市さん、米寿おめでとうございます。
金田　智行　明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いし
　　　　　　ます。先日のゴルフでベストスコア更新しました。同伴の佐
　　　　　　伯会長、後藤幹事有難うございました。
加藤　久博　皆様新年あけましておめでとうございます。今年もよろしく
　　　　　　お願いします。
有富　正治　明けましておめでとうございます。今年、私は年男ですので、
　　　　　　氏神様の白山神社での初詣の際、水取儀式をさせて頂きまし
　　　　　　た。何か良いことがある気がします。宝くじが当たるとか！
岡村真里哉　本年もどうぞ宜しくお願いします。寒い日が続きますご自愛
　　　　　　下さい。
真鍋　憲夫　新年あけましておめでとうございます。寒さに負けず頑張り
　　　　　　ましょう。来訪者を歓迎します。
大竹　崇夫　新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願
　　　　　　いいたします。
永易　明洋　武市さん、長寿のお祝いを申し上げます。お元気なお姿を見
　　　　　　るとうれしい限りです。益々お身体をご自愛下さい。
松浦　一雄　新居浜中央ライオンズクラブの４０周年記念式典の成功と米
　　　　　　寿を迎えられた武市先輩の益々のご健勝を祈念いたします。
伊藤　龍一　新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願
　　　　　　いいたします。
古川　貴章　明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いい
　　　　　　たします。
神野　雄太　明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いし
　　　　　　ます。
土岐　計一　明けましておめでとうございます。今年は年男で楽しい年で
　　　　　　あるように！三役の皆様も残り６ヶ月頑張って下さい。
伊藤　久門　明けましておめでとうございます。本年もよろしく　　　　
　　　　　　お願いいたします。皆様と健やかにお目にかかることが出来
　　　　　　て大変うれしく思います。
鈴木　雅志　武市さん米寿のお祝いおめでとうございます。又一杯楽しく
　　　　　　やりましょう。
能瀬　伸一　新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願
　　　　　　いいたします。
宇野　博文　寒い日が続きます。元気で長生きするためにお酒も少々控え
　　　　　　めに健康管理に努めたいと思っています。（特に本日は！！）
譽田　幸弘　明けましておめでとうございます。今年も新居浜ライオンズ
　　　　　　クラブを盛り上げていきましょう。

高橋　尚毅　明けましておめでとうございます。新居浜ライオンズクラブ
　　　　　　に入会して初めての新年を迎えました。本年は昨年以上に先
　　　　　　輩方と共に社会貢献をしたいと思いますので皆様宜しくお願
　　　　　　い致します。
塩見　秀晴　新春をすがすがしいお気持ちで迎えられたことに感謝して。
村上　博昭　新年あけましておめでとうございます。今年もよろ　　　　
　　　　　　しくお願いします。
徳村　　明　明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いし
　　　　　　ます。
石川　　稔　今年の年明けは穏やかでした。皆様どの様なお正月でした　
　　　　　　か？今年が皆様にとって幸多い一年でありますことを祈念い
　　　　　　たします。
藤縄　洲二　明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いし
　　　　　　ます。
土岐　敏勝　新年明けましておめでとう。
小野　周平　明けましておめでとうございます。
・・新年明けましておめでとうございます。
　　　　米寿を迎えられた武市欣也さんおめでとうございます。・・・
上野　剛／近藤充徳／高橋在錫／山下邦俊／中田君江／大石隆憲／青野泰
介／真木泰彦／岡田浩二／土岐敏勝／近藤盛文
天野　　淳　たてつづけに欠席してすみません。

　毎日、ライオンズクラブ国際財団（LCIF）
は、使命の達成に努めています。
「地元や世界で地域社会の奉仕活動に携
わるライオンズクラブとパートナーの取り組み
をサポートし、人道的な奉仕事業と交付金を
通じて地域社会に希望を与え人々の暮らしを改
善する」

　１９６８年の設立以来、LCIF は世界中でライ
オンズの人道奉仕目標を支えるために尽力し、
視力、青少年、災害援助、その他の 4 つの基
本分野に 12,000 件、総額９億ドル以上の援助
金を支給してきました。

私たちは人々に視力を与えます。
　LCIF は、眼病と闘い、眼科医療を改善す
るための基盤を確立し、訓練を受けた眼科医
療専門家の数を増やし、公平で持続可能な眼
科医療を実現することで、世界中の恵まれない
人々に視力を提供しています。

私たちは青少年を支援します。
　すべての青少年は教育を受け、大切にされ
ていると感じ、健全な成長を経験する権利があ

ＬＣＩＦの使命 　　　　　　　　　　　  会 長　佐 伯  澄 男
り、夢を実現するチャンスを持てるべきです。
積極的な青少年育成プログラム、ライオン
ズクエストを通じて、LCIF は子供たちが
協力し、積極的な決定を行い、地域社会
に奉仕するよう学ぶ機会を提供しています。

　LCIF は青少年を支援するために、学校や
青少年センター、職業訓練センターの建設も行
っています。

私たちは災害援助活動を行います。
　ライオンズは災害時にいち早く到着して救援
活動を行うことが多く、そこには LCIF の支援も
共にあります。
　LCIF は壊滅的な被害を受けた地域の復旧
支援を行い、家屋や生活を再建する長期的な
支援を行って希望をもたらしています。

私たちは人道上のニーズに応えます。
　はしかや糖尿病など世界の健康問題と闘った
り、障害のある人々が自立した充実した生活を
送れるように活動するなど、LCIF は幅広い人
道奉仕事業に尽力しています。
　LCIF は今後も世界中の新たなニーズに対応
するプログラムを開発及び拡大していきます。
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●● １月第２例会 ●●
佐伯　澄男　歴代会長・幹事の皆様の多大なる功績に心より敬意を表します。
後藤　達也　新年の定例コンペで優勝した神野雄太さんおめでとうござい　
　　　　　　ます。総勢 16 名の参加で大変盛り上がりました。有難うござい
　　　　　　ました。
岡田　賢治　くらげの会で、秋田乳頭温泉、山形蔵王に行ってきました。　
　　　　　　雪深く寒かったです。しかし、たまには良かったです。
有富　正治　会長、幹事を称える会を催していただき有難う御座います。
加藤　久博　会長、幹事を称えて頂き有難うございます。
松浦　一雄　元会長、幹事の皆様が新居浜ライオンズクラブの発展に尽力さ
　　　　　　れたことを感謝します。ありがとうございました。
真鍋　憲夫　大寒ですネ！お身体どうぞご自愛ください。１月２８日の献血・
　　　　　　献眼登録活動宜しくお願い致します。
石川　敏則　「元会長、幹事を称える会」ありがとう。
小野　周平　野ザルを見ました。大人げなく興奮しました。
伊藤　龍一　先日の、くらげの会乳頭温泉とても楽しかったです。出発前よ
　　　　　　り準備して頂いた土岐さん、永易さんありがとうございました。
伊藤　嘉秀　先週末、くらげの会の旅行で楽しい旅をさせて頂きました。　
　　　　　　土岐計一さん、永易明洋さんお世話になりました。
鈴木　雅志　元会長、幹事を称えて頂き感謝！
古川　貴章　インフルエンザ A と B がダブルで流行っています。気をつけま
　　　　　　しょう。
高橋　尚毅　市内に初雪が降りました。寒いですが、やはり日本の四季は良
　　　　　　いものですね。皆様体調管理には十分お気を付け下さい。
徳村　　明　寒い日が続きますインフルエンザに注意して元気に過ごしまし
　　　　　　ょう。
塩見　秀晴　２月１0 日１0 時から朝早いですがボーリング大会参加宜しくお
　　　　　　願い致します。
近藤　充徳　1/28 献血・献眼登録、応援お願いします。
藤縄　洲二　元会長、幹事を称える会有難う御座いました。
石川　　稔　元会長、幹事を歴任された皆様大変ご苦労様でした。心から敬
　　　　　　意を表します。寒い時期ですのでご自愛下さい。
村上　博昭　寒い日が続きますがインフルエンザに注意しましょう。次男が
　　　　　　インフルエンザを発症！孫に移してはいけないということで昨
　　　　　　日から孫が家で隔離中！
神野　雄太　１月ライオンズ月例ゴルフ良きパートナーに恵まれ優勝するこ
　　　　　　とが出来ました。
土岐　計一　元会長、幹事を称える会ありがとう
宇野　博文　歴代、会長、幹事の皆様これからも元気で新居浜ライオンズク
　　　　　　ラブのご支援を宜しくお願い致します。これから、益々寒くな
　　　　　　りますのでお身体ご自愛下さい。
青野　泰介　イタリアに派遣していただいた娘からおみやげのチョコレート
　　　　　　が送られてきました。事務局においておきます。ありがとうご
　　　　　　ざいました。
・・・元会長、幹事の皆様の功績を称え感謝致します！・・・
土岐敏勝／真木泰彦／大石隆憲／上野　剛／岡田浩二／新田久司／大上幸雄
／能瀬伸一
大竹　崇夫　仕事のため早退します。申し訳ございません。

　早くも２月突入です。２月といえば確定申告が始まりますが、２月
１６日から３月１５日となっておりますので、該当する方はお忘れなく。
ところで、今年の確定申告から導入された「セルフメディケーション
税制」なるものをご存知でしょうか？この新税制とは従来の医療費控
除の特例で導入されもので、医療費控除とは選択適用になるので
すが、特定一般用医薬品等購入費の合計額から１万２千円を差し
引いた金額（最高８万８千円）を所得から控除してもらえるというも
のです。
　では、特定一般用医薬品等とはどんなものかといいますと、厚生
労働省のＨＰに商品リストが随時更新掲載されておりますが、ドラッ
グストアなどで購入できる医薬品等の事で、（バファリンやサロンパス、
風邪薬等）かなり広範囲なものが該当します。
　残念ながら税額控除ではないので、その効果はマイルドなもので
すが、年間１万２千円を超した金額が該当しますので、ドラッグスト
ア等のレシートは捨てずに取っておくと良いかもしれませんね。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　譽田 幸弘
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1 月  理事・委員長会
1月 ９日（月）18:30～ 商工会館3F研修室

新 居 浜
新居浜中央
新居浜別子
新居浜ひうち

計
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ゴルフ部会報告

行  事  予  定

英語スピーチコンテストを終えて
東中学校　戒 田  弥 珠 希 　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

第２８回新居浜市中学生英語スピーチコンテスト

・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会　    ２月１３日（火）18:30 ～　商工会館 3F
２月第 1例会　　 　２月１４日（水）18:00 ～　ユアーズ
　2R-１Ｚ合同夜間例会
２月第２例会　　 　２月２８日（水）12:15 ～　ユアーズ
・委員会
計画財務委員会　　２月　１日（木）18:30 ～　事務局
出席大会委員会　　２月　２日（金）18:30 ～　事務局
環境保全委員会　　２月　６日（火）18:30 ～　和彩料理正
会員会則委員会　　２月　７日（水）18:30 ～　事務局
保健福祉委員会　　２月　８日（木）18:30 ～　事務局
青少年委員会　　　２月　９日（金）18:30 ～　事務局　
PR広報委員会　　 ２月２８日（水）例会終了後  ユアーズ
・クラブ・その他行事予定
２月１６日（金）～１９日（月）　　
　　　　　　　　会長国際アクティビティ
　　　　　　　　　フィリピン共和国　ダバオ市　　　　　
２月１４日（水）　２Ｒ－１Ｚ合同夜間例会  18:00 ～ ユアーズ
２月２７日（火）　第 1回岡部歩乃佳後援会 理事会
　　　　　　　　　18:30 ～　ユアーズ
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　２月１１日（日）   10 :32 ～     新居浜ＣＣ
囲碁部会　　　　未定
つれづれの会　　２月　５日（月）　18:30 ～　  吾秀　
くらげの会　　　奇数月の予定   
スポーツ部会　　２月　９/２３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
２月　４日（日）13:00 ～　ホテルユニバース
　第３回キャビネット会議
２月１０日（土）10:15 ～　ナムコワンダーボウル西条
　１Ｚ親善ボウリング大会
２月１６日（金）14:00 ～　四国中央市ＫＳ会館
　アワード選考会
２月２４日（土）13:30 ～　四国中央市ＫＳ会館 
　第３回リジョン会議
２月２４日（土）13:30 ～　四国中央市ＫＳ会館 
　第２回２Ｒ新会員オリエンテーション
●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

2月 誕生日おめでとうございます
大竹崇夫、加藤久博、白石誠一

山口　泰、山下邦俊

2 月 結婚記念日おめでとうございます
大石隆憲、伊藤嘉秀、金田智行

●会長挨拶　佐伯澄男 会長
●審議事項
１）スペシャルオリンピックス日本第７回夏期ナショナルゲーム
　愛知開催寄付各クラブ１口５,０００円の拠出について
　（スペシャルオリンピックス日本と日本ライオンズクラブが昨年６
　月にパートナーシップを締結し活動を全面的に支援）
２）公益社団法人新居浜青年会議所平成３０年新年会お祝い
　について佐伯澄男会長出席　５,０００円会費拠出について
３）事務局パソコン故障による買い換えについて
４）新居浜中央ＬＣ結成４０周年記念大会全員登録について
　３月１８日（日）１０,０００円第３期会費に充当について
５）今治くるしまＬＣ結成２５周年記念式典登録料について
　３月２５日（日） 三役出席　３０,０００円拠出について
６）第２回献血献眼予算（案）について　１月２８日（日）
７）上半期収支決算報告について
８）次期指名委員の任命について
●幹事報告
１）平成３０年新年互例会が１月４日（木）11:00 ～ リーガロ
　イヤルホテル新居浜で行われ佐伯澄男会長が出席しました。
２）公益社団法人新居浜青年会議所平成３０年新年会が
　１月１２日（金）18:45 ～ 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。　　　　　　　
３）第３期会費引落　１月１５日（月）５３,０００円　
　（第３期会費４３,０００円、新居浜中央結成４０周年記念大会
　全員登録１０,０００円含む）
●委員会報告
出席大会委員会　２月合同例会全員出席について
環境保全委員会　古本のリサイクルについて
●その他　なし　　　　　　　　　　　　　

■ライオンズの誓い唱和
　徳村 明ライ

オン

■会長挨拶　
　佐伯澄男会長
■元会長幹事を称える会

■幹事報告
１）公益社団法人新居浜青年会議所
平成３０年新年会が
　１月１２日（金）１８：４５よりリーガロイヤ
ルホテル新居浜で開かれ　佐伯澄男
会長が出席しました。　　　　　　　
　　　　　
２）第２回献血・献眼が１月２８日（日）１０：００より
　イオンモール新居浜駐車場で行われます。
３）薬物乱用防止教育認定講師養成講座受講が１月２８日（日）
　１０：００よりウェルピア伊予で開催されます。
　近藤充徳さん、中田君江さんが出席します。
４）2018～2019年度第１回キャビネット準備内局会議が
　１月３１日（水）１６：００から西条市で開催されます。
　次期福山 宏MC･ライオンズ情報･地区誌･写真大会参加委
　員長が出席します。

５）第３回地区キャビネット会議が２月４日（日）１３：００からホテル
　ユニバースで開催されます。
　白石誠一２Ｒ－１ＺＣが出席します。
　６）２Ｒ－１Ｚ親善ボウリング大会が２月１０日（土）１０：１５から
　スタート、ナムコワンダーボール西条で行われます。
　参加者５名以上です。
■委員会報告
　保健福祉委員会　１月２８日（日）献血・献眼実施につて
　出席大会委員会　２月１４日合同例会全員出席要望
■出席報告
　会員数５５名、出席４１名、欠席１４名
　　　　　　　　　出席率７４.5％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　６６，０００円
■ライオンズ・ローア
　高橋尚毅ライ

オン

　人前で話すことも苦手で何をするにも先に最
悪の状況を考えてしまう私がまさか英語スピー
チに出場するなど、思ってもいませんでした。
　７月から始まった練習は原稿作りから始ま
り、英語訳、発音練習、家でも先生の録音
を聞いたり・・・と４か月間、家でも学校でも
毎日のように練習を積み重ねてきました。
　ザキル先生の鋭い指摘は日々、心に突き刺さり「も
うやめてしまいたい」、と思うこともありました。
　ですが、本田先生の厳しい指導の中の、優しい
励ましの言葉が私の心を立ち直らせてくれました。
　何事にも心配性な私はどんなに練習をしても不安
なので、県大会にも出場できたことは自信につなが
りました。
　学校のテストや行事と重なり、大変だったことも
ありましたが、一番の原動力は以前からの目標で
あった「海外に行きたい」という気持ちでした。
　今年の新居浜市の海外派遣事業に参加できな
かった悔しさが英語スピーチを頑張る力につながり
ました。

　迎えた本番ではこれまでの練習のお陰から
か、さほど緊張もなく自分の最大限の力を発
揮でき、金賞をいただくことができました。
　私がうれしいというよりも私の結果に喜ん
でいる人たちの顔を見れたことが何よりも嬉
しく、また誇りに思いました。

　努力すれば必ず報われる、と実感した大会
でした。この先もこの経験を活かし、夢を追い続け
ていきたいです。

最
ー

も

　迎
か、

しく
　努

ゴールド・ライオンプライズ（金賞）受賞

国際会長　ナレシュ・アガワル
　　〈テーマ〉「We Serve」 

３３６－Ａ地区ガバナー　川辺  信郎
　　〈スローガン〉「新世紀・明日につなごう 奉仕の輪」

　　〈キーワード〉「初 心」

新居浜ライオンズクラブ会長　佐伯  澄男
　　〈スローガン〉「歴史の継承と未来への創造　We Serve」

〈ライオンズクラブスローガン〉

Liberty,Intelligence,Our Nation’s Safety
［自由を守り、知性を重んじ、われわれの国の安全をはかる］

〈モットー〉

We Serve
［われわれは奉仕する］

2017.7 ～ 2018.6
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元会長･幹事を称えていただいて
有 富  正 治　　　　　　　平成３０年 1月２４日（水）１月第 2例会　〔元会長、幹事を称える会〕　　
　　　　　　　　　　　　　　　　        　

　私は２０１７年１２月１７日から２０
１８年１月７日までの２２日間、ライ
オンズの YCE 冬季派遣生としてイ
タリアに行かせていただきました。
　１２月１７日昼過ぎに羽田空港か
ら出発し、約１３時間のフライトを

経てイタリアのローマ空港に到着しました。
　私のスケジュールは、１２月１８日から２１日までロ
ーマで第一ホストファミリーと滞在、２２日から３０日
までバリで YCE 冬季派遣生全員でのキャンプ、３
１日から１月６日までミラノで第二ホストファミリーとの
滞在でした。
　第一ホストファミリーは Antonio 夫
妻で、私たちが深夜に到着したにもか
かわらず空港まで迎えにきてくださり、
家で手作りのシフォンケーキをふるまっ
てくれました。
　このケーキを食べた時にやっと緊張
がほぐれた気がします。
　Antonio 夫妻は毎日私にたくさん

のハグとキスをくださいました。イタリア
で初めて会ったのがこの夫妻で、初
めて食べたのがこのシフォンケーキで
よかったです。
　トレヴィの泉、コロッセオ、ティボリ、
バチカン市国のサン・ピエトロ大聖堂
など毎日地下鉄や車に乗って旅しまし
た。

　わたくし平成７年度、石川 卓
会長のおり、平成８年４月に入会
し、 平成１５年度、鈴木健二会
長の元、幹事をさせていただきま
した。
　その時、 事務局員が伊藤さん
から高橋さんに変わり、前年より

会計ソフトを導入しましたが引継ぎの無い状態でご
苦労されていました。
　平成１６年度、わたくし硬膜下血腫にて倒れ２日
間、ICU で意識が無く入院をしました。翌年、例
会にも欠席中で復帰出来るかどうかの時２月頃に岡
田さんより“第二副会長やってよ”と連絡がありま
したが、言う方も・・・受ける方も、と思いました
が平成２０年度会長就任させて頂きました。
　幹事が大竹崇夫さん、会計が岡田賢治さん、
当初は元会員の上田達也さんに幹事をお願いして
おりましたが、事前の１２月に退会され、急遽、大
竹さんにご無理をお願いしたところ快く引受けてい
ただきました。

　また、事務局員も高橋さんから長谷さんに変わり
会計の岡田さん、も大変にご苦労をされたのでは
ないぞしようか、お二人に感謝いたします。
　そして、委員会は委員長が座長であ三役は鍵
の開け閉めの人と思い、すべてを委員長にお任せ
しました事、深くお詫び申し上げます。
　この様に、会員皆様方のご協力をいただき会長・
幹事を務めさせていただきました事、心より御礼申
し上げます。

　万歩計が２万歩を記録したことも
…。　カルボナーラはローマが発祥
だそうで、日本より太くてコシのある
麺とブラックペッパーが特徴的でし
た。
　ローマを存分に堪能したところで
バリのキャンプへ。羽田空港で知り
合った仲間と再会し、イタリアの様々
な地区に派遣されたみんなのお土
産話が聞けました。
　YCE キャンプには様々な国の派遣生が参加して
おり、マテーラ、グラヴィーナ、ナポリ、ポンペイな
どを訪れました。みんなで特大ピザを頬張って、こ
のキャンプを私は一生忘れません。
　今度はミラノへ。賑やかだったキャンプから一変、
一人になってしまった寂しさは Kulka 夫妻と娘さん
の Camil la のおかげで一瞬にして吹き飛びました。
　ドゥオモ、コモ、ベニスを訪れました。Camil la
のクラスメイトとの新年のカウントダウンは、今までの
どの大晦日よりも輝いていました。
　２００枚だった私の写真フォルダは、この２２日間
で３０００枚に。
　新しい家族もたくさんできました。行きたいところ
に全部行って、数え切れないほどの文化や知識を

イタリアベニス

ミラノのドゥオーモ（ミラノ大聖堂）

YCE冬季派遣生キャンプ

■ライオンズの誓い唱和
　徳村 明ライ

オン

■会長挨拶　
　佐伯澄男会長
■元会長幹事を称える会

■幹事報告
１）公益社団法人新居浜青年会議所
平成３０年新年会が
　１月１２日（金）１８：４５よりリーガロイヤ
ルホテル新居浜で開かれ　佐伯澄男
会長が出席しました。　　　　　　　
　　　　　
２）第２回献血・献眼が１月２８日（日）１０：００より
　イオンモール新居浜駐車場で行われます。
３）薬物乱用防止教育認定講師養成講座受講が１月２８日（日）
　１０：００よりウェルピア伊予で開催されます。
　近藤充徳さん、中田君江さんが出席します。
４）2018～2019年度第１回キャビネット準備内局会議が
　１月３１日（水）１６：００から西条市で開催されます。
　次期福山 宏MC･ライオンズ情報･地区誌･写真大会参加委
　員長が出席します。

５）第３回地区キャビネット会議が２月４日（日）１３：００からホテル
　ユニバースで開催されます。
　白石誠一２Ｒ－１ＺＣが出席します。
　６）２Ｒ－１Ｚ親善ボウリング大会が２月１０日（土）１０：１５から
　スタート、ナムコワンダーボール西条で行われます。
　参加者５名以上です。
■委員会報告
　保健福祉委員会　１月２８日（日）献血・献眼実施につて
　出席大会委員会　２月１４日合同例会全員出席要望
■出席報告
　会員数５５名、出席４１名、欠席１４名
　　　　　　　　　出席率７４.5％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　６６，０００円
■ライオンズ・ローア
　高橋尚毅ライ

オン

　　　　　　 東中学校 教諭　本田 久美子  
　彼女の懸命な努力とＡＬＴザキル先生との出会

い。
　これが今回の受賞の最大の要因であろう。
　何度目かの原稿検討の後、彼女がスピーチの題
材に選んだのがザキル先生との関わりで感じたこと
だった。
　他の先生と違って、授業だけでなく、部活動でも
共に過ごしてきたからこそ書くことができた題材であ
る。
　題材が決まり、原稿ができてからは、ひたすら練
習の日々だった。夏休みの暑い中も、体育大会の

練習で疲れた後も、そして期末テスト直前で忙しい
中も、本当に一生懸命練習に取り組んだと思う。
　最初はまだぎこちなかった発音も、練習を積み重
ねる中で、いつのまにか見違えるように上手くなって
いった。
　もちろんこの練習にも、ザキル先生の存在は欠か
せなかった。先生との二人三脚でここまでやってき
たようなものだ。
　「努力は実を結ぶ」というのを、彼女のおかげで
再確認できた。
　これからも、英語スピーチは大変だけど、やる価
値のあるものだと生徒たちに伝えていきたい。
　

吸収して、毎日何かに驚いて、イ
タリアを去る時には涙が止まりませ
んでした。
　私をイタリアに派遣して貴重な
経験をさせてくださった新居浜
ライオンズクラブ の 皆 さん、
Antonio 夫 妻、Kulka 夫 妻と
Camil la、バリキャンプで私たち
のサポートをしてくださったイタリア

のライオンズクラブのみなさん、私と関わってくださ
った全ての方々、本当にありがとうございました。

イタリアベニスにて

ヴィットリオ・エマヌエーレ 2世記念堂にて
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国際交流と異文化理解
　伊藤  ひづる（実践女子大学３年生　伊藤嘉秀ライ

オン 長女）　　平成２９年１２月２０日～平成３０年１月７日　
　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

ＹＣＥ冬季派遣生としてニュージーランドへ行って

　ニュージーランドへは、日本人の
女の子４人で行きました。それぞれ
違う県から集まり、全員初対面でし
たがすぐに仲良くなり、ニュージー
ランドでの生活もみんなで協力して
仲良く過ごすことができました。

　ニュージーランドに着いて、最初の一週間はホー
ムステイでした。ホームステイ先の夫婦や家族はす
ごく優しくて、毎日車を運転していろいろなところへ
連れて行ってくれました。
　その中には、絶対に日本では体験できないような
ことがたくさんあり、毎日充実していてとても素敵な
体験をさせていただきました。
　また、冬のイベントのひとつ、クリスマスはホーム
ステイ先の家族と一緒にすごしました。
　日本のクリスマスのイメージは、恋人や友達、家
族などと夜パーティーをして、イルミネーションを見に
行くといったようなイメージが強いと思いますが私た
ちが体験したニュージーランドのクリスマスは、２４日
の午後１１時から家族で教会へ行き２５日は朝から
家族でバーベキューをして、お昼は息子さんの家に
移動してまたパーティーをして、夜ご飯はなしという

クリスマスでした。
　朝からたくさん食べる習慣がない日本人の私たち
の胃は朝からかなりパンパンになり、２５日は常に食
べすぎ状態でした。
　ホームステイ先の方たちとたくさん思い出ができす
ぎて、お別れしてキャンプに移動するときはかなり辛
かったです。
　ニュージーランドでの生活も慣れてきたころ、キャ
ンプ生活が始まりました。
　キャンプ場には、ニュージーランドの派遣生をはじ

クリスマスの夜に教会にて

　私は２０１７年１２月１７日から２０
１８年１月７日までの２２日間、ライ
オンズの YCE 冬季派遣生としてイ
タリアに行かせていただきました。
　１２月１７日昼過ぎに羽田空港か
ら出発し、約１３時間のフライトを

経てイタリアのローマ空港に到着しました。
　私のスケジュールは、１２月１８日から２１日までロ
ーマで第一ホストファミリーと滞在、２２日から３０日
までバリで YCE 冬季派遣生全員でのキャンプ、３
１日から１月６日までミラノで第二ホストファミリーとの
滞在でした。
　第一ホストファミリーは Antonio 夫
妻で、私たちが深夜に到着したにもか
かわらず空港まで迎えにきてくださり、
家で手作りのシフォンケーキをふるまっ
てくれました。
　このケーキを食べた時にやっと緊張
がほぐれた気がします。
　Antonio 夫妻は毎日私にたくさん

数え切れないほどの文化や知識を吸収して
青 野  桜 子（慶應義塾大学３年生　青野 泰介ライ

オン 長女）　　平成２９年１２月１７日～平成３０年１月７日　　　　
　　　　　　　　　　　　　　        　

ＹＣＥ冬季派遣生としてイタリアへ行って

のハグとキスをくださいました。イタリア
で初めて会ったのがこの夫妻で、初
めて食べたのがこのシフォンケーキで
よかったです。
　トレヴィの泉、コロッセオ、ティボリ、
バチカン市国のサン・ピエトロ大聖堂
など毎日地下鉄や車に乗って旅しまし
た。

め、オーストラリア、イタリア、マレーシア、インド、
ブラジル、アルゼンチン、日本の派遣生、約６０人
が集まりました。
　最初は、ホームステイ先との環境の違いから、ホ
ームシックになることもありましたが、たくさんの人が
仲良くしてくださり、徐々に打ち解けることができまし
た。キャンプ生活では、毎日いくつかのアクティビテ
ィーがあり、ニュージーランドの先住民族のマオリ族
の文化を勉強したり、バスでいろいろな場所へ移動
して、たくさんの遊びを経験しました。
　キャンプ生活で一番大変だったことは、体調管理
です。
　一緒に行った日本人の子達のストレスや体調に十

分に気を配ることができず、キャンプ生活が始まっ
て一週間がたった頃に、私以外の日本人の子達が
いっきに体調を崩し、高熱を出して夜中に病院に駆
け込むこともありました。
　自分が 1 番年上なので、もっとみんなの異常に気
づいてあげるべきだったと、そこで改めてリーダー
の責任に気づくことができました。
　そのことも含め、ニュージーランドでは今までして
こなかった経験ができてとても勉強になったし、異
文化理解をすることができました。
　素敵な体験をさせていただいてありがとうござい
ました。

　万歩計が２万歩を記録したことも
…。　カルボナーラはローマが発祥
だそうで、日本より太くてコシのある
麺とブラックペッパーが特徴的でし
た。
　ローマを存分に堪能したところで
バリのキャンプへ。羽田空港で知り
合った仲間と再会し、イタリアの様々
な地区に派遣されたみんなのお土
産話が聞けました。
　YCE キャンプには様々な国の派遣生が参加して
おり、マテーラ、グラヴィーナ、ナポリ、ポンペイな
どを訪れました。みんなで特大ピザを頬張って、こ
のキャンプを私は一生忘れません。
　今度はミラノへ。賑やかだったキャンプから一変、
一人になってしまった寂しさは Kulka 夫妻と娘さん
の Camil la のおかげで一瞬にして吹き飛びました。
　ドゥオモ、コモ、ベニスを訪れました。Camil la
のクラスメイトとの新年のカウントダウンは、今までの
どの大晦日よりも輝いていました。
　２００枚だった私の写真フォルダは、この２２日間
で３０００枚に。
　新しい家族もたくさんできました。行きたいところ
に全部行って、数え切れないほどの文化や知識を

農園にすももを買いに行って ニュージーランドとオーストラリアの仲間と

仲良くなったイタリアの仲間と

日本に帰ってきて

ホストファミリーAntonio さんと

■ライオンズの誓い唱和
　徳村 明ライ

オン

■会長挨拶　
　佐伯澄男会長
■元会長幹事を称える会

■幹事報告
１）公益社団法人新居浜青年会議所
平成３０年新年会が
　１月１２日（金）１８：４５よりリーガロイヤ
ルホテル新居浜で開かれ　佐伯澄男
会長が出席しました。　　　　　　　
　　　　　
２）第２回献血・献眼が１月２８日（日）１０：００より
　イオンモール新居浜駐車場で行われます。
３）薬物乱用防止教育認定講師養成講座受講が１月２８日（日）
　１０：００よりウェルピア伊予で開催されます。
　近藤充徳さん、中田君江さんが出席します。
４）2018～2019年度第１回キャビネット準備内局会議が
　１月３１日（水）１６：００から西条市で開催されます。
　次期福山 宏MC･ライオンズ情報･地区誌･写真大会参加委
　員長が出席します。

５）第３回地区キャビネット会議が２月４日（日）１３：００からホテル
　ユニバースで開催されます。
　白石誠一２Ｒ－１ＺＣが出席します。
　６）２Ｒ－１Ｚ親善ボウリング大会が２月１０日（土）１０：１５から
　スタート、ナムコワンダーボール西条で行われます。
　参加者５名以上です。
■委員会報告
　保健福祉委員会　１月２８日（日）献血・献眼実施につて
　出席大会委員会　２月１４日合同例会全員出席要望
■出席報告
　会員数５５名、出席４１名、欠席１４名
　　　　　　　　　出席率７４.5％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　６６，０００円
■ライオンズ・ローア
　高橋尚毅ライ

オン

吸収して、毎日何かに驚いて、イ
タリアを去る時には涙が止まりませ
んでした。
　私をイタリアに派遣して貴重な
経験をさせてくださった新居浜
ライオンズクラブ の 皆 さん、
Antonio 夫 妻、Kulka 夫 妻と
Camil la、バリキャンプで私たち
のサポートをしてくださったイタリア

のライオンズクラブのみなさん、私と関わってくださ
った全ての方々、本当にありがとうございました。

ブラジルからの仲間と

キャンプに参加した各国の国旗
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国際交流と異文化理解
　伊藤  ひづる（実践女子大学３年生　伊藤嘉秀ライ

オン 長女）　　平成２９年１２月２０日～平成３０年１月７日　
　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

ＹＣＥ冬季派遣生としてニュージーランドへ行って

　ニュージーランドへは、日本人の
女の子４人で行きました。それぞれ
違う県から集まり、全員初対面でし
たがすぐに仲良くなり、ニュージー
ランドでの生活もみんなで協力して
仲良く過ごすことができました。

　ニュージーランドに着いて、最初の一週間はホー
ムステイでした。ホームステイ先の夫婦や家族はす
ごく優しくて、毎日車を運転していろいろなところへ
連れて行ってくれました。
　その中には、絶対に日本では体験できないような
ことがたくさんあり、毎日充実していてとても素敵な
体験をさせていただきました。
　また、冬のイベントのひとつ、クリスマスはホーム
ステイ先の家族と一緒にすごしました。
　日本のクリスマスのイメージは、恋人や友達、家
族などと夜パーティーをして、イルミネーションを見に
行くといったようなイメージが強いと思いますが私た
ちが体験したニュージーランドのクリスマスは、２４日
の午後１１時から家族で教会へ行き２５日は朝から
家族でバーベキューをして、お昼は息子さんの家に
移動してまたパーティーをして、夜ご飯はなしという

クリスマスでした。
　朝からたくさん食べる習慣がない日本人の私たち
の胃は朝からかなりパンパンになり、２５日は常に食
べすぎ状態でした。
　ホームステイ先の方たちとたくさん思い出ができす
ぎて、お別れしてキャンプに移動するときはかなり辛
かったです。
　ニュージーランドでの生活も慣れてきたころ、キャ
ンプ生活が始まりました。
　キャンプ場には、ニュージーランドの派遣生をはじ

クリスマスの夜に教会にて

　私は２０１７年１２月１７日から２０
１８年１月７日までの２２日間、ライ
オンズの YCE 冬季派遣生としてイ
タリアに行かせていただきました。
　１２月１７日昼過ぎに羽田空港か
ら出発し、約１３時間のフライトを

経てイタリアのローマ空港に到着しました。
　私のスケジュールは、１２月１８日から２１日までロ
ーマで第一ホストファミリーと滞在、２２日から３０日
までバリで YCE 冬季派遣生全員でのキャンプ、３
１日から１月６日までミラノで第二ホストファミリーとの
滞在でした。
　第一ホストファミリーは Antonio 夫
妻で、私たちが深夜に到着したにもか
かわらず空港まで迎えにきてくださり、
家で手作りのシフォンケーキをふるまっ
てくれました。
　このケーキを食べた時にやっと緊張
がほぐれた気がします。
　Antonio 夫妻は毎日私にたくさん

数え切れないほどの文化や知識を吸収して
青 野  桜 子（慶應義塾大学３年生　青野 泰介ライ

オン 長女）　　平成２９年１２月１７日～平成３０年１月７日　　　　
　　　　　　　　　　　　　　        　

ＹＣＥ冬季派遣生としてイタリアへ行って

のハグとキスをくださいました。イタリア
で初めて会ったのがこの夫妻で、初
めて食べたのがこのシフォンケーキで
よかったです。
　トレヴィの泉、コロッセオ、ティボリ、
バチカン市国のサン・ピエトロ大聖堂
など毎日地下鉄や車に乗って旅しまし
た。

め、オーストラリア、イタリア、マレーシア、インド、
ブラジル、アルゼンチン、日本の派遣生、約６０人
が集まりました。
　最初は、ホームステイ先との環境の違いから、ホ
ームシックになることもありましたが、たくさんの人が
仲良くしてくださり、徐々に打ち解けることができまし
た。キャンプ生活では、毎日いくつかのアクティビテ
ィーがあり、ニュージーランドの先住民族のマオリ族
の文化を勉強したり、バスでいろいろな場所へ移動
して、たくさんの遊びを経験しました。
　キャンプ生活で一番大変だったことは、体調管理
です。
　一緒に行った日本人の子達のストレスや体調に十

分に気を配ることができず、キャンプ生活が始まっ
て一週間がたった頃に、私以外の日本人の子達が
いっきに体調を崩し、高熱を出して夜中に病院に駆
け込むこともありました。
　自分が 1 番年上なので、もっとみんなの異常に気
づいてあげるべきだったと、そこで改めてリーダー
の責任に気づくことができました。
　そのことも含め、ニュージーランドでは今までして
こなかった経験ができてとても勉強になったし、異
文化理解をすることができました。
　素敵な体験をさせていただいてありがとうござい
ました。

　万歩計が２万歩を記録したことも
…。　カルボナーラはローマが発祥
だそうで、日本より太くてコシのある
麺とブラックペッパーが特徴的でし
た。
　ローマを存分に堪能したところで
バリのキャンプへ。羽田空港で知り
合った仲間と再会し、イタリアの様々
な地区に派遣されたみんなのお土
産話が聞けました。
　YCE キャンプには様々な国の派遣生が参加して
おり、マテーラ、グラヴィーナ、ナポリ、ポンペイな
どを訪れました。みんなで特大ピザを頬張って、こ
のキャンプを私は一生忘れません。
　今度はミラノへ。賑やかだったキャンプから一変、
一人になってしまった寂しさは Kulka 夫妻と娘さん
の Camil la のおかげで一瞬にして吹き飛びました。
　ドゥオモ、コモ、ベニスを訪れました。Camil la
のクラスメイトとの新年のカウントダウンは、今までの
どの大晦日よりも輝いていました。
　２００枚だった私の写真フォルダは、この２２日間
で３０００枚に。
　新しい家族もたくさんできました。行きたいところ
に全部行って、数え切れないほどの文化や知識を

農園にすももを買いに行って ニュージーランドとオーストラリアの仲間と

仲良くなったイタリアの仲間と

日本に帰ってきて

ホストファミリーAntonio さんと

■ライオンズの誓い唱和
　徳村 明ライ

オン

■会長挨拶　
　佐伯澄男会長
■元会長幹事を称える会

■幹事報告
１）公益社団法人新居浜青年会議所
平成３０年新年会が
　１月１２日（金）１８：４５よりリーガロイヤ
ルホテル新居浜で開かれ　佐伯澄男
会長が出席しました。　　　　　　　
　　　　　
２）第２回献血・献眼が１月２８日（日）１０：００より
　イオンモール新居浜駐車場で行われます。
３）薬物乱用防止教育認定講師養成講座受講が１月２８日（日）
　１０：００よりウェルピア伊予で開催されます。
　近藤充徳さん、中田君江さんが出席します。
４）2018～2019年度第１回キャビネット準備内局会議が
　１月３１日（水）１６：００から西条市で開催されます。
　次期福山 宏MC･ライオンズ情報･地区誌･写真大会参加委
　員長が出席します。

５）第３回地区キャビネット会議が２月４日（日）１３：００からホテル
　ユニバースで開催されます。
　白石誠一２Ｒ－１ＺＣが出席します。
　６）２Ｒ－１Ｚ親善ボウリング大会が２月１０日（土）１０：１５から
　スタート、ナムコワンダーボール西条で行われます。
　参加者５名以上です。
■委員会報告
　保健福祉委員会　１月２８日（日）献血・献眼実施につて
　出席大会委員会　２月１４日合同例会全員出席要望
■出席報告
　会員数５５名、出席４１名、欠席１４名
　　　　　　　　　出席率７４.5％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　６６，０００円
■ライオンズ・ローア
　高橋尚毅ライ

オン

吸収して、毎日何かに驚いて、イ
タリアを去る時には涙が止まりませ
んでした。
　私をイタリアに派遣して貴重な
経験をさせてくださった新居浜
ライオンズクラブ の 皆 さん、
Antonio 夫 妻、Kulka 夫 妻と
Camil la、バリキャンプで私たち
のサポートをしてくださったイタリア

のライオンズクラブのみなさん、私と関わってくださ
った全ての方々、本当にありがとうございました。

ブラジルからの仲間と

キャンプに参加した各国の国旗
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元会長･幹事を称えていただいて
有 富  正 治　　　　　　　平成３０年 1月２４日（水）１月第 2例会　〔元会長、幹事を称える会〕　　
　　　　　　　　　　　　　　　　        　

　私は２０１７年１２月１７日から２０
１８年１月７日までの２２日間、ライ
オンズの YCE 冬季派遣生としてイ
タリアに行かせていただきました。
　１２月１７日昼過ぎに羽田空港か
ら出発し、約１３時間のフライトを

経てイタリアのローマ空港に到着しました。
　私のスケジュールは、１２月１８日から２１日までロ
ーマで第一ホストファミリーと滞在、２２日から３０日
までバリで YCE 冬季派遣生全員でのキャンプ、３
１日から１月６日までミラノで第二ホストファミリーとの
滞在でした。
　第一ホストファミリーは Antonio 夫
妻で、私たちが深夜に到着したにもか
かわらず空港まで迎えにきてくださり、
家で手作りのシフォンケーキをふるまっ
てくれました。
　このケーキを食べた時にやっと緊張
がほぐれた気がします。
　Antonio 夫妻は毎日私にたくさん

のハグとキスをくださいました。イタリア
で初めて会ったのがこの夫妻で、初
めて食べたのがこのシフォンケーキで
よかったです。
　トレヴィの泉、コロッセオ、ティボリ、
バチカン市国のサン・ピエトロ大聖堂
など毎日地下鉄や車に乗って旅しまし
た。

　わたくし平成７年度、石川 卓
会長のおり、平成８年４月に入会
し、 平成１５年度、鈴木健二会
長の元、幹事をさせていただきま
した。
　その時、 事務局員が伊藤さん
から高橋さんに変わり、前年より

会計ソフトを導入しましたが引継ぎの無い状態でご
苦労されていました。
　平成１６年度、わたくし硬膜下血腫にて倒れ２日
間、ICU で意識が無く入院をしました。翌年、例
会にも欠席中で復帰出来るかどうかの時２月頃に岡
田さんより“第二副会長やってよ”と連絡がありま
したが、言う方も・・・受ける方も、と思いました
が平成２０年度会長就任させて頂きました。
　幹事が大竹崇夫さん、会計が岡田賢治さん、
当初は元会員の上田達也さんに幹事をお願いして
おりましたが、事前の１２月に退会され、急遽、大
竹さんにご無理をお願いしたところ快く引受けてい
ただきました。

　また、事務局員も高橋さんから長谷さんに変わり
会計の岡田さん、も大変にご苦労をされたのでは
ないぞしようか、お二人に感謝いたします。
　そして、委員会は委員長が座長であ三役は鍵
の開け閉めの人と思い、すべてを委員長にお任せ
しました事、深くお詫び申し上げます。
　この様に、会員皆様方のご協力をいただき会長・
幹事を務めさせていただきました事、心より御礼申
し上げます。

　万歩計が２万歩を記録したことも
…。　カルボナーラはローマが発祥
だそうで、日本より太くてコシのある
麺とブラックペッパーが特徴的でし
た。
　ローマを存分に堪能したところで
バリのキャンプへ。羽田空港で知り
合った仲間と再会し、イタリアの様々
な地区に派遣されたみんなのお土
産話が聞けました。
　YCE キャンプには様々な国の派遣生が参加して
おり、マテーラ、グラヴィーナ、ナポリ、ポンペイな
どを訪れました。みんなで特大ピザを頬張って、こ
のキャンプを私は一生忘れません。
　今度はミラノへ。賑やかだったキャンプから一変、
一人になってしまった寂しさは Kulka 夫妻と娘さん
の Camil la のおかげで一瞬にして吹き飛びました。
　ドゥオモ、コモ、ベニスを訪れました。Camil la
のクラスメイトとの新年のカウントダウンは、今までの
どの大晦日よりも輝いていました。
　２００枚だった私の写真フォルダは、この２２日間
で３０００枚に。
　新しい家族もたくさんできました。行きたいところ
に全部行って、数え切れないほどの文化や知識を

イタリアベニス

ミラノのドゥオーモ（ミラノ大聖堂）

YCE冬季派遣生キャンプ

■ライオンズの誓い唱和
　徳村 明ライ

オン

■会長挨拶　
　佐伯澄男会長
■元会長幹事を称える会

■幹事報告
１）公益社団法人新居浜青年会議所
平成３０年新年会が
　１月１２日（金）１８：４５よりリーガロイヤ
ルホテル新居浜で開かれ　佐伯澄男
会長が出席しました。　　　　　　　
　　　　　
２）第２回献血・献眼が１月２８日（日）１０：００より
　イオンモール新居浜駐車場で行われます。
３）薬物乱用防止教育認定講師養成講座受講が１月２８日（日）
　１０：００よりウェルピア伊予で開催されます。
　近藤充徳さん、中田君江さんが出席します。
４）2018～2019年度第１回キャビネット準備内局会議が
　１月３１日（水）１６：００から西条市で開催されます。
　次期福山 宏MC･ライオンズ情報･地区誌･写真大会参加委
　員長が出席します。

５）第３回地区キャビネット会議が２月４日（日）１３：００からホテル
　ユニバースで開催されます。
　白石誠一２Ｒ－１ＺＣが出席します。
　６）２Ｒ－１Ｚ親善ボウリング大会が２月１０日（土）１０：１５から
　スタート、ナムコワンダーボール西条で行われます。
　参加者５名以上です。
■委員会報告
　保健福祉委員会　１月２８日（日）献血・献眼実施につて
　出席大会委員会　２月１４日合同例会全員出席要望
■出席報告
　会員数５５名、出席４１名、欠席１４名
　　　　　　　　　出席率７４.5％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　６６，０００円
■ライオンズ・ローア
　高橋尚毅ライ

オン

　　　　　　 東中学校 教諭　本田 久美子  
　彼女の懸命な努力とＡＬＴザキル先生との出会

い。
　これが今回の受賞の最大の要因であろう。
　何度目かの原稿検討の後、彼女がスピーチの題
材に選んだのがザキル先生との関わりで感じたこと
だった。
　他の先生と違って、授業だけでなく、部活動でも
共に過ごしてきたからこそ書くことができた題材であ
る。
　題材が決まり、原稿ができてからは、ひたすら練
習の日々だった。夏休みの暑い中も、体育大会の

練習で疲れた後も、そして期末テスト直前で忙しい
中も、本当に一生懸命練習に取り組んだと思う。
　最初はまだぎこちなかった発音も、練習を積み重
ねる中で、いつのまにか見違えるように上手くなって
いった。
　もちろんこの練習にも、ザキル先生の存在は欠か
せなかった。先生との二人三脚でここまでやってき
たようなものだ。
　「努力は実を結ぶ」というのを、彼女のおかげで
再確認できた。
　これからも、英語スピーチは大変だけど、やる価
値のあるものだと生徒たちに伝えていきたい。
　

吸収して、毎日何かに驚いて、イ
タリアを去る時には涙が止まりませ
んでした。
　私をイタリアに派遣して貴重な
経験をさせてくださった新居浜
ライオンズクラブ の 皆 さん、
Antonio 夫 妻、Kulka 夫 妻と
Camil la、バリキャンプで私たち
のサポートをしてくださったイタリア

のライオンズクラブのみなさん、私と関わってくださ
った全ての方々、本当にありがとうございました。

イタリアベニスにて

ヴィットリオ・エマヌエーレ 2世記念堂にて



　私が囲碁を覚えたのは大学に
入学して１人暮らしを始めた時で、
マージャンと囲碁の本を買ってきて
独学で学びました。
　マージャンは点数の数え方まで
しっかりと覚えましたが、囲碁はへ

ぼ碁のままでした。
　４０歳を過ぎたころ、縁あって新居浜在住の元プ
ロ棋士の井出八百次郎先生に教えを受けることに
なり、１０数年程通いましたが不肖の弟子で、いま
いち上達せず現在に至っています。
　新居浜 LC では入会して直に故藤井先生に誘わ
れ真木さん、尾崎さんと共に囲碁部会に入会させ
て頂きました。
　当時わがクラブのそうそうたるメンバーが居られま
したが、ほとんどの方が亡くなられ、私が引き継い
で今に至っています。
　現在休会中ですが、有富、真木、石川敏則の
各氏と共にまた盛り上げていきたいと思っています。
　これから年をとって趣味は何ですかと聞かれたと
きに、囲碁ですといえるように、またボケ防止のた
めに囲碁部会に入会して楽しみましょう。
　前置きが長くなりましたが、とりあえず今回から初
歩の初歩講座を始めたいと思います。
　よくどんなゲームでどうしていいか解らないと言う
ことをよく耳にしますが、一言で言いますと陣取合
戦です。

　石は線と線の交点に交互に打って 19×19 の 361
の陣地を如何に多く取るかで勝敗が決まります、そ
の過程で相手の陣地を侵略したり、石を取ったり
（取った石は相手の陣地に置いて陣地を減らすこと
ができます）最終的に陣地（目〈もく〉　と言います。
１目置くとかは此処からきています。）の多いほうが
勝者となるのです。
　白石は蛤、黒石は那智黒石を加工して造ってい
ますが黒石のほうが少し大きくなっています。
　これは目の錯覚を補正するためで、碁盤の枡目
も少し長方形になっていて、座った時に正方形に
見えるようにしています。
　次回からは石の取り方（囲碁用語では殺し方）
を学んでいきたいと思いますが、興味のある方はネ
ットで初歩の囲碁とかでいっぱい出てきますので見
てください。

新 会 員 紹 介

氏　　名　小 野  周 平
生年月日　昭和５０年８月１０日
スポンサー　佐伯 澄男ライ

オン

所　　属　環境保全委員会
住　　所　新居浜市大生院 1852-1
Ｔ Ｅ  Ｌ　(0897)47-6809

勤　務　先　土地家屋調査士　小野事務所
勤務先住所　新居浜市庄内町 1-10-9　
勤務先TEL　(0897)34-1505
勤務先FAX　(0897)37-2677
役　　　職　土地家屋調査士
趣　　  味　ゴルフ
結婚記念日　平成 17 年 11 月 15 日

おの　しゅうへい

　この度、新居浜ライオンズクラブに入会させていただき
ました小野周平と申します。
　私は庄内町で土地家屋調査士という不動産登記に関
する仕事をしており、そのご縁で佐伯会長にお誘いいた
だきました。奉仕活動は積極的に行っておりませんでした

が、これを期に先輩方のお話を聞いて、少しでも社会貢
献活動に携わっていきたいと考えております。
　この歴史ある新居浜ライオンズクラブで活動できること
を光栄に存じております。
今後ともよろしくお願い申し上げます。

■ライオンズの誓い唱和
　徳村 明ライ

オン

■会長挨拶　
　佐伯澄男会長
■元会長幹事を称える会

■幹事報告
１）公益社団法人新居浜青年会議所
平成３０年新年会が
　１月１２日（金）１８：４５よりリーガロイヤ
ルホテル新居浜で開かれ　佐伯澄男
会長が出席しました。　　　　　　　
　　　　　
２）第２回献血・献眼が１月２８日（日）１０：００より
　イオンモール新居浜駐車場で行われます。
３）薬物乱用防止教育認定講師養成講座受講が１月２８日（日）
　１０：００よりウェルピア伊予で開催されます。
　近藤充徳さん、中田君江さんが出席します。
４）2018～2019年度第１回キャビネット準備内局会議が
　１月３１日（水）１６：００から西条市で開催されます。
　次期福山 宏MC･ライオンズ情報･地区誌･写真大会参加委
　員長が出席します。

５）第３回地区キャビネット会議が２月４日（日）１３：００からホテル
　ユニバースで開催されます。
　白石誠一２Ｒ－１ＺＣが出席します。
　６）２Ｒ－１Ｚ親善ボウリング大会が２月１０日（土）１０：１５から
　スタート、ナムコワンダーボール西条で行われます。
　参加者５名以上です。
■委員会報告
　保健福祉委員会　１月２８日（日）献血・献眼実施につて
　出席大会委員会　２月１４日合同例会全員出席要望
■出席報告
　会員数５５名、出席４１名、欠席１４名
　　　　　　　　　出席率７４.5％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　６６，０００円
■ライオンズ・ローア
　高橋尚毅ライ

オン

■ 趣味の時間 ■

囲碁の勧め
　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　新居浜ＬＣ囲碁部会　藤縄  洲二浜ＬＣ囲碁部
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第 137６回　1 月第二例会
1月 2４日（水）12 : 15～ ユアーズ

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 1375 回　1 月第一例会
1月 10日（水）12 :15～ ユアーズ

■ライオンズの誓い唱和
　岡村真里哉ライ

オン

■来訪者紹介　鈴木雅志 直前会長
　新居浜中央ライオンズクラブ　
　　千葉英明 会長
　新居浜中央ＬＣ４０周年記念大会
　　大会委員長　川端 寛ライ

オン

■会長挨拶　佐伯澄男 会長
■長寿のお祝い
　米寿のお祝い　武市 欣也ライ

オン

■審議事項
１）スペシャルオリンピックス日本第７回
夏期ナショナルゲーム愛知開催寄付各
クラブ１口５,０００円の拠出について
　（スペシャルオリンピックス日本と日本ライオンズクラブが昨年６
　月にパートナーシップを締結し活動を全面的に支援）
２）公益社団法人新居浜青年会議所平成３０年新年会お祝い
　について佐伯澄男会長出席　５,０００円会費拠出について
３）事務局パソコン故障による買い換えについて
４）新居浜中央ＬＣ結成 40 周年記念大会全員登録について
　３月１８日（日）１０,０００円第３期会費に充当について
５）今治くるしまＬＣ結成２５周年記念式典登録料について
　３月２５日（日） 三役出席　３０,０００円拠出について
６）第２回献血献眼予算（案）について　１月２８日（日）
７）上半期収支決算報告について
８）次期指名委員の任命について
■幹事報告
１）平成３０年新年互例会が１月４日（木）11:00 ～ リーガロ
　イヤルホテル新居浜で行われ佐伯澄男会長が出席しました。
２）公益社団法人新居浜青年会議所平成３０年新年会が
　１月１２日（金）18:45 ～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。　　　　　　　　
３）第３期会費引落　１月１５日（月）５３,０００円　
　（第３期会費４３,０００円、新居浜中央結成４０周年記念大会
　全員登録１０,０００円含む）

■ライオンズの誓い唱和
　徳村 明ライ

オン

■会長挨拶　
　佐伯澄男会長
■元会長幹事を称える会

■幹事報告
１）公益社団法人新居浜青年会議所
平成３０年新年会が
　１月１２日（金）１８：４５よりリーガロイヤ
ルホテル新居浜で開かれ　佐伯澄男
会長が出席しました。　　　　　　　
　　　　　
２）第２回献血・献眼が１月２８日（日）１０：００より
　イオンモール新居浜駐車場で行われます。
３）薬物乱用防止教育認定講師養成講座受講が１月２８日（日）
　１０：００よりウェルピア伊予で開催されます。
　近藤充徳さん、中田君江さんが出席します。
４）2018～2019年度第１回キャビネット準備内局会議が
　１月３１日（水）１６：００から西条市で開催されます。
　次期福山 宏MC･ライオンズ情報･地区誌･写真大会参加委
　員長が出席します。

■中間決算報告　福山　宏 会計
■会計監査報告　有富正治 会計監査委員
■委員会報告
出席大会委員会　２月合同例会全員出席について
保健福祉委員会　１月２８日献血・献眼登録について
環境保全委員会　古本のリサイクルについて
■出席報告
　会員数５５名、出席４９名、
　欠席６名、出席率８９.１％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　９１,０００円
■ライオンズ・ローア
　古川貴章ライ

オン　　　　　　　　　　　　　　　

５）第３回地区キャビネット会議が２月４日（日）１３：００からホテル
　ユニバースで開催されます。
　白石誠一２Ｒ－１ＺＣが出席します。
　６）２Ｒ－１Ｚ親善ボウリング大会が２月１０日（土）１０：１５から
　スタート、ナムコワンダーボール西条で行われます。
　参加者５名以上です。
■委員会報告
　保健福祉委員会　１月２８日（日）献血・献眼実施につて
　出席大会委員会　２月１４日合同例会全員出席要望
■出席報告
　会員数５５名、出席４１名、欠席１４名
　　　　　　　　　出席率７４.5％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　６６，０００円
■ライオンズ・ローア
　高橋尚毅ライ

オン
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‥ 歴史の継承と未来への創造　We Serve ‥
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1 月  理事・委員長会
1月 ９日（月）18:30～ 商工会館3F研修室

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 (2月分 )

５５
３４
２６
４０
１５５

161
 0

400
 21
582

476,902
29,000
880,327
54,000

1,440,229

81.8
82.1
75.0
78.2
79.3

92.8
86.6
88.5
92.3
90.1

名 ％ ％ Ｈ 円

1月 14 日(日)　　新居浜CC

５０
４２ ４５

４８
４４
５９

４７
５８

８７
 ９８
 ９１
１１７

  ２２.４
１３.１

   １４.９
３０.０

７３.９
７５.６
７６.１

後 藤 達 也 ８７.０

岡 田 賢 治

神 野 雄 太

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

英語スピーチコンテストを終えて
東中学校　戒 田  弥 珠 希 　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

第２８回新居浜市中学生英語スピーチコンテスト

・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会　    ２月１３日（火）18:30 ～　商工会館 3F
２月第 1例会　　 　２月１４日（水）18:00 ～　ユアーズ
　2R-１Ｚ合同夜間例会
２月第２例会　　 　２月２８日（水）12:15 ～　ユアーズ
・委員会
計画財務委員会　　２月　１日（木）18:30 ～　事務局
出席大会委員会　　２月　２日（金）18:30 ～　事務局
環境保全委員会　　２月　６日（火）18:30 ～　和彩料理正
会員会則委員会　　２月　７日（水）18:30 ～　事務局
保健福祉委員会　　２月　８日（木）18:30 ～　事務局
青少年委員会　　　２月　９日（金）18:30 ～　事務局　
PR広報委員会　　 ２月２８日（水）例会終了後  ユアーズ
・クラブ・その他行事予定
２月１６日（金）～１９日（月）　　
　　　　　　　　会長国際アクティビティ
　　　　　　　　　フィリピン共和国　ダバオ市　　　　　
２月１４日（水）　２Ｒ－１Ｚ合同夜間例会  18:00 ～ ユアーズ
２月２７日（火）　第 1回岡部歩乃佳後援会 理事会
　　　　　　　　　18:30 ～　ユアーズ
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　２月１１日（日）   10 :32 ～     新居浜ＣＣ
囲碁部会　　　　未定
つれづれの会　　２月　５日（月）　18:30 ～　  吾秀　
くらげの会　　　奇数月の予定   
スポーツ部会　　２月　９/２３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
２月　４日（日）13:00 ～　ホテルユニバース
　第３回キャビネット会議
２月１０日（土）10:15 ～　ナムコワンダーボウル西条
　１Ｚ親善ボウリング大会
２月１６日（金）14:00 ～　四国中央市ＫＳ会館
　アワード選考会
２月２４日（土）13:30 ～　四国中央市ＫＳ会館 
　第３回リジョン会議
２月２４日（土）13:30 ～　四国中央市ＫＳ会館 
　第２回２Ｒ新会員オリエンテーション
●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

2月 誕生日おめでとうございます
大竹崇夫、加藤久博、白石誠一

山口　泰、山下邦俊

2 月 結婚記念日おめでとうございます
大石隆憲、伊藤嘉秀、金田智行

●会長挨拶　佐伯澄男 会長
●審議事項
１）スペシャルオリンピックス日本第７回夏期ナショナルゲーム
　愛知開催寄付各クラブ１口５,０００円の拠出について
　（スペシャルオリンピックス日本と日本ライオンズクラブが昨年６
　月にパートナーシップを締結し活動を全面的に支援）
２）公益社団法人新居浜青年会議所平成３０年新年会お祝い
　について佐伯澄男会長出席　５,０００円会費拠出について
３）事務局パソコン故障による買い換えについて
４）新居浜中央ＬＣ結成４０周年記念大会全員登録について
　３月１８日（日）１０,０００円第３期会費に充当について
５）今治くるしまＬＣ結成２５周年記念式典登録料について
　３月２５日（日） 三役出席　３０,０００円拠出について
６）第２回献血献眼予算（案）について　１月２８日（日）
７）上半期収支決算報告について
８）次期指名委員の任命について
●幹事報告
１）平成３０年新年互例会が１月４日（木）11:00 ～ リーガロ
　イヤルホテル新居浜で行われ佐伯澄男会長が出席しました。
２）公益社団法人新居浜青年会議所平成３０年新年会が
　１月１２日（金）18:45 ～ 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。　　　　　　　
３）第３期会費引落　１月１５日（月）５３,０００円　
　（第３期会費４３,０００円、新居浜中央結成４０周年記念大会
　全員登録１０,０００円含む）
●委員会報告
出席大会委員会　２月合同例会全員出席について
環境保全委員会　古本のリサイクルについて
●その他　なし　　　　　　　　　　　　　

■ライオンズの誓い唱和
　徳村 明ライ

オン

■会長挨拶　
　佐伯澄男会長
■元会長幹事を称える会

■幹事報告
１）公益社団法人新居浜青年会議所
平成３０年新年会が
　１月１２日（金）１８：４５よりリーガロイヤ
ルホテル新居浜で開かれ　佐伯澄男
会長が出席しました。　　　　　　　
　　　　　
２）第２回献血・献眼が１月２８日（日）１０：００より
　イオンモール新居浜駐車場で行われます。
３）薬物乱用防止教育認定講師養成講座受講が１月２８日（日）
　１０：００よりウェルピア伊予で開催されます。
　近藤充徳さん、中田君江さんが出席します。
４）2018～2019年度第１回キャビネット準備内局会議が
　１月３１日（水）１６：００から西条市で開催されます。
　次期福山 宏MC･ライオンズ情報･地区誌･写真大会参加委
　員長が出席します。

５）第３回地区キャビネット会議が２月４日（日）１３：００からホテル
　ユニバースで開催されます。
　白石誠一２Ｒ－１ＺＣが出席します。
　６）２Ｒ－１Ｚ親善ボウリング大会が２月１０日（土）１０：１５から
　スタート、ナムコワンダーボール西条で行われます。
　参加者５名以上です。
■委員会報告
　保健福祉委員会　１月２８日（日）献血・献眼実施につて
　出席大会委員会　２月１４日合同例会全員出席要望
■出席報告
　会員数５５名、出席４１名、欠席１４名
　　　　　　　　　出席率７４.5％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　６６，０００円
■ライオンズ・ローア
　高橋尚毅ライ

オン

　人前で話すことも苦手で何をするにも先に最
悪の状況を考えてしまう私がまさか英語スピー
チに出場するなど、思ってもいませんでした。
　７月から始まった練習は原稿作りから始ま
り、英語訳、発音練習、家でも先生の録音
を聞いたり・・・と４か月間、家でも学校でも
毎日のように練習を積み重ねてきました。
　ザキル先生の鋭い指摘は日々、心に突き刺さり「も
うやめてしまいたい」、と思うこともありました。
　ですが、本田先生の厳しい指導の中の、優しい
励ましの言葉が私の心を立ち直らせてくれました。
　何事にも心配性な私はどんなに練習をしても不安
なので、県大会にも出場できたことは自信につなが
りました。
　学校のテストや行事と重なり、大変だったことも
ありましたが、一番の原動力は以前からの目標で
あった「海外に行きたい」という気持ちでした。
　今年の新居浜市の海外派遣事業に参加できな
かった悔しさが英語スピーチを頑張る力につながり
ました。

　迎えた本番ではこれまでの練習のお陰から
か、さほど緊張もなく自分の最大限の力を発
揮でき、金賞をいただくことができました。
　私がうれしいというよりも私の結果に喜ん
でいる人たちの顔を見れたことが何よりも嬉
しく、また誇りに思いました。

　努力すれば必ず報われる、と実感した大会
でした。この先もこの経験を活かし、夢を追い続け
ていきたいです。

最
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　努

ゴールド・ライオンプライズ（金賞）受賞

国際会長　ナレシュ・アガワル
　　〈テーマ〉「We Serve」 

３３６－Ａ地区ガバナー　川辺  信郎
　　〈スローガン〉「新世紀・明日につなごう 奉仕の輪」

　　〈キーワード〉「初 心」

新居浜ライオンズクラブ会長　佐伯  澄男
　　〈スローガン〉「歴史の継承と未来への創造　We Serve」

〈ライオンズクラブスローガン〉

Liberty,Intelligence,Our Nation’s Safety
［自由を守り、知性を重んじ、われわれの国の安全をはかる］

〈モットー〉

We Serve
［われわれは奉仕する］

2017.7 ～ 2018.6



■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
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●● 1月第1例会 ●●
千葉　英明　新居浜中央ＬＣ会長
河端　 寛  　新居浜中央 LC40 周年大会実行委員長 
佐伯　澄男　新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願
　　　　　　いします。新居浜中央ＬＣ千葉会長、河端大会委員長のご来
　　　　　　訪を心より歓迎します。
後藤　達也　武市さん米寿のお祝いおめでとうございます。新居浜中央Ｌ
　　　　　　Ｃ千葉会長、河端大会委員長のご来訪に感謝します。
　　　　　　２月１４日合同例会、１００％出席目指しております。皆様宜
　　　　　　しくお願い致します。
福山　　宏　明けましておめでとうございます。
岡田　賢治　明けましておめでとうございます。今年もどうか宜しくお願
　　　　　　いします。
伊藤　嘉秀　お陰様で長女のひづるが無事にニュージーランドＹＣＥ派遣
　　　　　　から、日曜日に帰って参りました。貴重な体験が出来ました。
　　　　　　感謝申し上げます。
武市　欣也　本日は米寿のお祝いを有難うございました。
白石　誠一　武市さん、米寿おめでとうございます。
金田　智行　明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いし
　　　　　　ます。先日のゴルフでベストスコア更新しました。同伴の佐
　　　　　　伯会長、後藤幹事有難うございました。
加藤　久博　皆様新年あけましておめでとうございます。今年もよろしく
　　　　　　お願いします。
有富　正治　明けましておめでとうございます。今年、私は年男ですので、
　　　　　　氏神様の白山神社での初詣の際、水取儀式をさせて頂きまし
　　　　　　た。何か良いことがある気がします。宝くじが当たるとか！
岡村真里哉　本年もどうぞ宜しくお願いします。寒い日が続きますご自愛
　　　　　　下さい。
真鍋　憲夫　新年あけましておめでとうございます。寒さに負けず頑張り
　　　　　　ましょう。来訪者を歓迎します。
大竹　崇夫　新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願
　　　　　　いいたします。
永易　明洋　武市さん、長寿のお祝いを申し上げます。お元気なお姿を見
　　　　　　るとうれしい限りです。益々お身体をご自愛下さい。
松浦　一雄　新居浜中央ライオンズクラブの４０周年記念式典の成功と米
　　　　　　寿を迎えられた武市先輩の益々のご健勝を祈念いたします。
伊藤　龍一　新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願
　　　　　　いいたします。
古川　貴章　明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いい
　　　　　　たします。
神野　雄太　明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いし
　　　　　　ます。
土岐　計一　明けましておめでとうございます。今年は年男で楽しい年で
　　　　　　あるように！三役の皆様も残り６ヶ月頑張って下さい。
伊藤　久門　明けましておめでとうございます。本年もよろしく　　　　
　　　　　　お願いいたします。皆様と健やかにお目にかかることが出来
　　　　　　て大変うれしく思います。
鈴木　雅志　武市さん米寿のお祝いおめでとうございます。又一杯楽しく
　　　　　　やりましょう。
能瀬　伸一　新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願
　　　　　　いいたします。
宇野　博文　寒い日が続きます。元気で長生きするためにお酒も少々控え
　　　　　　めに健康管理に努めたいと思っています。（特に本日は！！）
譽田　幸弘　明けましておめでとうございます。今年も新居浜ライオンズ
　　　　　　クラブを盛り上げていきましょう。

高橋　尚毅　明けましておめでとうございます。新居浜ライオンズクラブ
　　　　　　に入会して初めての新年を迎えました。本年は昨年以上に先
　　　　　　輩方と共に社会貢献をしたいと思いますので皆様宜しくお願
　　　　　　い致します。
塩見　秀晴　新春をすがすがしいお気持ちで迎えられたことに感謝して。
村上　博昭　新年あけましておめでとうございます。今年もよろ　　　　
　　　　　　しくお願いします。
徳村　　明　明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いし
　　　　　　ます。
石川　　稔　今年の年明けは穏やかでした。皆様どの様なお正月でした　
　　　　　　か？今年が皆様にとって幸多い一年でありますことを祈念い
　　　　　　たします。
藤縄　洲二　明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いし
　　　　　　ます。
土岐　敏勝　新年明けましておめでとう。
小野　周平　明けましておめでとうございます。
・・新年明けましておめでとうございます。
　　　　米寿を迎えられた武市欣也さんおめでとうございます。・・・
上野　剛／近藤充徳／高橋在錫／山下邦俊／中田君江／大石隆憲／青野泰
介／真木泰彦／岡田浩二／土岐敏勝／近藤盛文
天野　　淳　たてつづけに欠席してすみません。

　毎日、ライオンズクラブ国際財団（LCIF）
は、使命の達成に努めています。
「地元や世界で地域社会の奉仕活動に携
わるライオンズクラブとパートナーの取り組み
をサポートし、人道的な奉仕事業と交付金を
通じて地域社会に希望を与え人々の暮らしを改
善する」

　１９６８年の設立以来、LCIF は世界中でライ
オンズの人道奉仕目標を支えるために尽力し、
視力、青少年、災害援助、その他の 4 つの基
本分野に 12,000 件、総額９億ドル以上の援助
金を支給してきました。

私たちは人々に視力を与えます。
　LCIF は、眼病と闘い、眼科医療を改善す
るための基盤を確立し、訓練を受けた眼科医
療専門家の数を増やし、公平で持続可能な眼
科医療を実現することで、世界中の恵まれない
人々に視力を提供しています。

私たちは青少年を支援します。
　すべての青少年は教育を受け、大切にされ
ていると感じ、健全な成長を経験する権利があ

ＬＣＩＦの使命 　　　　　　　　　　　  会 長　佐 伯  澄 男
り、夢を実現するチャンスを持てるべきです。
積極的な青少年育成プログラム、ライオン
ズクエストを通じて、LCIF は子供たちが
協力し、積極的な決定を行い、地域社会
に奉仕するよう学ぶ機会を提供しています。

　LCIF は青少年を支援するために、学校や
青少年センター、職業訓練センターの建設も行
っています。

私たちは災害援助活動を行います。
　ライオンズは災害時にいち早く到着して救援
活動を行うことが多く、そこには LCIF の支援も
共にあります。
　LCIF は壊滅的な被害を受けた地域の復旧
支援を行い、家屋や生活を再建する長期的な
支援を行って希望をもたらしています。

私たちは人道上のニーズに応えます。
　はしかや糖尿病など世界の健康問題と闘った
り、障害のある人々が自立した充実した生活を
送れるように活動するなど、LCIF は幅広い人
道奉仕事業に尽力しています。
　LCIF は今後も世界中の新たなニーズに対応
するプログラムを開発及び拡大していきます。

F）

金を

り、

に奉

●● １月第２例会 ●●
佐伯　澄男　歴代会長・幹事の皆様の多大なる功績に心より敬意を表します。
後藤　達也　新年の定例コンペで優勝した神野雄太さんおめでとうござい　
　　　　　　ます。総勢 16 名の参加で大変盛り上がりました。有難うござい
　　　　　　ました。
岡田　賢治　くらげの会で、秋田乳頭温泉、山形蔵王に行ってきました。　
　　　　　　雪深く寒かったです。しかし、たまには良かったです。
有富　正治　会長、幹事を称える会を催していただき有難う御座います。
加藤　久博　会長、幹事を称えて頂き有難うございます。
松浦　一雄　元会長、幹事の皆様が新居浜ライオンズクラブの発展に尽力さ
　　　　　　れたことを感謝します。ありがとうございました。
真鍋　憲夫　大寒ですネ！お身体どうぞご自愛ください。１月２８日の献血・
　　　　　　献眼登録活動宜しくお願い致します。
石川　敏則　「元会長、幹事を称える会」ありがとう。
小野　周平　野ザルを見ました。大人げなく興奮しました。
伊藤　龍一　先日の、くらげの会乳頭温泉とても楽しかったです。出発前よ
　　　　　　り準備して頂いた土岐さん、永易さんありがとうございました。
伊藤　嘉秀　先週末、くらげの会の旅行で楽しい旅をさせて頂きました。　
　　　　　　土岐計一さん、永易明洋さんお世話になりました。
鈴木　雅志　元会長、幹事を称えて頂き感謝！
古川　貴章　インフルエンザ A と B がダブルで流行っています。気をつけま
　　　　　　しょう。
高橋　尚毅　市内に初雪が降りました。寒いですが、やはり日本の四季は良
　　　　　　いものですね。皆様体調管理には十分お気を付け下さい。
徳村　　明　寒い日が続きますインフルエンザに注意して元気に過ごしまし
　　　　　　ょう。
塩見　秀晴　２月１0 日１0 時から朝早いですがボーリング大会参加宜しくお
　　　　　　願い致します。
近藤　充徳　1/28 献血・献眼登録、応援お願いします。
藤縄　洲二　元会長、幹事を称える会有難う御座いました。
石川　　稔　元会長、幹事を歴任された皆様大変ご苦労様でした。心から敬
　　　　　　意を表します。寒い時期ですのでご自愛下さい。
村上　博昭　寒い日が続きますがインフルエンザに注意しましょう。次男が
　　　　　　インフルエンザを発症！孫に移してはいけないということで昨
　　　　　　日から孫が家で隔離中！
神野　雄太　１月ライオンズ月例ゴルフ良きパートナーに恵まれ優勝するこ
　　　　　　とが出来ました。
土岐　計一　元会長、幹事を称える会ありがとう
宇野　博文　歴代、会長、幹事の皆様これからも元気で新居浜ライオンズク
　　　　　　ラブのご支援を宜しくお願い致します。これから、益々寒くな
　　　　　　りますのでお身体ご自愛下さい。
青野　泰介　イタリアに派遣していただいた娘からおみやげのチョコレート
　　　　　　が送られてきました。事務局においておきます。ありがとうご
　　　　　　ざいました。
・・・元会長、幹事の皆様の功績を称え感謝致します！・・・
土岐敏勝／真木泰彦／大石隆憲／上野　剛／岡田浩二／新田久司／大上幸雄
／能瀬伸一
大竹　崇夫　仕事のため早退します。申し訳ございません。

　早くも２月突入です。２月といえば確定申告が始まりますが、２月
１６日から３月１５日となっておりますので、該当する方はお忘れなく。
ところで、今年の確定申告から導入された「セルフメディケーション
税制」なるものをご存知でしょうか？この新税制とは従来の医療費控
除の特例で導入されもので、医療費控除とは選択適用になるので
すが、特定一般用医薬品等購入費の合計額から１万２千円を差し
引いた金額（最高８万８千円）を所得から控除してもらえるというも
のです。
　では、特定一般用医薬品等とはどんなものかといいますと、厚生
労働省のＨＰに商品リストが随時更新掲載されておりますが、ドラッ
グストアなどで購入できる医薬品等の事で、（バファリンやサロンパス、
風邪薬等）かなり広範囲なものが該当します。
　残念ながら税額控除ではないので、その効果はマイルドなもので
すが、年間１万２千円を超した金額が該当しますので、ドラッグスト
ア等のレシートは捨てずに取っておくと良いかもしれませんね。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　譽田 幸弘


	2_1.pdf
	2_2.pdf
	2_3.pdf
	2_4.pdf
	2_5.pdf
	2_6.pdf
	2_7.pdf
	2_8.pdf
	2_9.pdf
	2_10.pdf

