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我々は奉仕する　　　　　　　　　  会 長　佐 伯  澄 男

●● ２月第２例会 ●●
佐伯　澄男　ダバオ、アクト無事に終えることが出来ました。会員
　　　　　　皆様に感謝します。100％例会達成！有難うございま
　　　　　　した。青野桜子さんの来訪を心より歓迎します。
　　　　　　”さくら”おかえり！！

●● 2月第1例会 ●●
佐伯　澄男　１Ｚ合同例会を祝して！！
白石　誠一　１Ｚ４クラブ合同例会の開催を祝して。
後藤　達也　合同例会を祝して！出席 100％達成出来ますように。
岡田　賢治　合同例会おめでとう。100％出席おめでとう。
福山　　宏　１Ｚ合同例会の開催を祝して。
大竹　崇夫　合同例会及び懇親会の設営有難うございます。
加藤　久博　合同例会に感謝して。
伊藤　龍一　愛媛マラソン初出場、完走できました。しんどかっ
　　　　　　たです。
徳村　　明　寒い日の毎日です。インフルエンザに注意し予防を
　　　　　　して下さい。皆様元気に冬を乗り切りましょう。
有富　正治　岡村様より義理チョコを頂きました。
　　　　　　うれしいやら・・・？
大石　隆憲　月例ゴルフ優勝しました。チョコ有難う御座いまし
　　　　　　た！
岡村真里哉　合同例会を祝して。設営準備有難うございます。
松浦　一雄　２Ｒ－１Ｚ４クラブ合同夜間例会の開催を賞賛致しま
　　　　　　す。
真鍋　憲夫　合同例会を祝して！ウイサーブ！バレンタインです
　　　　　　ネ。
高橋　尚毅　聖バレンタインおめでとうございます。この愛の日
　　　　　　に合同例会が行われることを嬉しく思います。皆で
　　　　　　協力して愛ある社会を作りましょう。We Serve ！
山之内浩二　出席が出来なくてすみません。娘が大学合格して嬉
　　　　　　しいような、悲しいような気持ちです。
伊藤　嘉秀　本日は合同夜間例会の設営頂き有難うございました。
宇野　博文　合同例会の盛会を祈念いたします。関係者の皆様お
　　　　　　世話になりました。
杉田　友裕　本日の集いに。
大上　幸雄　合同例会の設営有難うございます。
小野　周平　合同例会の開催おめでとうございます。
高橋　在錫　合同例会おめでとうございます。
古川　貴章　100％例会　We Serve ！
能瀬　伸一　合同例会を祝して！！
石川　　稔　明日からえひめの柑橘を売りに仙台へ行ってきます。
　　　　　　沢山売れるように市場で頑張ってきます。
伊藤　久門　Happy Valentineday ！
塩見　秀晴　無事ボーリング大会終了しました。ご協力有難うご
　　　　　　ざいました。
藤縄　洲二　100％出席おめでとう！
・・１Ｚ４クラブ合同例会の開催を祝して・・・
上野　剛／石川敏則／金田智行／近藤眞而／村上順一郎／青野泰
介／村上博昭／中田君江／譽田幸弘
・・・本日の例会出席100％おめでとうございます。・・・
近藤充徳／山下邦俊／真木泰彦／鈴木雅志／神野雄太／岡田浩二

　ライオンズにはスローガンとモットーの両方
があります。
　スローガンには、第一次世界大戦以降
の米国における国際協会の形成期が反映
されていますが、モットーはわずか二語でラ
イオンズ共通の目的を宣言しています。
１９２０年代初めには、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：
頭字語は「Lions」）」がクラブの文房具、看板、
その他の広報資料に広く使われていました。
　この言葉を最初に口にしたのは、１９１９年の
シカゴ国際大会で発言した若い弁護士、ハル
ステッド・リッターとされています。
　彼は次のように力説しました。「ライオンズの
名前は友愛、親善、気骨、目的を意味するだ
けではありません。
　その L-I-O-N-Sという組み合わせは何よりも、
この国に市民権の真の意味を先触れするもので
す。」
　彼の言葉は第一世界大戦後の米国を覆って
いた愛国心に訴え、ライオンズはこの頭字語を
スローガンに採用しました。ライオンズの活動が
国境、文化、言語を超えて拡大するに伴い、
彼らはその使命と活動を説明する別の言葉を探
し始めます。

　１９５４年、理事会はモットーの国際コンテ
ストの実施を発表し、世界 522,000 人の全
会員に提案を募りました。
　応募用紙によれば、モットーは「永続的」
で「国際性」があり、「翻訳しやすい」も

のであるべきでした。また冗漫でないことも、コ
ンテストの厳格なルールの一つでした。
　ライオンズは好きなだけ多くのモットーを提案
できましたが、応募する語句の長さはそれぞれ
五語以内とされていました。
　ライオンズに考えてもらうため、主催者は五語
で作られた例をいくつか挙げました。
「行動に次ぐ行動（Men of Action in Action）」
「他 者のために他 者と協 力（Working with 
Others for Others）」「世 界中で人 類に奉 仕
（Worldwide Service to Humanity）」ありがたい
ことに、6,000人の応募者のうち１１人にはもっと
良いアイディアがありました。
　その全員が記名して応募していましたが、消
印が最も早かったことから、カナダ、オンタリオ
州フォントヒルのライオン、D.A. スティーブンソン
が勝者とされました。
　彼のモットーは二つの単純な言葉で出来てい
ました。
　「ウィ・サーブ」と。

方

でラ で「
ので

後藤　達也　ダバオ会長アクト大成功！全員無事で帰れて何よりで
　　　　　　す。そして桜子さんお帰りなさい。活動報告ありがと
　　　　　　う！そして例会 100％出席達成有難うございました。
岡田　賢治　桜子さんの卓話に感謝。
白石　誠一　ダバオの会長アクティビティ大成功おめでとうござい
　　　　　　ます。金田くん息子さんのジュニアオリンピック出場
　　　　　　おめでとうございます。白石康代さんおなか治りま
　　　　　　したか？青野桜子さん報告ありがとう。
福山　　宏　会長アクト、ダバオ。大変忙しい旅でしたが大変楽し
　　　　　　かった。腹の底から数年ぶりに笑いました。
松浦　一雄　青野桜子さんはイタリアで楽しい思い出や有益な経験
　　　　　　を沢山作られたことと思います。今後も世界を巡って
　　　　　　豊かな人生を歩んで下さい。
永易　明洋　やっと寒さも峠を越え春がもうすぐという季節になっ
　　　　　　てきました。所得税の確定申告が３月 15 日迄となっ
　　　　　　ております。期限内申告を目指して頑張っています。
岡村真里哉　先日ダバオでは参加された皆様に大変お世話になり有
　　　　　　難うございました。青野桜子さんスピーチ有難うござ
　　　　　　います。
有富　正治　「新居浜市市制施行 80 周年記念映画」に上原太鼓台が
　　　　　　出演致しました。季節はずれで寒さと、5 時間拘束さ
　　　　　　れ心身共に疲れました。秋頃になると思いますが映画
　　　　　　を見て下さい。
青野　泰介　娘が無事に帰ってきまして皆様にご報告することが出
　　　　　　来ました。本当に有難うございました。金田君の息子
　　　　　　さん浩聖くんのジュニアオリンピック出場おめでとう
　　　　　　ございます。
真鍋　憲夫　冬季オリンピックでの日本選手の活躍に感動しまし
　　　　　　た。東京大会に向かって頑張りましょう。庭の山桜も
　　　　　　咲き出し春らしくなりました。
金田　智行　桜子さん報告ありがとう。
鈴木　雅志　青野桜子さんのイタリアでの素晴らしい体験談に感謝。
　　　　　　ピョンチャンオリンピック沢山の感動に感謝。
小野　周平　暖かくなってきて、春を感じます。
徳村　　明　気温差が大きくなりました。体調管理に注意しましょう。
塩見　秀晴　ボーリング大会（2/10）参加頂いた皆様ありがとうご
　　　　　　ざいます。H2 年 2 月第 2 例会に入会して満 28 年にな
　　　　　　りました。
山口　　泰　本日 2 月 28 日は私の誕生日です。83 歳を迎え後何日
　　　　　　元気で行けるか楽しみです。
藤縄　洲二　明日は高校の卒業式、私は 50 年以上前でした。
新田　久司　100％例会おめでとうございます。
・・・会長国際アクティビティ大成功おめでとうございます・・・
近藤充徳／能瀬伸一／近藤盛文／上野　剛／大上幸雄／大石隆憲
山下　邦俊　冬季オリンピック最高でした！
宇野　博文　春の花粉で泣いています。体調管理に努め、病状がひ
　　　　　　どくならないように節制の毎日です。
伊藤　嘉秀　青野桜子さん素晴らしい報告を頂きましてありがとう
　　　　　　ございました。
伊藤　龍一　青野桜子さんイタリア YCE 冬季派遣報告有難うござ
　　　　　　いました。
高橋　尚毅　会長国際屋ティビティ、ダバオ市での社会奉仕お疲れ
　　　　　　様でした。facebook で活動拝見しました。世界中に平
　　　　　　和、奉仕の風が届きますように。
古川　貴章　暖かくなり、過ごしやすくなった気がします。
村上　博昭　先日のダバオ訪問、参加された皆様大変お疲れ様でし
　　　　　　た。佐伯会長の夢が実現できますように。
・・・青野桜子さんのイタリア派遣報告ありがとうございました・・・
譽田幸弘／岡田浩二／真木泰彦／大竹崇夫／
神野　雄太　早退します。
石川　敏則　早退させていただきます。

　我が家には４歳になる娘がおりますが、私が土日返上で仕事をし
ないといけない時は、家族三人事務所にこもって私の仕事に付き合
ってもらうこともしばしばあります。
　何か察するところがあるのか、大人しくテレビやユーチューブを見
て過ごしてくれているのですが、そんな娘をかわいそうに思い、散
歩がてら近くにある「あかがねミュージアム」に行ってみました。
　館内はとても洗練された広い空間となっており、多目的ホールや創
作スペース、太鼓台ミュージアムなどがあり、間近で見る太鼓台や、
創作スペースなど、とても喜んでくれました。
　私は知らなかったのですが、新居浜西高校の同級生で結成され
た「LUNKHEAD」というロックバンドがあるみたいで、４月１日に多
目的ホールでライブを行うみたいです。
　是非、見てみたいので、家族で参加しようと思います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　譽田 幸弘
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３月 誕生日おめでとうございます
林　幸央、近藤眞而、高橋在錫、新田久司
妹尾光章、伊藤久門、大上幸雄、山之内浩二

譽田幸弘、中田君江

３月 結婚記念日おめでとうございます
妹尾光章、近藤眞而、有富正治

近藤充徳、佐伯澄男

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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新居浜中央
新居浜別子
新居浜ひうち
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行  事  予  定
・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会　    ３月１２日（月）18:30 ～　商工会館 3F
３月第 1例会　　 　３月１４日（水）12:15 ～　ユアーズ
３月第２例会　　 　３月２８日（水）12:15 ～　ユアーズ
・委員会
計画財務委員会　　３月　１日（木）18:30 ～　事務局
出席大会委員会　　３月　２日（金）18:30 ～　事務局
環境保全委員会　　３月　６日（火）18:30 ～　事務局
会員会則委員会　　３月　７日（水）18:30 ～　事務局
保健福祉委員会　　３月　８日（木）18:30 ～　事務局
青少年委員会　　　３月　９日（金）18:30 ～　事務局　
PR広報委員会　　 ３月２９日（木）18:30 ～　事務局
・クラブ・その他行事予定
３月　４日（日）   7 :00 ～　商工会館周辺
　　第３回愛リバー・愛ロード清掃奉仕
３月　４日（日）   9 :00 ～　山根市民グランド
　　平成 30 年新居浜市消防観閲式
３月１0日（土）18:30 ～　ユアーズ
　　岡部歩乃佳後援会通常総会並びに基調講演
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　３月１１日（日）   10 :39 ～     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　　　３月２０日（火）   18 :30 ～     和彩料理 正   
スポーツ部会　　３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
３月　２日（金）19:00 ～　ユアーズ 
　　第３回ガバナー諮問委員会・ゾーンレベル会員委員会
３月　５日（月）18:30 ～　新居浜 LC事務局
　　2R合同アクティビティ遍路道清掃活動説明会
３月　７日（水）18:30 ～　西条市
　　第 4回時期キャビネット準備内局会議
３月　７日（水）記念ゴルフ大会　１１日（日）記念式典
　　高知りょうま LC結成 20 周年記念大会
３月１８日（日）11:00 ～　ユアーズ
　　新居浜中央 LC結成 40 周年記念式典
３月２４日（土）記念ゴルフ大会　２５日（日）記念式典
　　今治くるしま LC結成 25 周年記念大会
４月　７日（土）記念ゴルフ大会　８日（日）記念式典
　 　 ●第６４回３３６－A地区年次大会　アスティ徳島

2月 11日(日)　　新居浜CC

５６
４５ ４９

５８
４５
５１

５１
５４

９４
 １１４
 ９６
１０５

  ３０.０
２５.０

   １１.９
７.９

６９.０
８４.０
８４.１

神 野 雄 太 ９７.１

佐 伯 澄 男

大 石 隆 憲

宇 野 博 文

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

2月ゴルフ部会報告

例会 100％出席を目指して！！
出席大会委員長　宇 野  博 文　　　　　　　　平成３０年２月１４日（水）18:00 ～　ユアーズ　　　　
　　　　　　　　　　　　　        　

　２０１８年２月度第一例会（1Ｚ合
同夜間例会）で 100％出席を達成
しました。
　佐伯会長の「例会 100％出席を
達成したい」という熱い思いに会
員の皆さまがしっかりと対応してい

ただいた成果であります。
　事前にアンケートを取る中で、比較的都合が悪
い人が少ない２月度第一例会を 100％出席日に設
定しました。
　偶 ２々月度第一例会が 1Ｚ合同例会日と重なった
こともあり「100％出席の達成」の機運が高まって
きました。
　佐伯会長から各委員会毎に例会 100％出席取
組みの周知徹底を図り、業務多忙の会員さんには
１４日前後の日々での業務調整をお願いもする中で
当日を迎えました。
　順調に出席簿にチェックが入り最後の１名を残す
だけとなりました。この会員さんは突発工事の対応
で少し遅れるが必ず出席するとの事前連絡を受け

ていましたので心配はしていませんでした。
　多くの会員さんから 100％出席の問合せがあり関
心の高さが伺えます。待つこと十数分、お待たせ
しましたの大きな声とともに最後の１名が到着しまし
た。例会 100％出席の達成です。
　最後に合同例会の出席報告の内容を記します。
「新居浜ライオンズクラブです。出席報告を致しま
す。本日は嬉しい報告があります。例会 100％出
席を達成しました。佐伯会長の熱い思いに会員の
皆さんが期待に応えてくれた成果です。」

●会長挨拶　佐伯澄男会長
●審議事項
１）新居浜ＬＣ寄贈街路樹撤去について
２） 第２回新会員オリエンテーション登録料について
　２月２４日（土）実施 4,000 円　1,000 円 / 人　　
３）第３回地区ガバナー諮問委員会ゾーンレベル会員委員会　登録料
　について３月２日（金）25,000 円  5,000 円 / 人

４）年末商戦資金獲得事業決算報告について
５）２月第一夜間合同例会予算案について
６）４月家族会予算案について
７）第３回愛リバー・愛ロード予算案について
　３月４日（日）早朝７:００より実施します。
８）新居浜市中学生英語スピーチコンテスト決算報告について
９）冬期ＹＣＥ派遣決算報告について
10）第２回献血・献眼決算報告について
11）委員会変更について　
　ＰＲ広報委員会
　　２月２２日（木）→２８日（水）例会終了後　ユアーズ
　　３月２２日（木）→２９日（木）18:30 ～ 事務局
●幹事報告
１）第２回献血・献眼奉仕活動
　１月２８日（日）10:00 ～イオンモール新居浜駐車場で実施されました。
　（献血者） 受付者 １８２名、採血者 １５７名、不採血者 ２５名、（献
　眼登録者） ２２ 名、（骨髄バンク登録者） １３名　
　（臓器提供意志カード配布数）２５０枚
　参加者　L佐伯澄男、L鈴木雅志、L伊藤龍一、L古川貴章、　
　L後藤達也、L福山宏、L青野泰介、L宇野博文、　L山下邦俊、
　L 石川 稔、L 金田智行、L 真鍋憲夫、L 石川敏則、L 村上博昭
　計１４名
２）薬物乱用防止教育認定講師養成講座受講が１月２８日（日） 　
　13:00 ～ ウェルピア伊予で行われ L 近藤充徳、L 中田君江さんが
　出席しました。
３）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 より西条市で行われ次期福山宏 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した。  
４）2018～ 2019 年度第２回キャビネット準備内局会議２月７日（水）　
　18:30 より西条市で行われ次期福山宏 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した。 
５）２Ｒ－１Ｚ親善ボウリング大会が２月１０日（土）10:15 スタート、ナム
　コワンダーボール西条で開催されました。
　参加者　L塩見秀晴、L佐伯澄男、L後藤達也、L高橋在錫、　
　L金田智行、L村上博昭、L藤縄洲二、L高橋尚毅、　L小野周平、
　L 白石誠一、L 伊藤嘉秀、LL 石川美砂子、事務局員白石康代、
　計１３名が参加しました。
６）冬期 YCE 派遣受入報告会　２月１１日（日）13:30 より徳島で開
　催されL伊藤嘉秀が出席しました。
７）2017～ 2018 年度ガバナーズ・アワード予備選考会が２月１６日（金）
　14:00よりKS会館で開催されます。伊藤嘉秀１ＺＣＡが出席します。
８）会長国際アクティビティが２月１６日（金）～１９日（月）フィリピン共
　和国ダバオ市で行います。
　L 佐伯澄男、L 鈴木雅志、L 伊藤龍一、L 後藤達也、L 福山宏、
　L青野泰介、L大竹崇夫、L岡田賢治、L岡村真里哉、L白石誠一、
　L村上博昭、事務局員白石康代さん、計１２名がします。
９）第２回新会員オリエンテーションが２月２４日（土）14:45よりKS 会
　館で開催され L 中田君江、L 徳村明、L 小野周平、引率者 L 真
　木泰彦会員理事が出席します。
10）第３回リジョン会議　２月２４日（土）14:15 よりKS 会館で開催さ
　れ白石誠一１ＺＣ、伊藤嘉秀１ＺＣＡが出席します。
11）高柳公園看板修繕について　土地改良区が修理します。
●委員会報告
　計画財務委員会　４月家族会遠征について
　保健福祉委員会　第２回献血・献眼登録について
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献血・献眼登録奉仕活動を行って
保健福祉委員長　真 鍋  憲 夫　　平成３０年 1月２８日（日）　10:00 ～　イオンモール新居浜駐車場 　
　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

第２回

　前回は、残暑厳しい９月１０日
（日）に実施されました。４か月経
った今回は打って変わって真冬の
大寒となりました。時折小雪のちら
つく真冬日となり心配しました。
　前回同様、商工会館前に９時
に集合し倉庫から備品を取り出し、

イオンモールの会場で準備をしました。野外だと体
が冷えて体調不良を訴える方も多く、テントの囲い
をより厳重にしてなるべく隙間風が入らないように設
定されていました。石油ストーブも準備して防寒対
策に努めました。幸いにも風が強く吹くことがなかっ
たので助かりました。
　我がクラブの謝礼の景品が素晴らしいのか、来
場者の方にも好意を持って参加して下さっているよ
うで皆様にも好評のようでした。ちなみに前回はウ
ェットティッシュで今回は、貼るホッカイロと豆菓子で
した。
　献眼登録も前回程多数ではありませんでしたが、
２２名とまずまずの成果を収めることが出来ほっとし
ました。
　今回はいつも中心で活動されいる近藤充徳さん、
田中君江さん両氏が「薬物乱用防止教育認定講
師養成講座」に参加されましたので、その分他の
メンバーがより活躍して下さいました。

結果は
　献血受付　１８２名、　４００ml 献血 １５７名
　不採血　  　２５名、　献眼登録者　 ２２名
　骨髄バンク登録者　１３名
と素晴らしい成果を
上げることが出来ま
した。
　本当に多数のメン
バーの皆様のご参
加、感謝申し上げま
す。
　次回もどうぞよろ
しくお願い致します。

●会長挨拶　佐伯澄男会長
●審議事項
１）新居浜ＬＣ寄贈街路樹撤去について
２） 第２回新会員オリエンテーション登録料について
　２月２４日（土）実施 4,000 円　1,000 円 / 人　　
３）第３回地区ガバナー諮問委員会ゾーンレベル会員委員会　登録料
　について３月２日（金）25,000 円  5,000 円 / 人

４）年末商戦資金獲得事業決算報告について
５）２月第一夜間合同例会予算案について
６）４月家族会予算案について
７）第３回愛リバー・愛ロード予算案について
　３月４日（日）早朝７:００より実施します。
８）新居浜市中学生英語スピーチコンテスト決算報告について
９）冬期ＹＣＥ派遣決算報告について
10）第２回献血・献眼決算報告について
11）委員会変更について　
　ＰＲ広報委員会
　　２月２２日（木）→２８日（水）例会終了後　ユアーズ
　　３月２２日（木）→２９日（木）18:30 ～ 事務局
●幹事報告
１）第２回献血・献眼奉仕活動
　１月２８日（日）10:00 ～イオンモール新居浜駐車場で実施されました。
　（献血者） 受付者 １８２名、採血者 １５７名、不採血者 ２５名、（献
　眼登録者） ２２ 名、（骨髄バンク登録者） １３名　
　（臓器提供意志カード配布数）２５０枚
　参加者　L佐伯澄男、L鈴木雅志、L伊藤龍一、L古川貴章、　
　L後藤達也、L福山宏、L青野泰介、L宇野博文、　L山下邦俊、
　L 石川 稔、L 金田智行、L 真鍋憲夫、L 石川敏則、L 村上博昭
　計１４名
２）薬物乱用防止教育認定講師養成講座受講が１月２８日（日） 　
　13:00 ～ ウェルピア伊予で行われ L 近藤充徳、L 中田君江さんが
　出席しました。
３）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 より西条市で行われ次期福山宏 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した。  
４）2018～ 2019 年度第２回キャビネット準備内局会議２月７日（水）　
　18:30 より西条市で行われ次期福山宏 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した。 
５）２Ｒ－１Ｚ親善ボウリング大会が２月１０日（土）10:15 スタート、ナム
　コワンダーボール西条で開催されました。
　参加者　L塩見秀晴、L佐伯澄男、L後藤達也、L高橋在錫、　
　L金田智行、L村上博昭、L藤縄洲二、L高橋尚毅、　L小野周平、
　L 白石誠一、L 伊藤嘉秀、LL 石川美砂子、事務局員白石康代、
　計１３名が参加しました。
６）冬期 YCE 派遣受入報告会　２月１１日（日）13:30 より徳島で開
　催されL伊藤嘉秀が出席しました。
７）2017～ 2018 年度ガバナーズ・アワード予備選考会が２月１６日（金）
　14:00よりKS会館で開催されます。伊藤嘉秀１ＺＣＡが出席します。
８）会長国際アクティビティが２月１６日（金）～１９日（月）フィリピン共
　和国ダバオ市で行います。
　L 佐伯澄男、L 鈴木雅志、L 伊藤龍一、L 後藤達也、L 福山宏、
　L青野泰介、L大竹崇夫、L岡田賢治、L岡村真里哉、L白石誠一、
　L村上博昭、事務局員白石康代さん、計１２名がします。
９）第２回新会員オリエンテーションが２月２４日（土）14:45よりKS 会
　館で開催され L 中田君江、L 徳村明、L 小野周平、引率者 L 真
　木泰彦会員理事が出席します。
10）第３回リジョン会議　２月２４日（土）14:15 よりKS 会館で開催さ
　れ白石誠一１ＺＣ、伊藤嘉秀１ＺＣＡが出席します。
11）高柳公園看板修繕について　土地改良区が修理します。
●委員会報告
　計画財務委員会　４月家族会遠征について
　保健福祉委員会　第２回献血・献眼登録について
　　　　　　　　

　42.195㌔を走る。
そんなことはちょっと考えられないの
です。今でも。
　しかしそんなことは関係なく号砲
は鳴り響きました。もちろん、僕の
いる『H ブロック』までは聞こえま

せんけれど…。
　気温は２度、寒すぎます。それでも号砲から 10
分ほど経過したとき、ついに僕たちも動き出したの
です。もう、逃げも隠れもできません。ひたすらに
脚を動かす時が来ました。
　前のブロックには後藤達也君、後ろのブロックに
は伊藤龍一君がいます。
　彼らの健闘を祈りながら昨夜の宴会を思い出しま
す。『ハイボール、何杯飲んだかなあ。』
そんなことを考えていたらスタートから２キロほど進
んだところで、伊藤龍一君が僕を抜いていくのが見
えました。『龍ちゃん！』声をかけると振り向きます。
　僕は精いっぱいの笑顔で言いました、「行ってら
っしゃい！」
次に会いたいのは折り返し地点で待ってくれている
心の恋人岡村真理哉さんです。もちろん、会いに
行くつもりでした。
あの、係員さんの旗の誘導までは。。。。
　市民の皆さんや各団体の皆さん、中学生、高校
生等々すべてがこの『愛媛マラソン』を応援してい
る。盛り上げる役割を果たそうとしている。
　その気持ちをスタート地点はもちろん、沿道から
も、関係ないお店からも感じることができました。心
からありがたく感じると同時に羨ましくもありました。
　流石は全国に名高いマラソン大会。毎年毎年少
しずつ成長し、前向きに進んできたのでしょう。今

思い出しただけでも涙が出そうです。
　さて、係員さんが誘導してくれた先には何故かバ
スが。『ん？』不思議に思っている僕のゼッケンから
係の人が計測用チップを外します。
　僕の RUN は終了しました。スタートから２時間４
５分後の出来事でした。
しかし、僕の愛媛マラソンはまだ終わっていません
でした。バスで会場に戻った僕は、時間がたっぷり
あるために色々な『お接待』を堪能しました。
　温かなスープ、美味しいおにぎり、染み入る芋
炊き、みかん、お茶、サロンパス、足湯、生姜湯
などなど、４時間以内で走ったランナーたちが楽し
むお接待を楽しめたのです。
　もちろん、岡村さんにはメールしました。『今日は
逢えない』そして、ゴール地点で後藤、伊藤両氏
を待ちます。時計とにらめっこしながら。
　締め切り時間まであと５分を切ったところで、二
人の姿を見つけました。
僕の愛媛マラソンがやっと終わりました。
また、ハイボールを飲みに来よう。
　猫ひろし氏の好感度は爆発的に上がったはず。

愛媛マラソンは素晴らしい！
テール・ツイスター　青 野  泰 介　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

愛媛マラソンに参加して　平成 30 年 2 月 4 日（日）　
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薬物乱用はダメ。ゼッタイ。
保健福祉委員会　近 藤  充 徳　　　　平成３０年 1月２８日（日）13:00 ～ 17:00　ウェルピア伊予　　
　　　　　　　　　　　　　　　        　

薬物乱用防止教育認定講師養成講座を受けて
親善ボウリング大会開催される

スポーツ部会　塩 見  秀 晴　　平成３０年２月１０日（土）　ナムコワンダーボウル西条　　　　　　　　　　　　
　　　　　　        　

２Ｒ－１Ｚ

　薬物乱用防止教育認定講師養
成講座がウェルピア伊予において
開催され、今年は受講者が多く１
０３名、講師６名、役員１０名、
計１１９名、中でも３～５名参加ク
ラブが１６クラブと盛り上がりのある

会となり、我がクラブからも中田君江
ライ
オンと小生の２名で受講しました。
●13:15　～「薬物乱用と心身への影
響」ＤＶＤ、万本盛三ライ

オン（医学博士）
による基礎講座
●14:00～ 専門講座１．「薬物犯罪の
現状」愛媛県警 川本広道氏
●14:45 ～ 専門講座２．「薬物乱用防
止教育の現状」県教育委員会 大野
小百合氏（防止教育は、県内公立
の中高等学校では１００％、小学校で
は７９.５％と全国平均より高い割合で実
施されている）
●15:15 ～ 専門講座３．「薬物乱用対
策の取り組みについて」県保健所  

中川ゆかり氏（予算の面で実施出来ない所があり
ご協力お願いします）
●15:45 ～ 実践講座「ライオンスクラブ国際協会に
おける薬物乱用防止活動について」認定講師 舘 
親光ライ

オン「薬物乱用防止教室」開催の事前打ち合
わせについての書類作成他

●17:00 閉会、認定証授与後解散
　私も今回で２度目の受講となりま
したが、前回よりも教材その他充
実していると思われました。
未受講の皆様の出席をお願い申し
上げます。
　後になりましたが、当日第２回献
血献眼運動に参加ご協力頂いたメ
ンバーの皆様、極寒の中ご苦労様
でした。　感謝！

　首記の大会が今年も２月１０日
（土）に西条ナムコワンダーボー
ルで開催されました。開始が午
前１０時１５分という早い時間帯
で調子の出なかった人もきっとい
たことでしょう。
　新居浜ＬＣの白石誠一ＺＣの
お考えか、団体戦は新しい発
想での計算方法を採用。

 自チーム男子の１位と５位、女子の上位二人の４
名の合計点で争うというものでした。
 これはやってみなければわからない全く予想がつき
ませんでした。
　その結果は新居浜ひうちＬＣが９３６点で優勝、２
位は９１１点で新居浜別子ＬＣ、３位９０８点で新居
浜ＬＣ、４位が８９９点で新居浜中央ＬＣでした。
　さて個人優勝は３２５点でわが新居浜ＬＣの高橋
在錫さんでした。昨年に引き続いての優勝は誠にご
立派です。
　本年は時間の関係からクラブ内での練習も出来ま

せんでした。全く一発勝負。
　しかも一ゲーム目は確か５フレまでスペアがとれず
苦しみましたがさすがです、その後何とか持ち直し
2 ゲーム目には完全に復活。２００点までいくのかと
期待させるほどでした。
　二年連続の個人優勝おめでとうございます。しか
し例年は１５ポンドのボールをバンバン投げ込んでい
ましたが今年は１４ポンドにしていたので｢あれっ｣と
少し心配しておりました。
　後で本人に聞いたところ指の合うのがなかったの
で仕方なくそうしたと言っておりました。そういうこと
なら一安心。
　来年もきっとがんばって優勝してくれることでしょ
う。お願いしますよ。
　他の参加者の成績は６位伊藤嘉秀、７位佐伯澄
男、８位高橋尚毅、９位村上博昭、１１位白石誠一、
１３位藤縄州二、１４位後藤達也、１５位塩見秀晴
（飛び賞）、２３位小野周平、２５位白石康代、２６
位金田智行、３４位石川美佐子さんでした。
参加頂いた１３名の皆さん大変お疲れ様でした。

●会長挨拶　佐伯澄男会長
●審議事項
１）新居浜ＬＣ寄贈街路樹撤去について
２） 第２回新会員オリエンテーション登録料について
　２月２４日（土）実施 4,000 円　1,000 円 / 人　　
３）第３回地区ガバナー諮問委員会ゾーンレベル会員委員会　登録料
　について３月２日（金）25,000 円  5,000 円 / 人

４）年末商戦資金獲得事業決算報告について
５）２月第一夜間合同例会予算案について
６）４月家族会予算案について
７）第３回愛リバー・愛ロード予算案について
　３月４日（日）早朝７:００より実施します。
８）新居浜市中学生英語スピーチコンテスト決算報告について
９）冬期ＹＣＥ派遣決算報告について
10）第２回献血・献眼決算報告について
11）委員会変更について　
　ＰＲ広報委員会
　　２月２２日（木）→２８日（水）例会終了後　ユアーズ
　　３月２２日（木）→２９日（木）18:30 ～ 事務局
●幹事報告
１）第２回献血・献眼奉仕活動
　１月２８日（日）10:00 ～イオンモール新居浜駐車場で実施されました。
　（献血者） 受付者 １８２名、採血者 １５７名、不採血者 ２５名、（献
　眼登録者） ２２ 名、（骨髄バンク登録者） １３名　
　（臓器提供意志カード配布数）２５０枚
　参加者　L佐伯澄男、L鈴木雅志、L伊藤龍一、L古川貴章、　
　L後藤達也、L福山宏、L青野泰介、L宇野博文、　L山下邦俊、
　L 石川 稔、L 金田智行、L 真鍋憲夫、L 石川敏則、L 村上博昭
　計１４名
２）薬物乱用防止教育認定講師養成講座受講が１月２８日（日） 　
　13:00 ～ ウェルピア伊予で行われ L 近藤充徳、L 中田君江さんが
　出席しました。
３）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 より西条市で行われ次期福山宏 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した。  
４）2018～ 2019 年度第２回キャビネット準備内局会議２月７日（水）　
　18:30 より西条市で行われ次期福山宏 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した。 
５）２Ｒ－１Ｚ親善ボウリング大会が２月１０日（土）10:15 スタート、ナム
　コワンダーボール西条で開催されました。
　参加者　L塩見秀晴、L佐伯澄男、L後藤達也、L高橋在錫、　
　L金田智行、L村上博昭、L藤縄洲二、L高橋尚毅、　L小野周平、
　L 白石誠一、L 伊藤嘉秀、LL 石川美砂子、事務局員白石康代、
　計１３名が参加しました。
６）冬期 YCE 派遣受入報告会　２月１１日（日）13:30 より徳島で開
　催されL伊藤嘉秀が出席しました。
７）2017～ 2018 年度ガバナーズ・アワード予備選考会が２月１６日（金）
　14:00よりKS会館で開催されます。伊藤嘉秀１ＺＣＡが出席します。
８）会長国際アクティビティが２月１６日（金）～１９日（月）フィリピン共
　和国ダバオ市で行います。
　L 佐伯澄男、L 鈴木雅志、L 伊藤龍一、L 後藤達也、L 福山宏、
　L青野泰介、L大竹崇夫、L岡田賢治、L岡村真里哉、L白石誠一、
　L村上博昭、事務局員白石康代さん、計１２名がします。
９）第２回新会員オリエンテーションが２月２４日（土）14:45よりKS 会
　館で開催され L 中田君江、L 徳村明、L 小野周平、引率者 L 真
　木泰彦会員理事が出席します。
10）第３回リジョン会議　２月２４日（土）14:15 よりKS 会館で開催さ
　れ白石誠一１ＺＣ、伊藤嘉秀１ＺＣＡが出席します。
11）高柳公園看板修繕について　土地改良区が修理します。
●委員会報告
　計画財務委員会　４月家族会遠征について
　保健福祉委員会　第２回献血・献眼登録について
　　　　　　　　

　今年もエントリー抽選が当たり、
これで４年連続の挑戦となった愛媛
マラソン。
　伊藤龍一さん、青野泰介さんと
共に参加しました。
　当日は天気は良か

ったのですが、気温が非常に低くラン
ナーにはあまり良くないコンディションで
のスタートとなりました。
　スタート直後に寒さもあってトイレに
行きたくなったのですが、２０基ほど設
置してある簡易トイレがすごい行列で
２０分ほど時間をロスしてしまいました。
　改めてスタートして走り出したのです
が 10 ㎞、15ｋｍと走っても汗が出てこ
なくて体が温まってきませんでした。　
　25ｋｍ地点でボランティア参加して
いた岡村さんから給水を受け取り、気
合を入れなおしました。

4 度目の愛媛マラソン
幹　事　後 藤  達 也　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

愛媛マラソンに参加して　平成 30 年 2 月 4 日（日）　

　しかし、その気合も 30ｋｍを過ぎると練習不足も
たたり足が痛み始めだんだんと、足が上がらなくな
ってきます。
　関門突破は常にギリギリの状態で今年はさすが
に完走は無理かなと頭をよぎります。

　痛みをこらえ、重たい足を何とか動
かし歩を進めます。
　ゴールも残り 1ｋｍを切ってスパート
をかけました。
するとゴール手前 50ｍあたりで伊藤
さんの背中が見えて一緒にゴールした
い！という気持ちから全力出し切って追
いつき二人で肩を組みゴールした時
は凄く感動しました。
　同タイムでゴールできたことは一生
忘れられないでしょう。
　青野さんは無念のリタイアとなりまし
たが来年私と一緒に完走してリベンジ
してくれると思います。
がんばれよ同級生！
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薬物乱用はダメ。ゼッタイ。
保健福祉委員会　近 藤  充 徳　　　　平成３０年 1月２８日（日）13:00 ～ 17:00　ウェルピア伊予　　
　　　　　　　　　　　　　　　        　

薬物乱用防止教育認定講師養成講座を受けて
親善ボウリング大会開催される

スポーツ部会　塩 見  秀 晴　　平成３０年２月１０日（土）　ナムコワンダーボウル西条　　　　　　　　　　　　
　　　　　　        　

２Ｒ－１Ｚ

　薬物乱用防止教育認定講師養
成講座がウェルピア伊予において
開催され、今年は受講者が多く１
０３名、講師６名、役員１０名、
計１１９名、中でも３～５名参加ク
ラブが１６クラブと盛り上がりのある

会となり、我がクラブからも中田君江
ライ
オンと小生の２名で受講しました。
●13:15　～「薬物乱用と心身への影
響」ＤＶＤ、万本盛三ライ

オン（医学博士）
による基礎講座
●14:00～ 専門講座１．「薬物犯罪の
現状」愛媛県警 川本広道氏
●14:45 ～ 専門講座２．「薬物乱用防
止教育の現状」県教育委員会 大野
小百合氏（防止教育は、県内公立
の中高等学校では１００％、小学校で
は７９.５％と全国平均より高い割合で実
施されている）
●15:15 ～ 専門講座３．「薬物乱用対
策の取り組みについて」県保健所  

中川ゆかり氏（予算の面で実施出来ない所があり
ご協力お願いします）
●15:45 ～ 実践講座「ライオンスクラブ国際協会に
おける薬物乱用防止活動について」認定講師 舘 
親光ライ

オン「薬物乱用防止教室」開催の事前打ち合
わせについての書類作成他

●17:00 閉会、認定証授与後解散
　私も今回で２度目の受講となりま
したが、前回よりも教材その他充
実していると思われました。
未受講の皆様の出席をお願い申し
上げます。
　後になりましたが、当日第２回献
血献眼運動に参加ご協力頂いたメ
ンバーの皆様、極寒の中ご苦労様
でした。　感謝！

　首記の大会が今年も２月１０日
（土）に西条ナムコワンダーボー
ルで開催されました。開始が午
前１０時１５分という早い時間帯
で調子の出なかった人もきっとい
たことでしょう。
　新居浜ＬＣの白石誠一ＺＣの
お考えか、団体戦は新しい発
想での計算方法を採用。

 自チーム男子の１位と５位、女子の上位二人の４
名の合計点で争うというものでした。
 これはやってみなければわからない全く予想がつき
ませんでした。
　その結果は新居浜ひうちＬＣが９３６点で優勝、２
位は９１１点で新居浜別子ＬＣ、３位９０８点で新居
浜ＬＣ、４位が８９９点で新居浜中央ＬＣでした。
　さて個人優勝は３２５点でわが新居浜ＬＣの高橋
在錫さんでした。昨年に引き続いての優勝は誠にご
立派です。
　本年は時間の関係からクラブ内での練習も出来ま

せんでした。全く一発勝負。
　しかも一ゲーム目は確か５フレまでスペアがとれず
苦しみましたがさすがです、その後何とか持ち直し
2 ゲーム目には完全に復活。２００点までいくのかと
期待させるほどでした。
　二年連続の個人優勝おめでとうございます。しか
し例年は１５ポンドのボールをバンバン投げ込んでい
ましたが今年は１４ポンドにしていたので｢あれっ｣と
少し心配しておりました。
　後で本人に聞いたところ指の合うのがなかったの
で仕方なくそうしたと言っておりました。そういうこと
なら一安心。
　来年もきっとがんばって優勝してくれることでしょ
う。お願いしますよ。
　他の参加者の成績は６位伊藤嘉秀、７位佐伯澄
男、８位高橋尚毅、９位村上博昭、１１位白石誠一、
１３位藤縄州二、１４位後藤達也、１５位塩見秀晴
（飛び賞）、２３位小野周平、２５位白石康代、２６
位金田智行、３４位石川美佐子さんでした。
参加頂いた１３名の皆さん大変お疲れ様でした。

●会長挨拶　佐伯澄男会長
●審議事項
１）新居浜ＬＣ寄贈街路樹撤去について
２） 第２回新会員オリエンテーション登録料について
　２月２４日（土）実施 4,000 円　1,000 円 / 人　　
３）第３回地区ガバナー諮問委員会ゾーンレベル会員委員会　登録料
　について３月２日（金）25,000 円  5,000 円 / 人

４）年末商戦資金獲得事業決算報告について
５）２月第一夜間合同例会予算案について
６）４月家族会予算案について
７）第３回愛リバー・愛ロード予算案について
　３月４日（日）早朝７:００より実施します。
８）新居浜市中学生英語スピーチコンテスト決算報告について
９）冬期ＹＣＥ派遣決算報告について
10）第２回献血・献眼決算報告について
11）委員会変更について　
　ＰＲ広報委員会
　　２月２２日（木）→２８日（水）例会終了後　ユアーズ
　　３月２２日（木）→２９日（木）18:30 ～ 事務局
●幹事報告
１）第２回献血・献眼奉仕活動
　１月２８日（日）10:00 ～イオンモール新居浜駐車場で実施されました。
　（献血者） 受付者 １８２名、採血者 １５７名、不採血者 ２５名、（献
　眼登録者） ２２ 名、（骨髄バンク登録者） １３名　
　（臓器提供意志カード配布数）２５０枚
　参加者　L佐伯澄男、L鈴木雅志、L伊藤龍一、L古川貴章、　
　L後藤達也、L福山宏、L青野泰介、L宇野博文、　L山下邦俊、
　L 石川 稔、L 金田智行、L 真鍋憲夫、L 石川敏則、L 村上博昭
　計１４名
２）薬物乱用防止教育認定講師養成講座受講が１月２８日（日） 　
　13:00 ～ ウェルピア伊予で行われ L 近藤充徳、L 中田君江さんが
　出席しました。
３）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 より西条市で行われ次期福山宏 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した。  
４）2018～ 2019 年度第２回キャビネット準備内局会議２月７日（水）　
　18:30 より西条市で行われ次期福山宏 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した。 
５）２Ｒ－１Ｚ親善ボウリング大会が２月１０日（土）10:15 スタート、ナム
　コワンダーボール西条で開催されました。
　参加者　L塩見秀晴、L佐伯澄男、L後藤達也、L高橋在錫、　
　L金田智行、L村上博昭、L藤縄洲二、L高橋尚毅、　L小野周平、
　L 白石誠一、L 伊藤嘉秀、LL 石川美砂子、事務局員白石康代、
　計１３名が参加しました。
６）冬期 YCE 派遣受入報告会　２月１１日（日）13:30 より徳島で開
　催されL伊藤嘉秀が出席しました。
７）2017～ 2018 年度ガバナーズ・アワード予備選考会が２月１６日（金）
　14:00よりKS会館で開催されます。伊藤嘉秀１ＺＣＡが出席します。
８）会長国際アクティビティが２月１６日（金）～１９日（月）フィリピン共
　和国ダバオ市で行います。
　L 佐伯澄男、L 鈴木雅志、L 伊藤龍一、L 後藤達也、L 福山宏、
　L青野泰介、L大竹崇夫、L岡田賢治、L岡村真里哉、L白石誠一、
　L村上博昭、事務局員白石康代さん、計１２名がします。
９）第２回新会員オリエンテーションが２月２４日（土）14:45よりKS 会
　館で開催され L 中田君江、L 徳村明、L 小野周平、引率者 L 真
　木泰彦会員理事が出席します。
10）第３回リジョン会議　２月２４日（土）14:15 よりKS 会館で開催さ
　れ白石誠一１ＺＣ、伊藤嘉秀１ＺＣＡが出席します。
11）高柳公園看板修繕について　土地改良区が修理します。
●委員会報告
　計画財務委員会　４月家族会遠征について
　保健福祉委員会　第２回献血・献眼登録について
　　　　　　　　

　今年もエントリー抽選が当たり、
これで４年連続の挑戦となった愛媛
マラソン。
　伊藤龍一さん、青野泰介さんと
共に参加しました。
　当日は天気は良か

ったのですが、気温が非常に低くラン
ナーにはあまり良くないコンディションで
のスタートとなりました。
　スタート直後に寒さもあってトイレに
行きたくなったのですが、２０基ほど設
置してある簡易トイレがすごい行列で
２０分ほど時間をロスしてしまいました。
　改めてスタートして走り出したのです
が 10 ㎞、15ｋｍと走っても汗が出てこ
なくて体が温まってきませんでした。　
　25ｋｍ地点でボランティア参加して
いた岡村さんから給水を受け取り、気
合を入れなおしました。

4 度目の愛媛マラソン
幹　事　後 藤  達 也　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

愛媛マラソンに参加して　平成 30 年 2 月 4 日（日）　

　しかし、その気合も 30ｋｍを過ぎると練習不足も
たたり足が痛み始めだんだんと、足が上がらなくな
ってきます。
　関門突破は常にギリギリの状態で今年はさすが
に完走は無理かなと頭をよぎります。

　痛みをこらえ、重たい足を何とか動
かし歩を進めます。
　ゴールも残り 1ｋｍを切ってスパート
をかけました。
するとゴール手前 50ｍあたりで伊藤
さんの背中が見えて一緒にゴールした
い！という気持ちから全力出し切って追
いつき二人で肩を組みゴールした時
は凄く感動しました。
　同タイムでゴールできたことは一生
忘れられないでしょう。
　青野さんは無念のリタイアとなりまし
たが来年私と一緒に完走してリベンジ
してくれると思います。
がんばれよ同級生！
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献血・献眼登録奉仕活動を行って
保健福祉委員長　真 鍋  憲 夫　　平成３０年 1月２８日（日）　10:00 ～　イオンモール新居浜駐車場 　
　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

第２回

　前回は、残暑厳しい９月１０日
（日）に実施されました。４か月経
った今回は打って変わって真冬の
大寒となりました。時折小雪のちら
つく真冬日となり心配しました。
　前回同様、商工会館前に９時
に集合し倉庫から備品を取り出し、

イオンモールの会場で準備をしました。野外だと体
が冷えて体調不良を訴える方も多く、テントの囲い
をより厳重にしてなるべく隙間風が入らないように設
定されていました。石油ストーブも準備して防寒対
策に努めました。幸いにも風が強く吹くことがなかっ
たので助かりました。
　我がクラブの謝礼の景品が素晴らしいのか、来
場者の方にも好意を持って参加して下さっているよ
うで皆様にも好評のようでした。ちなみに前回はウ
ェットティッシュで今回は、貼るホッカイロと豆菓子で
した。
　献眼登録も前回程多数ではありませんでしたが、
２２名とまずまずの成果を収めることが出来ほっとし
ました。
　今回はいつも中心で活動されいる近藤充徳さん、
田中君江さん両氏が「薬物乱用防止教育認定講
師養成講座」に参加されましたので、その分他の
メンバーがより活躍して下さいました。

結果は
　献血受付　１８２名、　４００ml 献血 １５７名
　不採血　  　２５名、　献眼登録者　 ２２名
　骨髄バンク登録者　１３名
と素晴らしい成果を
上げることが出来ま
した。
　本当に多数のメン
バーの皆様のご参
加、感謝申し上げま
す。
　次回もどうぞよろ
しくお願い致します。

●会長挨拶　佐伯澄男会長
●審議事項
１）新居浜ＬＣ寄贈街路樹撤去について
２） 第２回新会員オリエンテーション登録料について
　２月２４日（土）実施 4,000 円　1,000 円 / 人　　
３）第３回地区ガバナー諮問委員会ゾーンレベル会員委員会　登録料
　について３月２日（金）25,000 円  5,000 円 / 人

４）年末商戦資金獲得事業決算報告について
５）２月第一夜間合同例会予算案について
６）４月家族会予算案について
７）第３回愛リバー・愛ロード予算案について
　３月４日（日）早朝７:００より実施します。
８）新居浜市中学生英語スピーチコンテスト決算報告について
９）冬期ＹＣＥ派遣決算報告について
10）第２回献血・献眼決算報告について
11）委員会変更について　
　ＰＲ広報委員会
　　２月２２日（木）→２８日（水）例会終了後　ユアーズ
　　３月２２日（木）→２９日（木）18:30 ～ 事務局
●幹事報告
１）第２回献血・献眼奉仕活動
　１月２８日（日）10:00 ～イオンモール新居浜駐車場で実施されました。
　（献血者） 受付者 １８２名、採血者 １５７名、不採血者 ２５名、（献
　眼登録者） ２２ 名、（骨髄バンク登録者） １３名　
　（臓器提供意志カード配布数）２５０枚
　参加者　L佐伯澄男、L鈴木雅志、L伊藤龍一、L古川貴章、　
　L後藤達也、L福山宏、L青野泰介、L宇野博文、　L山下邦俊、
　L 石川 稔、L 金田智行、L 真鍋憲夫、L 石川敏則、L 村上博昭
　計１４名
２）薬物乱用防止教育認定講師養成講座受講が１月２８日（日） 　
　13:00 ～ ウェルピア伊予で行われ L 近藤充徳、L 中田君江さんが
　出席しました。
３）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 より西条市で行われ次期福山宏 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した。  
４）2018～ 2019 年度第２回キャビネット準備内局会議２月７日（水）　
　18:30 より西条市で行われ次期福山宏 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した。 
５）２Ｒ－１Ｚ親善ボウリング大会が２月１０日（土）10:15 スタート、ナム
　コワンダーボール西条で開催されました。
　参加者　L塩見秀晴、L佐伯澄男、L後藤達也、L高橋在錫、　
　L金田智行、L村上博昭、L藤縄洲二、L高橋尚毅、　L小野周平、
　L 白石誠一、L 伊藤嘉秀、LL 石川美砂子、事務局員白石康代、
　計１３名が参加しました。
６）冬期 YCE 派遣受入報告会　２月１１日（日）13:30 より徳島で開
　催されL伊藤嘉秀が出席しました。
７）2017～ 2018 年度ガバナーズ・アワード予備選考会が２月１６日（金）
　14:00よりKS会館で開催されます。伊藤嘉秀１ＺＣＡが出席します。
８）会長国際アクティビティが２月１６日（金）～１９日（月）フィリピン共
　和国ダバオ市で行います。
　L 佐伯澄男、L 鈴木雅志、L 伊藤龍一、L 後藤達也、L 福山宏、
　L青野泰介、L大竹崇夫、L岡田賢治、L岡村真里哉、L白石誠一、
　L村上博昭、事務局員白石康代さん、計１２名がします。
９）第２回新会員オリエンテーションが２月２４日（土）14:45よりKS 会
　館で開催され L 中田君江、L 徳村明、L 小野周平、引率者 L 真
　木泰彦会員理事が出席します。
10）第３回リジョン会議　２月２４日（土）14:15 よりKS 会館で開催さ
　れ白石誠一１ＺＣ、伊藤嘉秀１ＺＣＡが出席します。
11）高柳公園看板修繕について　土地改良区が修理します。
●委員会報告
　計画財務委員会　４月家族会遠征について
　保健福祉委員会　第２回献血・献眼登録について
　　　　　　　　

　42.195㌔を走る。
そんなことはちょっと考えられないの
です。今でも。
　しかしそんなことは関係なく号砲
は鳴り響きました。もちろん、僕の
いる『H ブロック』までは聞こえま

せんけれど…。
　気温は２度、寒すぎます。それでも号砲から 10
分ほど経過したとき、ついに僕たちも動き出したの
です。もう、逃げも隠れもできません。ひたすらに
脚を動かす時が来ました。
　前のブロックには後藤達也君、後ろのブロックに
は伊藤龍一君がいます。
　彼らの健闘を祈りながら昨夜の宴会を思い出しま
す。『ハイボール、何杯飲んだかなあ。』
そんなことを考えていたらスタートから２キロほど進
んだところで、伊藤龍一君が僕を抜いていくのが見
えました。『龍ちゃん！』声をかけると振り向きます。
　僕は精いっぱいの笑顔で言いました、「行ってら
っしゃい！」
次に会いたいのは折り返し地点で待ってくれている
心の恋人岡村真理哉さんです。もちろん、会いに
行くつもりでした。
あの、係員さんの旗の誘導までは。。。。
　市民の皆さんや各団体の皆さん、中学生、高校
生等々すべてがこの『愛媛マラソン』を応援してい
る。盛り上げる役割を果たそうとしている。
　その気持ちをスタート地点はもちろん、沿道から
も、関係ないお店からも感じることができました。心
からありがたく感じると同時に羨ましくもありました。
　流石は全国に名高いマラソン大会。毎年毎年少
しずつ成長し、前向きに進んできたのでしょう。今

思い出しただけでも涙が出そうです。
　さて、係員さんが誘導してくれた先には何故かバ
スが。『ん？』不思議に思っている僕のゼッケンから
係の人が計測用チップを外します。
　僕の RUN は終了しました。スタートから２時間４
５分後の出来事でした。
しかし、僕の愛媛マラソンはまだ終わっていません
でした。バスで会場に戻った僕は、時間がたっぷり
あるために色々な『お接待』を堪能しました。
　温かなスープ、美味しいおにぎり、染み入る芋
炊き、みかん、お茶、サロンパス、足湯、生姜湯
などなど、４時間以内で走ったランナーたちが楽し
むお接待を楽しめたのです。
　もちろん、岡村さんにはメールしました。『今日は
逢えない』そして、ゴール地点で後藤、伊藤両氏
を待ちます。時計とにらめっこしながら。
　締め切り時間まであと５分を切ったところで、二
人の姿を見つけました。
僕の愛媛マラソンがやっと終わりました。
また、ハイボールを飲みに来よう。
　猫ひろし氏の好感度は爆発的に上がったはず。

愛媛マラソンは素晴らしい！
テール・ツイスター　青 野  泰 介　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

愛媛マラソンに参加して　平成 30 年 2 月 4 日（日）　



第 137８回　２月第二例会
2月 28日（水）12 : 15～ ユアーズ

■開会ゴング・開会宣言   新居浜ＬＣ会長　佐伯 澄男
■国旗に敬礼
■国歌並びにライオンズヒムの歌斉唱
■ライオンズの誓い唱和　新居浜中央ＬＣ会長　千葉 英明
■来賓紹介                         　　　 
　336-Ａ地区 ２Ｒ-１Ｚ・ＺＣ　白石 誠一 様
　336-Ａ地区 ２Ｒ-GMT･GLT･FWT･会則委員 若狭 努 様
■ホストクラブ会長挨拶 新居浜ＬＣ会長　佐伯 澄男

■来賓挨拶　
　336-Ａ地区 ２Ｒ-１Ｚ・ＺＣ　白石 誠一 様
　336-Ａ地区 ２Ｒ-GMT･GLT･FWT･会則委員 若狭 努 様
■岡部歩乃佳さん活動報告・御礼　　　　　　　　
■新居浜中央ＬＣ結成４０周年記念式典のご案内
　　大会委員長　河端 寛 様
■幹事報告
　新居浜中央ＬＣ幹事 　青木 文雄
　新居浜別子ＬＣ幹事 　武田 軍司
　新居浜ひうちＬＣ会計　伊藤 健二
　新居浜ＬＣ幹事　　 　後藤 達也
■審議事項
１）新居浜ＬＣ寄贈街路樹撤去について
２） 第２回新会員オリエンテーション登録料について
　　２月２４日（土）実施 4,000 円　1,000 円 / 人　　
３）第３回地区ガバナー諮問委員会ゾーンレベル会員委員会　　登録
料について ３月２日（金）25,000 円　5,000 円 / 人
４）年末商戦資金獲得事業決算報告について
５）２月第一夜間合同例会予算案について
６）４月家族会予算案について
７）第３回愛リバー・愛ロード予算案について
　　３月４日（日）早朝 7:00より実施します。

 　２月４日（日）第５６回愛媛マラ
ソンに青野さん、後藤さんと私の３
人で参加しました。
　学生の頃より運動部には所属し
ていましたが、走るとか筋トレとか
の練習が大嫌い。

　サボってばかりでまともに練習などしなかった私で
したが、今回思うところがありまして４７歳を迎える
年に初マラソンにチャレンジしました。
　９月に当選が決ったものの中々練習に重い腰が上
がらずにいましたが、１１月に入りようやく走り始めま
した。
　とはいえ最初のほうはたった１キロ、２キロ。　
走っても肺と心臓が破けそうなくらい苦しい状態で、
これではとても42.195 キロなんてとてもじゃない。
　また日増しに寒くなるこの季節、練習に出るのが
辛くて仕方ありませんでした。しかし自分でエントリ
ーすると決めて始めたのだから、せめて完走だけ
はできるように頑張ろうと１か月１００キロの練習を目
標に走り込みました。
　満を持して迎えた当日。
前夜には松山にて３人でささやかな恒例の決起集
会を開きレースに臨みました。
　いよいよスタート ! 私は、未経験者ということもあ
りまして先頭より１５分遅れの最後尾でスタートでし
たが、序盤は快調にいつもの自分のペースで走り
だしました。
　しかしこの日は何かが違いました。練習では１０
キロ１５キロ普通に走れるようになっていましたが、
この日は２０キロ過ぎたころから足が攣りそうな感じ
になりだし、走り方がおかしくなると足の裏に豆もで
きて最悪のコンディションに陥りました。
　タイムも気になりましたがやむを得ず給水所の救
護ブースで足の治療をしてもらいなんとかレースを

続行する事が出来ました。
　しかし、歩くことも多くなりペースは落ちる一方で
した。それどころか３５キロ頃からレースの終了の目
安となる６時間のペースランナーに追いつかれる始
末。あと７キロもある・・・。
　もうダメかも諦めよう・・・。と何度も思いましたが、
寒い中沿道に来てくれた家族や知人の応援、そし
て一番は自分で決めたのだからやり抜こう! と思い、
最後まで足を止めずに走り切りました。
ゴール直前で後藤さんと一緒になり二人で手を繋ぎ
ゴールした瞬間は、何物にも代えがたい達成感に
満ち溢れました。
　フルマラソンという孤独なレースに挑戦して、マラ
ソンの奥深さを少しだけですが垣間見ることができ、
色々な事を考えるきっかけとなった貴重な経験となり
ました。
 

奇跡！？ ５：５６′３７″同着完走ＧＯＡＬ！！　
第 1副会長　伊 藤  龍 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

愛媛マラソンに参加して　平成 30 年 2 月 4 日（日）　８）新居浜市中学生英語スピーチコンテスト決算報告について
９）冬期ＹＣＥ派遣決算報告について
10）第２回献血・献眼決算報告について
11）委員会変更について　
　ＰＲ広報委員会
　　　２月２２日（木）→２８日（水）例会終了後　ユアーズ
　　　３月２２日（木）→２９日（木）18:30 ～   事務局
■幹事報告
１）第２回献血・献眼奉仕活動
　　１月２８日（日）10:00 ～イオンモール新居浜駐車場で実施されま
　　した。
　　（献血者） 受付者 １８２名、採血者 １５７名、不採血者 ２５名、
　　（献眼登録者） ２２ 名、（骨髄バンク登録者） １３名
　　（臓器提供意志カード配布数）２５０枚
　参加者　L佐伯澄男、L鈴木雅志、L伊藤龍一、L古川　貴章、
　L後藤達也、L福山宏、L青野泰介、L宇野博文、　L山下邦俊、
　L 石川稔、L 金田智行、L 真鍋憲夫、L 石川敏則、L 村上博昭、
　計 １４名
２）薬物乱用防止教育認定講師養成講座受講が
　１月２８日（日）13:00 ～  ウェルピア伊予で行われ L 近藤充徳、L
　中田君江さんが出席しました。
３）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 より西条市で行われ次期福山宏 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した。  
４）2018～ 2019 年度第２回キャビネット準備内局会議が２月７日（水）
　18:30 より西条市で行われ次期福山宏 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した。 
５）２Ｒ－１Ｚ親善ボウリング大会が２月１０日（土）10:15 スタート、ナム
　コワンダーボール西条で開催されました。
　参加者　L塩見秀晴、L佐伯澄男、L後藤達也、L高橋在錫、　
　L金田智行、L村上博昭、L藤縄洲二、L高橋尚毅、L小野周平、
　L白石誠一、L伊藤嘉秀、LL石川美砂子、事務局員白石康代さん、
　計１３名が参加しました。
６）冬期 YCE 派遣受入報告会　２月１１日（日）13:30 より徳島で開
　催されL伊藤嘉秀が出席しました。
７）2017～ 2018 年度ガバナーズ・アワード予備選考会が２月１６日（金）
　14:00より四国中央市KS 会館で開催されます。伊藤嘉秀１ＺＣＡが
　出席します。
８）会長国際アクティビティが２月１６日（金）～１９日（月）フィリピン共
　和国ダバオ市で行います。L佐伯澄男、L鈴木雅志、　L伊藤龍一、
　L 後藤達也、L 福山宏、L 青野泰介、L 大竹崇夫、L 岡田賢治、
　L岡村真里哉、L白石誠一、L村上博昭、事務局員白石康代さん、
　計１２名が参加します。
９）第２回新会員オリエンテーションが２月２４日（土）14:45よりKS 会
　館で開催されL中田君江、L徳村明、L小野周平、　引率者 L真
　木泰彦会員理事が出席します。
10）第３回リジョン会議　２月２４日（土）14:15 よりKS 会館で開催さ
　れ白石誠一１ＺＣ、伊藤嘉秀１ＺＣＡが出席します。
11）高柳公園看板修繕について、土地改良区が修理します。
■出席報告
　会員数５５名、出席者数５５名、出席率１００％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　92,000 円
■ライオンズ・ローア
　 新居浜別子ＬＣ会長　越智 義之
■閉会ゴング
　 新居浜ひうちＬＣ会長　塩崎　卓
■４クラブ合同懇親会 ２月  理事・委員長会

2月 13日（月）18:30～ 商工会館3F研修室

●会長挨拶　佐伯澄男会長
●審議事項
１）新居浜ＬＣ寄贈街路樹撤去について
２） 第２回新会員オリエンテーション登録料について
　２月２４日（土）実施 4,000 円　1,000 円 / 人　　
３）第３回地区ガバナー諮問委員会ゾーンレベル会員委員会　登録料
　について３月２日（金）25,000 円  5,000 円 / 人

４）年末商戦資金獲得事業決算報告について
５）２月第一夜間合同例会予算案について
６）４月家族会予算案について
７）第３回愛リバー・愛ロード予算案について
　３月４日（日）早朝７:００より実施します。
８）新居浜市中学生英語スピーチコンテスト決算報告について
９）冬期ＹＣＥ派遣決算報告について
10）第２回献血・献眼決算報告について
11）委員会変更について　
　ＰＲ広報委員会
　　２月２２日（木）→２８日（水）例会終了後　ユアーズ
　　３月２２日（木）→２９日（木）18:30 ～ 事務局
●幹事報告
１）第２回献血・献眼奉仕活動
　１月２８日（日）10:00～イオンモール新居浜駐車場で実施されました。
　（献血者） 受付者 １８２名、採血者 １５７名、不採血者 ２５名、（献
　眼登録者） ２２ 名、（骨髄バンク登録者） １３名　
　（臓器提供意志カード配布数）２５０枚
　参加者　L佐伯澄男、L鈴木雅志、L伊藤龍一、L古川貴章、　
　L後藤達也、L福山宏、L青野泰介、L宇野博文、　L山下邦俊、
　L 石川 稔、L 金田智行、L 真鍋憲夫、L 石川敏則、L 村上博昭
　計１４名
２）薬物乱用防止教育認定講師養成講座受講が１月２８日（日） 　
　13:00 ～ ウェルピア伊予で行われ L 近藤充徳、L 中田君江さんが
　出席しました。
３）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 より西条市で行われ次期福山宏 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した。  
４）2018～ 2019 年度第２回キャビネット準備内局会議２月７日（水）　
　18:30 より西条市で行われ次期福山宏 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した。 
５）２Ｒ－１Ｚ親善ボウリング大会が２月１０日（土）10:15 スタート、ナム
　コワンダーボール西条で開催されました。
　参加者　L塩見秀晴、L佐伯澄男、L後藤達也、L高橋在錫、　
　L金田智行、L村上博昭、L藤縄洲二、L高橋尚毅、　L小野周平、
　L 白石誠一、L 伊藤嘉秀、LL 石川美砂子、事務局員白石康代、
　計１３名が参加しました。
６）冬期 YCE 派遣受入報告会　２月１１日（日）13:30 より徳島で開
　催されL伊藤嘉秀が出席しました。
７）2017～ 2018 年度ガバナーズ・アワード予備選考会が２月１６日（金）
　14:00よりKS会館で開催されます。伊藤嘉秀１ＺＣＡが出席します。
８）会長国際アクティビティが２月１６日（金）～１９日（月）フィリピン共
　和国ダバオ市で行います。
　L 佐伯澄男、L 鈴木雅志、L 伊藤龍一、L 後藤達也、L 福山宏、
　L青野泰介、L大竹崇夫、L岡田賢治、L岡村真里哉、L白石誠一、
　L村上博昭、事務局員白石康代さん、計１２名がします。
９）第２回新会員オリエンテーションが２月２４日（土）14:45よりKS 会
　館で開催され L 中田君江、L 徳村明、L 小野周平、引率者 L 真
　木泰彦会員理事が出席します。
10）第３回リジョン会議　２月２４日（土）14:15 よりKS 会館で開催さ
　れ白石誠一１ＺＣ、伊藤嘉秀１ＺＣＡが出席します。
11）高柳公園看板修繕について　土地改良区が修理します。
●委員会報告
　計画財務委員会　４月家族会遠征について
　保健福祉委員会　第２回献血・献眼登録について
　　　　　　　　

■ライオンズの誓い唱和　天野 淳ライ
オン

■来訪者紹介　鈴木雅志直前会長
　YCE冬季イタリア派遣生　青野桜子さん
■審議事項　なし

■会長挨拶　佐伯澄男会長
■幹事報告
１）2017 ～ 2018 年度ガバナーズ・アワード予備選考会が 2 月　
　16 日（金）14:00 ～ KS 会館で開催され、伊藤嘉秀 2R-1ZCA
　が出席しました。
２）会長国際アクティビティが 2 月 16 日（金）～ 19 日（月）　
　フィリピン共和国ダバオ市で開催されました。参加者、佐伯
　澄男会長、鈴木雅志直前会長、後藤達也幹事、福山　宏会計、
　青野泰介ライ

オン、大竹崇夫ライ
オン、岡田賢治ライ

オン、岡村真里哉ライ
オン、白石

　誠一ライ
オン、村上博昭ライ

オン、事務局員白石康代さん、計 11 名が参加
　しました。
３）2018 ～ 2019 年度第 3 回キャビネット準備内局会議が 2 月　
　21 日（水）18:30 ～西条市で催され次期、福山　宏 MC･ライ
　オンズ情報･地区誌･写真大会参加委員が出席しました。
４）第 2 回新会員オリエンテーションが 2 月 24 日（土）14:45
　～ KS会館で開催されました。徳村 明ライ

オン、小野周平ライ
オン、引率者、

　真木泰彦会員理事が出席しました。
５）第３回リジョン会議が２月 24 日（土）14:15 ～ KS 会館で
　開かれ、2R-1ZC 白石誠一ライ

オンが出席しました。
６）岡部歩乃佳後援会第１回理事会が２月 27 日（火）18:30 ～
　ユアーズ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）が参加されました。
7）第 3 回地区ガバナー諮問委員会、ゾーンレベル会員委員会が
　3 月 2 日（金）19:00 ～ユアーズで開かれ、佐伯澄男会長、後
　藤達也幹事、伊藤龍一第 1 副会長、古川貴章第 2 副会長、大
　竹崇夫会員副委員長が出席します。
8）第 3 回愛リバー・愛ロード清掃奉仕が 3 月 4 日（日）7:00 ～
　商工会館周辺で行われます。
9）平成 30 年新居浜市消防観閲式が 3 月 4 日（日）9:00 より山
　根市民グランドで開催されます。佐伯澄男会長が参加します。
10）2R合同アクティビティ遍路道清掃活動説明会が 3月 5日（月）
　18:30 ～新居浜 LC事務局で開催します。
　白石誠一 2R-1ZC、天野淳環境保全委員長が出席します。
11）2018 ～ 2019 年度第 3 回キャビネット準備内局会議が 3 月 7
　日（水）18:30 ～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･写真大会参加委員が出席します。
12）高知りょうま LC 結成 20 周年記念ゴルフ 3 月 7 日（水）高
　知黒潮カントリークラブで開催されます。佐伯澄男会長、後
　藤達也幹事、金田智行ライオン、岡村真里哉ライオンが出席
　します。
　記念式典は 3 月 11 日（日）15:00 ～ザクラウンパレス新阪急
　高知で開催します。佐伯澄男会長、後藤達也幹事、鈴木雅志
　直前会長、伊藤龍一第 1 副会長、岡田賢治ライオン、能瀬伸
　一ライオン、岡村真里哉ライオンが参加します。
13）岡部歩乃佳後援会通常総会並びに基調講演が 3月 10 日（土）
　18:30 ～ユアーズで開催されます。
■委員会報告
　計画財務委員会　家族会申請について
　環境保全委員会　愛リバー・愛ロード清掃奉仕について
■出席報告
　会員数 55 名、出席 46 名、欠席 9名、出席率 83.6％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　86,000 円
■ライオンス･ローア
　小野周平ライ

オン
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■ 趣味の時間 ■乳頭温泉と蔵王・山形への旅
計画財務委員会　伊 藤  嘉 秀　　　平成３０年 1月１９日～２１日（日）　　　　　　　　　　　　　　　
　　　        　

♨

くらげの会  

♨

　１月１９日から２１日にかけて２泊３
日で、毎年恒例となっているくらげ
の会の旅行に行って参りました。
　メンバーは、土岐計一会長を中
心とする酒豪１１名です。
　１９日は、朝５時２０分に商工会

館に集合し、松山空港から伊丹空港経由で仙台空
港へ向かいます。
　ところが伊丹空港は、経由の計画でしたが、乗
り換えに１時間の待ち時間があると、早速宴会が始
まりました。
　空港通路の真ん中にある喫茶カウンターに１０人
が並び、他のお客さんはモーニングセットを注文す
るところ、私たち酒豪はビールセットから入ります。
　２杯目はビールの方もいれば、ハイボールを頼み、
ハイボールの味が薄いと濃いめは出来ないかと３杯
目。朝の９時に我儘な客に居座られ、お店のお嬢
さんも呆れ顔です。
　流石に飛行機内では静かに眠りについた酒豪一
行は、仙台空港に就くや昼食の話題になります。
牛タンにするか、東北の海鮮にするか、牛タンは最
終日に予定しているからお寿司にしよう。「龍ちゃん
（伊藤龍一さん）ええ店知っとるで、スマホで見つ
けといてよ。」飲む食うの話はしても、作業は人任せ。
　龍一さんは、責任重大です。しかし良い店を発
見、仙台駅地下にある寿司店を予約してくれました。
　仙台駅では、昨年まで会員であった檜垣孝志さ
んが東京から合流、予定の１１人になって賑やかさ
も倍増。寿司店では、ビールで乾杯するもたちまち
地酒をご所望。
　一種類目の酒は辛口でうまい。ニ種類目は、お
店のお姉さんのお勧め、これも美味い。３種類目へ
行く前に、一種類目のほうが良かったかもで三杯目。
ええい一番高い酒もやっとくかで四杯目。

　途中、チェイサー代わりにビールも、ハイボールも
やってしまえ。
　まだ出発して８時間ほどで、この有様。
　旅は続き電車とバスを乗り継いで田沢湖近くの乳
頭温泉へ。乳白色のいい湯でした。は、一時の話
で晩飯は寒いから熱燗がええのと朝から同じペース
で初日は終わり、２日目は、山形へ移動、昼食は車
中で駅弁をつまみに大宴会、他のお客さんのことな
んか知りません。
　目的地、蔵王ロープウェイで頂上近くへ着くも大
吹雪で外に出たのは５秒程。夕食に３人のコンパニ
オンは、酒の注文役で大忙し。
　３日目予定されていた昼食の牛タン店へまっしぐ
ら、飲むも食うも人生最後の食事かと思うほど、あ
れもこれもやってしまえ。
　酒豪一行の東北荒らしの旅は、終わりに近づくの
です。松山空港に着いた一行は、何もなかったよう
に、出張でも行っていたかの顔で無事新居浜へ帰
ってくるのでした。
　買い出し担当の龍一さん、会計の永易さん、引
率者、土岐会長お疲れ様でした。次回を楽しみに
致します。合掌

　今回は石の取り方と言うことでし
たが、その前に地（じ）の囲い方
を説明したいと思います。
　前回説明したように、碁盤は
19×19 の 361 目（19 路盤）あり
ますが、勝負を早くするために
13×13 の 13 路盤と、9×9 の 9 路

盤もあります。今回はこの 9 路盤で説明したいと思
います。
　図 1 のようにお互いこのように打っていったとしま
す、白 18 で勝負が終わると白の地は 4×9 の 36 目、
黒の地は 3×9 の 27 目となり白の 9 目勝となります。
　と言うことで図 2 のように黒 9 手目に 1 つ前へ打
ってきました、白がそのまま受けていくと白の地は
31 目、対する黒の地は 32 目となり黒が 1 目勝つこ
とになりました。
　このようにいろいろ考えて地が多く取れるよう打っ
ていくのです。
　次に石の効率について説明します。
図３のように１目取るのに（囲うと取れます）盤の中

央では４手掛かりますが辺では３手で取ることができ
ます。
　隅では２手で取れます。このように隅が１番効率
が良いのがわかると思います。
　皆隅の方から打ち始めるのはこの様なことからで
す。では石はどのようにしたら取ることが出来るの
かと言いますと図４のように周り
を囲うと取れます。
　このとき斜め方向は石が無く
ても大丈夫です。
従って黒は図５の状態の時
（次に取れる状態のときをアタリ
と言います）図６のように黒１と
逃げて行くと手数が伸びて取ら
れなくなります。
　このようにして石を取りに行っ
たり、逃げたりしながら自分の
陣地を広げていくのです。
次回は石の生死とルールです。

第 1377 回　2 月第一例会
2月 14日（水）18 :00～ ユアーズ
2R -1Z４クラブ合同夜間例会

■開会ゴング・開会宣言   新居浜ＬＣ会長　佐伯 澄男
■国旗に敬礼
■国歌並びにライオンズヒムの歌斉唱
■ライオンズの誓い唱和　新居浜中央ＬＣ会長　千葉 英明
■来賓紹介                         　　　 
　336-Ａ地区 ２Ｒ-１Ｚ・ＺＣ　白石 誠一 様
　336-Ａ地区 ２Ｒ-GMT･GLT･FWT･会則委員 若狭 努 様
■ホストクラブ会長挨拶 新居浜ＬＣ会長　佐伯 澄男

■来賓挨拶　
　336-Ａ地区 ２Ｒ-１Ｚ・ＺＣ　白石 誠一 様
　336-Ａ地区 ２Ｒ-GMT･GLT･FWT･会則委員 若狭 努 様
■岡部歩乃佳さん活動報告・御礼　　　　　　　　
■新居浜中央ＬＣ結成４０周年記念式典のご案内
　　大会委員長　河端 寛 様
■幹事報告
　新居浜中央ＬＣ幹事 　青木 文雄
　新居浜別子ＬＣ幹事 　武田 軍司
　新居浜ひうちＬＣ会計　伊藤 健二
　新居浜ＬＣ幹事　　 　後藤 達也
■審議事項
１）新居浜ＬＣ寄贈街路樹撤去について
２） 第２回新会員オリエンテーション登録料について
　　２月２４日（土）実施 4,000 円　1,000 円 / 人　　
３）第３回地区ガバナー諮問委員会ゾーンレベル会員委員会　　登録
料について ３月２日（金）25,000 円　5,000 円 / 人
４）年末商戦資金獲得事業決算報告について
５）２月第一夜間合同例会予算案について
６）４月家族会予算案について
７）第３回愛リバー・愛ロード予算案について
　　３月４日（日）早朝 7:00より実施します。

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

８）新居浜市中学生英語スピーチコンテスト決算報告について
９）冬期ＹＣＥ派遣決算報告について
10）第２回献血・献眼決算報告について
11）委員会変更について　
　ＰＲ広報委員会
　　　２月２２日（木）→２８日（水）例会終了後　ユアーズ
　　　３月２２日（木）→２９日（木）18:30 ～   事務局
■幹事報告
１）第２回献血・献眼奉仕活動
　　１月２８日（日）10:00 ～イオンモール新居浜駐車場で実施されま
　　した。
　　（献血者） 受付者 １８２名、採血者 １５７名、不採血者 ２５名、
　　（献眼登録者） ２２ 名、（骨髄バンク登録者） １３名
　　（臓器提供意志カード配布数）２５０枚
　参加者　L佐伯澄男、L鈴木雅志、L伊藤龍一、L古川　貴章、
　L後藤達也、L福山宏、L青野泰介、L宇野博文、　L山下邦俊、
　L 石川稔、L 金田智行、L 真鍋憲夫、L 石川敏則、L 村上博昭、
　計 １４名
２）薬物乱用防止教育認定講師養成講座受講が
　１月２８日（日）13:00 ～  ウェルピア伊予で行われ L 近藤充徳、L
　中田君江さんが出席しました。
３）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 より西条市で行われ次期福山宏 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した。  
４）2018～ 2019 年度第２回キャビネット準備内局会議が２月７日（水）
　18:30 より西条市で行われ次期福山宏 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した。 
５）２Ｒ－１Ｚ親善ボウリング大会が２月１０日（土）10:15 スタート、ナム
　コワンダーボール西条で開催されました。
　参加者　L塩見秀晴、L佐伯澄男、L後藤達也、L高橋在錫、　
　L金田智行、L村上博昭、L藤縄洲二、L高橋尚毅、L小野周平、
　L白石誠一、L伊藤嘉秀、LL石川美砂子、事務局員白石康代さん、
　計１３名が参加しました。
６）冬期 YCE 派遣受入報告会　２月１１日（日）13:30 より徳島で開
　催されL伊藤嘉秀が出席しました。
７）2017～ 2018 年度ガバナーズ・アワード予備選考会が２月１６日（金）
　14:00より四国中央市KS 会館で開催されます。伊藤嘉秀１ＺＣＡが
　出席します。
８）会長国際アクティビティが２月１６日（金）～１９日（月）フィリピン共
　和国ダバオ市で行います。L佐伯澄男、L鈴木雅志、　L伊藤龍一、
　L 後藤達也、L 福山宏、L 青野泰介、L 大竹崇夫、L 岡田賢治、
　L岡村真里哉、L白石誠一、L村上博昭、事務局員白石康代さん、
　計１２名が参加します。
９）第２回新会員オリエンテーションが２月２４日（土）14:45よりKS 会
　館で開催されL中田君江、L徳村明、L小野周平、　引率者 L真
　木泰彦会員理事が出席します。
10）第３回リジョン会議　２月２４日（土）14:15 よりKS 会館で開催さ
　れ白石誠一１ＺＣ、伊藤嘉秀１ＺＣＡが出席します。
11）高柳公園看板修繕について、土地改良区が修理します。
■出席報告
　会員数５５名、出席者数５５名、出席率１００％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　92,000 円
■ライオンズ・ローア
　 新居浜別子ＬＣ会長　越智 義之
■閉会ゴング
　 新居浜ひうちＬＣ会長　塩崎　卓
■４クラブ合同懇親会
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■ 趣味の時間 ■乳頭温泉と蔵王・山形への旅
計画財務委員会　伊 藤  嘉 秀　　　平成３０年 1月１９日～２１日（日）　　　　　　　　　　　　　　　
　　　        　

♨

くらげの会  

♨

　１月１９日から２１日にかけて２泊３
日で、毎年恒例となっているくらげ
の会の旅行に行って参りました。
　メンバーは、土岐計一会長を中
心とする酒豪１１名です。
　１９日は、朝５時２０分に商工会

館に集合し、松山空港から伊丹空港経由で仙台空
港へ向かいます。
　ところが伊丹空港は、経由の計画でしたが、乗
り換えに１時間の待ち時間があると、早速宴会が始
まりました。
　空港通路の真ん中にある喫茶カウンターに１０人
が並び、他のお客さんはモーニングセットを注文す
るところ、私たち酒豪はビールセットから入ります。
　２杯目はビールの方もいれば、ハイボールを頼み、
ハイボールの味が薄いと濃いめは出来ないかと３杯
目。朝の９時に我儘な客に居座られ、お店のお嬢
さんも呆れ顔です。
　流石に飛行機内では静かに眠りについた酒豪一
行は、仙台空港に就くや昼食の話題になります。
牛タンにするか、東北の海鮮にするか、牛タンは最
終日に予定しているからお寿司にしよう。「龍ちゃん
（伊藤龍一さん）ええ店知っとるで、スマホで見つ
けといてよ。」飲む食うの話はしても、作業は人任せ。
　龍一さんは、責任重大です。しかし良い店を発
見、仙台駅地下にある寿司店を予約してくれました。
　仙台駅では、昨年まで会員であった檜垣孝志さ
んが東京から合流、予定の１１人になって賑やかさ
も倍増。寿司店では、ビールで乾杯するもたちまち
地酒をご所望。
　一種類目の酒は辛口でうまい。ニ種類目は、お
店のお姉さんのお勧め、これも美味い。３種類目へ
行く前に、一種類目のほうが良かったかもで三杯目。
ええい一番高い酒もやっとくかで四杯目。

　途中、チェイサー代わりにビールも、ハイボールも
やってしまえ。
　まだ出発して８時間ほどで、この有様。
　旅は続き電車とバスを乗り継いで田沢湖近くの乳
頭温泉へ。乳白色のいい湯でした。は、一時の話
で晩飯は寒いから熱燗がええのと朝から同じペース
で初日は終わり、２日目は、山形へ移動、昼食は車
中で駅弁をつまみに大宴会、他のお客さんのことな
んか知りません。
　目的地、蔵王ロープウェイで頂上近くへ着くも大
吹雪で外に出たのは５秒程。夕食に３人のコンパニ
オンは、酒の注文役で大忙し。
　３日目予定されていた昼食の牛タン店へまっしぐ
ら、飲むも食うも人生最後の食事かと思うほど、あ
れもこれもやってしまえ。
　酒豪一行の東北荒らしの旅は、終わりに近づくの
です。松山空港に着いた一行は、何もなかったよう
に、出張でも行っていたかの顔で無事新居浜へ帰
ってくるのでした。
　買い出し担当の龍一さん、会計の永易さん、引
率者、土岐会長お疲れ様でした。次回を楽しみに
致します。合掌

　今回は石の取り方と言うことでし
たが、その前に地（じ）の囲い方
を説明したいと思います。
　前回説明したように、碁盤は
19×19 の 361 目（19 路盤）あり
ますが、勝負を早くするために
13×13 の 13 路盤と、9×9 の 9 路

盤もあります。今回はこの 9 路盤で説明したいと思
います。
　図 1 のようにお互いこのように打っていったとしま
す、白 18 で勝負が終わると白の地は 4×9 の 36 目、
黒の地は 3×9 の 27 目となり白の 9 目勝となります。
　と言うことで図 2 のように黒 9 手目に 1 つ前へ打
ってきました、白がそのまま受けていくと白の地は
31 目、対する黒の地は 32 目となり黒が 1 目勝つこ
とになりました。
　このようにいろいろ考えて地が多く取れるよう打っ
ていくのです。
　次に石の効率について説明します。
図３のように１目取るのに（囲うと取れます）盤の中

央では４手掛かりますが辺では３手で取ることができ
ます。
　隅では２手で取れます。このように隅が１番効率
が良いのがわかると思います。
　皆隅の方から打ち始めるのはこの様なことからで
す。では石はどのようにしたら取ることが出来るの
かと言いますと図４のように周り
を囲うと取れます。
　このとき斜め方向は石が無く
ても大丈夫です。
従って黒は図５の状態の時
（次に取れる状態のときをアタリ
と言います）図６のように黒１と
逃げて行くと手数が伸びて取ら
れなくなります。
　このようにして石を取りに行っ
たり、逃げたりしながら自分の
陣地を広げていくのです。
次回は石の生死とルールです。

第 1377 回　2 月第一例会
2月 14日（水）18 :00～ ユアーズ
2R -1Z４クラブ合同夜間例会

■開会ゴング・開会宣言   新居浜ＬＣ会長　佐伯 澄男
■国旗に敬礼
■国歌並びにライオンズヒムの歌斉唱
■ライオンズの誓い唱和　新居浜中央ＬＣ会長　千葉 英明
■来賓紹介                         　　　 
　336-Ａ地区 ２Ｒ-１Ｚ・ＺＣ　白石 誠一 様
　336-Ａ地区 ２Ｒ-GMT･GLT･FWT･会則委員 若狭 努 様
■ホストクラブ会長挨拶 新居浜ＬＣ会長　佐伯 澄男

■来賓挨拶　
　336-Ａ地区 ２Ｒ-１Ｚ・ＺＣ　白石 誠一 様
　336-Ａ地区 ２Ｒ-GMT･GLT･FWT･会則委員 若狭 努 様
■岡部歩乃佳さん活動報告・御礼　　　　　　　　
■新居浜中央ＬＣ結成４０周年記念式典のご案内
　　大会委員長　河端 寛 様
■幹事報告
　新居浜中央ＬＣ幹事 　青木 文雄
　新居浜別子ＬＣ幹事 　武田 軍司
　新居浜ひうちＬＣ会計　伊藤 健二
　新居浜ＬＣ幹事　　 　後藤 達也
■審議事項
１）新居浜ＬＣ寄贈街路樹撤去について
２） 第２回新会員オリエンテーション登録料について
　　２月２４日（土）実施 4,000 円　1,000 円 / 人　　
３）第３回地区ガバナー諮問委員会ゾーンレベル会員委員会　　登録
料について ３月２日（金）25,000 円　5,000 円 / 人
４）年末商戦資金獲得事業決算報告について
５）２月第一夜間合同例会予算案について
６）４月家族会予算案について
７）第３回愛リバー・愛ロード予算案について
　　３月４日（日）早朝 7:00より実施します。

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

８）新居浜市中学生英語スピーチコンテスト決算報告について
９）冬期ＹＣＥ派遣決算報告について
10）第２回献血・献眼決算報告について
11）委員会変更について　
　ＰＲ広報委員会
　　　２月２２日（木）→２８日（水）例会終了後　ユアーズ
　　　３月２２日（木）→２９日（木）18:30～   事務局
■幹事報告
１）第２回献血・献眼奉仕活動
　　１月２８日（日）10:00～イオンモール新居浜駐車場で実施されま
　　した。
　　（献血者） 受付者 １８２名、採血者 １５７名、不採血者 ２５名、
　　（献眼登録者） ２２ 名、（骨髄バンク登録者） １３名
　　（臓器提供意志カード配布数）２５０枚
　参加者　L佐伯澄男、L鈴木雅志、L伊藤龍一、L古川　貴章、
　L後藤達也、L福山宏、L青野泰介、L宇野博文、　L山下邦俊、
　L 石川稔、L 金田智行、L 真鍋憲夫、L 石川敏則、L 村上博昭、
　計 １４名
２）薬物乱用防止教育認定講師養成講座受講が
　１月２８日（日）13:00 ～  ウェルピア伊予で行われ L 近藤充徳、L
　中田君江さんが出席しました。
３）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 より西条市で行われ次期福山宏 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した。  
４）2018～ 2019 年度第２回キャビネット準備内局会議が２月７日（水）
　18:30 より西条市で行われ次期福山宏 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した。 
５）２Ｒ－１Ｚ親善ボウリング大会が２月１０日（土）10:15 スタート、ナム
　コワンダーボール西条で開催されました。
　参加者　L塩見秀晴、L佐伯澄男、L後藤達也、L高橋在錫、　
　L金田智行、L村上博昭、L藤縄洲二、L高橋尚毅、L小野周平、
　L白石誠一、L伊藤嘉秀、LL石川美砂子、事務局員白石康代さん、
　計１３名が参加しました。
６）冬期 YCE 派遣受入報告会　２月１１日（日）13:30 より徳島で開
　催されL伊藤嘉秀が出席しました。
７）2017～ 2018 年度ガバナーズ・アワード予備選考会が２月１６日（金）
　14:00より四国中央市KS 会館で開催されます。伊藤嘉秀１ＺＣＡが
　出席します。
８）会長国際アクティビティが２月１６日（金）～１９日（月）フィリピン共
　和国ダバオ市で行います。L佐伯澄男、L鈴木雅志、　L伊藤龍一、
　L 後藤達也、L 福山宏、L 青野泰介、L 大竹崇夫、L 岡田賢治、
　L岡村真里哉、L白石誠一、L村上博昭、事務局員白石康代さん、
　計１２名が参加します。
９）第２回新会員オリエンテーションが２月２４日（土）14:45よりKS 会
　館で開催されL中田君江、L徳村明、L小野周平、　引率者 L真
　木泰彦会員理事が出席します。
10）第３回リジョン会議　２月２４日（土）14:15 よりKS 会館で開催さ
　れ白石誠一１ＺＣ、伊藤嘉秀１ＺＣＡが出席します。
11）高柳公園看板修繕について、土地改良区が修理します。
■出席報告
　会員数５５名、出席者数５５名、出席率１００％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　92,000 円
■ライオンズ・ローア
　 新居浜別子ＬＣ会長　越智 義之
■閉会ゴング
　 新居浜ひうちＬＣ会長　塩崎　卓
■４クラブ合同懇親会
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第 137８回　２月第二例会
2月 28日（水）12 : 15～ ユアーズ

■開会ゴング・開会宣言   新居浜ＬＣ会長　佐伯 澄男
■国旗に敬礼
■国歌並びにライオンズヒムの歌斉唱
■ライオンズの誓い唱和　新居浜中央ＬＣ会長　千葉 英明
■来賓紹介                         　　　 
　336-Ａ地区 ２Ｒ-１Ｚ・ＺＣ　白石 誠一 様
　336-Ａ地区 ２Ｒ-GMT･GLT･FWT･会則委員 若狭 努 様
■ホストクラブ会長挨拶 新居浜ＬＣ会長　佐伯 澄男

■来賓挨拶　
　336-Ａ地区 ２Ｒ-１Ｚ・ＺＣ　白石 誠一 様
　336-Ａ地区 ２Ｒ-GMT･GLT･FWT･会則委員 若狭 努 様
■岡部歩乃佳さん活動報告・御礼　　　　　　　　
■新居浜中央ＬＣ結成４０周年記念式典のご案内
　　大会委員長　河端 寛 様
■幹事報告
　新居浜中央ＬＣ幹事 　青木 文雄
　新居浜別子ＬＣ幹事 　武田 軍司
　新居浜ひうちＬＣ会計　伊藤 健二
　新居浜ＬＣ幹事　　 　後藤 達也
■審議事項
１）新居浜ＬＣ寄贈街路樹撤去について
２） 第２回新会員オリエンテーション登録料について
　　２月２４日（土）実施 4,000 円　1,000 円 / 人　　
３）第３回地区ガバナー諮問委員会ゾーンレベル会員委員会　　登録
料について ３月２日（金）25,000 円　5,000 円 / 人
４）年末商戦資金獲得事業決算報告について
５）２月第一夜間合同例会予算案について
６）４月家族会予算案について
７）第３回愛リバー・愛ロード予算案について
　　３月４日（日）早朝 7:00より実施します。

 　２月４日（日）第５６回愛媛マラ
ソンに青野さん、後藤さんと私の３
人で参加しました。
　学生の頃より運動部には所属し
ていましたが、走るとか筋トレとか
の練習が大嫌い。

　サボってばかりでまともに練習などしなかった私で
したが、今回思うところがありまして４７歳を迎える
年に初マラソンにチャレンジしました。
　９月に当選が決ったものの中々練習に重い腰が上
がらずにいましたが、１１月に入りようやく走り始めま
した。
　とはいえ最初のほうはたった１キロ、２キロ。　
走っても肺と心臓が破けそうなくらい苦しい状態で、
これではとても42.195 キロなんてとてもじゃない。
　また日増しに寒くなるこの季節、練習に出るのが
辛くて仕方ありませんでした。しかし自分でエントリ
ーすると決めて始めたのだから、せめて完走だけ
はできるように頑張ろうと１か月１００キロの練習を目
標に走り込みました。
　満を持して迎えた当日。
前夜には松山にて３人でささやかな恒例の決起集
会を開きレースに臨みました。
　いよいよスタート ! 私は、未経験者ということもあ
りまして先頭より１５分遅れの最後尾でスタートでし
たが、序盤は快調にいつもの自分のペースで走り
だしました。
　しかしこの日は何かが違いました。練習では１０
キロ１５キロ普通に走れるようになっていましたが、
この日は２０キロ過ぎたころから足が攣りそうな感じ
になりだし、走り方がおかしくなると足の裏に豆もで
きて最悪のコンディションに陥りました。
　タイムも気になりましたがやむを得ず給水所の救
護ブースで足の治療をしてもらいなんとかレースを

続行する事が出来ました。
　しかし、歩くことも多くなりペースは落ちる一方で
した。それどころか３５キロ頃からレースの終了の目
安となる６時間のペースランナーに追いつかれる始
末。あと７キロもある・・・。
　もうダメかも諦めよう・・・。と何度も思いましたが、
寒い中沿道に来てくれた家族や知人の応援、そし
て一番は自分で決めたのだからやり抜こう! と思い、
最後まで足を止めずに走り切りました。
ゴール直前で後藤さんと一緒になり二人で手を繋ぎ
ゴールした瞬間は、何物にも代えがたい達成感に
満ち溢れました。
　フルマラソンという孤独なレースに挑戦して、マラ
ソンの奥深さを少しだけですが垣間見ることができ、
色々な事を考えるきっかけとなった貴重な経験となり
ました。
 

奇跡！？ ５：５６′３７″同着完走ＧＯＡＬ！！　
第 1副会長　伊 藤  龍 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

愛媛マラソンに参加して　平成 30 年 2 月 4 日（日）　８）新居浜市中学生英語スピーチコンテスト決算報告について
９）冬期ＹＣＥ派遣決算報告について
10）第２回献血・献眼決算報告について
11）委員会変更について　
　ＰＲ広報委員会
　　　２月２２日（木）→２８日（水）例会終了後　ユアーズ
　　　３月２２日（木）→２９日（木）18:30 ～   事務局
■幹事報告
１）第２回献血・献眼奉仕活動
　　１月２８日（日）10:00 ～イオンモール新居浜駐車場で実施されま
　　した。
　　（献血者） 受付者 １８２名、採血者 １５７名、不採血者 ２５名、
　　（献眼登録者） ２２ 名、（骨髄バンク登録者） １３名
　　（臓器提供意志カード配布数）２５０枚
　参加者　L佐伯澄男、L鈴木雅志、L伊藤龍一、L古川　貴章、
　L後藤達也、L福山宏、L青野泰介、L宇野博文、　L山下邦俊、
　L 石川稔、L 金田智行、L 真鍋憲夫、L 石川敏則、L 村上博昭、
　計 １４名
２）薬物乱用防止教育認定講師養成講座受講が
　１月２８日（日）13:00 ～  ウェルピア伊予で行われ L 近藤充徳、L
　中田君江さんが出席しました。
３）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 より西条市で行われ次期福山宏 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した。  
４）2018～ 2019 年度第２回キャビネット準備内局会議が２月７日（水）
　18:30 より西条市で行われ次期福山宏 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した。 
５）２Ｒ－１Ｚ親善ボウリング大会が２月１０日（土）10:15 スタート、ナム
　コワンダーボール西条で開催されました。
　参加者　L塩見秀晴、L佐伯澄男、L後藤達也、L高橋在錫、　
　L金田智行、L村上博昭、L藤縄洲二、L高橋尚毅、L小野周平、
　L白石誠一、L伊藤嘉秀、LL石川美砂子、事務局員白石康代さん、
　計１３名が参加しました。
６）冬期 YCE 派遣受入報告会　２月１１日（日）13:30 より徳島で開
　催されL伊藤嘉秀が出席しました。
７）2017～ 2018 年度ガバナーズ・アワード予備選考会が２月１６日（金）
　14:00より四国中央市KS 会館で開催されます。伊藤嘉秀１ＺＣＡが
　出席します。
８）会長国際アクティビティが２月１６日（金）～１９日（月）フィリピン共
　和国ダバオ市で行います。L佐伯澄男、L鈴木雅志、　L伊藤龍一、
　L 後藤達也、L 福山宏、L 青野泰介、L 大竹崇夫、L 岡田賢治、
　L岡村真里哉、L白石誠一、L村上博昭、事務局員白石康代さん、
　計１２名が参加します。
９）第２回新会員オリエンテーションが２月２４日（土）14:45よりKS 会
　館で開催されL中田君江、L徳村明、L小野周平、　引率者 L真
　木泰彦会員理事が出席します。
10）第３回リジョン会議　２月２４日（土）14:15 よりKS 会館で開催さ
　れ白石誠一１ＺＣ、伊藤嘉秀１ＺＣＡが出席します。
11）高柳公園看板修繕について、土地改良区が修理します。
■出席報告
　会員数５５名、出席者数５５名、出席率１００％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　92,000 円
■ライオンズ・ローア
　 新居浜別子ＬＣ会長　越智 義之
■閉会ゴング
　 新居浜ひうちＬＣ会長　塩崎　卓
■４クラブ合同懇親会 ２月  理事・委員長会

2月 13日（月）18:30～ 商工会館3F研修室

●会長挨拶　佐伯澄男会長
●審議事項
１）新居浜ＬＣ寄贈街路樹撤去について
２） 第２回新会員オリエンテーション登録料について
　２月２４日（土）実施 4,000 円　1,000 円 / 人　　
３）第３回地区ガバナー諮問委員会ゾーンレベル会員委員会　登録料
　について３月２日（金）25,000 円  5,000 円 / 人

４）年末商戦資金獲得事業決算報告について
５）２月第一夜間合同例会予算案について
６）４月家族会予算案について
７）第３回愛リバー・愛ロード予算案について
　３月４日（日）早朝７:００より実施します。
８）新居浜市中学生英語スピーチコンテスト決算報告について
９）冬期ＹＣＥ派遣決算報告について
10）第２回献血・献眼決算報告について
11）委員会変更について　
　ＰＲ広報委員会
　　２月２２日（木）→２８日（水）例会終了後　ユアーズ
　　３月２２日（木）→２９日（木）18:30～ 事務局
●幹事報告
１）第２回献血・献眼奉仕活動
　１月２８日（日）10:00 ～イオンモール新居浜駐車場で実施されました。
　（献血者） 受付者 １８２名、採血者 １５７名、不採血者 ２５名、（献
　眼登録者） ２２ 名、（骨髄バンク登録者） １３名　
　（臓器提供意志カード配布数）２５０枚
　参加者　L佐伯澄男、L鈴木雅志、L伊藤龍一、L古川貴章、　
　L後藤達也、L福山宏、L青野泰介、L宇野博文、　L山下邦俊、
　L 石川 稔、L 金田智行、L 真鍋憲夫、L 石川敏則、L 村上博昭
　計１４名
２）薬物乱用防止教育認定講師養成講座受講が１月２８日（日） 　
　13:00 ～ ウェルピア伊予で行われ L 近藤充徳、L 中田君江さんが
　出席しました。
３）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 より西条市で行われ次期福山宏 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した。  
４）2018～ 2019 年度第２回キャビネット準備内局会議２月７日（水）　
　18:30 より西条市で行われ次期福山宏 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した。 
５）２Ｒ－１Ｚ親善ボウリング大会が２月１０日（土）10:15 スタート、ナム
　コワンダーボール西条で開催されました。
　参加者　L塩見秀晴、L佐伯澄男、L後藤達也、L高橋在錫、　
　L金田智行、L村上博昭、L藤縄洲二、L高橋尚毅、　L小野周平、
　L 白石誠一、L 伊藤嘉秀、LL 石川美砂子、事務局員白石康代、
　計１３名が参加しました。
６）冬期 YCE 派遣受入報告会　２月１１日（日）13:30 より徳島で開
　催されL伊藤嘉秀が出席しました。
７）2017～ 2018 年度ガバナーズ・アワード予備選考会が２月１６日（金）
　14:00よりKS会館で開催されます。伊藤嘉秀１ＺＣＡが出席します。
８）会長国際アクティビティが２月１６日（金）～１９日（月）フィリピン共
　和国ダバオ市で行います。
　L 佐伯澄男、L 鈴木雅志、L 伊藤龍一、L 後藤達也、L 福山宏、
　L青野泰介、L大竹崇夫、L岡田賢治、L岡村真里哉、L白石誠一、
　L村上博昭、事務局員白石康代さん、計１２名がします。
９）第２回新会員オリエンテーションが２月２４日（土）14:45よりKS 会
　館で開催され L 中田君江、L 徳村明、L 小野周平、引率者 L 真
　木泰彦会員理事が出席します。
10）第３回リジョン会議　２月２４日（土）14:15 よりKS 会館で開催さ
　れ白石誠一１ＺＣ、伊藤嘉秀１ＺＣＡが出席します。
11）高柳公園看板修繕について　土地改良区が修理します。
●委員会報告
　計画財務委員会　４月家族会遠征について
　保健福祉委員会　第２回献血・献眼登録について
　　　　　　　　

■ライオンズの誓い唱和　天野 淳ライ
オン

■来訪者紹介　鈴木雅志直前会長
　YCE冬季イタリア派遣生　青野桜子さん
■審議事項　なし

■会長挨拶　佐伯澄男会長
■幹事報告
１）2017 ～ 2018 年度ガバナーズ・アワード予備選考会が 2 月　
　16 日（金）14:00 ～ KS 会館で開催され、伊藤嘉秀 2R-1ZCA
　が出席しました。
２）会長国際アクティビティが 2 月 16 日（金）～ 19 日（月）　
　フィリピン共和国ダバオ市で開催されました。参加者、佐伯
　澄男会長、鈴木雅志直前会長、後藤達也幹事、福山　宏会計、
　青野泰介ライ

オン、大竹崇夫ライ
オン、岡田賢治ライ

オン、岡村真里哉ライ
オン、白石

　誠一ライ
オン、村上博昭ライ

オン、事務局員白石康代さん、計 11 名が参加
　しました。
３）2018 ～ 2019 年度第 3 回キャビネット準備内局会議が 2 月　
　21 日（水）18:30 ～西条市で催され次期、福山　宏 MC･ライ
　オンズ情報･地区誌･写真大会参加委員が出席しました。
４）第 2 回新会員オリエンテーションが 2 月 24 日（土）14:45
　～ KS会館で開催されました。徳村 明ライ

オン、小野周平ライ
オン、引率者、

　真木泰彦会員理事が出席しました。
５）第３回リジョン会議が２月 24 日（土）14:15 ～ KS 会館で
　開かれ、2R-1ZC 白石誠一ライ

オンが出席しました。
６）岡部歩乃佳後援会第１回理事会が２月 27 日（火）18:30 ～
　ユアーズ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）が参加されました。
7）第 3 回地区ガバナー諮問委員会、ゾーンレベル会員委員会が
　3 月 2 日（金）19:00 ～ユアーズで開かれ、佐伯澄男会長、後
　藤達也幹事、伊藤龍一第 1 副会長、古川貴章第 2 副会長、大
　竹崇夫会員副委員長が出席します。
8）第 3 回愛リバー・愛ロード清掃奉仕が 3 月 4 日（日）7:00 ～
　商工会館周辺で行われます。
9）平成 30 年新居浜市消防観閲式が 3 月 4 日（日）9:00 より山
　根市民グランドで開催されます。佐伯澄男会長が参加します。
10）2R合同アクティビティ遍路道清掃活動説明会が 3月 5日（月）
　18:30 ～新居浜 LC事務局で開催します。
　白石誠一 2R-1ZC、天野淳環境保全委員長が出席します。
11）2018 ～ 2019 年度第 3 回キャビネット準備内局会議が 3 月 7
　日（水）18:30 ～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･写真大会参加委員が出席します。
12）高知りょうま LC 結成 20 周年記念ゴルフ 3 月 7 日（水）高
　知黒潮カントリークラブで開催されます。佐伯澄男会長、後
　藤達也幹事、金田智行ライオン、岡村真里哉ライオンが出席
　します。
　記念式典は 3 月 11 日（日）15:00 ～ザクラウンパレス新阪急
　高知で開催します。佐伯澄男会長、後藤達也幹事、鈴木雅志
　直前会長、伊藤龍一第 1 副会長、岡田賢治ライオン、能瀬伸
　一ライオン、岡村真里哉ライオンが参加します。
13）岡部歩乃佳後援会通常総会並びに基調講演が 3月 10 日（土）
　18:30 ～ユアーズで開催されます。
■委員会報告
　計画財務委員会　家族会申請について
　環境保全委員会　愛リバー・愛ロード清掃奉仕について
■出席報告
　会員数 55 名、出席 46 名、欠席 9名、出席率 83.6％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　86,000 円
■ライオンス･ローア
　小野周平ライ

オン
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BIRTHDAY&MARRIAGE

３月 誕生日おめでとうございます
林　幸央、近藤眞而、高橋在錫、新田久司
妹尾光章、伊藤久門、大上幸雄、山之内浩二

譽田幸弘、中田君江

３月 結婚記念日おめでとうございます
妹尾光章、近藤眞而、有富正治

近藤充徳、佐伯澄男

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

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

850
 4
30
 18
902

345,750
10,000
57,139

0
412,889

91.8
80.9
65.4
82.1
80.0

92.8
89.7
80.8
96.2
89.9

名 ％ ％ Ｈ 円

行  事  予  定
・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会　    ３月１２日（月）18:30 ～　商工会館 3F
３月第 1例会　　 　３月１４日（水）12:15 ～　ユアーズ
３月第２例会　　 　３月２８日（水）12:15 ～　ユアーズ
・委員会
計画財務委員会　　３月　１日（木）18:30 ～　事務局
出席大会委員会　　３月　２日（金）18:30 ～　事務局
環境保全委員会　　３月　６日（火）18:30 ～　事務局
会員会則委員会　　３月　７日（水）18:30 ～　事務局
保健福祉委員会　　３月　８日（木）18:30 ～　事務局
青少年委員会　　　３月　９日（金）18:30 ～　事務局　
PR広報委員会　　 ３月２９日（木）18:30 ～　事務局
・クラブ・その他行事予定
３月　４日（日）   7 :00 ～　商工会館周辺
　　第３回愛リバー・愛ロード清掃奉仕
３月　４日（日）   9 :00 ～　山根市民グランド
　　平成 30 年新居浜市消防観閲式
３月１0日（土）18:30 ～　ユアーズ
　　岡部歩乃佳後援会通常総会並びに基調講演
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　３月１１日（日）   10 :39 ～     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　　　３月２０日（火）   18 :30 ～     和彩料理 正   
スポーツ部会　　３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
３月　２日（金）19:00 ～　ユアーズ 
　　第３回ガバナー諮問委員会・ゾーンレベル会員委員会
３月　５日（月）18:30 ～　新居浜 LC事務局
　　2R合同アクティビティ遍路道清掃活動説明会
３月　７日（水）18:30 ～　西条市
　　第 4回時期キャビネット準備内局会議
３月　７日（水）記念ゴルフ大会　１１日（日）記念式典
　　高知りょうま LC結成 20 周年記念大会
３月１８日（日）11:00 ～　ユアーズ
　　新居浜中央 LC結成 40 周年記念式典
３月２４日（土）記念ゴルフ大会　２５日（日）記念式典
　　今治くるしま LC結成 25 周年記念大会
４月　７日（土）記念ゴルフ大会　８日（日）記念式典
　 　 ●第６４回３３６－A地区年次大会　アスティ徳島

2月 11日(日)　　新居浜CC
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2月ゴルフ部会報告

例会 100％出席を目指して！！
出席大会委員長　宇 野  博 文　　　　　　　　平成３０年２月１４日（水）18:00 ～　ユアーズ　　　　
　　　　　　　　　　　　　        　

　２０１８年２月度第一例会（1Ｚ合
同夜間例会）で 100％出席を達成
しました。
　佐伯会長の「例会 100％出席を
達成したい」という熱い思いに会
員の皆さまがしっかりと対応してい

ただいた成果であります。
　事前にアンケートを取る中で、比較的都合が悪
い人が少ない２月度第一例会を 100％出席日に設
定しました。
　偶 ２々月度第一例会が 1Ｚ合同例会日と重なった
こともあり「100％出席の達成」の機運が高まって
きました。
　佐伯会長から各委員会毎に例会 100％出席取
組みの周知徹底を図り、業務多忙の会員さんには
１４日前後の日々での業務調整をお願いもする中で
当日を迎えました。
　順調に出席簿にチェックが入り最後の１名を残す
だけとなりました。この会員さんは突発工事の対応
で少し遅れるが必ず出席するとの事前連絡を受け

ていましたので心配はしていませんでした。
　多くの会員さんから 100％出席の問合せがあり関
心の高さが伺えます。待つこと十数分、お待たせ
しましたの大きな声とともに最後の１名が到着しまし
た。例会 100％出席の達成です。
　最後に合同例会の出席報告の内容を記します。
「新居浜ライオンズクラブです。出席報告を致しま
す。本日は嬉しい報告があります。例会 100％出
席を達成しました。佐伯会長の熱い思いに会員の
皆さんが期待に応えてくれた成果です。」

●会長挨拶　佐伯澄男会長
●審議事項
１）新居浜ＬＣ寄贈街路樹撤去について
２） 第２回新会員オリエンテーション登録料について
　２月２４日（土）実施 4,000 円　1,000 円 / 人　　
３）第３回地区ガバナー諮問委員会ゾーンレベル会員委員会　登録料
　について３月２日（金）25,000 円  5,000 円 / 人

４）年末商戦資金獲得事業決算報告について
５）２月第一夜間合同例会予算案について
６）４月家族会予算案について
７）第３回愛リバー・愛ロード予算案について
　３月４日（日）早朝７:００より実施します。
８）新居浜市中学生英語スピーチコンテスト決算報告について
９）冬期ＹＣＥ派遣決算報告について
10）第２回献血・献眼決算報告について
11）委員会変更について　
　ＰＲ広報委員会
　　２月２２日（木）→２８日（水）例会終了後　ユアーズ
　　３月２２日（木）→２９日（木）18:30 ～ 事務局
●幹事報告
１）第２回献血・献眼奉仕活動
　１月２８日（日）10:00 ～イオンモール新居浜駐車場で実施されました。
　（献血者） 受付者 １８２名、採血者 １５７名、不採血者 ２５名、（献
　眼登録者） ２２ 名、（骨髄バンク登録者） １３名　
　（臓器提供意志カード配布数）２５０枚
　参加者　L佐伯澄男、L鈴木雅志、L伊藤龍一、L古川貴章、　
　L後藤達也、L福山宏、L青野泰介、L宇野博文、　L山下邦俊、
　L 石川 稔、L 金田智行、L 真鍋憲夫、L 石川敏則、L 村上博昭
　計１４名
２）薬物乱用防止教育認定講師養成講座受講が１月２８日（日） 　
　13:00 ～ ウェルピア伊予で行われ L 近藤充徳、L 中田君江さんが
　出席しました。
３）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 より西条市で行われ次期福山宏 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した。  
４）2018～ 2019 年度第２回キャビネット準備内局会議２月７日（水）　
　18:30 より西条市で行われ次期福山宏 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した。 
５）２Ｒ－１Ｚ親善ボウリング大会が２月１０日（土）10:15 スタート、ナム
　コワンダーボール西条で開催されました。
　参加者　L塩見秀晴、L佐伯澄男、L後藤達也、L高橋在錫、　
　L金田智行、L村上博昭、L藤縄洲二、L高橋尚毅、　L小野周平、
　L 白石誠一、L 伊藤嘉秀、LL 石川美砂子、事務局員白石康代、
　計１３名が参加しました。
６）冬期 YCE 派遣受入報告会　２月１１日（日）13:30 より徳島で開
　催されL伊藤嘉秀が出席しました。
７）2017～ 2018 年度ガバナーズ・アワード予備選考会が２月１６日（金）
　14:00よりKS会館で開催されます。伊藤嘉秀１ＺＣＡが出席します。
８）会長国際アクティビティが２月１６日（金）～１９日（月）フィリピン共
　和国ダバオ市で行います。
　L 佐伯澄男、L 鈴木雅志、L 伊藤龍一、L 後藤達也、L 福山宏、
　L青野泰介、L大竹崇夫、L岡田賢治、L岡村真里哉、L白石誠一、
　L村上博昭、事務局員白石康代さん、計１２名がします。
９）第２回新会員オリエンテーションが２月２４日（土）14:45よりKS 会
　館で開催され L 中田君江、L 徳村明、L 小野周平、引率者 L 真
　木泰彦会員理事が出席します。
10）第３回リジョン会議　２月２４日（土）14:15 よりKS 会館で開催さ
　れ白石誠一１ＺＣ、伊藤嘉秀１ＺＣＡが出席します。
11）高柳公園看板修繕について　土地改良区が修理します。
●委員会報告
　計画財務委員会　４月家族会遠征について
　保健福祉委員会　第２回献血・献眼登録について
　　　　　　　　



■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
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毎月第1例会（第2水曜日）発行
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我々は奉仕する　　　　　　　　　  会 長　佐 伯  澄 男

●● ２月第２例会 ●●
佐伯　澄男　ダバオ、アクト無事に終えることが出来ました。会員
　　　　　　皆様に感謝します。100％例会達成！有難うございま
　　　　　　した。青野桜子さんの来訪を心より歓迎します。
　　　　　　”さくら”おかえり！！

●● 2月第1例会 ●●
佐伯　澄男　１Ｚ合同例会を祝して！！
白石　誠一　１Ｚ４クラブ合同例会の開催を祝して。
後藤　達也　合同例会を祝して！出席 100％達成出来ますように。
岡田　賢治　合同例会おめでとう。100％出席おめでとう。
福山　　宏　１Ｚ合同例会の開催を祝して。
大竹　崇夫　合同例会及び懇親会の設営有難うございます。
加藤　久博　合同例会に感謝して。
伊藤　龍一　愛媛マラソン初出場、完走できました。しんどかっ
　　　　　　たです。
徳村　　明　寒い日の毎日です。インフルエンザに注意し予防を
　　　　　　して下さい。皆様元気に冬を乗り切りましょう。
有富　正治　岡村様より義理チョコを頂きました。
　　　　　　うれしいやら・・・？
大石　隆憲　月例ゴルフ優勝しました。チョコ有難う御座いまし
　　　　　　た！
岡村真里哉　合同例会を祝して。設営準備有難うございます。
松浦　一雄　２Ｒ－１Ｚ４クラブ合同夜間例会の開催を賞賛致しま
　　　　　　す。
真鍋　憲夫　合同例会を祝して！ウイサーブ！バレンタインです
　　　　　　ネ。
高橋　尚毅　聖バレンタインおめでとうございます。この愛の日
　　　　　　に合同例会が行われることを嬉しく思います。皆で
　　　　　　協力して愛ある社会を作りましょう。We Serve ！
山之内浩二　出席が出来なくてすみません。娘が大学合格して嬉
　　　　　　しいような、悲しいような気持ちです。
伊藤　嘉秀　本日は合同夜間例会の設営頂き有難うございました。
宇野　博文　合同例会の盛会を祈念いたします。関係者の皆様お
　　　　　　世話になりました。
杉田　友裕　本日の集いに。
大上　幸雄　合同例会の設営有難うございます。
小野　周平　合同例会の開催おめでとうございます。
高橋　在錫　合同例会おめでとうございます。
古川　貴章　100％例会　We Serve ！
能瀬　伸一　合同例会を祝して！！
石川　　稔　明日からえひめの柑橘を売りに仙台へ行ってきます。
　　　　　　沢山売れるように市場で頑張ってきます。
伊藤　久門　Happy Valentineday ！
塩見　秀晴　無事ボーリング大会終了しました。ご協力有難うご
　　　　　　ざいました。
藤縄　洲二　100％出席おめでとう！
・・１Ｚ４クラブ合同例会の開催を祝して・・・
上野　剛／石川敏則／金田智行／近藤眞而／村上順一郎／青野泰
介／村上博昭／中田君江／譽田幸弘
・・・本日の例会出席100％おめでとうございます。・・・
近藤充徳／山下邦俊／真木泰彦／鈴木雅志／神野雄太／岡田浩二

　ライオンズにはスローガンとモットーの両方
があります。
　スローガンには、第一次世界大戦以降
の米国における国際協会の形成期が反映
されていますが、モットーはわずか二語でラ
イオンズ共通の目的を宣言しています。
１９２０年代初めには、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：
頭字語は「Lions」）」がクラブの文房具、看板、
その他の広報資料に広く使われていました。
　この言葉を最初に口にしたのは、１９１９年の
シカゴ国際大会で発言した若い弁護士、ハル
ステッド・リッターとされています。
　彼は次のように力説しました。「ライオンズの
名前は友愛、親善、気骨、目的を意味するだ
けではありません。
　その L-I-O-N-Sという組み合わせは何よりも、
この国に市民権の真の意味を先触れするもので
す。」
　彼の言葉は第一世界大戦後の米国を覆って
いた愛国心に訴え、ライオンズはこの頭字語を
スローガンに採用しました。ライオンズの活動が
国境、文化、言語を超えて拡大するに伴い、
彼らはその使命と活動を説明する別の言葉を探
し始めます。

　１９５４年、理事会はモットーの国際コンテ
ストの実施を発表し、世界 522,000 人の全
会員に提案を募りました。
　応募用紙によれば、モットーは「永続的」
で「国際性」があり、「翻訳しやすい」も

のであるべきでした。また冗漫でないことも、コ
ンテストの厳格なルールの一つでした。
　ライオンズは好きなだけ多くのモットーを提案
できましたが、応募する語句の長さはそれぞれ
五語以内とされていました。
　ライオンズに考えてもらうため、主催者は五語
で作られた例をいくつか挙げました。
「行動に次ぐ行動（Men of Action in Action）」
「他 者のために他 者と協 力（Working with 
Others for Others）」「世 界中で人 類に奉 仕
（Worldwide Service to Humanity）」ありがたい
ことに、6,000人の応募者のうち１１人にはもっと
良いアイディアがありました。
　その全員が記名して応募していましたが、消
印が最も早かったことから、カナダ、オンタリオ
州フォントヒルのライオン、D.A. スティーブンソン
が勝者とされました。
　彼のモットーは二つの単純な言葉で出来てい
ました。
　「ウィ・サーブ」と。

方

でラ で「
ので

後藤　達也　ダバオ会長アクト大成功！全員無事で帰れて何よりで
　　　　　　す。そして桜子さんお帰りなさい。活動報告ありがと
　　　　　　う！そして例会 100％出席達成有難うございました。
岡田　賢治　桜子さんの卓話に感謝。
白石　誠一　ダバオの会長アクティビティ大成功おめでとうござい
　　　　　　ます。金田くん息子さんのジュニアオリンピック出場
　　　　　　おめでとうございます。白石康代さんおなか治りま
　　　　　　したか？青野桜子さん報告ありがとう。
福山　　宏　会長アクト、ダバオ。大変忙しい旅でしたが大変楽し
　　　　　　かった。腹の底から数年ぶりに笑いました。
松浦　一雄　青野桜子さんはイタリアで楽しい思い出や有益な経験
　　　　　　を沢山作られたことと思います。今後も世界を巡って
　　　　　　豊かな人生を歩んで下さい。
永易　明洋　やっと寒さも峠を越え春がもうすぐという季節になっ
　　　　　　てきました。所得税の確定申告が３月 15 日迄となっ
　　　　　　ております。期限内申告を目指して頑張っています。
岡村真里哉　先日ダバオでは参加された皆様に大変お世話になり有
　　　　　　難うございました。青野桜子さんスピーチ有難うござ
　　　　　　います。
有富　正治　「新居浜市市制施行 80 周年記念映画」に上原太鼓台が
　　　　　　出演致しました。季節はずれで寒さと、5 時間拘束さ
　　　　　　れ心身共に疲れました。秋頃になると思いますが映画
　　　　　　を見て下さい。
青野　泰介　娘が無事に帰ってきまして皆様にご報告することが出
　　　　　　来ました。本当に有難うございました。金田君の息子
　　　　　　さん浩聖くんのジュニアオリンピック出場おめでとう
　　　　　　ございます。
真鍋　憲夫　冬季オリンピックでの日本選手の活躍に感動しまし
　　　　　　た。東京大会に向かって頑張りましょう。庭の山桜も
　　　　　　咲き出し春らしくなりました。
金田　智行　桜子さん報告ありがとう。
鈴木　雅志　青野桜子さんのイタリアでの素晴らしい体験談に感謝。
　　　　　　ピョンチャンオリンピック沢山の感動に感謝。
小野　周平　暖かくなってきて、春を感じます。
徳村　　明　気温差が大きくなりました。体調管理に注意しましょう。
塩見　秀晴　ボーリング大会（2/10）参加頂いた皆様ありがとうご
　　　　　　ざいます。H2 年 2 月第 2 例会に入会して満 28 年にな
　　　　　　りました。
山口　　泰　本日 2 月 28 日は私の誕生日です。83 歳を迎え後何日
　　　　　　元気で行けるか楽しみです。
藤縄　洲二　明日は高校の卒業式、私は 50 年以上前でした。
新田　久司　100％例会おめでとうございます。
・・・会長国際アクティビティ大成功おめでとうございます・・・
近藤充徳／能瀬伸一／近藤盛文／上野　剛／大上幸雄／大石隆憲
山下　邦俊　冬季オリンピック最高でした！
宇野　博文　春の花粉で泣いています。体調管理に努め、病状がひ
　　　　　　どくならないように節制の毎日です。
伊藤　嘉秀　青野桜子さん素晴らしい報告を頂きましてありがとう
　　　　　　ございました。
伊藤　龍一　青野桜子さんイタリア YCE 冬季派遣報告有難うござ
　　　　　　いました。
高橋　尚毅　会長国際屋ティビティ、ダバオ市での社会奉仕お疲れ
　　　　　　様でした。facebook で活動拝見しました。世界中に平
　　　　　　和、奉仕の風が届きますように。
古川　貴章　暖かくなり、過ごしやすくなった気がします。
村上　博昭　先日のダバオ訪問、参加された皆様大変お疲れ様でし
　　　　　　た。佐伯会長の夢が実現できますように。
・・・青野桜子さんのイタリア派遣報告ありがとうございました・・・
譽田幸弘／岡田浩二／真木泰彦／大竹崇夫／
神野　雄太　早退します。
石川　敏則　早退させていただきます。

　我が家には４歳になる娘がおりますが、私が土日返上で仕事をし
ないといけない時は、家族三人事務所にこもって私の仕事に付き合
ってもらうこともしばしばあります。
　何か察するところがあるのか、大人しくテレビやユーチューブを見
て過ごしてくれているのですが、そんな娘をかわいそうに思い、散
歩がてら近くにある「あかがねミュージアム」に行ってみました。
　館内はとても洗練された広い空間となっており、多目的ホールや創
作スペース、太鼓台ミュージアムなどがあり、間近で見る太鼓台や、
創作スペースなど、とても喜んでくれました。
　私は知らなかったのですが、新居浜西高校の同級生で結成され
た「LUNKHEAD」というロックバンドがあるみたいで、４月１日に多
目的ホールでライブを行うみたいです。
　是非、見てみたいので、家族で参加しようと思います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　譽田 幸弘


