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日本ライオンズの誕生 その１　　　　　  会 長　佐 伯  澄 男

●● 3月第1例会 ●●
佐伯　澄男　ダバオアクティビティ報告会を開催させていただき
　　　　　　ました。今月末から再びダバオへ行ってきます。
後藤　達也　今日、例会資料を事務局へ取りに行く途中で大上さ
　　　　　　んと車ですれ違いましたが見て見ぬふりされまし　
　　　　　　た。次回は笑顔で対応宜しくお願いします。
福山　　宏　次期キャビネット会議に月 2 回参加しております。
　　　　　　皆さん熱くて大変です。4月 29 日に１時間半もしゃ
　　　　　　べります。大丈夫かな？頑張ります。
岡田　賢治　暖かくなりました。
白石　誠一　アクトお疲れ様でした。村上博昭さん本日の愛媛新
　　　　　　聞出てましたね。おめでとうございます。
永易　明洋　梅は咲いたか桜はまだかいな、の季節となりました。
　　　　　　明日、3月 15 日は所得税の確定申告の提出期限と　
　　　　　　なっています。岡部歩乃佳後援会のご支援よろしく
　　　　　　お願いします。
有富　正治　少し暖かくなりました。鼻水が出ますが、花粉症で
　　　　　　しょうか？
徳村　　明　暖かくなり良い気候となって参りました。パラリン
　　　　　　ピックも始まり選手の活躍にただ敬服しています。
　　　　　　まだ花粉の飛び温度差もありますので健康管理は
　　　　　　しっかりしましょう。
真鍋　憲夫　春らしくなって参りました。花粉症も例年より多い
　　　　　　そうですね。
村上順一郎　体調が悪く休んでばかりですみません。
加藤　久博　国際アクティビティに参加されたメンバーの皆様お
　　　　　　疲れ様でした。
宇野　博文　急に暖かくなりこのまま春になるのでしょうか。現
　　　　　　在杉花粉の飛散がピークになっています。身体のど
　　　　　　こに水分があるのかと思うほどポタポタと鼻水が出
　　　　　　てきます。もうしばらくガマンの日が続きます。
松浦　一雄　良い天気が続くだけで幸せな気分になります。今日
　　　　　　はことのほかハッピーです。
石川　　稔　春の足音が確実に聞こえてきました。やはり春は良
　　　　　　いですね。
塩見　秀晴　春めいて参りました。先日の愛リバー・愛ロード大
　　　　　　勢の参加いただき有難うございました。
藤縄　洲二　今年もサクランボの桜の花が咲きました。現在満開
　　　　　　です。
伊藤　久門　春めいてきました。若干花粉症気味です。皆さんも
　　　　　　ご自愛いただき慌ただしい年度末を元気に乗り切っ
　　　　　　て下さい。
小野　周平　清掃活動お疲れ様でした。
古川　貴章　最近、花粉症気味です。くしゃみがよく出ます。
伊藤　龍一　会長アクティビティ大成功に終わりお疲れ様でした。
山下　邦俊　会長アクティビティご苦労様でした。
伊藤　嘉秀　佐伯会長をはじめダバオとの交流に出席された皆さ
　　　　　　んお疲れ様でした。福山会計！！もお疲れ様でした
鈴木　雅志　会長アクティビティの大成功を祝して！

●● 3月第２例会 ●●
佐伯　澄男　伊藤ひづるさんの来訪を心より歓迎します。YCE 派遣
　　　　　　報告会ありがとうございます。
後藤　達也　伊藤ひづるさん活動報告お疲れ様です。
福山　　宏　中央 LC40 周年記念大会の後の込み会が大変楽しかっ
　　　　　　たです。
岡田　賢治　ひづるさんのほうこくに感謝！
伊藤　嘉秀　皆様のおかげで長女ひづるが YCE 派遣生として良い
　　　　　　経験が出来ました。有難うございました。
松浦　一雄　伊藤ひづるさんニュージーランドでの体験談有難うご
　　　　　　ざいます。毎日ニュースで桜の開花、満開の便りが届
　　　　　　きますが、新居浜は比較的遅いようですね。未だ花見
　　　　　　酒飲めず！
永易　明洋　4 月 1 日に二番目の孫が満 1 歳となります。健やかに
　　　　　　元気でやさしく育ってほしいと想います。
岡村真里哉　春ですね。花粉症も出てきました。少々つらい時期で
　　　　　　すが（花）桜と天気の良さで気分を盛り上げて乗り切
　　　　　　りたいです。
大竹　崇夫　伊藤ひづるさんの無事の帰国に安心致しました。
徳村　　明　暖かくなってきました。花粉も飛びますが心身ともに
　　　　　　健康で！
真鍋　憲夫　春の訪れと同時に桜が開花し我が家にツバメの家族が
　　　　　　飛来してきました。
加藤　久博　伊藤ひづるさんのご来訪を歓迎して。
有富　正治　伊藤嘉秀さんのお嬢さん、ニュージーランドの活動報
　　　　　　告を楽しく聞かせて頂きました。ありがとう！チャー
　　　　　　ターメンバーを称えて！
神野　雄太　桜満開です。
鈴木　雅志　YCE 派遣生伊藤ひづるさんの体験談に感謝。これから
　　　　　　も世界に大きな輪を広げてガンバッてください。
村上　博昭　来訪者を歓迎致します。この素晴らしい経験を今後の
　　　　　　人生に生かして下さい。
藤縄　洲二　すっかり春になりました。孫が小学生になりました。
高橋　尚毅　新居浜中央ライオンズクラブ結成 40 周年、今治くる
　　　　　　しまライオンズクラブ結成 25 周年おめでとうござい
　　　　　　ます。我々も明るい未来に向けて頑張りましょう。
杉田　友裕　本日の集いに対して。
塩見　秀晴　今年は滝の宮の花見が出来そうにないですね。残念で
　　　　　　すね～。
伊藤　久門　春めいてきました。気持ちいい日が続きます。この気
　　　　　　持ちよさ続くと良いです！
大上　幸雄　伊藤ひづるさんを歓迎致します。発表楽しみにしてい
　　　　　　ます。
青野　泰介　伊藤ひづるさん体験発表ありがとうございます。
宇野　博文　この時期はスギとヒノキの混合花粉で苦しんでいま　
　　　　　　す。5月の連休明けまでガマンの毎日です。
伊藤　龍一　伊藤ひづるさんの来訪を歓迎いたします。YCE 冬季派
　　　　　　遣報告有難うございました。
能瀬　伸一　伊藤さんお帰りなさい！！貴重な経験を今後に活かし
　　　　　　て頑張って下さい！。これからの活躍を期待していま
　　　　　　す！
・・・伊藤ひづるさんのニュージーランド派遣報告
　　　　　　　　　　　　　　ありがとうございました・・・
中田君江／上野　剛／真木泰彦
高橋　在錫　早退します。

　１９５２年３月２１日、東京・丸の内にあるホ
テル・テイト（現在のパレスホテル）で開催
された東京ライオンズクラブのチャーター・
ナイト。
　アメリカ・シカゴでライオンズクラブが誕生
したのは１９１７年。３８歳の実業家メルビン・ジ
ョーンズが、助けを必要としている人々に手を差
し伸べ、より良い地域社会をつくろうと、奉仕を
目的とした全米組織を設立したのが始まりだ。彼
の理念は瞬く間に世界に広がっていった。
　日本で最初のライオンズクラブ、東京ライオン
ズクラブが結成されたのは１９５２年。
　日本が国際連盟への加入を認められたのが
１９５６年だから、ライオンズの世界ではこれに先
んじて、日本が国際社会の一員になった。
３５番目のライオンズ国だった。
　日本にライオンズクラブを作ることを、ライオン
ズクラブ国際協会の執行機関である国際理事会
に提案し、東京ライオンズクラブのスポンサーと
なって結成に導いたのは、フィリピンのマニラ ラ
イオンズクラブだった。フィリピンといえば、第２
次世界大戦で日本軍により甚大な被害を被った
国だ。特に戦争末期に日米決戦の舞台となった
マニラの傷は大変深いものだった。
　そのフィリピンから選出されていたゴンザレス
国際理事が、終戦からわずか７年後に、「日本
にライオンズの種を植え付けるためにマニラから

人を派遣することを、理事会で認めてほしい」
と申し出たのだ。
１９５２年３月２日、東京ライオンズクラブの
認証状伝達式「チャーター・ナイト」では
ゴンザレス国際理事が「戦争は終わったの

だから、憎しみを超えて、日本とフィリピンはこの
ライオンズの組織を通して再び手を携えていこう」
と呼び掛けた。
　両国国旗の交換が行われ、大きなフィリピン
国旗を胸に抱いた東京ライオンズクラブの石川欣
一初代会長は、「涙が出そうになって困った」と、
後にこの時の思い出を語っている。
　１９５１年秋、国際理事会で了承を取り付けた
ゴンザレス国際理事が「日本にライオンズクラブ
を作らないか」という手紙を送った先は、かねて
から親交のあった今村栄吉氏だった。
　商社を経営し戦前からフィリピンに渡ることが
あった今村氏は、１９５１年に「フィリピン友の会」
という日比間の友好親善を図ることを目的とした
民間組織を結成、戦中は毎日新聞の特派員とし
てフィリピンに派遣されていた石川欣一（後の東
京ライオンズクラブ初代会長）が、同会の常任
理事を務めていた。
　東京駅の近くに置かれた友の会の事務所で、
今村氏と石川らはゴンザレス国際理事からの手
紙を前に首をかしげた。「このライオンズクラブと
は、いったい何だろうか？」。

誰もその名を聞いたことすらなかったのだ。
謎が解けぬまま冬を迎え、フィリピンから同国ライオンズの特別代表であるジョージ・バレネンゴアが
日本へやってきた。彼はフィリピン友の会の事務所に日参し、ライオンズの何たるかを熱く語った。聞
けば大変良さそうな話だし、わざわざフィリピンから来てくれたバレネンゴアへの筋を通すべきだろうと、
今村氏らは日本にライオンズクラブを作ることに賛成したのだった。
すると今度はシカゴの国際本部から「3 月に国際第 1 副会長が訪日するから、その機にチャーター・
ナイトを開催するように」との連絡がきた。さあ大変。ライオンズを知ったばかりの日本人たちはとりあ
えず受け売りで意図を説明し、日本語を話せないバレネンゴアは在日外国人をターゲットにして、必
死に会員を勧誘した。そうして何とかチャーター・ナイトまでに集めた会員 29 人は、10 人が外国人。
式典の司会進行は英語で行われた。
1952 年 3 月の東京ライオンズクラブ結成後、クラブは次々と増えていった。この年のうちに神奈川県・
横浜ライオンズクラブ結成、翌 53 年に兵庫県・神戸ライオンズクラブ、大阪ライオンズクラブ、愛媛県・
松山ライオンズクラブ、京都ライオンズクラブが、54 年には愛知県・名古屋ライオンズクラブ、岡山
ライオンズクラブ、兵庫県・姫路ライオンズクラブ、そして 55 年 1 月に広島ライオンズクラブが結成され、
クラブ数は 10 クラブに達した。会員数はこの 55 年の、ライオンズ年度の年度末である 6 月末には
500 人を、翌 56 年の 6 月末には千人を超えた。とはいえ、ただ順調に成長を続けてこられたわけ
ではなかった。東京ライオンズクラブでは、英語の例会をおっくうに思う日本人メンバーや、組織作り
に重きが置かれなかなか奉仕活動が始まらないことに業を煮やした外国人メンバーが去っていった。
また、まだ敗戦の傷跡が色濃く残る地域も多く、社会奉仕を広めるには尚早と思われたり、これはと
いう人は既にロータリークラブに入っていたりと、道を切り開くには大変な努力が必要だった。それで
も日本ライオンズの開拓者たちは、ライオンズクラブの精神「ライオニズム」への理解を深めるにつれ、
これを日本全国に広めなければという思い強くし、一つずつ目標を実現していく。53 年には日本に暫
定地区が設定され、初代地区ガバナーに東京ライオンズクラブ初代会長を務めた石川欣一が就任し
た。55 年 5 月には第 1 回 302 地区年次大会を神戸市で開催。その翌月にはアメリカ・ニュージャ
ージー州アトランティックシティーで開催された第 38 回国際大会に、日本のライオンズ・メンバーが初
参加した。フィリピンからもたらされたライオンズの種は日本で芽を出し、根を張り、ぐんぐんと成長し
ていった。
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・・会長アクティビティの大成功！ご苦労様でした・・・
新田久司／近藤充徳／金田智行／真木泰彦／中田君江／大上幸雄
／村上博昭／上野　剛／青野泰介
後藤　達也　先日のゾーン会議の時、出席する皆さんの名札を用
　　　　　　意するのを忘れてしまい会議の後の懇親会が終わっ
　　　　　　て気づくアホッぷりでした。以後気をつけます。

　先日お客様より我が故郷である観音寺市の「やな川」のうどんと、
観音寺の名産である「天ぷら」をお土産に頂きました。
　このお客様とはお互いうどん好きということで、よく讃岐うどん談義
で盛り上がるのですが、それを覚えていてくれてわざわざ買ってきて
くれました。久しぶりに頂いた故郷の味は絶品で、家族皆でありが
たく頂きました。
　讃岐の地は昔から雨が少なく、贅沢品であった米の代わりに必死
で麦を作り、うどん作りの技術を磨いてきたという歴史があり、伊吹
島で有名な、良質の「いりこ」が多く取れたこと、小豆島は有数の
醤油生産地であったことなど、うどん作りに適した地であったとのこと
です。
　「うどんブーム」ですっかり有名になった讃岐うどん、子供の頃は
何も感じず食べてきましたが、讃岐うどんの歴史を調べると、そのレ
ベルの高さはうなずけますね。　　　　　　　　　　　譽田 幸弘
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４月 誕生日おめでとうございます
佐伯澄男、後藤達也、杉田友裕

４月 結婚記念日おめでとうございます
土岐計一、山口　泰、宇野博文

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 (３月分 )

５５
３４
２６
３９
１５４

43
 106
0

 81
230

16,260
305,718

0
58,060
380,038

75.5
88.6
70.6
61.6
74.1

90.1
91.5
88.5
83.4
88.4

名 ％ ％ Ｈ 円

行  事  予  定
・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会　    ４月　９日（月）18:30 ～　商工会館 3F
４月第 1例会　　 　４月１１日（水）12:15 ～　ユアーズ
４月第２例会　　 　４月２２日（日）   7 :00 ～　小豆島
　（家族会遠征）
・委員会
環境保全委員会　　４月　３日（火）18:30 ～　事務局
会員会則委員会　　４月　４日（水）18:30 ～　事務局
計画財務委員会　　４月　５日（木）18:30 ～　事務局
出席大会委員会　　４月　６日（金）18:30 ～　事務局
保健福祉委員会　　４月１２日（木）18:30 ～　事務局
青少年委員会　　　４月１３日（金）18:30 ～　未　定　
PR広報委員会　　 ４月２６日（木）18:30 ～　事務局
・クラブ・その他行事予定
４月２２日（日）    7 :00 ～　小豆島バスツアー
　　家族会（遠征）
４月　６日（金）  10:30 ～　平形橋北側歩道上
　　春の全国交通安全運動「人の輪」
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　４月７日（土）（地区年次ゴルフ大会と兼ねます）
囲碁部会　　　　未定　　　　　　　　　
つれづれの会　　４月２０日（金）　18:30 ～    みやび　
くらげの会　　　奇数月の予定   
スポーツ部会　　４月１３･２７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
４月　４日（水）18:30 ～　西条市 
　　第６回次期キャビネット準備内局会議
４月　７日（土）～８日（日）　徳島
　　第６４回３３６－Ａ地区年次大会　　
　　●  記念ゴルフ大会　７日（土）
　　● 年次大会　　　　 ８日（日）　アスティ徳島
４月２９日（日）13:30 ～　今治国際ホテル
　　次期地区役員・委員研修会

3月 11日(日)　　新居浜CC

４３
４８ ５２

４７
５４
４２

５８
４３

１００
 ９０
 １１２
８５

  １０.７
２１.６

   ３１.０
３.２

７８.４
７９.３
８１.０

村 上 博 昭 ８１.８

宇 野 博 文

真 木 泰 彦

土 岐 計 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

3月ゴルフ部会報告

　現地には新居浜ライオンズクラブ植樹の記念碑を
建てることになっています。
　それから会場に戻り１００名余りの子供達一人一
人に、お弁当と飲み物、チョコレートをメンバー全
員で手渡しました。
　子供達の何とも言えない、うれしそうな笑顔が印
象的で中には日本語で“ありがとう”とお礼を言う
子もいました。
　昼食後、子供たちが歌やダンス、ゲーム、空手
などを披露してくれました。そのあとはメンバー全員
でＴシャツ、サンダルなど物資を１００名余りの子供
ひとりひとりと握手をしながら配布しました。

　事前に校長先生から、この地域の事情を聞いて
いました。”この地域には真面目に勉強がしたくて
毎日、学校に通いたくても家庭の事情で授業料が
払えない子供が、たくさんいます。”この話を私か
ら参加したメンバーに現地で伝え、皆で寄付をしま
せんか？の問いかけに一瞬で全員が賛同してくれま
した。
　学校から選ばれた２０名分の子供達の授業料１
年分を寄付させて頂きました。
　中には選ばれて涙ぐむ子供もいました。校長先
生からは、お礼の言葉を頂きました。今回の植樹、
弁当の準備、物資の配布はダバオフリースクール
の生徒達が手伝ってくれました。
　フリースクールにいる生徒は日本の子供達です。
色んな事情で日本を離れダバオで頑張っている日本
の子供達です。本当に子供達に喜ばれ又、我々も
感動を覚えるアクトでした。子供達に別れを告げダ
バオ市内へ戻ります。
　まずはダバオ市長室へ表敬訪問。現在のダバオ
市長はドゥテルテ大統領の長女で名前はサラ市長
です。あいにく本人には会えませんでしたが市長室
で記念撮影。
　全員にドゥテルテ大統領のマグカップをお土産に
頂きました。こちらからは蛭子堂紅白饅頭を差し上
げました。
　そのあとドゥテルテ大統領の自宅を訪問して自宅

前にて全員で記念撮影。大統領の自宅とは思えな
い普通の家です。これも支持率が高い人気の原因
なのでしょう。
　大統領就任以来、観光名所になっています。
次はミンタル（民多留）にある日本人墓地へ向か
います。民多留とは日本人がダバオに日本人街を
作り“民＝人、多＝多く、留＝留まる”「ここに人が
多く留まるように」との思いで付けました。
　ダバオは戦前２万人以上の日本人が暮らした町
です。第二次世界大戦中に多くの日本人が、ここ
で亡くなりました。道中、ミンタルのバランガイ事務
所に連絡をするとバランガイキャプテンが是非とも事
務所に寄って欲しいと言われ皆で訪問しました。
　そして日本人街の歴史の説明を受けました。事
務所に天皇皇后両陛下の写真が飾ってありました。
　それから日本人墓地へも同行していただき説明を
受けました。
　墓地ではメンバー全員で献花を行いました。

　その後、日本人学校跡地にも行きました。ここま
でで時間は午後６時を過ぎています。ここから夕食
会場へ移動します。今日の夕食は高台にありダバ
オ市内の夜景を一望できる屋外レストランです。
　ちなみにダバオは人が集まる場所での喫煙は禁
止です。ホテル内も全面禁煙です。こうして朝ホテ
ルを出発して夕食後、ようやくホテルへ帰りました。
（これからは自由行動）

ダバオ !！会長国際アクティビティ
会　長　佐 伯  澄 男　　　　　日程：2018 年 2 月 16 日～ 19 日　場所：フィリピン共和国ダバオ市　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

　

　早朝２時３０分に新居浜商工会
議所をマイクロバスで関西空港に
向け出発。
　午前７時３０分に予定通り関西空
港に到着。搭乗手続、出国審査
を終えて午前９時５５分に関西空港

を出発。機内では爆睡する人、なぜか映画を見て
号泣する人さまざまにリラックスした時間を過ごして
空路４時間を経て現地時間午後１３時にマニラ空
港へ到着。（日本との時差は１時間）
　飛行機を降りると日本との寒暖差は３０度、まさに
夏です。
　両替などを済ませチャーターしていた車に乗り込
みマニラ市内へ移動し日本食レストランで食事。
　その後アジア最大級のショッピングモール“モー
ルオブアジア”で一息つきました。再びマニラ空港
へ戻り午後８時発ダバオ空港行きの国内線へ乗り
継ぎ午後９時４０分ダバオ空港へ到着。
　預けた荷物を取り税関検査。蛭子堂特製「紅
白饅頭」が税関職員の目に留まり中を確認され、L
青野が税関職員に「これは何？」と聞かれ「ジャ
パニーズ　まんじゅう！！」を連呼し説明。ひと悶着
ありましたが無事に通過。

　空港ロビーを午後１０時３０分頃出ると深夜
にも関わらす SANTA ANA LC メンバーが
横断幕を掲げて熱烈歓迎。
　また全員に歓迎の手作り首飾りをかけてく
れました。聞くと午後９時には空港へ来て待っ
てくれていたそうです。とても感激しました。
　そして滞在中チャーターしている車２台に便
乗して国際会議などに使用され昨年１月に安
倍首相夫妻も宿泊されたマルコポーロホテル
へ移動。
　チェックイン後、夜食を食べに移動。無事
にダバオへ到着したことと明日からのアクティビ
ティの成功を祈願して乾杯をしました。明日早
朝からのアクティビティに備え、おとなしく就寝。

（全員かどうかはわかりません）
　２日目の朝ホテルを午前７時半に出発してアクティ
ビティ会場へ向かいます。
　途中、車ごとフェリーに乗ること１５分。午前９時
過ぎにサマル島へ到着。会場には我々を待つ１００
名以上の子供達と父兄、学校関係者、実践会館
ダバオ、DAVAO フリースクールなど２００名以上
の方々に出迎えを受けました。

　開会の挨拶を英語で行い LIONS の意味などを
挨拶の中で説明をしました。それから子供達とメン
バー、関係者と共に植樹をする場所に移動。
　子供たちはトラックの荷台に何人乗っているのか
数えきれないほど楽しそうに乗っていました。
　いよいよ植樹です。２００本のカカオの苗を一斉
に植えていき子供たちが楽しそうに植えて、あっと
いう間に植え終えました。
　およそ２年半で実の収穫が出来るようになるそう
です。わずかですが実を収穫して出荷をするという
仕事が出来て島の人々の収入になります。
　全員で記念撮影を行いました。

　３日目の朝、午前８時にホテルを出発してゴルフ
組とアイランドホッピング組に分かれて夕方５時の集
合時間まで過ごしました。
　夕方５時 SANTA ANA LC へ向かう集合時
間です。人員点呼をすると一人足りません。
　Ｓ直前会長が居ないのです。昼間に、はしゃぎ
過ぎたらしく部屋で爆睡中。電話で起こし遅れるこ
と１５分。ようやく出発です。
　午後６時開始予定よりも若干、早く到着。　
SANTA ANA LC 事務所で記念撮影などをして
定刻６時に交流会が始まりました。
　開会ゴングからスタートして国歌斉唱、会長挨
拶。私も英語で挨拶。神様に祈りを捧げてから会
食。フィリピンでは祝いの時には必ずある豚の丸焼
き（レチョン）など多くのフィリピン料理が用意され
ていました。
　フィリピンでは食事の時にはアルコールは飲まない
のが一般的ですが S 直前会長の強い要望がありア
ルコール類を出してもらいました。以前にも紹介しま

したが SANTA ANA LC 事務局の４階建ビルは
クラブ所有です。
　会食後、先方クラブが取り組んでいるアクティビ
ティについての説明。特に印象に残ったアクトは毎
月無料で健康診断、歯科検診を実施しているそう
です。
　その後、私から先方クラブへ我々の取り組んで
いる継続アクティビティについて英語で説明。
　記念品の交換などを行いました。先方クラブから
是非とも姉妹提携を結びたいとの要望が強くありま
した。　次回は SANTA ANA LC メンバーが日
本へ来る予定です。その際には盛大に歓迎しまし
ょう。
　しばらく歓談が続き、午後９時過ぎに散会となり
ました。国は違いますが同じライオン。言葉は通じ
なくとも思いはひとつ。とても良い交流会でした。（こ
こから自由行動）
　４日目の朝７時あっという間の４日間でした。
帰国のためホテルを出発。私は居残りの為ダバオ
空港で皆さんを見送りました。朝から夜まで外に出
ずっぱりの本当にハードスケジュールでした。
　参加いただいたメンバーの皆様に感謝します。
また参加出来なかったメンバーの方々の、ご理解
があったからこそ出来たアクトです。全員に感謝し
ます。ありがとうございました。
　最後にサマル島の子供達からのメッセージです。
“また来てね”

●会長挨拶　佐伯澄男会長
●審議事項
１）会長国際アクティビティ（２回目）決算報告について
２）第３回愛リバー・愛ロード決算報告について
３）第３回献血･献眼予算案について
４）委員会開催変更について
　会員会則委員会５月２日（水）事務局から８日（火）ユアーズ
　　新会員オリエンテーションを同時開催
●幹事報告
１）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 よりユアーズで開催され佐伯澄男会長、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した。
２）第３回愛リバー・愛ロード清掃奉仕　３月４日（日）7:00 より商工
　会館周辺で行われました。
　Ｌ佐伯澄男、Ｌ後藤達也、Ｌ鈴木雅志、Ｌ伊藤龍一、Ｌ福山 宏、Ｌ松浦
　一雄、Ｌ青野泰介、Ｌ神野雄太、Ｌ伊藤久門、Ｌ山下邦俊、Ｌ誉田幸弘
　奥様、Ｌ山口 泰、Ｌ藤縄洲二、Ｌ徳村 明、Ｌ高橋尚毅、Ｌ田村征夫、
　Ｌ加藤久博、Ｌ高橋在錫、Ｌ岡村真理哉、Ｌ金田智行、Ｌ真鍋憲夫、
　Ｌ天野淳、Ｌ村上順一郎、Ｌ塩見秀晴、Ｌ岡田浩二、Ｌ小野周平　
　計２６名が参加しました。
３）平成３０年新居浜市消防観閲式が３月４日（日）9:00 から山根市
　民グランドで行われました。佐伯澄男会長が出席しました。
４）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より新居浜 LC 事務局で行われました。白石誠一１ＺＣ、伊藤
　嘉秀１ＺＣＡ、天野 淳環境保全委員長が出席しました。
５）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より西条市で行われました。 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。
６）高知りょうまLC結成２０周年記念大会
　記念ゴルフ大会が３月７日（水）高知黒潮カントリークラブで行われ、
　佐伯澄男会長、後藤達也幹事、Ｌ金田智行、Ｌ青野泰介が参加しま
　した。
　記念式典が３月１１日（日）15:00 よりザ クラウンパレス新阪急高知
　で行われました。佐伯澄男会長、後藤達也幹事、鈴木雅志直前
　会長、伊藤龍一副会長、Ｌ岡田賢治、Ｌ能瀬伸一、Ｌ岡村真里哉が
　出席しました。
７）岡部歩乃佳後援会通常総会並びに基調講演と懇親会が３月１０日
　（土）18:30 からユアーズで開催されました。出席者総数５０名
８）新居浜中央ＬＣ結成４０周年記念式典３月１８日（日）が 11:00 より
　ユアーズで行われます。全員登録しております。多数の方の出席を
　お願い致します。
９）今治くるしまLC結成２５周年
　記念ゴルフ大会が３月２４日（土）今治カントリークラブで開催されます。
　佐伯澄男会長、後藤達也幹事、Ｌ岡田賢治、Ｌ金田智行が参加します。
　記念式典が３月２５日（日）15:00 より今治国際ホテルで行われます。
　白石誠一１ＺＣ、佐伯澄男会長、後藤達也幹事、福山宏会計が出
　席します。
10）クラブ新会員オリエンテーションが５月８日（火）18:30 からユアー 
　ズで行われます。
　講師は白石誠一１ＺＣ。新会員５名、三役、LT、TT、各委員会
　の委員長または理事、会員会則委員が出席します。
11）2018～ 2019 年度ＹＣＥ生夏期受入について
　・FJ-1(フランス)　男子 20 歳　期間：7/14-8/6
　・MXJ-11( メキシコ ) 女子 17 歳　期間：7/20.21.22 内に到着、　
　　8/9.10.11 内に帰国
　・TJ-6(トルコ) 女子 19 歳　期間 : 連絡待ち
　　　※イスラム教徒、豚肉NG
　・FNJ-5（フィンランド）女子 17 歳 　期間：連絡待ち
　・FNJ-10（フィンランド）女子 16 歳　期間：連絡待ち
　・台湾生　現地より連絡待ち4月になる予定
　希望のある方は事務局までお問合せ下さい。
12）3月第二例会で次期役員選挙会を行います。

●委員会報告
　次期役員指名委員会
　保健福祉委員会　第３回献血・献眼について
　環境保全委員会　第３回愛リバー・愛ロードについて　　　　
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　現地には新居浜ライオンズクラブ植樹の記念碑を
建てることになっています。
　それから会場に戻り１００名余りの子供達一人一
人に、お弁当と飲み物、チョコレートをメンバー全
員で手渡しました。
　子供達の何とも言えない、うれしそうな笑顔が印
象的で中には日本語で“ありがとう”とお礼を言う
子もいました。
　昼食後、子供たちが歌やダンス、ゲーム、空手
などを披露してくれました。そのあとはメンバー全員
でＴシャツ、サンダルなど物資を１００名余りの子供
ひとりひとりと握手をしながら配布しました。

　事前に校長先生から、この地域の事情を聞いて
いました。”この地域には真面目に勉強がしたくて
毎日、学校に通いたくても家庭の事情で授業料が
払えない子供が、たくさんいます。”この話を私か
ら参加したメンバーに現地で伝え、皆で寄付をしま
せんか？の問いかけに一瞬で全員が賛同してくれま
した。
　学校から選ばれた２０名分の子供達の授業料１
年分を寄付させて頂きました。
　中には選ばれて涙ぐむ子供もいました。校長先
生からは、お礼の言葉を頂きました。今回の植樹、
弁当の準備、物資の配布はダバオフリースクール
の生徒達が手伝ってくれました。
　フリースクールにいる生徒は日本の子供達です。
色んな事情で日本を離れダバオで頑張っている日本
の子供達です。本当に子供達に喜ばれ又、我々も
感動を覚えるアクトでした。子供達に別れを告げダ
バオ市内へ戻ります。
　まずはダバオ市長室へ表敬訪問。現在のダバオ
市長はドゥテルテ大統領の長女で名前はサラ市長
です。あいにく本人には会えませんでしたが市長室
で記念撮影。
　全員にドゥテルテ大統領のマグカップをお土産に
頂きました。こちらからは蛭子堂紅白饅頭を差し上
げました。
　そのあとドゥテルテ大統領の自宅を訪問して自宅

前にて全員で記念撮影。大統領の自宅とは思えな
い普通の家です。これも支持率が高い人気の原因
なのでしょう。
　大統領就任以来、観光名所になっています。
次はミンタル（民多留）にある日本人墓地へ向か
います。民多留とは日本人がダバオに日本人街を
作り“民＝人、多＝多く、留＝留まる”「ここに人が
多く留まるように」との思いで付けました。
　ダバオは戦前２万人以上の日本人が暮らした町
です。第二次世界大戦中に多くの日本人が、ここ
で亡くなりました。道中、ミンタルのバランガイ事務
所に連絡をするとバランガイキャプテンが是非とも事
務所に寄って欲しいと言われ皆で訪問しました。
　そして日本人街の歴史の説明を受けました。事
務所に天皇皇后両陛下の写真が飾ってありました。
　それから日本人墓地へも同行していただき説明を
受けました。
　墓地ではメンバー全員で献花を行いました。

　その後、日本人学校跡地にも行きました。ここま
でで時間は午後６時を過ぎています。ここから夕食
会場へ移動します。今日の夕食は高台にありダバ
オ市内の夜景を一望できる屋外レストランです。
　ちなみにダバオは人が集まる場所での喫煙は禁
止です。ホテル内も全面禁煙です。こうして朝ホテ
ルを出発して夕食後、ようやくホテルへ帰りました。
（これからは自由行動）

した。
　悪路だから皆でワー、キャー言い
ながら運ばれた。
　それだけで楽しかった。
　子供達の様子は純真そのもので目
はキラキラとしていて本当に嬉しそう
であった。このサマール島でのイベン
トが私には一番素晴らしい思い出で
です。

副会計　岡田 賢治
１００人の子供たちと握手しました！！

　佐伯会長の国際ア
クティビティでフィリピンのミンダナオ
島ダバオに同行して参りました。
　目的は、フリースクールの生徒た
ちと地元の子供たちとの交流、ダバ
オ市サンタアナＬＣとの交流です。

　２月１７日早朝よりフリースクールに向かい、早速
色々な行事で熱く歓迎してくれ感激一杯。
　プレゼントを渡す段になり、１００人余りの子供た
ちがお礼の意味で我々一人一人に握手してくれると
のこと。恥ずかしがり屋の子、しっかり目を見つめる
子、ひょうきんな子、ニコニコしている子、ハキハキ
した感じの子、小さな温かい手、みんな可愛く、私
自身何だかホッとさせられ心の安らぎを感じた次第
です。
　ライオンズの奉仕活動一環で１００人余りの子供
たちと握手したのは私自身初めてです。最初はエ
ーッと思いましたが良い経験させていただきました。
感謝！！
　翌日、ダバオ市サンタアナＬＣとの交流があり、会
員の皆さん積極的でライオンズ活動に熱意が感じら
れ、もしクラブ相互の提携まで持って行けたら素晴
らしいなと、今思っています。
　佐伯会長ガンバってください！！

会員会則委員会　大竹 崇夫
　ダバオ市での会長アクティビティに参加して、日頃
私達が気づきにくい、本当に大切にすべき事に気

付かせて頂きました。
　小さな島のフリースクールでは、日
本の子供達が、共同生活や空手を
通じて礼儀や相手を思いやる心を、
そして現地の子供達と交流する事に
より、人種を問わず人として助け合っ

て生きていく事の大切さを学んでいました。
　明るく頑張っている子供達が、時折見せる寂し
そうな表情には、複雑な思いもありました。
　私達の支援は、微々たるものでしたが、私財を

投じてスクールを運営されている校長
はじめスタッフの方々には、心より敬意
を表したいと思います。

テール・ツイスター　青野 泰介
　『皆で行く時のため
に』会長がそう言って
準備しているのを横目で
見ていた私は、参加と
いう選択肢しか無いか
のようにダバオへ旅立ち

ました。
　そこで体験した格差や貧困の現実

は、何の覚悟もなく参加した私を打ちのめし、日本
に生まれたことの幸せを思い知らせるには十分なも
のでした。
　ライオンズクラブが世界的な組織であること、そし
て人を喜ばせることができる団体であることを初めて
知ることができたと思います。
　事業に参加させていただき、本当にありがとうご
ざいました。

青少年委員会　岡村 真里哉
　ダバオ会長アクトに参加させていただき今回もとて

も感慨深いものとなりました。
　カカオの苗木２００本の植樹、
　１００名の子供達への服などのプ
レゼントなど。
　そして、日本人墓地での献花。
SANTA ANA LIONS ClUB との

交流会。まだまだ、知らない事や、まだまだ私達に
出来る事があるのでは！と改めて感じました。
　ご一緒頂いたメンバーの皆さんありがとうございま
した。帰国後体調崩された方が多かったと聞きまし
た。なぜか何事も無く元気な私でしたが、とても楽
しい時間を過ごせました。
　SANTA ANALIONS ClUB との交流もこれか
らもずっと続いていくと良いですね。

　早朝２時３０分に新居浜商工会
議所をマイクロバスで関西空港に
向け出発。
　午前７時３０分に予定通り関西空
港に到着。搭乗手続、出国審査
を終えて午前９時５５分に関西空港

を出発。機内では爆睡する人、なぜか映画を見て
号泣する人さまざまにリラックスした時間を過ごして
空路４時間を経て現地時間午後１３時にマニラ空
港へ到着。（日本との時差は１時間）
　飛行機を降りると日本との寒暖差は３０度、まさに
夏です。
　両替などを済ませチャーターしていた車に乗り込
みマニラ市内へ移動し日本食レストランで食事。
　その後アジア最大級のショッピングモール“モー
ルオブアジア”で一息つきました。再びマニラ空港
へ戻り午後８時発ダバオ空港行きの国内線へ乗り
継ぎ午後９時４０分ダバオ空港へ到着。
　預けた荷物を取り税関検査。蛭子堂特製「紅
白饅頭」が税関職員の目に留まり中を確認され、L
青野が税関職員に「これは何？」と聞かれ「ジャ
パニーズ　まんじゅう！！」を連呼し説明。ひと悶着
ありましたが無事に通過。

　空港ロビーを午後１０時３０分頃出ると深夜
にも関わらす SANTA ANA LC メンバーが
横断幕を掲げて熱烈歓迎。
　また全員に歓迎の手作り首飾りをかけてく
れました。聞くと午後９時には空港へ来て待っ
てくれていたそうです。とても感激しました。
　そして滞在中チャーターしている車２台に便
乗して国際会議などに使用され昨年１月に安
倍首相夫妻も宿泊されたマルコポーロホテル
へ移動。
　チェックイン後、夜食を食べに移動。無事
にダバオへ到着したことと明日からのアクティビ
ティの成功を祈願して乾杯をしました。明日早
朝からのアクティビティに備え、おとなしく就寝。

（全員かどうかはわかりません）
　２日目の朝ホテルを午前７時半に出発してアクティ
ビティ会場へ向かいます。
　途中、車ごとフェリーに乗ること１５分。午前９時
過ぎにサマル島へ到着。会場には我々を待つ１００
名以上の子供達と父兄、学校関係者、実践会館
ダバオ、DAVAO フリースクールなど２００名以上
の方々に出迎えを受けました。

　開会の挨拶を英語で行い LIONS の意味などを
挨拶の中で説明をしました。それから子供達とメン
バー、関係者と共に植樹をする場所に移動。
　子供たちはトラックの荷台に何人乗っているのか
数えきれないほど楽しそうに乗っていました。
　いよいよ植樹です。２００本のカカオの苗を一斉
に植えていき子供たちが楽しそうに植えて、あっと
いう間に植え終えました。
　およそ２年半で実の収穫が出来るようになるそう
です。わずかですが実を収穫して出荷をするという
仕事が出来て島の人々の収入になります。
　全員で記念撮影を行いました。

　３日目の朝、午前８時にホテルを出発してゴルフ
組とアイランドホッピング組に分かれて夕方５時の集
合時間まで過ごしました。
　夕方５時 SANTA ANA LC へ向かう集合時
間です。人員点呼をすると一人足りません。
　Ｓ直前会長が居ないのです。昼間に、はしゃぎ
過ぎたらしく部屋で爆睡中。電話で起こし遅れるこ
と１５分。ようやく出発です。
　午後６時開始予定よりも若干、早く到着。　
SANTA ANA LC 事務所で記念撮影などをして
定刻６時に交流会が始まりました。
　開会ゴングからスタートして国歌斉唱、会長挨
拶。私も英語で挨拶。神様に祈りを捧げてから会
食。フィリピンでは祝いの時には必ずある豚の丸焼
き（レチョン）など多くのフィリピン料理が用意され
ていました。
　フィリピンでは食事の時にはアルコールは飲まない
のが一般的ですが S 直前会長の強い要望がありア
ルコール類を出してもらいました。以前にも紹介しま

したが SANTA ANA LC 事務局の４階建ビルは
クラブ所有です。
　会食後、先方クラブが取り組んでいるアクティビ
ティについての説明。特に印象に残ったアクトは毎
月無料で健康診断、歯科検診を実施しているそう
です。
　その後、私から先方クラブへ我々の取り組んで
いる継続アクティビティについて英語で説明。
　記念品の交換などを行いました。先方クラブから
是非とも姉妹提携を結びたいとの要望が強くありま
した。　次回は SANTA ANA LC メンバーが日
本へ来る予定です。その際には盛大に歓迎しまし
ょう。
　しばらく歓談が続き、午後９時過ぎに散会となり
ました。国は違いますが同じライオン。言葉は通じ
なくとも思いはひとつ。とても良い交流会でした。（こ
こから自由行動）
　４日目の朝７時あっという間の４日間でした。
帰国のためホテルを出発。私は居残りの為ダバオ
空港で皆さんを見送りました。朝から夜まで外に出
ずっぱりの本当にハードスケジュールでした。
　参加いただいたメンバーの皆様に感謝します。
また参加出来なかったメンバーの方々の、ご理解
があったからこそ出来たアクトです。全員に感謝し
ます。ありがとうございました。
　最後にサマル島の子供達からのメッセージです。
“また来てね”

●会長挨拶　佐伯澄男会長
●審議事項
１）会長国際アクティビティ（２回目）決算報告について
２）第３回愛リバー・愛ロード決算報告について
３）第３回献血･献眼予算案について
４）委員会開催変更について
　会員会則委員会５月２日（水）事務局から８日（火）ユアーズ
　　新会員オリエンテーションを同時開催
●幹事報告
１）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 よりユアーズで開催され佐伯澄男会長、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した。
２）第３回愛リバー・愛ロード清掃奉仕　３月４日（日）7:00 より商工
　会館周辺で行われました。
　Ｌ佐伯澄男、Ｌ後藤達也、Ｌ鈴木雅志、Ｌ伊藤龍一、Ｌ福山 宏、Ｌ松浦
　一雄、Ｌ青野泰介、Ｌ神野雄太、Ｌ伊藤久門、Ｌ山下邦俊、Ｌ誉田幸弘
　奥様、Ｌ山口 泰、Ｌ藤縄洲二、Ｌ徳村 明、Ｌ高橋尚毅、Ｌ田村征夫、
　Ｌ加藤久博、Ｌ高橋在錫、Ｌ岡村真理哉、Ｌ金田智行、Ｌ真鍋憲夫、
　Ｌ天野淳、Ｌ村上順一郎、Ｌ塩見秀晴、Ｌ岡田浩二、Ｌ小野周平　
　計２６名が参加しました。
３）平成３０年新居浜市消防観閲式が３月４日（日）9:00 から山根市
　民グランドで行われました。佐伯澄男会長が出席しました。
４）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より新居浜 LC 事務局で行われました。白石誠一１ＺＣ、伊藤
　嘉秀１ＺＣＡ、天野 淳環境保全委員長が出席しました。
５）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より西条市で行われました。 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。
６）高知りょうまLC結成２０周年記念大会
　記念ゴルフ大会が３月７日（水）高知黒潮カントリークラブで行われ、
　佐伯澄男会長、後藤達也幹事、Ｌ金田智行、Ｌ青野泰介が参加しま
　した。
　記念式典が３月１１日（日）15:00 よりザ クラウンパレス新阪急高知
　で行われました。佐伯澄男会長、後藤達也幹事、鈴木雅志直前
　会長、伊藤龍一副会長、Ｌ岡田賢治、Ｌ能瀬伸一、Ｌ岡村真里哉が
　出席しました。
７）岡部歩乃佳後援会通常総会並びに基調講演と懇親会が３月１０日
　（土）18:30 からユアーズで開催されました。出席者総数５０名
８）新居浜中央ＬＣ結成４０周年記念式典３月１８日（日）が 11:00 より
　ユアーズで行われます。全員登録しております。多数の方の出席を
　お願い致します。
９）今治くるしまLC結成２５周年
　記念ゴルフ大会が３月２４日（土）今治カントリークラブで開催されます。
　佐伯澄男会長、後藤達也幹事、Ｌ岡田賢治、Ｌ金田智行が参加します。
　記念式典が３月２５日（日）15:00 より今治国際ホテルで行われます。
　白石誠一１ＺＣ、佐伯澄男会長、後藤達也幹事、福山宏会計が出
　席します。
10）クラブ新会員オリエンテーションが５月８日（火）18:30 からユアー 
　ズで行われます。
　講師は白石誠一１ＺＣ。新会員５名、三役、LT、TT、各委員会
　の委員長または理事、会員会則委員が出席します。
11）2018～ 2019 年度ＹＣＥ生夏期受入について
　・FJ-1(フランス)　男子 20 歳　期間：7/14-8/6
　・MXJ-11( メキシコ ) 女子 17 歳　期間：7/20.21.22 内に到着、　
　　8/9.10.11 内に帰国
　・TJ-6(トルコ) 女子 19 歳　期間 : 連絡待ち
　　　※イスラム教徒、豚肉NG
　・FNJ-5（フィンランド）女子 17 歳 　期間：連絡待ち
　・FNJ-10（フィンランド）女子 16 歳　期間：連絡待ち
　・台湾生　現地より連絡待ち4月になる予定
　希望のある方は事務局までお問合せ下さい。
12）3月第二例会で次期役員選挙会を行います。

●委員会報告
　次期役員指名委員会
　保健福祉委員会　第３回献血・献眼について
　環境保全委員会　第３回愛リバー・愛ロードについて　　　　

２Ｒ－１Ｚ・１ＺＣ　白石 誠一
　ダバオまでの道のりは、深夜２時
３０分に新居浜を出発し、ダバオホ
テル到着は翌日の夜１１時を過ぎる
ハードなものでした。
　しかし、ダバオ空港到着には、
SANTA ANA LC メンバーの皆様

に横断幕を掲げての歓迎振りに、大変感動を致し
ました。
　２日目は早朝より、DAVAO フリースクールでのメ
イン事業に参加し、多くの現地の子ども達との触れ
合いや、日本人の青少年に対する自立支援活動を
行われている指導状況を拝見し感銘致しました。
　最終日には、SANTA ANA LC メンバーとの
交流会に参加させて頂き、全ての事業が終了致し
ました。
　本当に中身の濃い会長アクトに参加し、改めてラ
イオンズ活動は世界における奉仕の輪を実感する事
が出来ました。本当にありがとうございました。

直前会長　鈴木 雅志
　この度、佐伯会長のメインアクト
である、フィリピンダバオ国際アクテ
ィビティに参加いたしました。
　三泊四日のわくわく、ドキドキ、感
動体験ツアーで一番の思い出になっ
たのは、やはりダバオからフェリーで

１５分ほどの距離にあるリゾート地サマル島で、日本
のフリースクールの子供たちや、現地の子供達との
ふれあいやカカオの苗木２００本を一緒に植樹したこ
とでした。
　生活環境は決してよくなく、貧しい生活を強いら
ている中でも笑って楽しんでいる子供達の姿は、一
生忘れません。
　佐伯会長の現地の子供達と接したいという熱意
思いが分かるような気がします。

ダバオ ! ! 会長国際アクティビティに参加して

幹事　後藤 達也
　2/16 ～ 2/19 まで会長アクティビ
ティとしてフィリピン・ダバオ市に行っ
てきました。
　アクティビティの質、量ともに高い
もので大変有益なアクティビティが実
行されました。

　私が印象に残ったのはサマル島の子供たちとの
植樹、そして交流会でした。子供たちにお弁当、
チョコレート、T シャツ、ビーチサンダルの配布を直
接に手から手へ渡す事でより一層の We Surve を
実感する事ができて感動しました。
　それとサンタ・アナＬＣとの交流会では手厚い歓
迎を受け、たくさんの料理をみんなで一緒にいただ
きました。私もつたない英語で会話しておりましたが、
話すことはできても、聞き取る事が難しく結局は通
訳を交えないと会話が成り立ちませんでした。
　日本人の弱点ですね ( 笑 ) 英会話がもう少しでき
れば、より深い交流ができたと思います。
　伊藤第一副会長が急遽不参加となりましたが、
参加者全員が無事に帰宅できたことが何よりでし
た。

会計　福山 宏
　１０月の訪問時に参加予定してい
たが私が９月末にアキレス腱断裂で
入院となり急遽行けなくなり会長に悪
いことしたなと思っておりました。
　２月はなんとしても行かねばならん、
と今回は参加させて頂く事ができまし

た。初めて訪れたフィリピンの印象は街も人も車もゴ
チャゴチャとしており私が小学生の頃の昭和の日本
の雰囲気でなんとなく懐かしい気がしました。
　サマール島のフリースクールでは我々を歓待して
いただき現地の子供達とカカオを植樹。
　トラックの荷台に人間満載で行くのを見て我慢で
きずに帰路は青野さんとトラックの荷台に乗り込みま

保健福祉委員会　村上 博昭
　個人的には５度目のダバオ訪問。
今回は会長アクトという事で多くのメ
ンバーとの訪問で最初からテンション
が上がり気味でした。
　夜遅くのダバオ到着にもかかわら
ず、多くの SANTA ANA LC メン

バーの出迎えにはびっくりしました。
　翌日からのフリースクールや現地の子供たちとの
交流会、市長並びに日本人墓地や日本人学校訪
問、SANTA ANA LC との交流会と分刻みのス
ケジュールでしたが大変充実した４日間でした。
機会があればまた皆で訪問しましょう。

事務局　白石 康代
　今回のアクティビティに参加させて
頂いて私自身考えさせられる事が沢
山ありました。
　中でもフリースクールの生徒たち、
地域の子供たちとの交流会でした。
フリースクールの生徒たちは色々な

事情を抱え親元を離れとても厳しい集団生活を送っ
ていますが、みんな礼儀正しく明るく頑張っていまし
た。また地域の子供たち１００人にＴシャツとサンダ
ルをプレゼントし、１００人の子供たち一人一人と握
手をしました。
　子供たちの手を両手でしっかり握るとみんなにっ
こり (^-^) 温かいものを感じると同時に逞しさも感じ
ました。貴重な時間を過ごさせて頂き本当にありが
とうございました。
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　現地には新居浜ライオンズクラブ植樹の記念碑を
建てることになっています。
　それから会場に戻り１００名余りの子供達一人一
人に、お弁当と飲み物、チョコレートをメンバー全
員で手渡しました。
　子供達の何とも言えない、うれしそうな笑顔が印
象的で中には日本語で“ありがとう”とお礼を言う
子もいました。
　昼食後、子供たちが歌やダンス、ゲーム、空手
などを披露してくれました。そのあとはメンバー全員
でＴシャツ、サンダルなど物資を１００名余りの子供
ひとりひとりと握手をしながら配布しました。

　事前に校長先生から、この地域の事情を聞いて
いました。”この地域には真面目に勉強がしたくて
毎日、学校に通いたくても家庭の事情で授業料が
払えない子供が、たくさんいます。”この話を私か
ら参加したメンバーに現地で伝え、皆で寄付をしま
せんか？の問いかけに一瞬で全員が賛同してくれま
した。
　学校から選ばれた２０名分の子供達の授業料１
年分を寄付させて頂きました。
　中には選ばれて涙ぐむ子供もいました。校長先
生からは、お礼の言葉を頂きました。今回の植樹、
弁当の準備、物資の配布はダバオフリースクール
の生徒達が手伝ってくれました。
　フリースクールにいる生徒は日本の子供達です。
色んな事情で日本を離れダバオで頑張っている日本
の子供達です。本当に子供達に喜ばれ又、我々も
感動を覚えるアクトでした。子供達に別れを告げダ
バオ市内へ戻ります。
　まずはダバオ市長室へ表敬訪問。現在のダバオ
市長はドゥテルテ大統領の長女で名前はサラ市長
です。あいにく本人には会えませんでしたが市長室
で記念撮影。
　全員にドゥテルテ大統領のマグカップをお土産に
頂きました。こちらからは蛭子堂紅白饅頭を差し上
げました。
　そのあとドゥテルテ大統領の自宅を訪問して自宅

前にて全員で記念撮影。大統領の自宅とは思えな
い普通の家です。これも支持率が高い人気の原因
なのでしょう。
　大統領就任以来、観光名所になっています。
次はミンタル（民多留）にある日本人墓地へ向か
います。民多留とは日本人がダバオに日本人街を
作り“民＝人、多＝多く、留＝留まる”「ここに人が
多く留まるように」との思いで付けました。
　ダバオは戦前２万人以上の日本人が暮らした町
です。第二次世界大戦中に多くの日本人が、ここ
で亡くなりました。道中、ミンタルのバランガイ事務
所に連絡をするとバランガイキャプテンが是非とも事
務所に寄って欲しいと言われ皆で訪問しました。
　そして日本人街の歴史の説明を受けました。事
務所に天皇皇后両陛下の写真が飾ってありました。
　それから日本人墓地へも同行していただき説明を
受けました。
　墓地ではメンバー全員で献花を行いました。

　その後、日本人学校跡地にも行きました。ここま
でで時間は午後６時を過ぎています。ここから夕食
会場へ移動します。今日の夕食は高台にありダバ
オ市内の夜景を一望できる屋外レストランです。
　ちなみにダバオは人が集まる場所での喫煙は禁
止です。ホテル内も全面禁煙です。こうして朝ホテ
ルを出発して夕食後、ようやくホテルへ帰りました。
（これからは自由行動）

した。
　悪路だから皆でワー、キャー言い
ながら運ばれた。
　それだけで楽しかった。
　子供達の様子は純真そのもので目
はキラキラとしていて本当に嬉しそう
であった。このサマール島でのイベン
トが私には一番素晴らしい思い出で
です。

副会計　岡田 賢治
１００人の子供たちと握手しました！！

　佐伯会長の国際ア
クティビティでフィリピンのミンダナオ
島ダバオに同行して参りました。
　目的は、フリースクールの生徒た
ちと地元の子供たちとの交流、ダバ
オ市サンタアナＬＣとの交流です。

　２月１７日早朝よりフリースクールに向かい、早速
色々な行事で熱く歓迎してくれ感激一杯。
　プレゼントを渡す段になり、１００人余りの子供た
ちがお礼の意味で我々一人一人に握手してくれると
のこと。恥ずかしがり屋の子、しっかり目を見つめる
子、ひょうきんな子、ニコニコしている子、ハキハキ
した感じの子、小さな温かい手、みんな可愛く、私
自身何だかホッとさせられ心の安らぎを感じた次第
です。
　ライオンズの奉仕活動一環で１００人余りの子供
たちと握手したのは私自身初めてです。最初はエ
ーッと思いましたが良い経験させていただきました。
感謝！！
　翌日、ダバオ市サンタアナＬＣとの交流があり、会
員の皆さん積極的でライオンズ活動に熱意が感じら
れ、もしクラブ相互の提携まで持って行けたら素晴
らしいなと、今思っています。
　佐伯会長ガンバってください！！

会員会則委員会　大竹 崇夫
　ダバオ市での会長アクティビティに参加して、日頃
私達が気づきにくい、本当に大切にすべき事に気

付かせて頂きました。
　小さな島のフリースクールでは、日
本の子供達が、共同生活や空手を
通じて礼儀や相手を思いやる心を、
そして現地の子供達と交流する事に
より、人種を問わず人として助け合っ

て生きていく事の大切さを学んでいました。
　明るく頑張っている子供達が、時折見せる寂し
そうな表情には、複雑な思いもありました。
　私達の支援は、微々たるものでしたが、私財を

投じてスクールを運営されている校長
はじめスタッフの方々には、心より敬意
を表したいと思います。

テール・ツイスター　青野 泰介
　『皆で行く時のため
に』会長がそう言って
準備しているのを横目で
見ていた私は、参加と
いう選択肢しか無いか
のようにダバオへ旅立ち

ました。
　そこで体験した格差や貧困の現実

は、何の覚悟もなく参加した私を打ちのめし、日本
に生まれたことの幸せを思い知らせるには十分なも
のでした。
　ライオンズクラブが世界的な組織であること、そし
て人を喜ばせることができる団体であることを初めて
知ることができたと思います。
　事業に参加させていただき、本当にありがとうご
ざいました。

青少年委員会　岡村 真里哉
　ダバオ会長アクトに参加させていただき今回もとて

も感慨深いものとなりました。
　カカオの苗木２００本の植樹、
　１００名の子供達への服などのプ
レゼントなど。
　そして、日本人墓地での献花。
SANTA ANA LIONS ClUB との

交流会。まだまだ、知らない事や、まだまだ私達に
出来る事があるのでは！と改めて感じました。
　ご一緒頂いたメンバーの皆さんありがとうございま
した。帰国後体調崩された方が多かったと聞きまし
た。なぜか何事も無く元気な私でしたが、とても楽
しい時間を過ごせました。
　SANTA ANALIONS ClUB との交流もこれか
らもずっと続いていくと良いですね。

　早朝２時３０分に新居浜商工会
議所をマイクロバスで関西空港に
向け出発。
　午前７時３０分に予定通り関西空
港に到着。搭乗手続、出国審査
を終えて午前９時５５分に関西空港

を出発。機内では爆睡する人、なぜか映画を見て
号泣する人さまざまにリラックスした時間を過ごして
空路４時間を経て現地時間午後１３時にマニラ空
港へ到着。（日本との時差は１時間）
　飛行機を降りると日本との寒暖差は３０度、まさに
夏です。
　両替などを済ませチャーターしていた車に乗り込
みマニラ市内へ移動し日本食レストランで食事。
　その後アジア最大級のショッピングモール“モー
ルオブアジア”で一息つきました。再びマニラ空港
へ戻り午後８時発ダバオ空港行きの国内線へ乗り
継ぎ午後９時４０分ダバオ空港へ到着。
　預けた荷物を取り税関検査。蛭子堂特製「紅
白饅頭」が税関職員の目に留まり中を確認され、L
青野が税関職員に「これは何？」と聞かれ「ジャ
パニーズ　まんじゅう！！」を連呼し説明。ひと悶着
ありましたが無事に通過。

　空港ロビーを午後１０時３０分頃出ると深夜
にも関わらす SANTA ANA LC メンバーが
横断幕を掲げて熱烈歓迎。
　また全員に歓迎の手作り首飾りをかけてく
れました。聞くと午後９時には空港へ来て待っ
てくれていたそうです。とても感激しました。
　そして滞在中チャーターしている車２台に便
乗して国際会議などに使用され昨年１月に安
倍首相夫妻も宿泊されたマルコポーロホテル
へ移動。
　チェックイン後、夜食を食べに移動。無事
にダバオへ到着したことと明日からのアクティビ
ティの成功を祈願して乾杯をしました。明日早
朝からのアクティビティに備え、おとなしく就寝。

（全員かどうかはわかりません）
　２日目の朝ホテルを午前７時半に出発してアクティ
ビティ会場へ向かいます。
　途中、車ごとフェリーに乗ること１５分。午前９時
過ぎにサマル島へ到着。会場には我々を待つ１００
名以上の子供達と父兄、学校関係者、実践会館
ダバオ、DAVAO フリースクールなど２００名以上
の方々に出迎えを受けました。

　開会の挨拶を英語で行い LIONS の意味などを
挨拶の中で説明をしました。それから子供達とメン
バー、関係者と共に植樹をする場所に移動。
　子供たちはトラックの荷台に何人乗っているのか
数えきれないほど楽しそうに乗っていました。
　いよいよ植樹です。２００本のカカオの苗を一斉
に植えていき子供たちが楽しそうに植えて、あっと
いう間に植え終えました。
　およそ２年半で実の収穫が出来るようになるそう
です。わずかですが実を収穫して出荷をするという
仕事が出来て島の人々の収入になります。
　全員で記念撮影を行いました。

　３日目の朝、午前８時にホテルを出発してゴルフ
組とアイランドホッピング組に分かれて夕方５時の集
合時間まで過ごしました。
　夕方５時 SANTA ANA LC へ向かう集合時
間です。人員点呼をすると一人足りません。
　Ｓ直前会長が居ないのです。昼間に、はしゃぎ
過ぎたらしく部屋で爆睡中。電話で起こし遅れるこ
と１５分。ようやく出発です。
　午後６時開始予定よりも若干、早く到着。　
SANTA ANA LC 事務所で記念撮影などをして
定刻６時に交流会が始まりました。
　開会ゴングからスタートして国歌斉唱、会長挨
拶。私も英語で挨拶。神様に祈りを捧げてから会
食。フィリピンでは祝いの時には必ずある豚の丸焼
き（レチョン）など多くのフィリピン料理が用意され
ていました。
　フィリピンでは食事の時にはアルコールは飲まない
のが一般的ですが S 直前会長の強い要望がありア
ルコール類を出してもらいました。以前にも紹介しま

したが SANTA ANA LC 事務局の４階建ビルは
クラブ所有です。
　会食後、先方クラブが取り組んでいるアクティビ
ティについての説明。特に印象に残ったアクトは毎
月無料で健康診断、歯科検診を実施しているそう
です。
　その後、私から先方クラブへ我々の取り組んで
いる継続アクティビティについて英語で説明。
　記念品の交換などを行いました。先方クラブから
是非とも姉妹提携を結びたいとの要望が強くありま
した。　次回は SANTA ANA LC メンバーが日
本へ来る予定です。その際には盛大に歓迎しまし
ょう。
　しばらく歓談が続き、午後９時過ぎに散会となり
ました。国は違いますが同じライオン。言葉は通じ
なくとも思いはひとつ。とても良い交流会でした。（こ
こから自由行動）
　４日目の朝７時あっという間の４日間でした。
帰国のためホテルを出発。私は居残りの為ダバオ
空港で皆さんを見送りました。朝から夜まで外に出
ずっぱりの本当にハードスケジュールでした。
　参加いただいたメンバーの皆様に感謝します。
また参加出来なかったメンバーの方々の、ご理解
があったからこそ出来たアクトです。全員に感謝し
ます。ありがとうございました。
　最後にサマル島の子供達からのメッセージです。
“また来てね”

●会長挨拶　佐伯澄男会長
●審議事項
１）会長国際アクティビティ（２回目）決算報告について
２）第３回愛リバー・愛ロード決算報告について
３）第３回献血･献眼予算案について
４）委員会開催変更について
　会員会則委員会５月２日（水）事務局から８日（火）ユアーズ
　　新会員オリエンテーションを同時開催
●幹事報告
１）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 よりユアーズで開催され佐伯澄男会長、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した。
２）第３回愛リバー・愛ロード清掃奉仕　３月４日（日）7:00 より商工
　会館周辺で行われました。
　Ｌ佐伯澄男、Ｌ後藤達也、Ｌ鈴木雅志、Ｌ伊藤龍一、Ｌ福山 宏、Ｌ松浦
　一雄、Ｌ青野泰介、Ｌ神野雄太、Ｌ伊藤久門、Ｌ山下邦俊、Ｌ誉田幸弘
　奥様、Ｌ山口 泰、Ｌ藤縄洲二、Ｌ徳村 明、Ｌ高橋尚毅、Ｌ田村征夫、
　Ｌ加藤久博、Ｌ高橋在錫、Ｌ岡村真理哉、Ｌ金田智行、Ｌ真鍋憲夫、
　Ｌ天野淳、Ｌ村上順一郎、Ｌ塩見秀晴、Ｌ岡田浩二、Ｌ小野周平　
　計２６名が参加しました。
３）平成３０年新居浜市消防観閲式が３月４日（日）9:00 から山根市
　民グランドで行われました。佐伯澄男会長が出席しました。
４）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より新居浜 LC 事務局で行われました。白石誠一１ＺＣ、伊藤
　嘉秀１ＺＣＡ、天野 淳環境保全委員長が出席しました。
５）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より西条市で行われました。 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。
６）高知りょうまLC結成２０周年記念大会
　記念ゴルフ大会が３月７日（水）高知黒潮カントリークラブで行われ、
　佐伯澄男会長、後藤達也幹事、Ｌ金田智行、Ｌ青野泰介が参加しま
　した。
　記念式典が３月１１日（日）15:00 よりザ クラウンパレス新阪急高知
　で行われました。佐伯澄男会長、後藤達也幹事、鈴木雅志直前
　会長、伊藤龍一副会長、Ｌ岡田賢治、Ｌ能瀬伸一、Ｌ岡村真里哉が
　出席しました。
７）岡部歩乃佳後援会通常総会並びに基調講演と懇親会が３月１０日
　（土）18:30 からユアーズで開催されました。出席者総数５０名
８）新居浜中央ＬＣ結成４０周年記念式典３月１８日（日）が 11:00 より
　ユアーズで行われます。全員登録しております。多数の方の出席を
　お願い致します。
９）今治くるしまLC結成２５周年
　記念ゴルフ大会が３月２４日（土）今治カントリークラブで開催されます。
　佐伯澄男会長、後藤達也幹事、Ｌ岡田賢治、Ｌ金田智行が参加します。
　記念式典が３月２５日（日）15:00 より今治国際ホテルで行われます。
　白石誠一１ＺＣ、佐伯澄男会長、後藤達也幹事、福山宏会計が出
　席します。
10）クラブ新会員オリエンテーションが５月８日（火）18:30 からユアー 
　ズで行われます。
　講師は白石誠一１ＺＣ。新会員５名、三役、LT、TT、各委員会
　の委員長または理事、会員会則委員が出席します。
11）2018～ 2019 年度ＹＣＥ生夏期受入について
　・FJ-1(フランス)　男子 20 歳　期間：7/14-8/6
　・MXJ-11( メキシコ ) 女子 17 歳　期間：7/20.21.22 内に到着、　
　　8/9.10.11 内に帰国
　・TJ-6(トルコ) 女子 19 歳　期間 : 連絡待ち
　　　※イスラム教徒、豚肉NG
　・FNJ-5（フィンランド）女子 17 歳 　期間：連絡待ち
　・FNJ-10（フィンランド）女子 16 歳　期間：連絡待ち
　・台湾生　現地より連絡待ち4月になる予定
　希望のある方は事務局までお問合せ下さい。
12）3月第二例会で次期役員選挙会を行います。

●委員会報告
　次期役員指名委員会
　保健福祉委員会　第３回献血・献眼について
　環境保全委員会　第３回愛リバー・愛ロードについて　　　　

２Ｒ－１Ｚ・１ＺＣ　白石 誠一
　ダバオまでの道のりは、深夜２時
３０分に新居浜を出発し、ダバオホ
テル到着は翌日の夜１１時を過ぎる
ハードなものでした。
　しかし、ダバオ空港到着には、
SANTA ANA LC メンバーの皆様

に横断幕を掲げての歓迎振りに、大変感動を致し
ました。
　２日目は早朝より、DAVAO フリースクールでのメ
イン事業に参加し、多くの現地の子ども達との触れ
合いや、日本人の青少年に対する自立支援活動を
行われている指導状況を拝見し感銘致しました。
　最終日には、SANTA ANA LC メンバーとの
交流会に参加させて頂き、全ての事業が終了致し
ました。
　本当に中身の濃い会長アクトに参加し、改めてラ
イオンズ活動は世界における奉仕の輪を実感する事
が出来ました。本当にありがとうございました。

直前会長　鈴木 雅志
　この度、佐伯会長のメインアクト
である、フィリピンダバオ国際アクテ
ィビティに参加いたしました。
　三泊四日のわくわく、ドキドキ、感
動体験ツアーで一番の思い出になっ
たのは、やはりダバオからフェリーで

１５分ほどの距離にあるリゾート地サマル島で、日本
のフリースクールの子供たちや、現地の子供達との
ふれあいやカカオの苗木２００本を一緒に植樹したこ
とでした。
　生活環境は決してよくなく、貧しい生活を強いら
ている中でも笑って楽しんでいる子供達の姿は、一
生忘れません。
　佐伯会長の現地の子供達と接したいという熱意
思いが分かるような気がします。

幹事　後藤 達也
　2/16 ～ 2/19 まで会長アクティビ
ティとしてフィリピン・ダバオ市に行っ
てきました。
　アクティビティの質、量ともに高い
もので大変有益なアクティビティが実
行されました。

　私が印象に残ったのはサマル島の子供たちとの
植樹、そして交流会でした。子供たちにお弁当、
チョコレート、T シャツ、ビーチサンダルの配布を直
接に手から手へ渡す事でより一層の We Surve を
実感する事ができて感動しました。
　それとサンタ・アナＬＣとの交流会では手厚い歓
迎を受け、たくさんの料理をみんなで一緒にいただ
きました。私もつたない英語で会話しておりましたが、
話すことはできても、聞き取る事が難しく結局は通
訳を交えないと会話が成り立ちませんでした。
　日本人の弱点ですね ( 笑 ) 英会話がもう少しでき
れば、より深い交流ができたと思います。
　伊藤第一副会長が急遽不参加となりましたが、
参加者全員が無事に帰宅できたことが何よりでし
た。

会計　福山 宏
　１０月の訪問時に参加予定してい
たが私が９月末にアキレス腱断裂で
入院となり急遽行けなくなり会長に悪
いことしたなと思っておりました。
　２月はなんとしても行かねばならん、
と今回は参加させて頂く事ができまし

た。初めて訪れたフィリピンの印象は街も人も車もゴ
チャゴチャとしており私が小学生の頃の昭和の日本
の雰囲気でなんとなく懐かしい気がしました。
　サマール島のフリースクールでは我々を歓待して
いただき現地の子供達とカカオを植樹。
　トラックの荷台に人間満載で行くのを見て我慢で
きずに帰路は青野さんとトラックの荷台に乗り込みま

保健福祉委員会　村上 博昭
　個人的には５度目のダバオ訪問。
今回は会長アクトという事で多くのメ
ンバーとの訪問で最初からテンション
が上がり気味でした。
　夜遅くのダバオ到着にもかかわら
ず、多くの SANTA ANA LC メン

バーの出迎えにはびっくりしました。
　翌日からのフリースクールや現地の子供たちとの
交流会、市長並びに日本人墓地や日本人学校訪
問、SANTA ANA LC との交流会と分刻みのス
ケジュールでしたが大変充実した４日間でした。
機会があればまた皆で訪問しましょう。

事務局　白石 康代
　今回のアクティビティに参加させて
頂いて私自身考えさせられる事が沢
山ありました。
　中でもフリースクールの生徒たち、
地域の子供たちとの交流会でした。
フリースクールの生徒たちは色々な

事情を抱え親元を離れとても厳しい集団生活を送っ
ていますが、みんな礼儀正しく明るく頑張っていまし
た。また地域の子供たち１００人にＴシャツとサンダ
ルをプレゼントし、１００人の子供たち一人一人と握
手をしました。
　子供たちの手を両手でしっかり握るとみんなにっ
こり (^-^) 温かいものを感じると同時に逞しさも感じ
ました。貴重な時間を過ごさせて頂き本当にありが
とうございました。



‥ 歴史の継承と未来への創造　We Serve ‥

　現地には新居浜ライオンズクラブ植樹の記念碑を
建てることになっています。
　それから会場に戻り１００名余りの子供達一人一
人に、お弁当と飲み物、チョコレートをメンバー全
員で手渡しました。
　子供達の何とも言えない、うれしそうな笑顔が印
象的で中には日本語で“ありがとう”とお礼を言う
子もいました。
　昼食後、子供たちが歌やダンス、ゲーム、空手
などを披露してくれました。そのあとはメンバー全員
でＴシャツ、サンダルなど物資を１００名余りの子供
ひとりひとりと握手をしながら配布しました。

　事前に校長先生から、この地域の事情を聞いて
いました。”この地域には真面目に勉強がしたくて
毎日、学校に通いたくても家庭の事情で授業料が
払えない子供が、たくさんいます。”この話を私か
ら参加したメンバーに現地で伝え、皆で寄付をしま
せんか？の問いかけに一瞬で全員が賛同してくれま
した。
　学校から選ばれた２０名分の子供達の授業料１
年分を寄付させて頂きました。
　中には選ばれて涙ぐむ子供もいました。校長先
生からは、お礼の言葉を頂きました。今回の植樹、
弁当の準備、物資の配布はダバオフリースクール
の生徒達が手伝ってくれました。
　フリースクールにいる生徒は日本の子供達です。
色んな事情で日本を離れダバオで頑張っている日本
の子供達です。本当に子供達に喜ばれ又、我々も
感動を覚えるアクトでした。子供達に別れを告げダ
バオ市内へ戻ります。
　まずはダバオ市長室へ表敬訪問。現在のダバオ
市長はドゥテルテ大統領の長女で名前はサラ市長
です。あいにく本人には会えませんでしたが市長室
で記念撮影。
　全員にドゥテルテ大統領のマグカップをお土産に
頂きました。こちらからは蛭子堂紅白饅頭を差し上
げました。
　そのあとドゥテルテ大統領の自宅を訪問して自宅

前にて全員で記念撮影。大統領の自宅とは思えな
い普通の家です。これも支持率が高い人気の原因
なのでしょう。
　大統領就任以来、観光名所になっています。
次はミンタル（民多留）にある日本人墓地へ向か
います。民多留とは日本人がダバオに日本人街を
作り“民＝人、多＝多く、留＝留まる”「ここに人が
多く留まるように」との思いで付けました。
　ダバオは戦前２万人以上の日本人が暮らした町
です。第二次世界大戦中に多くの日本人が、ここ
で亡くなりました。道中、ミンタルのバランガイ事務
所に連絡をするとバランガイキャプテンが是非とも事
務所に寄って欲しいと言われ皆で訪問しました。
　そして日本人街の歴史の説明を受けました。事
務所に天皇皇后両陛下の写真が飾ってありました。
　それから日本人墓地へも同行していただき説明を
受けました。
　墓地ではメンバー全員で献花を行いました。

　その後、日本人学校跡地にも行きました。ここま
でで時間は午後６時を過ぎています。ここから夕食
会場へ移動します。今日の夕食は高台にありダバ
オ市内の夜景を一望できる屋外レストランです。
　ちなみにダバオは人が集まる場所での喫煙は禁
止です。ホテル内も全面禁煙です。こうして朝ホテ
ルを出発して夕食後、ようやくホテルへ帰りました。
（これからは自由行動）
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した。
　悪路だから皆でワー、キャー言い
ながら運ばれた。
　それだけで楽しかった。
　子供達の様子は純真そのもので目
はキラキラとしていて本当に嬉しそう
であった。このサマール島でのイベン
トが私には一番素晴らしい思い出で
です。

副会計　岡田 賢治
１００人の子供たちと握手しました！！

　佐伯会長の国際ア
クティビティでフィリピンのミンダナオ
島ダバオに同行して参りました。
　目的は、フリースクールの生徒た
ちと地元の子供たちとの交流、ダバ
オ市サンタアナＬＣとの交流です。

　２月１７日早朝よりフリースクールに向かい、早速
色々な行事で熱く歓迎してくれ感激一杯。
　プレゼントを渡す段になり、１００人余りの子供た
ちがお礼の意味で我々一人一人に握手してくれると
のこと。恥ずかしがり屋の子、しっかり目を見つめる
子、ひょうきんな子、ニコニコしている子、ハキハキ
した感じの子、小さな温かい手、みんな可愛く、私
自身何だかホッとさせられ心の安らぎを感じた次第
です。
　ライオンズの奉仕活動一環で１００人余りの子供
たちと握手したのは私自身初めてです。最初はエ
ーッと思いましたが良い経験させていただきました。
感謝！！
　翌日、ダバオ市サンタアナＬＣとの交流があり、会
員の皆さん積極的でライオンズ活動に熱意が感じら
れ、もしクラブ相互の提携まで持って行けたら素晴
らしいなと、今思っています。
　佐伯会長ガンバってください！！

会員会則委員会　大竹 崇夫
　ダバオ市での会長アクティビティに参加して、日頃
私達が気づきにくい、本当に大切にすべき事に気

付かせて頂きました。
　小さな島のフリースクールでは、日
本の子供達が、共同生活や空手を
通じて礼儀や相手を思いやる心を、
そして現地の子供達と交流する事に
より、人種を問わず人として助け合っ

て生きていく事の大切さを学んでいました。
　明るく頑張っている子供達が、時折見せる寂し
そうな表情には、複雑な思いもありました。
　私達の支援は、微々たるものでしたが、私財を

投じてスクールを運営されている校長
はじめスタッフの方々には、心より敬意
を表したいと思います。

テール・ツイスター　青野 泰介
　『皆で行く時のため
に』会長がそう言って
準備しているのを横目で
見ていた私は、参加と
いう選択肢しか無いか
のようにダバオへ旅立ち

ました。
　そこで体験した格差や貧困の現実

は、何の覚悟もなく参加した私を打ちのめし、日本
に生まれたことの幸せを思い知らせるには十分なも
のでした。
　ライオンズクラブが世界的な組織であること、そし
て人を喜ばせることができる団体であることを初めて
知ることができたと思います。
　事業に参加させていただき、本当にありがとうご
ざいました。

青少年委員会　岡村 真里哉
　ダバオ会長アクトに参加させていただき今回もとて

も感慨深いものとなりました。
　カカオの苗木２００本の植樹、
　１００名の子供達への服などのプ
レゼントなど。
　そして、日本人墓地での献花。
SANTA ANA LIONS ClUB との

交流会。まだまだ、知らない事や、まだまだ私達に
出来る事があるのでは！と改めて感じました。
　ご一緒頂いたメンバーの皆さんありがとうございま
した。帰国後体調崩された方が多かったと聞きまし
た。なぜか何事も無く元気な私でしたが、とても楽
しい時間を過ごせました。
　SANTA ANALIONS ClUB との交流もこれか
らもずっと続いていくと良いですね。

　早朝２時３０分に新居浜商工会
議所をマイクロバスで関西空港に
向け出発。
　午前７時３０分に予定通り関西空
港に到着。搭乗手続、出国審査
を終えて午前９時５５分に関西空港

を出発。機内では爆睡する人、なぜか映画を見て
号泣する人さまざまにリラックスした時間を過ごして
空路４時間を経て現地時間午後１３時にマニラ空
港へ到着。（日本との時差は１時間）
　飛行機を降りると日本との寒暖差は３０度、まさに
夏です。
　両替などを済ませチャーターしていた車に乗り込
みマニラ市内へ移動し日本食レストランで食事。
　その後アジア最大級のショッピングモール“モー
ルオブアジア”で一息つきました。再びマニラ空港
へ戻り午後８時発ダバオ空港行きの国内線へ乗り
継ぎ午後９時４０分ダバオ空港へ到着。
　預けた荷物を取り税関検査。蛭子堂特製「紅
白饅頭」が税関職員の目に留まり中を確認され、L
青野が税関職員に「これは何？」と聞かれ「ジャ
パニーズ　まんじゅう！！」を連呼し説明。ひと悶着
ありましたが無事に通過。

　空港ロビーを午後１０時３０分頃出ると深夜
にも関わらす SANTA ANA LC メンバーが
横断幕を掲げて熱烈歓迎。
　また全員に歓迎の手作り首飾りをかけてく
れました。聞くと午後９時には空港へ来て待っ
てくれていたそうです。とても感激しました。
　そして滞在中チャーターしている車２台に便
乗して国際会議などに使用され昨年１月に安
倍首相夫妻も宿泊されたマルコポーロホテル
へ移動。
　チェックイン後、夜食を食べに移動。無事
にダバオへ到着したことと明日からのアクティビ
ティの成功を祈願して乾杯をしました。明日早
朝からのアクティビティに備え、おとなしく就寝。

（全員かどうかはわかりません）
　２日目の朝ホテルを午前７時半に出発してアクティ
ビティ会場へ向かいます。
　途中、車ごとフェリーに乗ること１５分。午前９時
過ぎにサマル島へ到着。会場には我々を待つ１００
名以上の子供達と父兄、学校関係者、実践会館
ダバオ、DAVAO フリースクールなど２００名以上
の方々に出迎えを受けました。

　開会の挨拶を英語で行い LIONS の意味などを
挨拶の中で説明をしました。それから子供達とメン
バー、関係者と共に植樹をする場所に移動。
　子供たちはトラックの荷台に何人乗っているのか
数えきれないほど楽しそうに乗っていました。
　いよいよ植樹です。２００本のカカオの苗を一斉
に植えていき子供たちが楽しそうに植えて、あっと
いう間に植え終えました。
　およそ２年半で実の収穫が出来るようになるそう
です。わずかですが実を収穫して出荷をするという
仕事が出来て島の人々の収入になります。
　全員で記念撮影を行いました。

　３日目の朝、午前８時にホテルを出発してゴルフ
組とアイランドホッピング組に分かれて夕方５時の集
合時間まで過ごしました。
　夕方５時 SANTA ANA LC へ向かう集合時
間です。人員点呼をすると一人足りません。
　Ｓ直前会長が居ないのです。昼間に、はしゃぎ
過ぎたらしく部屋で爆睡中。電話で起こし遅れるこ
と１５分。ようやく出発です。
　午後６時開始予定よりも若干、早く到着。　
SANTA ANA LC 事務所で記念撮影などをして
定刻６時に交流会が始まりました。
　開会ゴングからスタートして国歌斉唱、会長挨
拶。私も英語で挨拶。神様に祈りを捧げてから会
食。フィリピンでは祝いの時には必ずある豚の丸焼
き（レチョン）など多くのフィリピン料理が用意され
ていました。
　フィリピンでは食事の時にはアルコールは飲まない
のが一般的ですが S 直前会長の強い要望がありア
ルコール類を出してもらいました。以前にも紹介しま

したが SANTA ANA LC 事務局の４階建ビルは
クラブ所有です。
　会食後、先方クラブが取り組んでいるアクティビ
ティについての説明。特に印象に残ったアクトは毎
月無料で健康診断、歯科検診を実施しているそう
です。
　その後、私から先方クラブへ我々の取り組んで
いる継続アクティビティについて英語で説明。
　記念品の交換などを行いました。先方クラブから
是非とも姉妹提携を結びたいとの要望が強くありま
した。　次回は SANTA ANA LC メンバーが日
本へ来る予定です。その際には盛大に歓迎しまし
ょう。
　しばらく歓談が続き、午後９時過ぎに散会となり
ました。国は違いますが同じライオン。言葉は通じ
なくとも思いはひとつ。とても良い交流会でした。（こ
こから自由行動）
　４日目の朝７時あっという間の４日間でした。
帰国のためホテルを出発。私は居残りの為ダバオ
空港で皆さんを見送りました。朝から夜まで外に出
ずっぱりの本当にハードスケジュールでした。
　参加いただいたメンバーの皆様に感謝します。
また参加出来なかったメンバーの方々の、ご理解
があったからこそ出来たアクトです。全員に感謝し
ます。ありがとうございました。
　最後にサマル島の子供達からのメッセージです。
“また来てね”

●会長挨拶　佐伯澄男会長
●審議事項
１）会長国際アクティビティ（２回目）決算報告について
２）第３回愛リバー・愛ロード決算報告について
３）第３回献血･献眼予算案について
４）委員会開催変更について
　会員会則委員会５月２日（水）事務局から８日（火）ユアーズ
　　新会員オリエンテーションを同時開催
●幹事報告
１）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 よりユアーズで開催され佐伯澄男会長、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した。
２）第３回愛リバー・愛ロード清掃奉仕　３月４日（日）7:00 より商工
　会館周辺で行われました。
　Ｌ佐伯澄男、Ｌ後藤達也、Ｌ鈴木雅志、Ｌ伊藤龍一、Ｌ福山 宏、Ｌ松浦
　一雄、Ｌ青野泰介、Ｌ神野雄太、Ｌ伊藤久門、Ｌ山下邦俊、Ｌ誉田幸弘
　奥様、Ｌ山口 泰、Ｌ藤縄洲二、Ｌ徳村 明、Ｌ高橋尚毅、Ｌ田村征夫、
　Ｌ加藤久博、Ｌ高橋在錫、Ｌ岡村真理哉、Ｌ金田智行、Ｌ真鍋憲夫、
　Ｌ天野淳、Ｌ村上順一郎、Ｌ塩見秀晴、Ｌ岡田浩二、Ｌ小野周平　
　計２６名が参加しました。
３）平成３０年新居浜市消防観閲式が３月４日（日）9:00 から山根市
　民グランドで行われました。佐伯澄男会長が出席しました。
４）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より新居浜 LC 事務局で行われました。白石誠一１ＺＣ、伊藤
　嘉秀１ＺＣＡ、天野 淳環境保全委員長が出席しました。
５）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より西条市で行われました。 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。
６）高知りょうまLC結成２０周年記念大会
　記念ゴルフ大会が３月７日（水）高知黒潮カントリークラブで行われ、
　佐伯澄男会長、後藤達也幹事、Ｌ金田智行、Ｌ青野泰介が参加しま
　した。
　記念式典が３月１１日（日）15:00 よりザ クラウンパレス新阪急高知
　で行われました。佐伯澄男会長、後藤達也幹事、鈴木雅志直前
　会長、伊藤龍一副会長、Ｌ岡田賢治、Ｌ能瀬伸一、Ｌ岡村真里哉が
　出席しました。
７）岡部歩乃佳後援会通常総会並びに基調講演と懇親会が３月１０日
　（土）18:30 からユアーズで開催されました。出席者総数５０名
８）新居浜中央ＬＣ結成４０周年記念式典３月１８日（日）が 11:00 より
　ユアーズで行われます。全員登録しております。多数の方の出席を
　お願い致します。
９）今治くるしまLC結成２５周年
　記念ゴルフ大会が３月２４日（土）今治カントリークラブで開催されます。
　佐伯澄男会長、後藤達也幹事、Ｌ岡田賢治、Ｌ金田智行が参加します。
　記念式典が３月２５日（日）15:00 より今治国際ホテルで行われます。
　白石誠一１ＺＣ、佐伯澄男会長、後藤達也幹事、福山宏会計が出
　席します。
10）クラブ新会員オリエンテーションが５月８日（火）18:30 からユアー 
　ズで行われます。
　講師は白石誠一１ＺＣ。新会員５名、三役、LT、TT、各委員会
　の委員長または理事、会員会則委員が出席します。
11）2018～ 2019 年度ＹＣＥ生夏期受入について
　・FJ-1(フランス)　男子 20 歳　期間：7/14-8/6
　・MXJ-11( メキシコ ) 女子 17 歳　期間：7/20.21.22 内に到着、　
　　8/9.10.11 内に帰国
　・TJ-6(トルコ) 女子 19 歳　期間 : 連絡待ち
　　　※イスラム教徒、豚肉NG
　・FNJ-5（フィンランド）女子 17 歳 　期間：連絡待ち
　・FNJ-10（フィンランド）女子 16 歳　期間：連絡待ち
　・台湾生　現地より連絡待ち4月になる予定
　希望のある方は事務局までお問合せ下さい。
12）3月第二例会で次期役員選挙会を行います。

●委員会報告
　次期役員指名委員会
　保健福祉委員会　第３回献血・献眼について
　環境保全委員会　第３回愛リバー・愛ロードについて　　　　

２Ｒ－１Ｚ・１ＺＣ　白石 誠一
　ダバオまでの道のりは、深夜２時
３０分に新居浜を出発し、ダバオホ
テル到着は翌日の夜１１時を過ぎる
ハードなものでした。
　しかし、ダバオ空港到着には、
SANTA ANA LC メンバーの皆様

に横断幕を掲げての歓迎振りに、大変感動を致し
ました。
　２日目は早朝より、DAVAO フリースクールでのメ
イン事業に参加し、多くの現地の子ども達との触れ
合いや、日本人の青少年に対する自立支援活動を
行われている指導状況を拝見し感銘致しました。
　最終日には、SANTA ANA LC メンバーとの
交流会に参加させて頂き、全ての事業が終了致し
ました。
　本当に中身の濃い会長アクトに参加し、改めてラ
イオンズ活動は世界における奉仕の輪を実感する事
が出来ました。本当にありがとうございました。

直前会長　鈴木 雅志
　この度、佐伯会長のメインアクト
である、フィリピンダバオ国際アクテ
ィビティに参加いたしました。
　三泊四日のわくわく、ドキドキ、感
動体験ツアーで一番の思い出になっ
たのは、やはりダバオからフェリーで

１５分ほどの距離にあるリゾート地サマル島で、日本
のフリースクールの子供たちや、現地の子供達との
ふれあいやカカオの苗木２００本を一緒に植樹したこ
とでした。
　生活環境は決してよくなく、貧しい生活を強いら
ている中でも笑って楽しんでいる子供達の姿は、一
生忘れません。
　佐伯会長の現地の子供達と接したいという熱意
思いが分かるような気がします。

幹事　後藤 達也
　2/16 ～ 2/19 まで会長アクティビ
ティとしてフィリピン・ダバオ市に行っ
てきました。
　アクティビティの質、量ともに高い
もので大変有益なアクティビティが実
行されました。

　私が印象に残ったのはサマル島の子供たちとの
植樹、そして交流会でした。子供たちにお弁当、
チョコレート、T シャツ、ビーチサンダルの配布を直
接に手から手へ渡す事でより一層の We Surve を
実感する事ができて感動しました。
　それとサンタ・アナＬＣとの交流会では手厚い歓
迎を受け、たくさんの料理をみんなで一緒にいただ
きました。私もつたない英語で会話しておりましたが、
話すことはできても、聞き取る事が難しく結局は通
訳を交えないと会話が成り立ちませんでした。
　日本人の弱点ですね ( 笑 ) 英会話がもう少しでき
れば、より深い交流ができたと思います。
　伊藤第一副会長が急遽不参加となりましたが、
参加者全員が無事に帰宅できたことが何よりでし
た。

会計　福山 宏
　１０月の訪問時に参加予定してい
たが私が９月末にアキレス腱断裂で
入院となり急遽行けなくなり会長に悪
いことしたなと思っておりました。
　２月はなんとしても行かねばならん、
と今回は参加させて頂く事ができまし

た。初めて訪れたフィリピンの印象は街も人も車もゴ
チャゴチャとしており私が小学生の頃の昭和の日本
の雰囲気でなんとなく懐かしい気がしました。
　サマール島のフリースクールでは我々を歓待して
いただき現地の子供達とカカオを植樹。
　トラックの荷台に人間満載で行くのを見て我慢で
きずに帰路は青野さんとトラックの荷台に乗り込みま

保健福祉委員会　村上 博昭
　個人的には５度目のダバオ訪問。
今回は会長アクトという事で多くのメ
ンバーとの訪問で最初からテンション
が上がり気味でした。
　夜遅くのダバオ到着にもかかわら
ず、多くの SANTA ANA LC メン

バーの出迎えにはびっくりしました。
　翌日からのフリースクールや現地の子供たちとの
交流会、市長並びに日本人墓地や日本人学校訪
問、SANTA ANA LC との交流会と分刻みのス
ケジュールでしたが大変充実した４日間でした。
機会があればまた皆で訪問しましょう。

事務局　白石 康代
　今回のアクティビティに参加させて
頂いて私自身考えさせられる事が沢
山ありました。
　中でもフリースクールの生徒たち、
地域の子供たちとの交流会でした。
フリースクールの生徒たちは色々な

事情を抱え親元を離れとても厳しい集団生活を送っ
ていますが、みんな礼儀正しく明るく頑張っていまし
た。また地域の子供たち１００人にＴシャツとサンダ
ルをプレゼントし、１００人の子供たち一人一人と握
手をしました。
　子供たちの手を両手でしっかり握るとみんなにっ
こり (^-^) 温かいものを感じると同時に逞しさも感じ
ました。貴重な時間を過ごさせて頂き本当にありが
とうございました。
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　現地には新居浜ライオンズクラブ植樹の記念碑を
建てることになっています。
　それから会場に戻り１００名余りの子供達一人一
人に、お弁当と飲み物、チョコレートをメンバー全
員で手渡しました。
　子供達の何とも言えない、うれしそうな笑顔が印
象的で中には日本語で“ありがとう”とお礼を言う
子もいました。
　昼食後、子供たちが歌やダンス、ゲーム、空手
などを披露してくれました。そのあとはメンバー全員
でＴシャツ、サンダルなど物資を１００名余りの子供
ひとりひとりと握手をしながら配布しました。

　事前に校長先生から、この地域の事情を聞いて
いました。”この地域には真面目に勉強がしたくて
毎日、学校に通いたくても家庭の事情で授業料が
払えない子供が、たくさんいます。”この話を私か
ら参加したメンバーに現地で伝え、皆で寄付をしま
せんか？の問いかけに一瞬で全員が賛同してくれま
した。
　学校から選ばれた２０名分の子供達の授業料１
年分を寄付させて頂きました。
　中には選ばれて涙ぐむ子供もいました。校長先
生からは、お礼の言葉を頂きました。今回の植樹、
弁当の準備、物資の配布はダバオフリースクール
の生徒達が手伝ってくれました。
　フリースクールにいる生徒は日本の子供達です。
色んな事情で日本を離れダバオで頑張っている日本
の子供達です。本当に子供達に喜ばれ又、我々も
感動を覚えるアクトでした。子供達に別れを告げダ
バオ市内へ戻ります。
　まずはダバオ市長室へ表敬訪問。現在のダバオ
市長はドゥテルテ大統領の長女で名前はサラ市長
です。あいにく本人には会えませんでしたが市長室
で記念撮影。
　全員にドゥテルテ大統領のマグカップをお土産に
頂きました。こちらからは蛭子堂紅白饅頭を差し上
げました。
　そのあとドゥテルテ大統領の自宅を訪問して自宅

前にて全員で記念撮影。大統領の自宅とは思えな
い普通の家です。これも支持率が高い人気の原因
なのでしょう。
　大統領就任以来、観光名所になっています。
次はミンタル（民多留）にある日本人墓地へ向か
います。民多留とは日本人がダバオに日本人街を
作り“民＝人、多＝多く、留＝留まる”「ここに人が
多く留まるように」との思いで付けました。
　ダバオは戦前２万人以上の日本人が暮らした町
です。第二次世界大戦中に多くの日本人が、ここ
で亡くなりました。道中、ミンタルのバランガイ事務
所に連絡をするとバランガイキャプテンが是非とも事
務所に寄って欲しいと言われ皆で訪問しました。
　そして日本人街の歴史の説明を受けました。事
務所に天皇皇后両陛下の写真が飾ってありました。
　それから日本人墓地へも同行していただき説明を
受けました。
　墓地ではメンバー全員で献花を行いました。

　その後、日本人学校跡地にも行きました。ここま
でで時間は午後６時を過ぎています。ここから夕食
会場へ移動します。今日の夕食は高台にありダバ
オ市内の夜景を一望できる屋外レストランです。
　ちなみにダバオは人が集まる場所での喫煙は禁
止です。ホテル内も全面禁煙です。こうして朝ホテ
ルを出発して夕食後、ようやくホテルへ帰りました。
（これからは自由行動）

した。
　悪路だから皆でワー、キャー言い
ながら運ばれた。
　それだけで楽しかった。
　子供達の様子は純真そのもので目
はキラキラとしていて本当に嬉しそう
であった。このサマール島でのイベン
トが私には一番素晴らしい思い出で
です。

副会計　岡田 賢治
１００人の子供たちと握手しました！！

　佐伯会長の国際ア
クティビティでフィリピンのミンダナオ
島ダバオに同行して参りました。
　目的は、フリースクールの生徒た
ちと地元の子供たちとの交流、ダバ
オ市サンタアナＬＣとの交流です。

　２月１７日早朝よりフリースクールに向かい、早速
色々な行事で熱く歓迎してくれ感激一杯。
　プレゼントを渡す段になり、１００人余りの子供た
ちがお礼の意味で我々一人一人に握手してくれると
のこと。恥ずかしがり屋の子、しっかり目を見つめる
子、ひょうきんな子、ニコニコしている子、ハキハキ
した感じの子、小さな温かい手、みんな可愛く、私
自身何だかホッとさせられ心の安らぎを感じた次第
です。
　ライオンズの奉仕活動一環で１００人余りの子供
たちと握手したのは私自身初めてです。最初はエ
ーッと思いましたが良い経験させていただきました。
感謝！！
　翌日、ダバオ市サンタアナＬＣとの交流があり、会
員の皆さん積極的でライオンズ活動に熱意が感じら
れ、もしクラブ相互の提携まで持って行けたら素晴
らしいなと、今思っています。
　佐伯会長ガンバってください！！

会員会則委員会　大竹 崇夫
　ダバオ市での会長アクティビティに参加して、日頃
私達が気づきにくい、本当に大切にすべき事に気

付かせて頂きました。
　小さな島のフリースクールでは、日
本の子供達が、共同生活や空手を
通じて礼儀や相手を思いやる心を、
そして現地の子供達と交流する事に
より、人種を問わず人として助け合っ

て生きていく事の大切さを学んでいました。
　明るく頑張っている子供達が、時折見せる寂し
そうな表情には、複雑な思いもありました。
　私達の支援は、微々たるものでしたが、私財を

投じてスクールを運営されている校長
はじめスタッフの方々には、心より敬意
を表したいと思います。

テール・ツイスター　青野 泰介
　『皆で行く時のため
に』会長がそう言って
準備しているのを横目で
見ていた私は、参加と
いう選択肢しか無いか
のようにダバオへ旅立ち

ました。
　そこで体験した格差や貧困の現実

は、何の覚悟もなく参加した私を打ちのめし、日本
に生まれたことの幸せを思い知らせるには十分なも
のでした。
　ライオンズクラブが世界的な組織であること、そし
て人を喜ばせることができる団体であることを初めて
知ることができたと思います。
　事業に参加させていただき、本当にありがとうご
ざいました。

青少年委員会　岡村 真里哉
　ダバオ会長アクトに参加させていただき今回もとて

も感慨深いものとなりました。
　カカオの苗木２００本の植樹、
　１００名の子供達への服などのプ
レゼントなど。
　そして、日本人墓地での献花。
SANTA ANA LIONS ClUB との

交流会。まだまだ、知らない事や、まだまだ私達に
出来る事があるのでは！と改めて感じました。
　ご一緒頂いたメンバーの皆さんありがとうございま
した。帰国後体調崩された方が多かったと聞きまし
た。なぜか何事も無く元気な私でしたが、とても楽
しい時間を過ごせました。
　SANTA ANALIONS ClUB との交流もこれか
らもずっと続いていくと良いですね。

　早朝２時３０分に新居浜商工会
議所をマイクロバスで関西空港に
向け出発。
　午前７時３０分に予定通り関西空
港に到着。搭乗手続、出国審査
を終えて午前９時５５分に関西空港

を出発。機内では爆睡する人、なぜか映画を見て
号泣する人さまざまにリラックスした時間を過ごして
空路４時間を経て現地時間午後１３時にマニラ空
港へ到着。（日本との時差は１時間）
　飛行機を降りると日本との寒暖差は３０度、まさに
夏です。
　両替などを済ませチャーターしていた車に乗り込
みマニラ市内へ移動し日本食レストランで食事。
　その後アジア最大級のショッピングモール“モー
ルオブアジア”で一息つきました。再びマニラ空港
へ戻り午後８時発ダバオ空港行きの国内線へ乗り
継ぎ午後９時４０分ダバオ空港へ到着。
　預けた荷物を取り税関検査。蛭子堂特製「紅
白饅頭」が税関職員の目に留まり中を確認され、L
青野が税関職員に「これは何？」と聞かれ「ジャ
パニーズ　まんじゅう！！」を連呼し説明。ひと悶着
ありましたが無事に通過。

　空港ロビーを午後１０時３０分頃出ると深夜
にも関わらす SANTA ANA LC メンバーが
横断幕を掲げて熱烈歓迎。
　また全員に歓迎の手作り首飾りをかけてく
れました。聞くと午後９時には空港へ来て待っ
てくれていたそうです。とても感激しました。
　そして滞在中チャーターしている車２台に便
乗して国際会議などに使用され昨年１月に安
倍首相夫妻も宿泊されたマルコポーロホテル
へ移動。
　チェックイン後、夜食を食べに移動。無事
にダバオへ到着したことと明日からのアクティビ
ティの成功を祈願して乾杯をしました。明日早
朝からのアクティビティに備え、おとなしく就寝。

（全員かどうかはわかりません）
　２日目の朝ホテルを午前７時半に出発してアクティ
ビティ会場へ向かいます。
　途中、車ごとフェリーに乗ること１５分。午前９時
過ぎにサマル島へ到着。会場には我々を待つ１００
名以上の子供達と父兄、学校関係者、実践会館
ダバオ、DAVAO フリースクールなど２００名以上
の方々に出迎えを受けました。

　開会の挨拶を英語で行い LIONS の意味などを
挨拶の中で説明をしました。それから子供達とメン
バー、関係者と共に植樹をする場所に移動。
　子供たちはトラックの荷台に何人乗っているのか
数えきれないほど楽しそうに乗っていました。
　いよいよ植樹です。２００本のカカオの苗を一斉
に植えていき子供たちが楽しそうに植えて、あっと
いう間に植え終えました。
　およそ２年半で実の収穫が出来るようになるそう
です。わずかですが実を収穫して出荷をするという
仕事が出来て島の人々の収入になります。
　全員で記念撮影を行いました。

　３日目の朝、午前８時にホテルを出発してゴルフ
組とアイランドホッピング組に分かれて夕方５時の集
合時間まで過ごしました。
　夕方５時 SANTA ANA LC へ向かう集合時
間です。人員点呼をすると一人足りません。
　Ｓ直前会長が居ないのです。昼間に、はしゃぎ
過ぎたらしく部屋で爆睡中。電話で起こし遅れるこ
と１５分。ようやく出発です。
　午後６時開始予定よりも若干、早く到着。　
SANTA ANA LC 事務所で記念撮影などをして
定刻６時に交流会が始まりました。
　開会ゴングからスタートして国歌斉唱、会長挨
拶。私も英語で挨拶。神様に祈りを捧げてから会
食。フィリピンでは祝いの時には必ずある豚の丸焼
き（レチョン）など多くのフィリピン料理が用意され
ていました。
　フィリピンでは食事の時にはアルコールは飲まない
のが一般的ですが S 直前会長の強い要望がありア
ルコール類を出してもらいました。以前にも紹介しま

したが SANTA ANA LC 事務局の４階建ビルは
クラブ所有です。
　会食後、先方クラブが取り組んでいるアクティビ
ティについての説明。特に印象に残ったアクトは毎
月無料で健康診断、歯科検診を実施しているそう
です。
　その後、私から先方クラブへ我々の取り組んで
いる継続アクティビティについて英語で説明。
　記念品の交換などを行いました。先方クラブから
是非とも姉妹提携を結びたいとの要望が強くありま
した。　次回は SANTA ANA LC メンバーが日
本へ来る予定です。その際には盛大に歓迎しまし
ょう。
　しばらく歓談が続き、午後９時過ぎに散会となり
ました。国は違いますが同じライオン。言葉は通じ
なくとも思いはひとつ。とても良い交流会でした。（こ
こから自由行動）
　４日目の朝７時あっという間の４日間でした。
帰国のためホテルを出発。私は居残りの為ダバオ
空港で皆さんを見送りました。朝から夜まで外に出
ずっぱりの本当にハードスケジュールでした。
　参加いただいたメンバーの皆様に感謝します。
また参加出来なかったメンバーの方々の、ご理解
があったからこそ出来たアクトです。全員に感謝し
ます。ありがとうございました。
　最後にサマル島の子供達からのメッセージです。
“また来てね”

●会長挨拶　佐伯澄男会長
●審議事項
１）会長国際アクティビティ（２回目）決算報告について
２）第３回愛リバー・愛ロード決算報告について
３）第３回献血･献眼予算案について
４）委員会開催変更について
　会員会則委員会５月２日（水）事務局から８日（火）ユアーズ
　　新会員オリエンテーションを同時開催
●幹事報告
１）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 よりユアーズで開催され佐伯澄男会長、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した。
２）第３回愛リバー・愛ロード清掃奉仕　３月４日（日）7:00 より商工
　会館周辺で行われました。
　Ｌ佐伯澄男、Ｌ後藤達也、Ｌ鈴木雅志、Ｌ伊藤龍一、Ｌ福山 宏、Ｌ松浦
　一雄、Ｌ青野泰介、Ｌ神野雄太、Ｌ伊藤久門、Ｌ山下邦俊、Ｌ誉田幸弘
　奥様、Ｌ山口 泰、Ｌ藤縄洲二、Ｌ徳村 明、Ｌ高橋尚毅、Ｌ田村征夫、
　Ｌ加藤久博、Ｌ高橋在錫、Ｌ岡村真理哉、Ｌ金田智行、Ｌ真鍋憲夫、
　Ｌ天野淳、Ｌ村上順一郎、Ｌ塩見秀晴、Ｌ岡田浩二、Ｌ小野周平　
　計２６名が参加しました。
３）平成３０年新居浜市消防観閲式が３月４日（日）9:00 から山根市
　民グランドで行われました。佐伯澄男会長が出席しました。
４）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より新居浜 LC 事務局で行われました。白石誠一１ＺＣ、伊藤
　嘉秀１ＺＣＡ、天野 淳環境保全委員長が出席しました。
５）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より西条市で行われました。 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。
６）高知りょうまLC結成２０周年記念大会
　記念ゴルフ大会が３月７日（水）高知黒潮カントリークラブで行われ、
　佐伯澄男会長、後藤達也幹事、Ｌ金田智行、Ｌ青野泰介が参加しま
　した。
　記念式典が３月１１日（日）15:00 よりザ クラウンパレス新阪急高知
　で行われました。佐伯澄男会長、後藤達也幹事、鈴木雅志直前
　会長、伊藤龍一副会長、Ｌ岡田賢治、Ｌ能瀬伸一、Ｌ岡村真里哉が
　出席しました。
７）岡部歩乃佳後援会通常総会並びに基調講演と懇親会が３月１０日
　（土）18:30 からユアーズで開催されました。出席者総数５０名
８）新居浜中央ＬＣ結成４０周年記念式典３月１８日（日）が 11:00 より
　ユアーズで行われます。全員登録しております。多数の方の出席を
　お願い致します。
９）今治くるしまLC結成２５周年
　記念ゴルフ大会が３月２４日（土）今治カントリークラブで開催されます。
　佐伯澄男会長、後藤達也幹事、Ｌ岡田賢治、Ｌ金田智行が参加します。
　記念式典が３月２５日（日）15:00 より今治国際ホテルで行われます。
　白石誠一１ＺＣ、佐伯澄男会長、後藤達也幹事、福山宏会計が出
　席します。
10）クラブ新会員オリエンテーションが５月８日（火）18:30 からユアー 
　ズで行われます。
　講師は白石誠一１ＺＣ。新会員５名、三役、LT、TT、各委員会
　の委員長または理事、会員会則委員が出席します。
11）2018～ 2019 年度ＹＣＥ生夏期受入について
　・FJ-1(フランス)　男子 20 歳　期間：7/14-8/6
　・MXJ-11( メキシコ ) 女子 17 歳　期間：7/20.21.22 内に到着、　
　　8/9.10.11 内に帰国
　・TJ-6(トルコ) 女子 19 歳　期間 : 連絡待ち
　　　※イスラム教徒、豚肉NG
　・FNJ-5（フィンランド）女子 17 歳 　期間：連絡待ち
　・FNJ-10（フィンランド）女子 16 歳　期間：連絡待ち
　・台湾生　現地より連絡待ち4月になる予定
　希望のある方は事務局までお問合せ下さい。
12）3月第二例会で次期役員選挙会を行います。

●委員会報告
　次期役員指名委員会
　保健福祉委員会　第３回献血・献眼について
　環境保全委員会　第３回愛リバー・愛ロードについて　　　　

２Ｒ－１Ｚ・１ＺＣ　白石 誠一
　ダバオまでの道のりは、深夜２時
３０分に新居浜を出発し、ダバオホ
テル到着は翌日の夜１１時を過ぎる
ハードなものでした。
　しかし、ダバオ空港到着には、
SANTA ANA LC メンバーの皆様

に横断幕を掲げての歓迎振りに、大変感動を致し
ました。
　２日目は早朝より、DAVAO フリースクールでのメ
イン事業に参加し、多くの現地の子ども達との触れ
合いや、日本人の青少年に対する自立支援活動を
行われている指導状況を拝見し感銘致しました。
　最終日には、SANTA ANA LC メンバーとの
交流会に参加させて頂き、全ての事業が終了致し
ました。
　本当に中身の濃い会長アクトに参加し、改めてラ
イオンズ活動は世界における奉仕の輪を実感する事
が出来ました。本当にありがとうございました。

直前会長　鈴木 雅志
　この度、佐伯会長のメインアクト
である、フィリピンダバオ国際アクテ
ィビティに参加いたしました。
　三泊四日のわくわく、ドキドキ、感
動体験ツアーで一番の思い出になっ
たのは、やはりダバオからフェリーで

１５分ほどの距離にあるリゾート地サマル島で、日本
のフリースクールの子供たちや、現地の子供達との
ふれあいやカカオの苗木２００本を一緒に植樹したこ
とでした。
　生活環境は決してよくなく、貧しい生活を強いら
ている中でも笑って楽しんでいる子供達の姿は、一
生忘れません。
　佐伯会長の現地の子供達と接したいという熱意
思いが分かるような気がします。

ダバオ ! ! 会長国際アクティビティに参加して

幹事　後藤 達也
　2/16 ～ 2/19 まで会長アクティビ
ティとしてフィリピン・ダバオ市に行っ
てきました。
　アクティビティの質、量ともに高い
もので大変有益なアクティビティが実
行されました。

　私が印象に残ったのはサマル島の子供たちとの
植樹、そして交流会でした。子供たちにお弁当、
チョコレート、T シャツ、ビーチサンダルの配布を直
接に手から手へ渡す事でより一層の We Surve を
実感する事ができて感動しました。
　それとサンタ・アナＬＣとの交流会では手厚い歓
迎を受け、たくさんの料理をみんなで一緒にいただ
きました。私もつたない英語で会話しておりましたが、
話すことはできても、聞き取る事が難しく結局は通
訳を交えないと会話が成り立ちませんでした。
　日本人の弱点ですね ( 笑 ) 英会話がもう少しでき
れば、より深い交流ができたと思います。
　伊藤第一副会長が急遽不参加となりましたが、
参加者全員が無事に帰宅できたことが何よりでし
た。

会計　福山 宏
　１０月の訪問時に参加予定してい
たが私が９月末にアキレス腱断裂で
入院となり急遽行けなくなり会長に悪
いことしたなと思っておりました。
　２月はなんとしても行かねばならん、
と今回は参加させて頂く事ができまし

た。初めて訪れたフィリピンの印象は街も人も車もゴ
チャゴチャとしており私が小学生の頃の昭和の日本
の雰囲気でなんとなく懐かしい気がしました。
　サマール島のフリースクールでは我々を歓待して
いただき現地の子供達とカカオを植樹。
　トラックの荷台に人間満載で行くのを見て我慢で
きずに帰路は青野さんとトラックの荷台に乗り込みま

保健福祉委員会　村上 博昭
　個人的には５度目のダバオ訪問。
今回は会長アクトという事で多くのメ
ンバーとの訪問で最初からテンション
が上がり気味でした。
　夜遅くのダバオ到着にもかかわら
ず、多くの SANTA ANA LC メン

バーの出迎えにはびっくりしました。
　翌日からのフリースクールや現地の子供たちとの
交流会、市長並びに日本人墓地や日本人学校訪
問、SANTA ANA LC との交流会と分刻みのス
ケジュールでしたが大変充実した４日間でした。
機会があればまた皆で訪問しましょう。

事務局　白石 康代
　今回のアクティビティに参加させて
頂いて私自身考えさせられる事が沢
山ありました。
　中でもフリースクールの生徒たち、
地域の子供たちとの交流会でした。
フリースクールの生徒たちは色々な

事情を抱え親元を離れとても厳しい集団生活を送っ
ていますが、みんな礼儀正しく明るく頑張っていまし
た。また地域の子供たち１００人にＴシャツとサンダ
ルをプレゼントし、１００人の子供たち一人一人と握
手をしました。
　子供たちの手を両手でしっかり握るとみんなにっ
こり (^-^) 温かいものを感じると同時に逞しさも感じ
ました。貴重な時間を過ごさせて頂き本当にありが
とうございました。



　平成 30 年 3 月 7 日（水）まさ
かのド平日に、高知りょうま LC 結
成２０周年記念チャリティーゴルフ
大会に参加してまいりました。
　参加者は佐伯会長、後藤幹事、
青野泰介さん、私の同級生デコボ

コカルテット。
　開催場所の Kochi 黒潮カントリークラブは、男
子ツアーのカシオワールドオープンが開催される四国
屈指の名門コースです。
　気温も高く素晴らしい好天の中、キャディのハセ
マサ（長谷川雅子）も苦笑いの私の右フックティー
ショットから始まり、打てども打てども、そこはバンカ
ー打法、飛距離１0 ヤード通天閣ドライバー打法、
太平洋の風に負けないナイスラン打法等、各自が
持てる技術を駆使しトリッキーなコースと戦ってまいり

ました。
　後半１７番のショートで私のバーディーパットがカッ
プインした時はキャディハセマサうっとりの眼差しでし
た。でもトータルスコアは聞かないで。
新居浜に帰着後の焼肉反省会まで丸一日しっかり
楽しんでまいりました。とにかく練習せなイカン！
（毎回言っている）

新居浜中央ＬＣ結成４０周年記念式典に想う　
PR 広報委員会理事　山 口 　泰　　　　　開催日 : 平成 30 年 3 月 18 日（日）　　場所：ユアーズ　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

した。
　悪路だから皆でワー、キャー言い
ながら運ばれた。
　それだけで楽しかった。
　子供達の様子は純真そのもので目
はキラキラとしていて本当に嬉しそう
であった。このサマール島でのイベン
トが私には一番素晴らしい思い出で
です。

副会計　岡田 賢治
１００人の子供たちと握手しました！！

　佐伯会長の国際ア
クティビティでフィリピンのミンダナオ
島ダバオに同行して参りました。
　目的は、フリースクールの生徒た
ちと地元の子供たちとの交流、ダバ
オ市サンタアナＬＣとの交流です。

　２月１７日早朝よりフリースクールに向かい、早速
色々な行事で熱く歓迎してくれ感激一杯。
　プレゼントを渡す段になり、１００人余りの子供た
ちがお礼の意味で我々一人一人に握手してくれると
のこと。恥ずかしがり屋の子、しっかり目を見つめる
子、ひょうきんな子、ニコニコしている子、ハキハキ
した感じの子、小さな温かい手、みんな可愛く、私
自身何だかホッとさせられ心の安らぎを感じた次第
です。
　ライオンズの奉仕活動一環で１００人余りの子供
たちと握手したのは私自身初めてです。最初はエ
ーッと思いましたが良い経験させていただきました。
感謝！！
　翌日、ダバオ市サンタアナＬＣとの交流があり、会
員の皆さん積極的でライオンズ活動に熱意が感じら
れ、もしクラブ相互の提携まで持って行けたら素晴
らしいなと、今思っています。
　佐伯会長ガンバってください！！

会員会則委員会　大竹 崇夫
　ダバオ市での会長アクティビティに参加して、日頃
私達が気づきにくい、本当に大切にすべき事に気

付かせて頂きました。
　小さな島のフリースクールでは、日
本の子供達が、共同生活や空手を
通じて礼儀や相手を思いやる心を、
そして現地の子供達と交流する事に
より、人種を問わず人として助け合っ

て生きていく事の大切さを学んでいました。
　明るく頑張っている子供達が、時折見せる寂し
そうな表情には、複雑な思いもありました。
　私達の支援は、微々たるものでしたが、私財を

投じてスクールを運営されている校長
はじめスタッフの方々には、心より敬意
を表したいと思います。

テール・ツイスター　青野 泰介
　『皆で行く時のため
に』会長がそう言って
準備しているのを横目で
見ていた私は、参加と
いう選択肢しか無いか
のようにダバオへ旅立ち

ました。
　そこで体験した格差や貧困の現実

は、何の覚悟もなく参加した私を打ちのめし、日本
に生まれたことの幸せを思い知らせるには十分なも
のでした。
　ライオンズクラブが世界的な組織であること、そし
て人を喜ばせることができる団体であることを初めて
知ることができたと思います。
　事業に参加させていただき、本当にありがとうご
ざいました。

青少年委員会　岡村 真里哉
　ダバオ会長アクトに参加させていただき今回もとて

も感慨深いものとなりました。
　カカオの苗木２００本の植樹、
　１００名の子供達への服などのプ
レゼントなど。
　そして、日本人墓地での献花。
SANTA ANA LIONS ClUB との

交流会。まだまだ、知らない事や、まだまだ私達に
出来る事があるのでは！と改めて感じました。
　ご一緒頂いたメンバーの皆さんありがとうございま
した。帰国後体調崩された方が多かったと聞きまし
た。なぜか何事も無く元気な私でしたが、とても楽
しい時間を過ごせました。
　SANTA ANALIONS ClUB との交流もこれか
らもずっと続いていくと良いですね。

２Ｒ－１Ｚ・１ＺＣ　白石 誠一
　ダバオまでの道のりは、深夜２時
３０分に新居浜を出発し、ダバオホ
テル到着は翌日の夜１１時を過ぎる
ハードなものでした。
　しかし、ダバオ空港到着には、
SANTA ANA LC メンバーの皆様

に横断幕を掲げての歓迎振りに、大変感動を致し
ました。
　２日目は早朝より、DAVAO フリースクールでのメ
イン事業に参加し、多くの現地の子ども達との触れ
合いや、日本人の青少年に対する自立支援活動を
行われている指導状況を拝見し感銘致しました。
　最終日には、SANTA ANA LC メンバーとの
交流会に参加させて頂き、全ての事業が終了致し
ました。
　本当に中身の濃い会長アクトに参加し、改めてラ
イオンズ活動は世界における奉仕の輪を実感する事
が出来ました。本当にありがとうございました。

直前会長　鈴木 雅志
　この度、佐伯会長のメインアクト
である、フィリピンダバオ国際アクテ
ィビティに参加いたしました。
　三泊四日のわくわく、ドキドキ、感
動体験ツアーで一番の思い出になっ
たのは、やはりダバオからフェリーで

１５分ほどの距離にあるリゾート地サマル島で、日本
のフリースクールの子供たちや、現地の子供達との
ふれあいやカカオの苗木２００本を一緒に植樹したこ
とでした。
　生活環境は決してよくなく、貧しい生活を強いら
ている中でも笑って楽しんでいる子供達の姿は、一
生忘れません。
　佐伯会長の現地の子供達と接したいという熱意
思いが分かるような気がします。

幹事　後藤 達也
　2/16 ～ 2/19 まで会長アクティビ
ティとしてフィリピン・ダバオ市に行っ
てきました。
　アクティビティの質、量ともに高い
もので大変有益なアクティビティが実
行されました。

　私が印象に残ったのはサマル島の子供たちとの
植樹、そして交流会でした。子供たちにお弁当、
チョコレート、T シャツ、ビーチサンダルの配布を直
接に手から手へ渡す事でより一層の We Surve を
実感する事ができて感動しました。
　それとサンタ・アナＬＣとの交流会では手厚い歓
迎を受け、たくさんの料理をみんなで一緒にいただ
きました。私もつたない英語で会話しておりましたが、
話すことはできても、聞き取る事が難しく結局は通
訳を交えないと会話が成り立ちませんでした。
　日本人の弱点ですね ( 笑 ) 英会話がもう少しでき
れば、より深い交流ができたと思います。
　伊藤第一副会長が急遽不参加となりましたが、
参加者全員が無事に帰宅できたことが何よりでし
た。

会計　福山 宏
　１０月の訪問時に参加予定してい
たが私が９月末にアキレス腱断裂で
入院となり急遽行けなくなり会長に悪
いことしたなと思っておりました。
　２月はなんとしても行かねばならん、
と今回は参加させて頂く事ができまし

た。初めて訪れたフィリピンの印象は街も人も車もゴ
チャゴチャとしており私が小学生の頃の昭和の日本
の雰囲気でなんとなく懐かしい気がしました。
　サマール島のフリースクールでは我々を歓待して
いただき現地の子供達とカカオを植樹。
　トラックの荷台に人間満載で行くのを見て我慢で
きずに帰路は青野さんとトラックの荷台に乗り込みま

保健福祉委員会　村上 博昭
　個人的には５度目のダバオ訪問。
今回は会長アクトという事で多くのメ
ンバーとの訪問で最初からテンション
が上がり気味でした。
　夜遅くのダバオ到着にもかかわら
ず、多くの SANTA ANA LC メン

バーの出迎えにはびっくりしました。
　翌日からのフリースクールや現地の子供たちとの
交流会、市長並びに日本人墓地や日本人学校訪
問、SANTA ANA LC との交流会と分刻みのス
ケジュールでしたが大変充実した４日間でした。
機会があればまた皆で訪問しましょう。

事務局　白石 康代
　今回のアクティビティに参加させて
頂いて私自身考えさせられる事が沢
山ありました。
　中でもフリースクールの生徒たち、
地域の子供たちとの交流会でした。
フリースクールの生徒たちは色々な

事情を抱え親元を離れとても厳しい集団生活を送っ
ていますが、みんな礼儀正しく明るく頑張っていまし
た。また地域の子供たち１００人にＴシャツとサンダ
ルをプレゼントし、１００人の子供たち一人一人と握
手をしました。
　子供たちの手を両手でしっかり握るとみんなにっ
こり (^-^) 温かいものを感じると同時に逞しさも感じ
ました。貴重な時間を過ごさせて頂き本当にありが
とうございました。

SA

　先日後藤幹事より電話があり新
居浜中央結成４０周年に参加され
て何か想いを書いてほしいと依頼
され、クラブでは古参の部類で中
央ＬＣが結成の時に在籍の人は少
ないと思います。

　私は昭和５２年４月入会で１年後に新居浜中央
LC が１９７７年１２月（昭和５２年）結成されました。
　現在中央ＬＣとは交流が無く親しい人も亡くなり
４０年の歳月はあまりにも長さを感じ取られます。
　現在も親しくしている人も少なく白石稔雄さん、
鈴木和政さん等ごく一部の人々とかありません。
　想い出として１９８５年２Ｒでガバナーを選出するこ
ととなり２Ｒで一番古い新居浜ＬＣとなり山本哲也を
選出することで今治ＬＣからの役員の勧めもありクラ
ブとして本人を説得させるのに何回も自宅を訪問し
ました。
　当時、新居浜ＬＣ会長が小松武道さんで幹事が
私で、二人で山本哲也宅へ訪問したことも忘れな
いと思い出となります。

　未だ中央ＬＣが結成されてまもなく色々とお世話に
なったと思います。
　２０００年７月クラブとして二人目のガバナーの誕
生となり、キャビネットとして事務局を高松市に置き、
それぞれの役員が事務局のある高松市に行き、新
居浜に事務局が無いため不便を感じました。
　そんな中、年次大会は中央ＬＣに全権を依頼し
年次大会委員長を新居浜中央ＬＣ西原 弘さんにお
願いし役員を中央ＬＣからお願いして中央ＬＣの人々
に大変お世話になりました。
　新居浜ＬＣと中央ＬＣとはスポンサークラブでもあり
ますが、切っても切れない状態で私自身、中央ＬＣ
の人々ともお世話になり感謝申し上げています。
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新会員オリエンテーションに参加して
PR 広報委員会　徳 村 　明　　　　        開催日：平成３０年２月２４日（土）　場所：ＫＳ会館　　　　
　　　　　　　　　　　　　　        　

336-A 地区　２リジョン

　２月２４日　２Ｒの新人１６名と引
率者が参加し、オリエンテーション
が開催されました。
　ホストクラブ川端中央ＬＣ会長の
挨拶の後、西原透元地区ガバナ
ー・地区名誉顧問が講師として、

講演が開始されました。
　内 容 は、まずライオンズの 歴 史について、
MELVIN JONES によりライオンズが１９１７年にア
メリカにおいて２クラブ３６名で発足し、１９２０年に
はカナダを含め国際的な機関となり現在では世界で
２１２ヵ国・領域で約 47,800 クラブ 142 万人が所
属して活動していてる。
　又日本は１９５２年に東京で発足し３３０から３３７
の複合地区で組織されており、クラブ数 3,056 会
員約 11.7 万人に達している。
　そして、ミッションとしてロータリークラブとの差は
ビジネスサークルだけでなく、事業なり活動を通じて
社会奉仕のスタンスにちがいがあり、ライオンズのモ
ットーである“We　Serve”が根本にある事。
　更にその運営は、ロバート議事規則に従って相

　ニッカの創業者である竹鶴政孝
氏が初めてウイスキーを飲んだ時
…
それは当時の就職先である摂津酒
造（現在は宝酒造と合併）の社
長から「これがウイスキー。紳士

の酒や」と勧められた時だと言われています。
竹鶴政孝氏はウイスキーを一口飲んだ時『身体に
バリバリと電気が走った』と後述してます。
　私はこの『ウイスキーは紳士の酒』というフレー
ズが大変好きです。私がウイスキーを初めて飲んだ
のはもう３０数年も前のことで、それはもう適当な飲
み方で紳士の酒とは程遠い飲み方でした。
　しかしバーテンダーを志しシングルモルトウイスキ
ーを初めてストレートで飲んだ時、本当に身体に電
気が走ったのを覚えています。
　それは味が濃くて豊潤で甘くうっすらと煙を感じ、
飲み込んだ後も喉にまとわりつくようなオイリーさ、そ
して息を吐けばもう一度感じる香り…飲み干したグラ
スを嗅ぐと感じるチョコレート香。
　さらに違う銘柄のウイスキーをおかわりすると明ら
かに違う香りと味わい。若い頃は感じる事ができな
かった深い味を知り、なるほどこれが紳士の酒なの
だなと。
　その後、ウイスキーに関する書物を読みまくり、ウ
イスキーを飲みまくり、それでも想いは止まらずなけ
なしのお金を握りしめてスコットランドへ二週間の一
人旅。往復の飛行機だけを予約して、当地では飛
行機、電車、レンタカーを乗り継ぎスコットランドの
島（ウイスキーの聖地と言われるアイラ島）とスコッ
トランドの北部（ハイランドと呼ばれる地域）あたり
の蒸溜所を１０箇所以上まわってきました。
　初めて訪ねたラフロイグ蒸溜所でポットスティルを
見上げた時『わお！怪獣みたい』と感動したことは

互理解と四原則に基づいている等々を教受して頂き
ました。
　わたしも、入会してまだ半年程度ですが JONES
の言う地域貢献できる自自身の目を通して浄財と奉
仕で社会に貢献していくべく諸先輩方からの指導と
アドバイス受けながら地域を守って行こうとの心構え
であります。
　最後にヘレンケラーの言葉「ライオンよ、暗闇を
切り開く騎士たれ」を心に刻み、この学びを
仕事なり活動なりに生かしていこうと思っています。
今後もよろしくお願いします。

一生忘れません。
　語学もままならぬ無謀旅ですが、ガッツがあれば
何でもできることをこの時初めて知った気がします。
　それから数年後、前述の竹鶴政孝氏のドラマ『ま
っさん』が放送されて日本でもウイスキーブームが
起こりました。
　私のお店（タイニーバブルス）でもウイスキーを
飲まれるお客様も増えましたが、それでもやはり東
京や大阪…都会に比べるとその文化はまだまだ発
展の途中です。
　お酒の楽しみ方には各地の歴史的背景による文
化や、また個人の嗜好もありますのでさまざまな楽
しみ方をされるのがいいと思います。
　それでも飲まず嫌いをするにはやはり勿体ない
『紳士の酒』ウイスキーです。
　紳士の酒と言いましても、近年は淑女のウイスキ
ー愛好家も増えており、女性が美味いウイスキーを
一口含みニッコリする表情と仕草は例えがたい美し
さです（笑）
　キツいストレートを飲まなくても、ハイボールやロッ
クや水割り…つまり自分に合った楽しみ方を知れば
誰もがウイスキーの虜になる…私はそれくらいウイス
キーが素晴らしいものだと思ってます。
　長くなりましたが、これを読んでいただいた方は
次回酒場を訪ねる機会がある時に少しこの文章を
思い出して飲んでくれることがあれば幸いです。
　そして私もまた皆さんと美味いウイスキーを一緒
に楽しめる機会を楽しみにしてます。
　ありがとうございました。

 

　これで本年度の愛リバー・愛ロード事業は終
わりとなります。
　年３回開催して、ご参加いただきました皆様
ありがとうございました。

愛リバー・愛ロード清掃奉仕活動報告
環境保全委員長　天 野 　淳　　平成３０年３月４日（日）　7:00 ～　商工会館～市役所前通り～ユアーズ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

第３回

　本年度３回目となる愛リバー・愛ロー
ド清掃活動を実施しました。
　３月４日（日曜日）午前7:00定刻開催
となりました。
当日は天気も良く、朝はちょっと寒いくら
いでしたが絶好の清掃日和でした。

　今回は、環境保全委員会で話し合った結果、朝食は
ぜんざいがいいのではないか？との案がでて採用されま
した。
　過去、この事業が寒い時期に開催されたときに土岐
敏勝さんの奥さんが用意をしてくださり、ぜんざいを振る
舞ったことがあったそうです。
　今回は、本職スイーツ職人さんにお願いしてぜんざい
を用意していただきました。
ぜんざいの効果か参加人数は２６人と大勢の方に参加し
ていただきました。
　３班に分かれ、市役所通り西行き、商工会議所から
ユアーズまで、商工会議所周辺を同時進行で清掃しま
した。
　人数が多いと清掃もはかどり、より良い愛リバー愛ロ
ード活動ができたと思います。
　清掃後はぜんざいを参加者皆さんで食べて解散となり
ました。

した。
　悪路だから皆でワー、キャー言い
ながら運ばれた。
　それだけで楽しかった。
　子供達の様子は純真そのもので目
はキラキラとしていて本当に嬉しそう
であった。このサマール島でのイベン
トが私には一番素晴らしい思い出で
です。

副会計　岡田 賢治
１００人の子供たちと握手しました！！

　佐伯会長の国際ア
クティビティでフィリピンのミンダナオ
島ダバオに同行して参りました。
　目的は、フリースクールの生徒た
ちと地元の子供たちとの交流、ダバ
オ市サンタアナＬＣとの交流です。

　２月１７日早朝よりフリースクールに向かい、早速
色々な行事で熱く歓迎してくれ感激一杯。
　プレゼントを渡す段になり、１００人余りの子供た
ちがお礼の意味で我々一人一人に握手してくれると
のこと。恥ずかしがり屋の子、しっかり目を見つめる
子、ひょうきんな子、ニコニコしている子、ハキハキ
した感じの子、小さな温かい手、みんな可愛く、私
自身何だかホッとさせられ心の安らぎを感じた次第
です。
　ライオンズの奉仕活動一環で１００人余りの子供
たちと握手したのは私自身初めてです。最初はエ
ーッと思いましたが良い経験させていただきました。
感謝！！
　翌日、ダバオ市サンタアナＬＣとの交流があり、会
員の皆さん積極的でライオンズ活動に熱意が感じら
れ、もしクラブ相互の提携まで持って行けたら素晴
らしいなと、今思っています。
　佐伯会長ガンバってください！！

会員会則委員会　大竹 崇夫
　ダバオ市での会長アクティビティに参加して、日頃
私達が気づきにくい、本当に大切にすべき事に気

付かせて頂きました。
　小さな島のフリースクールでは、日
本の子供達が、共同生活や空手を
通じて礼儀や相手を思いやる心を、
そして現地の子供達と交流する事に
より、人種を問わず人として助け合っ

て生きていく事の大切さを学んでいました。
　明るく頑張っている子供達が、時折見せる寂し
そうな表情には、複雑な思いもありました。
　私達の支援は、微々たるものでしたが、私財を

投じてスクールを運営されている校長
はじめスタッフの方々には、心より敬意
を表したいと思います。

テール・ツイスター　青野 泰介
　『皆で行く時のため
に』会長がそう言って
準備しているのを横目で
見ていた私は、参加と
いう選択肢しか無いか
のようにダバオへ旅立ち

ました。
　そこで体験した格差や貧困の現実

は、何の覚悟もなく参加した私を打ちのめし、日本
に生まれたことの幸せを思い知らせるには十分なも
のでした。
　ライオンズクラブが世界的な組織であること、そし
て人を喜ばせることができる団体であることを初めて
知ることができたと思います。
　事業に参加させていただき、本当にありがとうご
ざいました。

青少年委員会　岡村 真里哉
　ダバオ会長アクトに参加させていただき今回もとて

も感慨深いものとなりました。
　カカオの苗木２００本の植樹、
　１００名の子供達への服などのプ
レゼントなど。
　そして、日本人墓地での献花。
SANTA ANA LIONS ClUB との

交流会。まだまだ、知らない事や、まだまだ私達に
出来る事があるのでは！と改めて感じました。
　ご一緒頂いたメンバーの皆さんありがとうございま
した。帰国後体調崩された方が多かったと聞きまし
た。なぜか何事も無く元気な私でしたが、とても楽
しい時間を過ごせました。
　SANTA ANALIONS ClUB との交流もこれか
らもずっと続いていくと良いですね。

２Ｒ－１Ｚ・１ＺＣ　白石 誠一
　ダバオまでの道のりは、深夜２時
３０分に新居浜を出発し、ダバオホ
テル到着は翌日の夜１１時を過ぎる
ハードなものでした。
　しかし、ダバオ空港到着には、
SANTA ANA LC メンバーの皆様

に横断幕を掲げての歓迎振りに、大変感動を致し
ました。
　２日目は早朝より、DAVAO フリースクールでのメ
イン事業に参加し、多くの現地の子ども達との触れ
合いや、日本人の青少年に対する自立支援活動を
行われている指導状況を拝見し感銘致しました。
　最終日には、SANTA ANA LC メンバーとの
交流会に参加させて頂き、全ての事業が終了致し
ました。
　本当に中身の濃い会長アクトに参加し、改めてラ
イオンズ活動は世界における奉仕の輪を実感する事
が出来ました。本当にありがとうございました。

直前会長　鈴木 雅志
　この度、佐伯会長のメインアクト
である、フィリピンダバオ国際アクテ
ィビティに参加いたしました。
　三泊四日のわくわく、ドキドキ、感
動体験ツアーで一番の思い出になっ
たのは、やはりダバオからフェリーで

１５分ほどの距離にあるリゾート地サマル島で、日本
のフリースクールの子供たちや、現地の子供達との
ふれあいやカカオの苗木２００本を一緒に植樹したこ
とでした。
　生活環境は決してよくなく、貧しい生活を強いら
ている中でも笑って楽しんでいる子供達の姿は、一
生忘れません。
　佐伯会長の現地の子供達と接したいという熱意
思いが分かるような気がします。

幹事　後藤 達也
　2/16 ～ 2/19 まで会長アクティビ
ティとしてフィリピン・ダバオ市に行っ
てきました。
　アクティビティの質、量ともに高い
もので大変有益なアクティビティが実
行されました。
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問、SANTA ANA LC との交流会と分刻みのス
ケジュールでしたが大変充実した４日間でした。
機会があればまた皆で訪問しましょう。

事務局　白石 康代
　今回のアクティビティに参加させて
頂いて私自身考えさせられる事が沢
山ありました。
　中でもフリースクールの生徒たち、
地域の子供たちとの交流会でした。
フリースクールの生徒たちは色々な

事情を抱え親元を離れとても厳しい集団生活を送っ
ていますが、みんな礼儀正しく明るく頑張っていまし
た。また地域の子供たち１００人にＴシャツとサンダ
ルをプレゼントし、１００人の子供たち一人一人と握
手をしました。
　子供たちの手を両手でしっかり握るとみんなにっ
こり (^-^) 温かいものを感じると同時に逞しさも感じ
ました。貴重な時間を過ごさせて頂き本当にありが
とうございました。
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新会員オリエンテーションに参加して
PR 広報委員会　徳 村 　明　　　　        開催日：平成３０年２月２４日（土）　場所：ＫＳ会館　　　　
　　　　　　　　　　　　　　        　

336-A 地区　２リジョン

　２月２４日　２Ｒの新人１６名と引
率者が参加し、オリエンテーション
が開催されました。
　ホストクラブ川端中央ＬＣ会長の
挨拶の後、西原透元地区ガバナ
ー・地区名誉顧問が講師として、

講演が開始されました。
　内 容 は、まずライオンズの 歴 史について、
MELVIN JONES によりライオンズが１９１７年にア
メリカにおいて２クラブ３６名で発足し、１９２０年に
はカナダを含め国際的な機関となり現在では世界で
２１２ヵ国・領域で約 47,800 クラブ 142 万人が所
属して活動していてる。
　又日本は１９５２年に東京で発足し３３０から３３７
の複合地区で組織されており、クラブ数 3,056 会
員約 11.7 万人に達している。
　そして、ミッションとしてロータリークラブとの差は
ビジネスサークルだけでなく、事業なり活動を通じて
社会奉仕のスタンスにちがいがあり、ライオンズのモ
ットーである“We　Serve”が根本にある事。
　更にその運営は、ロバート議事規則に従って相

　ニッカの創業者である竹鶴政孝
氏が初めてウイスキーを飲んだ時
…
それは当時の就職先である摂津酒
造（現在は宝酒造と合併）の社
長から「これがウイスキー。紳士

の酒や」と勧められた時だと言われています。
竹鶴政孝氏はウイスキーを一口飲んだ時『身体に
バリバリと電気が走った』と後述してます。
　私はこの『ウイスキーは紳士の酒』というフレー
ズが大変好きです。私がウイスキーを初めて飲んだ
のはもう３０数年も前のことで、それはもう適当な飲
み方で紳士の酒とは程遠い飲み方でした。
　しかしバーテンダーを志しシングルモルトウイスキ
ーを初めてストレートで飲んだ時、本当に身体に電
気が走ったのを覚えています。
　それは味が濃くて豊潤で甘くうっすらと煙を感じ、
飲み込んだ後も喉にまとわりつくようなオイリーさ、そ
して息を吐けばもう一度感じる香り…飲み干したグラ
スを嗅ぐと感じるチョコレート香。
　さらに違う銘柄のウイスキーをおかわりすると明ら
かに違う香りと味わい。若い頃は感じる事ができな
かった深い味を知り、なるほどこれが紳士の酒なの
だなと。
　その後、ウイスキーに関する書物を読みまくり、ウ
イスキーを飲みまくり、それでも想いは止まらずなけ
なしのお金を握りしめてスコットランドへ二週間の一
人旅。往復の飛行機だけを予約して、当地では飛
行機、電車、レンタカーを乗り継ぎスコットランドの
島（ウイスキーの聖地と言われるアイラ島）とスコッ
トランドの北部（ハイランドと呼ばれる地域）あたり
の蒸溜所を１０箇所以上まわってきました。
　初めて訪ねたラフロイグ蒸溜所でポットスティルを
見上げた時『わお！怪獣みたい』と感動したことは

互理解と四原則に基づいている等々を教受して頂き
ました。
　わたしも、入会してまだ半年程度ですが JONES
の言う地域貢献できる自自身の目を通して浄財と奉
仕で社会に貢献していくべく諸先輩方からの指導と
アドバイス受けながら地域を守って行こうとの心構え
であります。
　最後にヘレンケラーの言葉「ライオンよ、暗闇を
切り開く騎士たれ」を心に刻み、この学びを
仕事なり活動なりに生かしていこうと思っています。
今後もよろしくお願いします。

一生忘れません。
　語学もままならぬ無謀旅ですが、ガッツがあれば
何でもできることをこの時初めて知った気がします。
　それから数年後、前述の竹鶴政孝氏のドラマ『ま
っさん』が放送されて日本でもウイスキーブームが
起こりました。
　私のお店（タイニーバブルス）でもウイスキーを
飲まれるお客様も増えましたが、それでもやはり東
京や大阪…都会に比べるとその文化はまだまだ発
展の途中です。
　お酒の楽しみ方には各地の歴史的背景による文
化や、また個人の嗜好もありますのでさまざまな楽
しみ方をされるのがいいと思います。
　それでも飲まず嫌いをするにはやはり勿体ない
『紳士の酒』ウイスキーです。
　紳士の酒と言いましても、近年は淑女のウイスキ
ー愛好家も増えており、女性が美味いウイスキーを
一口含みニッコリする表情と仕草は例えがたい美し
さです（笑）
　キツいストレートを飲まなくても、ハイボールやロッ
クや水割り…つまり自分に合った楽しみ方を知れば
誰もがウイスキーの虜になる…私はそれくらいウイス
キーが素晴らしいものだと思ってます。
　長くなりましたが、これを読んでいただいた方は
次回酒場を訪ねる機会がある時に少しこの文章を
思い出して飲んでくれることがあれば幸いです。
　そして私もまた皆さんと美味いウイスキーを一緒
に楽しめる機会を楽しみにしてます。
　ありがとうございました。

 

　これで本年度の愛リバー・愛ロード事業は終
わりとなります。
　年３回開催して、ご参加いただきました皆様
ありがとうございました。

愛リバー・愛ロード清掃奉仕活動報告
環境保全委員長　天 野 　淳　　平成３０年３月４日（日）　7:00 ～　商工会館～市役所前通り～ユアーズ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

第３回

　本年度３回目となる愛リバー・愛ロー
ド清掃活動を実施しました。
　３月４日（日曜日）午前7:00定刻開催
となりました。
当日は天気も良く、朝はちょっと寒いくら
いでしたが絶好の清掃日和でした。

　今回は、環境保全委員会で話し合った結果、朝食は
ぜんざいがいいのではないか？との案がでて採用されま
した。
　過去、この事業が寒い時期に開催されたときに土岐
敏勝さんの奥さんが用意をしてくださり、ぜんざいを振る
舞ったことがあったそうです。
　今回は、本職スイーツ職人さんにお願いしてぜんざい
を用意していただきました。
ぜんざいの効果か参加人数は２６人と大勢の方に参加し
ていただきました。
　３班に分かれ、市役所通り西行き、商工会議所から
ユアーズまで、商工会議所周辺を同時進行で清掃しま
した。
　人数が多いと清掃もはかどり、より良い愛リバー愛ロ
ード活動ができたと思います。
　清掃後はぜんざいを参加者皆さんで食べて解散となり
ました。

した。
　悪路だから皆でワー、キャー言い
ながら運ばれた。
　それだけで楽しかった。
　子供達の様子は純真そのもので目
はキラキラとしていて本当に嬉しそう
であった。このサマール島でのイベン
トが私には一番素晴らしい思い出で
です。

副会計　岡田 賢治
１００人の子供たちと握手しました！！

　佐伯会長の国際ア
クティビティでフィリピンのミンダナオ
島ダバオに同行して参りました。
　目的は、フリースクールの生徒た
ちと地元の子供たちとの交流、ダバ
オ市サンタアナＬＣとの交流です。

　２月１７日早朝よりフリースクールに向かい、早速
色々な行事で熱く歓迎してくれ感激一杯。
　プレゼントを渡す段になり、１００人余りの子供た
ちがお礼の意味で我々一人一人に握手してくれると
のこと。恥ずかしがり屋の子、しっかり目を見つめる
子、ひょうきんな子、ニコニコしている子、ハキハキ
した感じの子、小さな温かい手、みんな可愛く、私
自身何だかホッとさせられ心の安らぎを感じた次第
です。
　ライオンズの奉仕活動一環で１００人余りの子供
たちと握手したのは私自身初めてです。最初はエ
ーッと思いましたが良い経験させていただきました。
感謝！！
　翌日、ダバオ市サンタアナＬＣとの交流があり、会
員の皆さん積極的でライオンズ活動に熱意が感じら
れ、もしクラブ相互の提携まで持って行けたら素晴
らしいなと、今思っています。
　佐伯会長ガンバってください！！

会員会則委員会　大竹 崇夫
　ダバオ市での会長アクティビティに参加して、日頃
私達が気づきにくい、本当に大切にすべき事に気
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そして現地の子供達と交流する事に
より、人種を問わず人として助け合っ

て生きていく事の大切さを学んでいました。
　明るく頑張っている子供達が、時折見せる寂し
そうな表情には、複雑な思いもありました。
　私達の支援は、微々たるものでしたが、私財を

投じてスクールを運営されている校長
はじめスタッフの方々には、心より敬意
を表したいと思います。

テール・ツイスター　青野 泰介
　『皆で行く時のため
に』会長がそう言って
準備しているのを横目で
見ていた私は、参加と
いう選択肢しか無いか
のようにダバオへ旅立ち

ました。
　そこで体験した格差や貧困の現実

は、何の覚悟もなく参加した私を打ちのめし、日本
に生まれたことの幸せを思い知らせるには十分なも
のでした。
　ライオンズクラブが世界的な組織であること、そし
て人を喜ばせることができる団体であることを初めて
知ることができたと思います。
　事業に参加させていただき、本当にありがとうご
ざいました。

青少年委員会　岡村 真里哉
　ダバオ会長アクトに参加させていただき今回もとて

も感慨深いものとなりました。
　カカオの苗木２００本の植樹、
　１００名の子供達への服などのプ
レゼントなど。
　そして、日本人墓地での献花。
SANTA ANA LIONS ClUB との

交流会。まだまだ、知らない事や、まだまだ私達に
出来る事があるのでは！と改めて感じました。
　ご一緒頂いたメンバーの皆さんありがとうございま
した。帰国後体調崩された方が多かったと聞きまし
た。なぜか何事も無く元気な私でしたが、とても楽
しい時間を過ごせました。
　SANTA ANALIONS ClUB との交流もこれか
らもずっと続いていくと良いですね。

２Ｒ－１Ｚ・１ＺＣ　白石 誠一
　ダバオまでの道のりは、深夜２時
３０分に新居浜を出発し、ダバオホ
テル到着は翌日の夜１１時を過ぎる
ハードなものでした。
　しかし、ダバオ空港到着には、
SANTA ANA LC メンバーの皆様

に横断幕を掲げての歓迎振りに、大変感動を致し
ました。
　２日目は早朝より、DAVAO フリースクールでのメ
イン事業に参加し、多くの現地の子ども達との触れ
合いや、日本人の青少年に対する自立支援活動を
行われている指導状況を拝見し感銘致しました。
　最終日には、SANTA ANA LC メンバーとの
交流会に参加させて頂き、全ての事業が終了致し
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　佐伯会長の現地の子供達と接したいという熱意
思いが分かるような気がします。

幹事　後藤 達也
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ティとしてフィリピン・ダバオ市に行っ
てきました。
　アクティビティの質、量ともに高い
もので大変有益なアクティビティが実
行されました。

　私が印象に残ったのはサマル島の子供たちとの
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　トラックの荷台に人間満載で行くのを見て我慢で
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保健福祉委員会　村上 博昭
　個人的には５度目のダバオ訪問。
今回は会長アクトという事で多くのメ
ンバーとの訪問で最初からテンション
が上がり気味でした。
　夜遅くのダバオ到着にもかかわら
ず、多くの SANTA ANA LC メン

バーの出迎えにはびっくりしました。
　翌日からのフリースクールや現地の子供たちとの
交流会、市長並びに日本人墓地や日本人学校訪
問、SANTA ANA LC との交流会と分刻みのス
ケジュールでしたが大変充実した４日間でした。
機会があればまた皆で訪問しましょう。

事務局　白石 康代
　今回のアクティビティに参加させて
頂いて私自身考えさせられる事が沢
山ありました。
　中でもフリースクールの生徒たち、
地域の子供たちとの交流会でした。
フリースクールの生徒たちは色々な

事情を抱え親元を離れとても厳しい集団生活を送っ
ていますが、みんな礼儀正しく明るく頑張っていまし
た。また地域の子供たち１００人にＴシャツとサンダ
ルをプレゼントし、１００人の子供たち一人一人と握
手をしました。
　子供たちの手を両手でしっかり握るとみんなにっ
こり (^-^) 温かいものを感じると同時に逞しさも感じ
ました。貴重な時間を過ごさせて頂き本当にありが
とうございました。
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　平成 30 年 3 月 7 日（水）まさ
かのド平日に、高知りょうま LC 結
成２０周年記念チャリティーゴルフ
大会に参加してまいりました。
　参加者は佐伯会長、後藤幹事、
青野泰介さん、私の同級生デコボ

コカルテット。
　開催場所の Kochi 黒潮カントリークラブは、男
子ツアーのカシオワールドオープンが開催される四国
屈指の名門コースです。
　気温も高く素晴らしい好天の中、キャディのハセ
マサ（長谷川雅子）も苦笑いの私の右フックティー
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太平洋の風に負けないナイスラン打法等、各自が
持てる技術を駆使しトリッキーなコースと戦ってまいり

ました。
　後半１７番のショートで私のバーディーパットがカッ
プインした時はキャディハセマサうっとりの眼差しでし
た。でもトータルスコアは聞かないで。
新居浜に帰着後の焼肉反省会まで丸一日しっかり
楽しんでまいりました。とにかく練習せなイカン！
（毎回言っている）

新居浜中央ＬＣ結成４０周年記念式典に想う　
PR 広報委員会理事　山 口 　泰　　　　　開催日 : 平成 30 年 3 月 18 日（日）　　場所：ユアーズ　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

した。
　悪路だから皆でワー、キャー言い
ながら運ばれた。
　それだけで楽しかった。
　子供達の様子は純真そのもので目
はキラキラとしていて本当に嬉しそう
であった。このサマール島でのイベン
トが私には一番素晴らしい思い出で
です。

副会計　岡田 賢治
１００人の子供たちと握手しました！！

　佐伯会長の国際ア
クティビティでフィリピンのミンダナオ
島ダバオに同行して参りました。
　目的は、フリースクールの生徒た
ちと地元の子供たちとの交流、ダバ
オ市サンタアナＬＣとの交流です。

　２月１７日早朝よりフリースクールに向かい、早速
色々な行事で熱く歓迎してくれ感激一杯。
　プレゼントを渡す段になり、１００人余りの子供た
ちがお礼の意味で我々一人一人に握手してくれると
のこと。恥ずかしがり屋の子、しっかり目を見つめる
子、ひょうきんな子、ニコニコしている子、ハキハキ
した感じの子、小さな温かい手、みんな可愛く、私
自身何だかホッとさせられ心の安らぎを感じた次第
です。
　ライオンズの奉仕活動一環で１００人余りの子供
たちと握手したのは私自身初めてです。最初はエ
ーッと思いましたが良い経験させていただきました。
感謝！！
　翌日、ダバオ市サンタアナＬＣとの交流があり、会
員の皆さん積極的でライオンズ活動に熱意が感じら
れ、もしクラブ相互の提携まで持って行けたら素晴
らしいなと、今思っています。
　佐伯会長ガンバってください！！

会員会則委員会　大竹 崇夫
　ダバオ市での会長アクティビティに参加して、日頃
私達が気づきにくい、本当に大切にすべき事に気

付かせて頂きました。
　小さな島のフリースクールでは、日
本の子供達が、共同生活や空手を
通じて礼儀や相手を思いやる心を、
そして現地の子供達と交流する事に
より、人種を問わず人として助け合っ

て生きていく事の大切さを学んでいました。
　明るく頑張っている子供達が、時折見せる寂し
そうな表情には、複雑な思いもありました。
　私達の支援は、微々たるものでしたが、私財を

投じてスクールを運営されている校長
はじめスタッフの方々には、心より敬意
を表したいと思います。

テール・ツイスター　青野 泰介
　『皆で行く時のため
に』会長がそう言って
準備しているのを横目で
見ていた私は、参加と
いう選択肢しか無いか
のようにダバオへ旅立ち

ました。
　そこで体験した格差や貧困の現実

は、何の覚悟もなく参加した私を打ちのめし、日本
に生まれたことの幸せを思い知らせるには十分なも
のでした。
　ライオンズクラブが世界的な組織であること、そし
て人を喜ばせることができる団体であることを初めて
知ることができたと思います。
　事業に参加させていただき、本当にありがとうご
ざいました。

青少年委員会　岡村 真里哉
　ダバオ会長アクトに参加させていただき今回もとて

も感慨深いものとなりました。
　カカオの苗木２００本の植樹、
　１００名の子供達への服などのプ
レゼントなど。
　そして、日本人墓地での献花。
SANTA ANA LIONS ClUB との

交流会。まだまだ、知らない事や、まだまだ私達に
出来る事があるのでは！と改めて感じました。
　ご一緒頂いたメンバーの皆さんありがとうございま
した。帰国後体調崩された方が多かったと聞きまし
た。なぜか何事も無く元気な私でしたが、とても楽
しい時間を過ごせました。
　SANTA ANALIONS ClUB との交流もこれか
らもずっと続いていくと良いですね。

２Ｒ－１Ｚ・１ＺＣ　白石 誠一
　ダバオまでの道のりは、深夜２時
３０分に新居浜を出発し、ダバオホ
テル到着は翌日の夜１１時を過ぎる
ハードなものでした。
　しかし、ダバオ空港到着には、
SANTA ANA LC メンバーの皆様

に横断幕を掲げての歓迎振りに、大変感動を致し
ました。
　２日目は早朝より、DAVAO フリースクールでのメ
イン事業に参加し、多くの現地の子ども達との触れ
合いや、日本人の青少年に対する自立支援活動を
行われている指導状況を拝見し感銘致しました。
　最終日には、SANTA ANA LC メンバーとの
交流会に参加させて頂き、全ての事業が終了致し
ました。
　本当に中身の濃い会長アクトに参加し、改めてラ
イオンズ活動は世界における奉仕の輪を実感する事
が出来ました。本当にありがとうございました。

直前会長　鈴木 雅志
　この度、佐伯会長のメインアクト
である、フィリピンダバオ国際アクテ
ィビティに参加いたしました。
　三泊四日のわくわく、ドキドキ、感
動体験ツアーで一番の思い出になっ
たのは、やはりダバオからフェリーで

１５分ほどの距離にあるリゾート地サマル島で、日本
のフリースクールの子供たちや、現地の子供達との
ふれあいやカカオの苗木２００本を一緒に植樹したこ
とでした。
　生活環境は決してよくなく、貧しい生活を強いら
ている中でも笑って楽しんでいる子供達の姿は、一
生忘れません。
　佐伯会長の現地の子供達と接したいという熱意
思いが分かるような気がします。

幹事　後藤 達也
　2/16 ～ 2/19 まで会長アクティビ
ティとしてフィリピン・ダバオ市に行っ
てきました。
　アクティビティの質、量ともに高い
もので大変有益なアクティビティが実
行されました。

　私が印象に残ったのはサマル島の子供たちとの
植樹、そして交流会でした。子供たちにお弁当、
チョコレート、T シャツ、ビーチサンダルの配布を直
接に手から手へ渡す事でより一層の We Surve を
実感する事ができて感動しました。
　それとサンタ・アナＬＣとの交流会では手厚い歓
迎を受け、たくさんの料理をみんなで一緒にいただ
きました。私もつたない英語で会話しておりましたが、
話すことはできても、聞き取る事が難しく結局は通
訳を交えないと会話が成り立ちませんでした。
　日本人の弱点ですね ( 笑 ) 英会話がもう少しでき
れば、より深い交流ができたと思います。
　伊藤第一副会長が急遽不参加となりましたが、
参加者全員が無事に帰宅できたことが何よりでし
た。

会計　福山 宏
　１０月の訪問時に参加予定してい
たが私が９月末にアキレス腱断裂で
入院となり急遽行けなくなり会長に悪
いことしたなと思っておりました。
　２月はなんとしても行かねばならん、
と今回は参加させて頂く事ができまし

た。初めて訪れたフィリピンの印象は街も人も車もゴ
チャゴチャとしており私が小学生の頃の昭和の日本
の雰囲気でなんとなく懐かしい気がしました。
　サマール島のフリースクールでは我々を歓待して
いただき現地の子供達とカカオを植樹。
　トラックの荷台に人間満載で行くのを見て我慢で
きずに帰路は青野さんとトラックの荷台に乗り込みま

保健福祉委員会　村上 博昭
　個人的には５度目のダバオ訪問。
今回は会長アクトという事で多くのメ
ンバーとの訪問で最初からテンション
が上がり気味でした。
　夜遅くのダバオ到着にもかかわら
ず、多くの SANTA ANA LC メン

バーの出迎えにはびっくりしました。
　翌日からのフリースクールや現地の子供たちとの
交流会、市長並びに日本人墓地や日本人学校訪
問、SANTA ANA LC との交流会と分刻みのス
ケジュールでしたが大変充実した４日間でした。
機会があればまた皆で訪問しましょう。

事務局　白石 康代
　今回のアクティビティに参加させて
頂いて私自身考えさせられる事が沢
山ありました。
　中でもフリースクールの生徒たち、
地域の子供たちとの交流会でした。
フリースクールの生徒たちは色々な

事情を抱え親元を離れとても厳しい集団生活を送っ
ていますが、みんな礼儀正しく明るく頑張っていまし
た。また地域の子供たち１００人にＴシャツとサンダ
ルをプレゼントし、１００人の子供たち一人一人と握
手をしました。
　子供たちの手を両手でしっかり握るとみんなにっ
こり (^-^) 温かいものを感じると同時に逞しさも感じ
ました。貴重な時間を過ごさせて頂き本当にありが
とうございました。

SA

　先日後藤幹事より電話があり新
居浜中央結成４０周年に参加され
て何か想いを書いてほしいと依頼
され、クラブでは古参の部類で中
央ＬＣが結成の時に在籍の人は少
ないと思います。

　私は昭和５２年４月入会で１年後に新居浜中央
LC が１９７７年１２月（昭和５２年）結成されました。
　現在中央ＬＣとは交流が無く親しい人も亡くなり
４０年の歳月はあまりにも長さを感じ取られます。
　現在も親しくしている人も少なく白石稔雄さん、
鈴木和政さん等ごく一部の人々とかありません。
　想い出として１９８５年２Ｒでガバナーを選出するこ
ととなり２Ｒで一番古い新居浜ＬＣとなり山本哲也を
選出することで今治ＬＣからの役員の勧めもありクラ
ブとして本人を説得させるのに何回も自宅を訪問し
ました。
　当時、新居浜ＬＣ会長が小松武道さんで幹事が
私で、二人で山本哲也宅へ訪問したことも忘れな
いと思い出となります。

　未だ中央ＬＣが結成されてまもなく色々とお世話に
なったと思います。
　２０００年７月クラブとして二人目のガバナーの誕
生となり、キャビネットとして事務局を高松市に置き、
それぞれの役員が事務局のある高松市に行き、新
居浜に事務局が無いため不便を感じました。
　そんな中、年次大会は中央ＬＣに全権を依頼し
年次大会委員長を新居浜中央ＬＣ西原 弘さんにお
願いし役員を中央ＬＣからお願いして中央ＬＣの人々
に大変お世話になりました。
　新居浜ＬＣと中央ＬＣとはスポンサークラブでもあり
ますが、切っても切れない状態で私自身、中央ＬＣ
の人々ともお世話になり感謝申し上げています。
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第 13８0 回　３月第二例会
3月 28日（水）12 : 15～ ユアーズ

高知りょうまＬＣ結成２０周年記念式典参加報告　
副幹事　能 瀬  伸一　　　　開催日：平成 30 年 3 月 11 日（日）　場所：ザ クラウンパレス新阪急高知　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

３月  理事・委員長会
３月 12日（月）18:30～ 商工会館3F研修室

　平成 30 年 3 月 7 日（水）まさ
かのド平日に、高知りょうま LC 結
成２０周年記念チャリティーゴルフ
大会に参加してまいりました。
　参加者は佐伯会長、後藤幹事、
青野泰介さん、私の同級生デコボ

コカルテット。
　開催場所の Kochi 黒潮カントリークラブは、男
子ツアーのカシオワールドオープンが開催される四国
屈指の名門コースです。
　気温も高く素晴らしい好天の中、キャディのハセ
マサ（長谷川雅子）も苦笑いの私の右フックティー
ショットから始まり、打てども打てども、そこはバンカ
ー打法、飛距離１0 ヤード通天閣ドライバー打法、
太平洋の風に負けないナイスラン打法等、各自が
持てる技術を駆使しトリッキーなコースと戦ってまいり

ました。
　後半１７番のショートで私のバーディーパットがカッ
プインした時はキャディハセマサうっとりの眼差しでし
た。でもトータルスコアは聞かないで。
新居浜に帰着後の焼肉反省会まで丸一日しっかり
楽しんでまいりました。とにかく練習せなイカン！
（毎回言っている）

した。
　悪路だから皆でワー、キャー言い
ながら運ばれた。
　それだけで楽しかった。
　子供達の様子は純真そのもので目
はキラキラとしていて本当に嬉しそう
であった。このサマール島でのイベン
トが私には一番素晴らしい思い出で
です。

副会計　岡田 賢治
１００人の子供たちと握手しました！！

　佐伯会長の国際ア
クティビティでフィリピンのミンダナオ
島ダバオに同行して参りました。
　目的は、フリースクールの生徒た
ちと地元の子供たちとの交流、ダバ
オ市サンタアナＬＣとの交流です。

　２月１７日早朝よりフリースクールに向かい、早速
色々な行事で熱く歓迎してくれ感激一杯。
　プレゼントを渡す段になり、１００人余りの子供た
ちがお礼の意味で我々一人一人に握手してくれると
のこと。恥ずかしがり屋の子、しっかり目を見つめる
子、ひょうきんな子、ニコニコしている子、ハキハキ
した感じの子、小さな温かい手、みんな可愛く、私
自身何だかホッとさせられ心の安らぎを感じた次第
です。
　ライオンズの奉仕活動一環で１００人余りの子供
たちと握手したのは私自身初めてです。最初はエ
ーッと思いましたが良い経験させていただきました。
感謝！！
　翌日、ダバオ市サンタアナＬＣとの交流があり、会
員の皆さん積極的でライオンズ活動に熱意が感じら
れ、もしクラブ相互の提携まで持って行けたら素晴
らしいなと、今思っています。
　佐伯会長ガンバってください！！

会員会則委員会　大竹 崇夫
　ダバオ市での会長アクティビティに参加して、日頃
私達が気づきにくい、本当に大切にすべき事に気

付かせて頂きました。
　小さな島のフリースクールでは、日
本の子供達が、共同生活や空手を
通じて礼儀や相手を思いやる心を、
そして現地の子供達と交流する事に
より、人種を問わず人として助け合っ

て生きていく事の大切さを学んでいました。
　明るく頑張っている子供達が、時折見せる寂し
そうな表情には、複雑な思いもありました。
　私達の支援は、微々たるものでしたが、私財を

投じてスクールを運営されている校長
はじめスタッフの方々には、心より敬意
を表したいと思います。

テール・ツイスター　青野 泰介
　『皆で行く時のため
に』会長がそう言って
準備しているのを横目で
見ていた私は、参加と
いう選択肢しか無いか
のようにダバオへ旅立ち

ました。
　そこで体験した格差や貧困の現実

は、何の覚悟もなく参加した私を打ちのめし、日本
に生まれたことの幸せを思い知らせるには十分なも
のでした。
　ライオンズクラブが世界的な組織であること、そし
て人を喜ばせることができる団体であることを初めて
知ることができたと思います。
　事業に参加させていただき、本当にありがとうご
ざいました。

青少年委員会　岡村 真里哉
　ダバオ会長アクトに参加させていただき今回もとて

も感慨深いものとなりました。
　カカオの苗木２００本の植樹、
　１００名の子供達への服などのプ
レゼントなど。
　そして、日本人墓地での献花。
SANTA ANA LIONS ClUB との

交流会。まだまだ、知らない事や、まだまだ私達に
出来る事があるのでは！と改めて感じました。
　ご一緒頂いたメンバーの皆さんありがとうございま
した。帰国後体調崩された方が多かったと聞きまし
た。なぜか何事も無く元気な私でしたが、とても楽
しい時間を過ごせました。
　SANTA ANALIONS ClUB との交流もこれか
らもずっと続いていくと良いですね。

●会長挨拶　佐伯澄男会長
●審議事項
１）会長国際アクティビティ（２回目）決算報告について
２）第３回愛リバー・愛ロード決算報告について
３）第３回献血･献眼予算案について
４）委員会開催変更について
　会員会則委員会５月２日（水）事務局から８日（火）ユアーズ
　　新会員オリエンテーションを同時開催
●幹事報告
１）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

■ライオンズの誓い唱和　真木泰彦ライ
オン

■会長挨拶　佐伯 澄男 会長
■会長国際アクティビティの報告
■次期役員指名会
■審議事項
１）会長国際アクティビティ（２回目）決算報告について
２）第３回愛リバー・愛ロード決算報告について
３）第３回献血･献眼登録予算案について

４）委員会開催変更について
　　会員会則委員会　５月２日（水）事務局から ８日（火）ユアーズ
　　　　　　　　　　新会員オリエンテーションと同時開催
■幹事報告
１）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 よりユアーズで開催され佐伯澄男会長、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した。
２）第３回愛リバー・愛ロード清掃奉仕　
　３月４日（日）7:00より商工会館周辺で行われました。
　Ｌ佐伯澄男、Ｌ後藤達也、Ｌ鈴木雅志、Ｌ伊藤龍一、Ｌ福山 宏、Ｌ松浦
　一雄、Ｌ青野泰介、Ｌ神野雄太、Ｌ伊藤久門、Ｌ山下邦俊、Ｌ誉田幸弘 
　奥様、Ｌ山口 泰、Ｌ藤縄洲二、Ｌ徳村 明、Ｌ高橋尚毅、Ｌ田村征夫、
　Ｌ加藤久博、Ｌ高橋在錫、Ｌ岡村真理哉、Ｌ金田智行、Ｌ真鍋憲夫、
　Ｌ天野 淳、Ｌ村上順一郎、Ｌ塩見秀晴、Ｌ岡田浩二、Ｌ小野周平
　計２６名が参加しました。
３）平成３０年新居浜市消防観閲式が３月４日（日）9:00 から山根市
　民グランドで行われました。佐伯澄男会長が出席しました。

４）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
　より新居浜ＬＣ事務局で行われました。白石誠一１ＺＣ、伊藤嘉秀１Ｚ
　ＣＡ、天野淳環境保全委員長が出席しました。
５）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 より西条市で行われました。 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。
６）高知りょうＬＣ結成２０周年記念ゴルフ大会が３月７日（水）高知黒
　潮カントリークラブで行われ、佐伯澄男会長、後藤達也幹事、Ｌ金田
　智行、Ｌ青野泰介が参加しました。
　記念式典が３月１１日（日）15:00 よりザ クラウンパレス新阪急高知で
　行われました。佐伯澄男会長、後藤達也幹事、鈴木雅志直前会長、
　伊藤龍一副会長、Ｌ岡田賢治、Ｌ能瀬伸一、Ｌ岡村真里哉が出席しま
　した。
７）岡部歩乃佳後援会通常総会並びに基調講演と懇親会が３月１０日
　（土）18:30 からユアーズで開催されました。出席者総数５０名
８）新居浜中央ＬＣ結成４０周年記念式典３月１８日（日）が 11:00 より
　ユアーズで行われます。全員登録しております。多数の方の出席を
　お願い致します。
９）今治くるしま LC 結成２５周年記念ゴルフ大会が３月２４日（土）今
　治カントリークラブで開催されます。佐伯澄男会長、後藤達也幹事、
　Ｌ岡田賢治、Ｌ金田智行が参加します。
　記念式典が３月２５日（日）15:00 より今治国際ホテルで行われます。
　白石誠一１ＺＣ、佐伯澄男会長、後藤達也幹事、福山宏会計が出
　席します。
10）クラブ新会員オリエンテーションが５月８日（火）18:30 からユアー
　ズで行われます。講師は白石誠一１ＺＣ。新会員５名、三役、LT、
　TT、各委員会の委員長または理事、会員会則委員が出席します。
11）2018～ 2019 年度ＹＣＥ生夏期受入について
　・FJ-1(フランス)　男子 20 歳　期間：7/14-8/6
　・MXJ-11( メキシコ ) 女子 17 歳　期間：7/20.21.22 内に到着、　
　　8/9.10.11 内に帰国
　・TJ-6(トルコ) 女子 19 歳　期間 : 連絡待ち
　　※イスラム教徒、豚肉NG
　・FNJ-5（フィンランド）女子 17 歳 　期間：連絡待ち
　・FNJ-10（フィンランド）女子 16 歳　期間：連絡待ち
　・台湾生　現地より連絡待ち４月になる予定
　希望のある方は事務局までお問合せ下さい。
12）3月第二例会で次期役員選挙会を行います。

■委員会報告
　次期役員指名委員会
　保健福祉委員会　第３回献血・献眼登録について
　環境保全委員会　第３回愛リバー・愛ロード清掃奉仕について

■出席報告
　会員数５５名、出席者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　68,000 円　　ファイン　1,000 円
　　　　　　　　　　　　

　３月２日（金）19:00 よりユアーズで開催され佐伯澄男会長、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した。
２）第３回愛リバー・愛ロード清掃奉仕　３月４日（日）7:00 より商工
　会館周辺で行われました。
　Ｌ佐伯澄男、Ｌ後藤達也、Ｌ鈴木雅志、Ｌ伊藤龍一、Ｌ福山 宏、Ｌ松浦
　一雄、Ｌ青野泰介、Ｌ神野雄太、Ｌ伊藤久門、Ｌ山下邦俊、Ｌ誉田幸弘
　奥様、Ｌ山口 泰、Ｌ藤縄洲二、Ｌ徳村 明、Ｌ高橋尚毅、Ｌ田村征夫、
　Ｌ加藤久博、Ｌ高橋在錫、Ｌ岡村真理哉、Ｌ金田智行、Ｌ真鍋憲夫、
　Ｌ天野淳、Ｌ村上順一郎、Ｌ塩見秀晴、Ｌ岡田浩二、Ｌ小野周平　
　計２６名が参加しました。
３）平成３０年新居浜市消防観閲式が３月４日（日）9:00 から山根市
　民グランドで行われました。佐伯澄男会長が出席しました。
４）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より新居浜 LC 事務局で行われました。白石誠一１ＺＣ、伊藤
　嘉秀１ＺＣＡ、天野 淳環境保全委員長が出席しました。
５）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より西条市で行われました。 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。
６）高知りょうまLC結成２０周年記念大会
　記念ゴルフ大会が３月７日（水）高知黒潮カントリークラブで行われ、
　佐伯澄男会長、後藤達也幹事、Ｌ金田智行、Ｌ青野泰介が参加しま
　した。
　記念式典が３月１１日（日）15:00 よりザ クラウンパレス新阪急高知
　で行われました。佐伯澄男会長、後藤達也幹事、鈴木雅志直前
　会長、伊藤龍一副会長、Ｌ岡田賢治、Ｌ能瀬伸一、Ｌ岡村真里哉が
　出席しました。
７）岡部歩乃佳後援会通常総会並びに基調講演と懇親会が３月１０日
　（土）18:30 からユアーズで開催されました。出席者総数５０名
８）新居浜中央ＬＣ結成４０周年記念式典３月１８日（日）が 11:00 より
　ユアーズで行われます。全員登録しております。多数の方の出席を
　お願い致します。
９）今治くるしまLC結成２５周年
　記念ゴルフ大会が３月２４日（土）今治カントリークラブで開催されます。
　佐伯澄男会長、後藤達也幹事、Ｌ岡田賢治、Ｌ金田智行が参加します。
　記念式典が３月２５日（日）15:00 より今治国際ホテルで行われます。
　白石誠一１ＺＣ、佐伯澄男会長、後藤達也幹事、福山宏会計が出
　席します。
10）クラブ新会員オリエンテーションが５月８日（火）18:30 からユアー 
　ズで行われます。
　講師は白石誠一１ＺＣ。新会員５名、三役、LT、TT、各委員会
　の委員長または理事、会員会則委員が出席します。
11）2018～ 2019 年度ＹＣＥ生夏期受入について
　・FJ-1(フランス)　男子 20 歳　期間：7/14-8/6
　・MXJ-11( メキシコ ) 女子 17 歳　期間：7/20.21.22 内に到着、　
　　8/9.10.11 内に帰国
　・TJ-6(トルコ) 女子 19 歳　期間 : 連絡待ち
　　　※イスラム教徒、豚肉NG
　・FNJ-5（フィンランド）女子 17 歳 　期間：連絡待ち
　・FNJ-10（フィンランド）女子 16 歳　期間：連絡待ち
　・台湾生　現地より連絡待ち4月になる予定
　希望のある方は事務局までお問合せ下さい。
12）3月第二例会で次期役員選挙会を行います。

●委員会報告
　次期役員指名委員会
　保健福祉委員会　第３回献血・献眼について
　環境保全委員会　第３回愛リバー・愛ロードについて　　　　

２Ｒ－１Ｚ・１ＺＣ　白石 誠一
　ダバオまでの道のりは、深夜２時
３０分に新居浜を出発し、ダバオホ
テル到着は翌日の夜１１時を過ぎる
ハードなものでした。
　しかし、ダバオ空港到着には、
SANTA ANA LC メンバーの皆様

に横断幕を掲げての歓迎振りに、大変感動を致し
ました。
　２日目は早朝より、DAVAO フリースクールでのメ
イン事業に参加し、多くの現地の子ども達との触れ
合いや、日本人の青少年に対する自立支援活動を
行われている指導状況を拝見し感銘致しました。
　最終日には、SANTA ANA LC メンバーとの
交流会に参加させて頂き、全ての事業が終了致し
ました。
　本当に中身の濃い会長アクトに参加し、改めてラ
イオンズ活動は世界における奉仕の輪を実感する事
が出来ました。本当にありがとうございました。

直前会長　鈴木 雅志
　この度、佐伯会長のメインアクト
である、フィリピンダバオ国際アクテ
ィビティに参加いたしました。
　三泊四日のわくわく、ドキドキ、感
動体験ツアーで一番の思い出になっ
たのは、やはりダバオからフェリーで

１５分ほどの距離にあるリゾート地サマル島で、日本
のフリースクールの子供たちや、現地の子供達との
ふれあいやカカオの苗木２００本を一緒に植樹したこ
とでした。
　生活環境は決してよくなく、貧しい生活を強いら
ている中でも笑って楽しんでいる子供達の姿は、一
生忘れません。
　佐伯会長の現地の子供達と接したいという熱意
思いが分かるような気がします。

幹事　後藤 達也
　2/16 ～ 2/19 まで会長アクティビ
ティとしてフィリピン・ダバオ市に行っ
てきました。
　アクティビティの質、量ともに高い
もので大変有益なアクティビティが実
行されました。

　私が印象に残ったのはサマル島の子供たちとの
植樹、そして交流会でした。子供たちにお弁当、
チョコレート、T シャツ、ビーチサンダルの配布を直
接に手から手へ渡す事でより一層の We Surve を
実感する事ができて感動しました。
　それとサンタ・アナＬＣとの交流会では手厚い歓
迎を受け、たくさんの料理をみんなで一緒にいただ
きました。私もつたない英語で会話しておりましたが、
話すことはできても、聞き取る事が難しく結局は通
訳を交えないと会話が成り立ちませんでした。
　日本人の弱点ですね ( 笑 ) 英会話がもう少しでき
れば、より深い交流ができたと思います。
　伊藤第一副会長が急遽不参加となりましたが、
参加者全員が無事に帰宅できたことが何よりでし
た。

会計　福山 宏
　１０月の訪問時に参加予定してい
たが私が９月末にアキレス腱断裂で
入院となり急遽行けなくなり会長に悪
いことしたなと思っておりました。
　２月はなんとしても行かねばならん、
と今回は参加させて頂く事ができまし

た。初めて訪れたフィリピンの印象は街も人も車もゴ
チャゴチャとしており私が小学生の頃の昭和の日本
の雰囲気でなんとなく懐かしい気がしました。
　サマール島のフリースクールでは我々を歓待して
いただき現地の子供達とカカオを植樹。
　トラックの荷台に人間満載で行くのを見て我慢で
きずに帰路は青野さんとトラックの荷台に乗り込みま

保健福祉委員会　村上 博昭
　個人的には５度目のダバオ訪問。
今回は会長アクトという事で多くのメ
ンバーとの訪問で最初からテンション
が上がり気味でした。
　夜遅くのダバオ到着にもかかわら
ず、多くの SANTA ANA LC メン

バーの出迎えにはびっくりしました。
　翌日からのフリースクールや現地の子供たちとの
交流会、市長並びに日本人墓地や日本人学校訪
問、SANTA ANA LC との交流会と分刻みのス
ケジュールでしたが大変充実した４日間でした。
機会があればまた皆で訪問しましょう。

事務局　白石 康代
　今回のアクティビティに参加させて
頂いて私自身考えさせられる事が沢
山ありました。
　中でもフリースクールの生徒たち、
地域の子供たちとの交流会でした。
フリースクールの生徒たちは色々な

事情を抱え親元を離れとても厳しい集団生活を送っ
ていますが、みんな礼儀正しく明るく頑張っていまし
た。また地域の子供たち１００人にＴシャツとサンダ
ルをプレゼントし、１００人の子供たち一人一人と握
手をしました。
　子供たちの手を両手でしっかり握るとみんなにっ
こり (^-^) 温かいものを感じると同時に逞しさも感じ
ました。貴重な時間を過ごさせて頂き本当にありが
とうございました。

　去る３月１１日、高知市で開かれ
た、高知りょうまＬＣ結成２０周年記
念式典に、佐伯会長、鈴木直前
会長、伊藤第一副会長、後藤幹
事、岡田賢治さん、岡村真里哉さ
んと共に出席してまいりました。　

ご存じのとおり、高知りょうまＬＣは、岡村さんの転
籍前の所属クラブであり、昨年の地区年次大会（こ
んぴら大会）において、ご縁が出来、この度の出
席となったわけです。
　凜とした雰囲気で執り行われた式典の後は、祝
宴でした。
高知りょうまＬＣのメンバーの方々は我々を大変暖か
くお迎えくださり、また高知の人らしく、お酒をどん
どん勧めてくださいました。
　宴会途中のアトラクションでは、佐伯会長もよさこ
い踊りに参加したり、大変楽しく過ごさせて頂きまし
たので、あっという間の祝宴でした。
　またの機会に更に懇親を深められたらと思ってい

ます。
　私は今回ドライバーでしたので、この日は飲まな
いつもりでしたが、新居浜に帰ってから、少々飲み
足りないメンバーから私の慰労という口実でお誘い
を受け、結局飲んでしまい、予定より大幅に遅れて
（午前様）の帰宅となりました。
　その際の場所と参加者はご想像にお任せします。
今回、１Ｚの外に出て、様々なクラブの周年式典や
周年行事に参加するのもいいものだなと思いました。
また機会があれば参加してみたいと思っています。
　以上、結成２０周年記念式典参加報告でした。

　　　　　　　　

■ライオンズの誓い唱和　伊藤久門ライ
オン

■来訪者紹介　鈴木雅志直前会長
　ＹＣＥ冬季派遣生　伊藤ひづるさん（伊藤嘉秀ライ

オン長女）
■会長挨拶　佐伯澄男会長
　チャーターナイト例会について

■ＹＣＥ冬季派遣報告会　伊藤ひづるさん
　派遣先：ニュージーランド　
　期　間：平成 29 年 12 月 20 日～平成 30 年 1 月 7 日
■審議事項　なし
■幹事報告
1）新居浜中央ＬＣ結成 40 周年記念式典
　3月 18 日（日）11:00 ～　ユアーズ
　出席者：Ｌ有富正治、Ｌ石川　稔、Ｌ伊藤嘉秀、Ｌ伊藤龍一、
　Ｌ加藤久博、Ｌ川嶋理之、Ｌ後藤達也、Ｌ佐伯澄男、Ｌ塩見秀晴、
　Ｌ白石誠一、Ｌ神野雄太、Ｌ鈴木雅志、Ｌ田村征夫、Ｌ徳村　明、
　Ｌ能瀬伸一、Ｌ福山　宏、Ｌ藤縄洲二、Ｌ松浦一雄、Ｌ村上博昭、
　Ｌ山口　泰、Ｌ山下邦俊　計 21 名
2）第 5回キャビネット準備内局会議　3月 21 日（水）西条市
　出席者：次期福山　宏 MC･ライオンズ情報･地区誌･大会参加
　委員長
3）第 3 回新居浜市国際交流推進委員会 3 月 23 日（金）11:00 ～
　新居浜市消防庁舎　出席者：佐伯澄男会長
4）今治くるしま LC結成 25 周年記念大会
　・記念ゴルフ　3月 24 日（土）今治カントリークラブ
　　出席者 佐伯澄男会長、Ｌ岡田賢治、Ｌ金田智行、Ｌ岡村真里哉
　・記念式典　3月 25 日（日）15:00 ～　今治国際ホテル
　　出席者：白石誠一 1ZC、佐伯澄男会長、後藤達也幹事、
　　福山　宏会計
5）ＳＡＮＴＡ　ＡＮＡ　ＬＣ訪問打合せ　3月 29 日（木）～  ダバオ市
　出席者：佐伯澄男会長、Ｌ岡村真里哉
6）平成 30 年春の全国交通安全運動
　4月 6日（金）10:30 ～　平形橋北側歩道上
7）第 64 回 336-A 地区年次大会　アスティ徳島
　・4月 7日（土）　記念ゴルフ大会　参加者 17 名
　・4月 8日（日）　年次大会式典　　参加者 23 名　13:45 ～
8）新居浜別子ＬＣ結成 30 周年記念事業
　眼鏡リサイクル事業の協力依頼について
　　中古眼鏡回収ボックスを各クラブへ設置

■委員会報告
　次期役員指名委員会　次期役員候補者発表

■出席報告
　会員数 55 名、出席 42 名、欠席 13 名、出席率 76.4％

■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　69,000 円

■ライオンズ・ローア
　加藤久博ライ

オン　
　　

太平洋を望む名門コースにて
青少年委員会　金 田  智 行　　　開催日：平成 30 年 3 月 7 日（水）　場所：黒潮カントリークラブ
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■ 趣味の時間 ■

　今回は石の生死とルールです。
まずはルールの説明からです。
＊その１　石は互いに打つ事、当
たり前のことですが、考えている
間につい２回打ってしまう事がプロ
でもあるみたいで即負けとなりま

す。これは将棋も同じです。
＊その２　相手の石を囲うと取ることができますが、
打てない場所があります。
　図１のように打ったとします、黒は▲に打つことは
出来ません。打ってもすでに囲われているので即取
られてしまうからです。
　しかし図２のようにそのまわりを黒石で囲っている
と最後に▲に打って白石を全部取ることができるの
です。
　取った後は図３のようになり黒地が８目できます。
おまけに取った石は最後に相手の陣地を埋めること
ができるのです。

　次に、図３このように囲われた石に１目が２つある
場合、先ほどのルールで打てない場所が２つあると
いくら外を囲っても白石を取ることができません。
　このような状態が生きている石と言うことになります。
＊その３　図４のように白がＡに打つと図５のように
なります。この時すぐに黒Ｂと取り返すことができま
せん。これをコウ ( 未来永劫の劫 )と言います。
　将棋の千日手と一緒ですがどこかに１手打ってか
らなら次に取り返すことが出来ます。
　大まかにルールはこれ位でとにかく簡単です。
インターネットで初歩の碁とかで検索すると一杯説
明が載っていますので興味がある方は是非見てく
ださい。
　次回は石の代表的な取り方です。
前回紹介していました井出八百次郎先生が先日ご
逝去されました。享年９５歳、新居浜の囲碁界に
多大の功績を残されました。心よりご冥福をお祈り
いたします。

第 1379 回　3 月第一例会
3月 14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

　ニッカの創業者である竹鶴政孝
氏が初めてウイスキーを飲んだ時
…
それは当時の就職先である摂津酒
造（現在は宝酒造と合併）の社
長から「これがウイスキー。紳士

の酒や」と勧められた時だと言われています。
竹鶴政孝氏はウイスキーを一口飲んだ時『身体に
バリバリと電気が走った』と後述してます。
　私はこの『ウイスキーは紳士の酒』というフレー
ズが大変好きです。私がウイスキーを初めて飲んだ
のはもう３０数年も前のことで、それはもう適当な飲
み方で紳士の酒とは程遠い飲み方でした。
　しかしバーテンダーを志しシングルモルトウイスキ
ーを初めてストレートで飲んだ時、本当に身体に電
気が走ったのを覚えています。
　それは味が濃くて豊潤で甘くうっすらと煙を感じ、
飲み込んだ後も喉にまとわりつくようなオイリーさ、そ
して息を吐けばもう一度感じる香り…飲み干したグラ
スを嗅ぐと感じるチョコレート香。
　さらに違う銘柄のウイスキーをおかわりすると明ら
かに違う香りと味わい。若い頃は感じる事ができな
かった深い味を知り、なるほどこれが紳士の酒なの
だなと。
　その後、ウイスキーに関する書物を読みまくり、ウ
イスキーを飲みまくり、それでも想いは止まらずなけ
なしのお金を握りしめてスコットランドへ二週間の一
人旅。往復の飛行機だけを予約して、当地では飛
行機、電車、レンタカーを乗り継ぎスコットランドの
島（ウイスキーの聖地と言われるアイラ島）とスコッ
トランドの北部（ハイランドと呼ばれる地域）あたり
の蒸溜所を１０箇所以上まわってきました。
　初めて訪ねたラフロイグ蒸溜所でポットスティルを
見上げた時『わお！怪獣みたい』と感動したことは

一生忘れません。
　語学もままならぬ無謀旅ですが、ガッツがあれば
何でもできることをこの時初めて知った気がします。
　それから数年後、前述の竹鶴政孝氏のドラマ『ま
っさん』が放送されて日本でもウイスキーブームが
起こりました。
　私のお店（タイニーバブルス）でもウイスキーを
飲まれるお客様も増えましたが、それでもやはり東
京や大阪…都会に比べるとその文化はまだまだ発
展の途中です。
　お酒の楽しみ方には各地の歴史的背景による文
化や、また個人の嗜好もありますのでさまざまな楽
しみ方をされるのがいいと思います。
　それでも飲まず嫌いをするにはやはり勿体ない
『紳士の酒』ウイスキーです。
　紳士の酒と言いましても、近年は淑女のウイスキ
ー愛好家も増えており、女性が美味いウイスキーを
一口含みニッコリする表情と仕草は例えがたい美し
さです（笑）
　キツいストレートを飲まなくても、ハイボールやロッ
クや水割り…つまり自分に合った楽しみ方を知れば
誰もがウイスキーの虜になる…私はそれくらいウイス
キーが素晴らしいものだと思ってます。
　長くなりましたが、これを読んでいただいた方は
次回酒場を訪ねる機会がある時に少しこの文章を
思い出して飲んでくれることがあれば幸いです。
　そして私もまた皆さんと美味いウイスキーを一緒
に楽しめる機会を楽しみにしてます。
　ありがとうございました。

 

紳 士 の 酒
　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　PR広報委員会　高  橋   尚  毅

した。
　悪路だから皆でワー、キャー言い
ながら運ばれた。
　それだけで楽しかった。
　子供達の様子は純真そのもので目
はキラキラとしていて本当に嬉しそう
であった。このサマール島でのイベン
トが私には一番素晴らしい思い出で
です。

副会計　岡田 賢治
１００人の子供たちと握手しました！！

　佐伯会長の国際ア
クティビティでフィリピンのミンダナオ
島ダバオに同行して参りました。
　目的は、フリースクールの生徒た
ちと地元の子供たちとの交流、ダバ
オ市サンタアナＬＣとの交流です。

　２月１７日早朝よりフリースクールに向かい、早速
色々な行事で熱く歓迎してくれ感激一杯。
　プレゼントを渡す段になり、１００人余りの子供た
ちがお礼の意味で我々一人一人に握手してくれると
のこと。恥ずかしがり屋の子、しっかり目を見つめる
子、ひょうきんな子、ニコニコしている子、ハキハキ
した感じの子、小さな温かい手、みんな可愛く、私
自身何だかホッとさせられ心の安らぎを感じた次第
です。
　ライオンズの奉仕活動一環で１００人余りの子供
たちと握手したのは私自身初めてです。最初はエ
ーッと思いましたが良い経験させていただきました。
感謝！！
　翌日、ダバオ市サンタアナＬＣとの交流があり、会
員の皆さん積極的でライオンズ活動に熱意が感じら
れ、もしクラブ相互の提携まで持って行けたら素晴
らしいなと、今思っています。
　佐伯会長ガンバってください！！

会員会則委員会　大竹 崇夫
　ダバオ市での会長アクティビティに参加して、日頃
私達が気づきにくい、本当に大切にすべき事に気

付かせて頂きました。
　小さな島のフリースクールでは、日
本の子供達が、共同生活や空手を
通じて礼儀や相手を思いやる心を、
そして現地の子供達と交流する事に
より、人種を問わず人として助け合っ

て生きていく事の大切さを学んでいました。
　明るく頑張っている子供達が、時折見せる寂し
そうな表情には、複雑な思いもありました。
　私達の支援は、微々たるものでしたが、私財を

投じてスクールを運営されている校長
はじめスタッフの方々には、心より敬意
を表したいと思います。

テール・ツイスター　青野 泰介
　『皆で行く時のため
に』会長がそう言って
準備しているのを横目で
見ていた私は、参加と
いう選択肢しか無いか
のようにダバオへ旅立ち

ました。
　そこで体験した格差や貧困の現実

は、何の覚悟もなく参加した私を打ちのめし、日本
に生まれたことの幸せを思い知らせるには十分なも
のでした。
　ライオンズクラブが世界的な組織であること、そし
て人を喜ばせることができる団体であることを初めて
知ることができたと思います。
　事業に参加させていただき、本当にありがとうご
ざいました。

青少年委員会　岡村 真里哉
　ダバオ会長アクトに参加させていただき今回もとて

も感慨深いものとなりました。
カカオの苗木２００本の植樹、
１００名の子供達への服などのプ

レゼントなど。
　そして、日本人墓地での献花。
SANTA ANA LIONS ClUB との

交流会。まだまだ、知らない事や、まだまだ私達に
出来る事があるのでは！と改めて感じました。
　ご一緒頂いたメンバーの皆さんありがとうございま
した。帰国後体調崩された方が多かったと聞きまし
た。なぜか何事も無く元気な私でしたが、とても楽
しい時間を過ごせました。
　SANTA ANALIONS ClUB との交流もこれか
らもずっと続いていくと良いですね。

■ライオンズの誓い唱和　真木泰彦ライ
オン

■会長挨拶　佐伯 澄男 会長
■会長国際アクティビティの報告
■次期役員指名会
■審議事項
１）会長国際アクティビティ（２回目）決算報告について
２）第３回愛リバー・愛ロード決算報告について
３）第３回献血･献眼登録予算案について

４）委員会開催変更について
　　会員会則委員会　５月２日（水）事務局から ８日（火）ユアーズ
　　　　　　　　　　新会員オリエンテーションと同時開催
■幹事報告
１）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 よりユアーズで開催され佐伯澄男会長、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した。
２）第３回愛リバー・愛ロード清掃奉仕　
　３月４日（日）7:00より商工会館周辺で行われました。
　Ｌ佐伯澄男、Ｌ後藤達也、Ｌ鈴木雅志、Ｌ伊藤龍一、Ｌ福山 宏、Ｌ松浦
　一雄、Ｌ青野泰介、Ｌ神野雄太、Ｌ伊藤久門、Ｌ山下邦俊、Ｌ誉田幸弘 
　奥様、Ｌ山口 泰、Ｌ藤縄洲二、Ｌ徳村 明、Ｌ高橋尚毅、Ｌ田村征夫、
　Ｌ加藤久博、Ｌ高橋在錫、Ｌ岡村真理哉、Ｌ金田智行、Ｌ真鍋憲夫、
　Ｌ天野 淳、Ｌ村上順一郎、Ｌ塩見秀晴、Ｌ岡田浩二、Ｌ小野周平
　計２６名が参加しました。
３）平成３０年新居浜市消防観閲式が３月４日（日）9:00 から山根市
　民グランドで行われました。佐伯澄男会長が出席しました。

４）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
　より新居浜ＬＣ事務局で行われました。白石誠一１ＺＣ、伊藤嘉秀１Ｚ
　ＣＡ、天野淳環境保全委員長が出席しました。
５）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 より西条市で行われました。 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。
６）高知りょうＬＣ結成２０周年記念ゴルフ大会が３月７日（水）高知黒
　潮カントリークラブで行われ、佐伯澄男会長、後藤達也幹事、Ｌ金田
　智行、Ｌ青野泰介が参加しました。
　記念式典が３月１１日（日）15:00 よりザ クラウンパレス新阪急高知で
　行われました。佐伯澄男会長、後藤達也幹事、鈴木雅志直前会長、
　伊藤龍一副会長、Ｌ岡田賢治、Ｌ能瀬伸一、Ｌ岡村真里哉が出席しま
　した。
７）岡部歩乃佳後援会通常総会並びに基調講演と懇親会が３月１０日
　（土）18:30 からユアーズで開催されました。出席者総数５０名
８）新居浜中央ＬＣ結成４０周年記念式典３月１８日（日）が 11:00 より
　ユアーズで行われます。全員登録しております。多数の方の出席を
　お願い致します。
９）今治くるしま LC 結成２５周年記念ゴルフ大会が３月２４日（土）今
　治カントリークラブで開催されます。佐伯澄男会長、後藤達也幹事、
　Ｌ岡田賢治、Ｌ金田智行が参加します。
　記念式典が３月２５日（日）15:00 より今治国際ホテルで行われます。
　白石誠一１ＺＣ、佐伯澄男会長、後藤達也幹事、福山宏会計が出
　席します。
10）クラブ新会員オリエンテーションが５月８日（火）18:30 からユアー
　ズで行われます。講師は白石誠一１ＺＣ。新会員５名、三役、LT、
　TT、各委員会の委員長または理事、会員会則委員が出席します。
11）2018～ 2019 年度ＹＣＥ生夏期受入について
　・FJ-1(フランス)　男子 20 歳　期間：7/14-8/6
　・MXJ-11( メキシコ ) 女子 17 歳　期間：7/20.21.22 内に到着、　
　　8/9.10.11 内に帰国
　・TJ-6(トルコ) 女子 19 歳　期間 : 連絡待ち
　　※イスラム教徒、豚肉NG
　・FNJ-5（フィンランド）女子 17 歳 　期間：連絡待ち
　・FNJ-10（フィンランド）女子 16 歳　期間：連絡待ち
　・台湾生　現地より連絡待ち４月になる予定
　希望のある方は事務局までお問合せ下さい。
12）3月第二例会で次期役員選挙会を行います。

■委員会報告
　次期役員指名委員会
　保健福祉委員会　第３回献血・献眼登録について
　環境保全委員会　第３回愛リバー・愛ロード清掃奉仕について

■出席報告
　会員数５５名、出席者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　68,000 円　　ファイン　1,000 円
　　　　　　　　　　　　

２Ｒ－１Ｚ・１ＺＣ　白石 誠一
　ダバオまでの道のりは、深夜２時
３０分に新居浜を出発し、ダバオホ
テル到着は翌日の夜１１時を過ぎる
ハードなものでした。
　しかし、ダバオ空港到着には、
SANTA ANA LC メンバーの皆様

に横断幕を掲げての歓迎振りに、大変感動を致し
ました。
　２日目は早朝より、DAVAO フリースクールでのメ
イン事業に参加し、多くの現地の子ども達との触れ
合いや、日本人の青少年に対する自立支援活動を
行われている指導状況を拝見し感銘致しました。
　最終日には、SANTA ANA LC メンバーとの
交流会に参加させて頂き、全ての事業が終了致し
ました。
　本当に中身の濃い会長アクトに参加し、改めてラ
イオンズ活動は世界における奉仕の輪を実感する事
が出来ました。本当にありがとうございました。

直前会長　鈴木 雅志
　この度、佐伯会長のメインアクト
である、フィリピンダバオ国際アクテ
ィビティに参加いたしました。
　三泊四日のわくわく、ドキドキ、感
動体験ツアーで一番の思い出になっ
たのは、やはりダバオからフェリーで

１５分ほどの距離にあるリゾート地サマル島で、日本
のフリースクールの子供たちや、現地の子供達との
ふれあいやカカオの苗木２００本を一緒に植樹したこ
とでした。
　生活環境は決してよくなく、貧しい生活を強いら
ている中でも笑って楽しんでいる子供達の姿は、一
生忘れません。
　佐伯会長の現地の子供達と接したいという熱意
思いが分かるような気がします。

幹事　後藤 達也
　2/16 ～ 2/19 まで会長アクティビ
ティとしてフィリピン・ダバオ市に行っ
てきました。
　アクティビティの質、量ともに高い
もので大変有益なアクティビティが実
行されました。

　私が印象に残ったのはサマル島の子供たちとの
植樹、そして交流会でした。子供たちにお弁当、
チョコレート、T シャツ、ビーチサンダルの配布を直
接に手から手へ渡す事でより一層の We Surve を
実感する事ができて感動しました。
　それとサンタ・アナＬＣとの交流会では手厚い歓
迎を受け、たくさんの料理をみんなで一緒にいただ
きました。私もつたない英語で会話しておりましたが、
話すことはできても、聞き取る事が難しく結局は通
訳を交えないと会話が成り立ちませんでした。
　日本人の弱点ですね ( 笑 ) 英会話がもう少しでき
れば、より深い交流ができたと思います。
　伊藤第一副会長が急遽不参加となりましたが、
参加者全員が無事に帰宅できたことが何よりでし
た。

会計　福山 宏
　１０月の訪問時に参加予定してい
たが私が９月末にアキレス腱断裂で
入院となり急遽行けなくなり会長に悪
いことしたなと思っておりました。
　２月はなんとしても行かねばならん、
と今回は参加させて頂く事ができまし

た。初めて訪れたフィリピンの印象は街も人も車もゴ
チャゴチャとしており私が小学生の頃の昭和の日本
の雰囲気でなんとなく懐かしい気がしました。
　サマール島のフリースクールでは我々を歓待して
いただき現地の子供達とカカオを植樹。
　トラックの荷台に人間満載で行くのを見て我慢で
きずに帰路は青野さんとトラックの荷台に乗り込みま

保健福祉委員会　村上 博昭
　個人的には５度目のダバオ訪問。
今回は会長アクトという事で多くのメ
ンバーとの訪問で最初からテンション
が上がり気味でした。
　夜遅くのダバオ到着にもかかわら
ず、多くの SANTA ANA LC メン

バーの出迎えにはびっくりしました。
　翌日からのフリースクールや現地の子供たちとの
交流会、市長並びに日本人墓地や日本人学校訪
問、SANTA ANA LC との交流会と分刻みのス
ケジュールでしたが大変充実した４日間でした。
機会があればまた皆で訪問しましょう。

事務局　白石 康代
　今回のアクティビティに参加させて
頂いて私自身考えさせられる事が沢
山ありました。
　中でもフリースクールの生徒たち、
地域の子供たちとの交流会でした。
フリースクールの生徒たちは色々な

事情を抱え親元を離れとても厳しい集団生活を送っ
ていますが、みんな礼儀正しく明るく頑張っていまし
た。また地域の子供たち１００人にＴシャツとサンダ
ルをプレゼントし、１００人の子供たち一人一人と握
手をしました。
　子供たちの手を両手でしっかり握るとみんなにっ
こり (^-^) 温かいものを感じると同時に逞しさも感じ
ました。貴重な時間を過ごさせて頂き本当にありが
とうございました。

■ 趣味の時間 ■

囲 碁 の 勧 め 3
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■ 趣味の時間 ■

　今回は石の生死とルールです。
まずはルールの説明からです。
＊その１　石は互いに打つ事、当
たり前のことですが、考えている
間につい２回打ってしまう事がプロ
でもあるみたいで即負けとなりま

す。これは将棋も同じです。
＊その２　相手の石を囲うと取ることができますが、
打てない場所があります。
　図１のように打ったとします、黒は▲に打つことは
出来ません。打ってもすでに囲われているので即取
られてしまうからです。
　しかし図２のようにそのまわりを黒石で囲っている
と最後に▲に打って白石を全部取ることができるの
です。
　取った後は図３のようになり黒地が８目できます。
おまけに取った石は最後に相手の陣地を埋めること
ができるのです。

　次に、図３このように囲われた石に１目が２つある
場合、先ほどのルールで打てない場所が２つあると
いくら外を囲っても白石を取ることができません。
　このような状態が生きている石と言うことになります。
＊その３　図４のように白がＡに打つと図５のように
なります。この時すぐに黒Ｂと取り返すことができま
せん。これをコウ ( 未来永劫の劫 )と言います。
　将棋の千日手と一緒ですがどこかに１手打ってか
らなら次に取り返すことが出来ます。
　大まかにルールはこれ位でとにかく簡単です。
インターネットで初歩の碁とかで検索すると一杯説
明が載っていますので興味がある方は是非見てく
ださい。
　次回は石の代表的な取り方です。
前回紹介していました井出八百次郎先生が先日ご
逝去されました。享年９５歳、新居浜の囲碁界に
多大の功績を残されました。心よりご冥福をお祈り
いたします。

第 1379 回　3 月第一例会
3月 14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

　ニッカの創業者である竹鶴政孝
氏が初めてウイスキーを飲んだ時
…
それは当時の就職先である摂津酒
造（現在は宝酒造と合併）の社
長から「これがウイスキー。紳士

の酒や」と勧められた時だと言われています。
竹鶴政孝氏はウイスキーを一口飲んだ時『身体に
バリバリと電気が走った』と後述してます。
　私はこの『ウイスキーは紳士の酒』というフレー
ズが大変好きです。私がウイスキーを初めて飲んだ
のはもう３０数年も前のことで、それはもう適当な飲
み方で紳士の酒とは程遠い飲み方でした。
　しかしバーテンダーを志しシングルモルトウイスキ
ーを初めてストレートで飲んだ時、本当に身体に電
気が走ったのを覚えています。
　それは味が濃くて豊潤で甘くうっすらと煙を感じ、
飲み込んだ後も喉にまとわりつくようなオイリーさ、そ
して息を吐けばもう一度感じる香り…飲み干したグラ
スを嗅ぐと感じるチョコレート香。
　さらに違う銘柄のウイスキーをおかわりすると明ら
かに違う香りと味わい。若い頃は感じる事ができな
かった深い味を知り、なるほどこれが紳士の酒なの
だなと。
　その後、ウイスキーに関する書物を読みまくり、ウ
イスキーを飲みまくり、それでも想いは止まらずなけ
なしのお金を握りしめてスコットランドへ二週間の一
人旅。往復の飛行機だけを予約して、当地では飛
行機、電車、レンタカーを乗り継ぎスコットランドの
島（ウイスキーの聖地と言われるアイラ島）とスコッ
トランドの北部（ハイランドと呼ばれる地域）あたり
の蒸溜所を１０箇所以上まわってきました。
　初めて訪ねたラフロイグ蒸溜所でポットスティルを
見上げた時『わお！怪獣みたい』と感動したことは

一生忘れません。
　語学もままならぬ無謀旅ですが、ガッツがあれば
何でもできることをこの時初めて知った気がします。
　それから数年後、前述の竹鶴政孝氏のドラマ『ま
っさん』が放送されて日本でもウイスキーブームが
起こりました。
　私のお店（タイニーバブルス）でもウイスキーを
飲まれるお客様も増えましたが、それでもやはり東
京や大阪…都会に比べるとその文化はまだまだ発
展の途中です。
　お酒の楽しみ方には各地の歴史的背景による文
化や、また個人の嗜好もありますのでさまざまな楽
しみ方をされるのがいいと思います。
　それでも飲まず嫌いをするにはやはり勿体ない
『紳士の酒』ウイスキーです。
　紳士の酒と言いましても、近年は淑女のウイスキ
ー愛好家も増えており、女性が美味いウイスキーを
一口含みニッコリする表情と仕草は例えがたい美し
さです（笑）
　キツいストレートを飲まなくても、ハイボールやロッ
クや水割り…つまり自分に合った楽しみ方を知れば
誰もがウイスキーの虜になる…私はそれくらいウイス
キーが素晴らしいものだと思ってます。
　長くなりましたが、これを読んでいただいた方は
次回酒場を訪ねる機会がある時に少しこの文章を
思い出して飲んでくれることがあれば幸いです。
　そして私もまた皆さんと美味いウイスキーを一緒
に楽しめる機会を楽しみにしてます。
　ありがとうございました。
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した。
　悪路だから皆でワー、キャー言い
ながら運ばれた。
　それだけで楽しかった。
　子供達の様子は純真そのもので目
はキラキラとしていて本当に嬉しそう
であった。このサマール島でのイベン
トが私には一番素晴らしい思い出で
です。

副会計　岡田 賢治
１００人の子供たちと握手しました！！

　佐伯会長の国際ア
クティビティでフィリピンのミンダナオ
島ダバオに同行して参りました。
　目的は、フリースクールの生徒た
ちと地元の子供たちとの交流、ダバ
オ市サンタアナＬＣとの交流です。

　２月１７日早朝よりフリースクールに向かい、早速
色々な行事で熱く歓迎してくれ感激一杯。
　プレゼントを渡す段になり、１００人余りの子供た
ちがお礼の意味で我々一人一人に握手してくれると
のこと。恥ずかしがり屋の子、しっかり目を見つめる
子、ひょうきんな子、ニコニコしている子、ハキハキ
した感じの子、小さな温かい手、みんな可愛く、私
自身何だかホッとさせられ心の安らぎを感じた次第
です。
　ライオンズの奉仕活動一環で１００人余りの子供
たちと握手したのは私自身初めてです。最初はエ
ーッと思いましたが良い経験させていただきました。
感謝！！
　翌日、ダバオ市サンタアナＬＣとの交流があり、会
員の皆さん積極的でライオンズ活動に熱意が感じら
れ、もしクラブ相互の提携まで持って行けたら素晴
らしいなと、今思っています。
　佐伯会長ガンバってください！！

会員会則委員会　大竹 崇夫
　ダバオ市での会長アクティビティに参加して、日頃
私達が気づきにくい、本当に大切にすべき事に気

付かせて頂きました。
　小さな島のフリースクールでは、日
本の子供達が、共同生活や空手を
通じて礼儀や相手を思いやる心を、
そして現地の子供達と交流する事に
より、人種を問わず人として助け合っ

て生きていく事の大切さを学んでいました。
　明るく頑張っている子供達が、時折見せる寂し
そうな表情には、複雑な思いもありました。
　私達の支援は、微々たるものでしたが、私財を

投じてスクールを運営されている校長
はじめスタッフの方々には、心より敬意
を表したいと思います。

テール・ツイスター　青野 泰介
　『皆で行く時のため
に』会長がそう言って
準備しているのを横目で
見ていた私は、参加と
いう選択肢しか無いか
のようにダバオへ旅立ち

ました。
　そこで体験した格差や貧困の現実

は、何の覚悟もなく参加した私を打ちのめし、日本
に生まれたことの幸せを思い知らせるには十分なも
のでした。
　ライオンズクラブが世界的な組織であること、そし
て人を喜ばせることができる団体であることを初めて
知ることができたと思います。
　事業に参加させていただき、本当にありがとうご
ざいました。

青少年委員会　岡村 真里哉
　ダバオ会長アクトに参加させていただき今回もとて

も感慨深いものとなりました。
　カカオの苗木２００本の植樹、
　１００名の子供達への服などのプ
レゼントなど。
　そして、日本人墓地での献花。
SANTA ANA LIONS ClUB との

交流会。まだまだ、知らない事や、まだまだ私達に
出来る事があるのでは！と改めて感じました。
　ご一緒頂いたメンバーの皆さんありがとうございま
した。帰国後体調崩された方が多かったと聞きまし
た。なぜか何事も無く元気な私でしたが、とても楽
しい時間を過ごせました。
　SANTA ANALIONS ClUB との交流もこれか
らもずっと続いていくと良いですね。

■ライオンズの誓い唱和　真木泰彦ライ
オン

■会長挨拶　佐伯 澄男 会長
■会長国際アクティビティの報告
■次期役員指名会
■審議事項
１）会長国際アクティビティ（２回目）決算報告について
２）第３回愛リバー・愛ロード決算報告について
３）第３回献血･献眼登録予算案について

４）委員会開催変更について
　　会員会則委員会　５月２日（水）事務局から ８日（火）ユアーズ
　　　　　　　　　　新会員オリエンテーションと同時開催
■幹事報告
１）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 よりユアーズで開催され佐伯澄男会長、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した。
２）第３回愛リバー・愛ロード清掃奉仕　
　３月４日（日）7:00より商工会館周辺で行われました。
　Ｌ佐伯澄男、Ｌ後藤達也、Ｌ鈴木雅志、Ｌ伊藤龍一、Ｌ福山 宏、Ｌ松浦
　一雄、Ｌ青野泰介、Ｌ神野雄太、Ｌ伊藤久門、Ｌ山下邦俊、Ｌ誉田幸弘 
　奥様、Ｌ山口 泰、Ｌ藤縄洲二、Ｌ徳村 明、Ｌ高橋尚毅、Ｌ田村征夫、
　Ｌ加藤久博、Ｌ高橋在錫、Ｌ岡村真理哉、Ｌ金田智行、Ｌ真鍋憲夫、
　Ｌ天野 淳、Ｌ村上順一郎、Ｌ塩見秀晴、Ｌ岡田浩二、Ｌ小野周平
　計２６名が参加しました。
３）平成３０年新居浜市消防観閲式が３月４日（日）9:00 から山根市
　民グランドで行われました。佐伯澄男会長が出席しました。

４）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
　より新居浜ＬＣ事務局で行われました。白石誠一１ＺＣ、伊藤嘉秀１Ｚ
　ＣＡ、天野淳環境保全委員長が出席しました。
５）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 より西条市で行われました。 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。
６）高知りょうＬＣ結成２０周年記念ゴルフ大会が３月７日（水）高知黒
　潮カントリークラブで行われ、佐伯澄男会長、後藤達也幹事、Ｌ金田
　智行、Ｌ青野泰介が参加しました。
　記念式典が３月１１日（日）15:00 よりザ クラウンパレス新阪急高知で
　行われました。佐伯澄男会長、後藤達也幹事、鈴木雅志直前会長、
　伊藤龍一副会長、Ｌ岡田賢治、Ｌ能瀬伸一、Ｌ岡村真里哉が出席しま
　した。
７）岡部歩乃佳後援会通常総会並びに基調講演と懇親会が３月１０日
　（土）18:30 からユアーズで開催されました。出席者総数５０名
８）新居浜中央ＬＣ結成４０周年記念式典３月１８日（日）が 11:00 より
　ユアーズで行われます。全員登録しております。多数の方の出席を
　お願い致します。
９）今治くるしま LC 結成２５周年記念ゴルフ大会が３月２４日（土）今
　治カントリークラブで開催されます。佐伯澄男会長、後藤達也幹事、
　Ｌ岡田賢治、Ｌ金田智行が参加します。
　記念式典が３月２５日（日）15:00 より今治国際ホテルで行われます。
　白石誠一１ＺＣ、佐伯澄男会長、後藤達也幹事、福山宏会計が出
　席します。
10）クラブ新会員オリエンテーションが５月８日（火）18:30 からユアー
　ズで行われます。講師は白石誠一１ＺＣ。新会員５名、三役、LT、
　TT、各委員会の委員長または理事、会員会則委員が出席します。
11）2018～ 2019 年度ＹＣＥ生夏期受入について
　・FJ-1(フランス)　男子 20 歳　期間：7/14-8/6
　・MXJ-11( メキシコ ) 女子 17 歳　期間：7/20.21.22 内に到着、　
　　8/9.10.11 内に帰国
　・TJ-6(トルコ) 女子 19 歳　期間 : 連絡待ち
　　※イスラム教徒、豚肉NG
　・FNJ-5（フィンランド）女子 17 歳 　期間：連絡待ち
　・FNJ-10（フィンランド）女子 16 歳　期間：連絡待ち
　・台湾生　現地より連絡待ち４月になる予定
　希望のある方は事務局までお問合せ下さい。
12）3月第二例会で次期役員選挙会を行います。

■委員会報告
　次期役員指名委員会
　保健福祉委員会　第３回献血・献眼登録について
　環境保全委員会　第３回愛リバー・愛ロード清掃奉仕について

■出席報告
　会員数５５名、出席者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　68,000 円　　ファイン　1,000 円
　　　　　　　　　　　　

２Ｒ－１Ｚ・１ＺＣ　白石 誠一
　ダバオまでの道のりは、深夜２時
３０分に新居浜を出発し、ダバオホ
テル到着は翌日の夜１１時を過ぎる
ハードなものでした。
　しかし、ダバオ空港到着には、
SANTA ANA LC メンバーの皆様

に横断幕を掲げての歓迎振りに、大変感動を致し
ました。
　２日目は早朝より、DAVAO フリースクールでのメ
イン事業に参加し、多くの現地の子ども達との触れ
合いや、日本人の青少年に対する自立支援活動を
行われている指導状況を拝見し感銘致しました。
　最終日には、SANTA ANA LC メンバーとの
交流会に参加させて頂き、全ての事業が終了致し
ました。
　本当に中身の濃い会長アクトに参加し、改めてラ
イオンズ活動は世界における奉仕の輪を実感する事
が出来ました。本当にありがとうございました。

直前会長　鈴木 雅志
　この度、佐伯会長のメインアクト
である、フィリピンダバオ国際アクテ
ィビティに参加いたしました。
　三泊四日のわくわく、ドキドキ、感
動体験ツアーで一番の思い出になっ
たのは、やはりダバオからフェリーで

１５分ほどの距離にあるリゾート地サマル島で、日本
のフリースクールの子供たちや、現地の子供達との
ふれあいやカカオの苗木２００本を一緒に植樹したこ
とでした。
　生活環境は決してよくなく、貧しい生活を強いら
ている中でも笑って楽しんでいる子供達の姿は、一
生忘れません。
　佐伯会長の現地の子供達と接したいという熱意
思いが分かるような気がします。

幹事　後藤 達也
　2/16 ～ 2/19 まで会長アクティビ
ティとしてフィリピン・ダバオ市に行っ
てきました。
　アクティビティの質、量ともに高い
もので大変有益なアクティビティが実
行されました。

　私が印象に残ったのはサマル島の子供たちとの
植樹、そして交流会でした。子供たちにお弁当、
チョコレート、T シャツ、ビーチサンダルの配布を直
接に手から手へ渡す事でより一層の We Surve を
実感する事ができて感動しました。
　それとサンタ・アナＬＣとの交流会では手厚い歓
迎を受け、たくさんの料理をみんなで一緒にいただ
きました。私もつたない英語で会話しておりましたが、
話すことはできても、聞き取る事が難しく結局は通
訳を交えないと会話が成り立ちませんでした。
　日本人の弱点ですね ( 笑 ) 英会話がもう少しでき
れば、より深い交流ができたと思います。
　伊藤第一副会長が急遽不参加となりましたが、
参加者全員が無事に帰宅できたことが何よりでし
た。

会計　福山 宏
　１０月の訪問時に参加予定してい
たが私が９月末にアキレス腱断裂で
入院となり急遽行けなくなり会長に悪
いことしたなと思っておりました。
　２月はなんとしても行かねばならん、
と今回は参加させて頂く事ができまし

た。初めて訪れたフィリピンの印象は街も人も車もゴ
チャゴチャとしており私が小学生の頃の昭和の日本
の雰囲気でなんとなく懐かしい気がしました。
　サマール島のフリースクールでは我々を歓待して
いただき現地の子供達とカカオを植樹。
　トラックの荷台に人間満載で行くのを見て我慢で
きずに帰路は青野さんとトラックの荷台に乗り込みま

保健福祉委員会　村上 博昭
　個人的には５度目のダバオ訪問。
今回は会長アクトという事で多くのメ
ンバーとの訪問で最初からテンション
が上がり気味でした。
　夜遅くのダバオ到着にもかかわら
ず、多くの SANTA ANA LC メン

バーの出迎えにはびっくりしました。
　翌日からのフリースクールや現地の子供たちとの
交流会、市長並びに日本人墓地や日本人学校訪
問、SANTA ANA LC との交流会と分刻みのス
ケジュールでしたが大変充実した４日間でした。
機会があればまた皆で訪問しましょう。

事務局　白石 康代
　今回のアクティビティに参加させて
頂いて私自身考えさせられる事が沢
山ありました。
　中でもフリースクールの生徒たち、
地域の子供たちとの交流会でした。
フリースクールの生徒たちは色々な

事情を抱え親元を離れとても厳しい集団生活を送っ
ていますが、みんな礼儀正しく明るく頑張っていまし
た。また地域の子供たち１００人にＴシャツとサンダ
ルをプレゼントし、１００人の子供たち一人一人と握
手をしました。
　子供たちの手を両手でしっかり握るとみんなにっ
こり (^-^) 温かいものを感じると同時に逞しさも感じ
ました。貴重な時間を過ごさせて頂き本当にありが
とうございました。

■ 趣味の時間 ■

囲 碁 の 勧 め 3
　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　新居浜ＬＣ囲碁部会　藤縄  洲二
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第 13８0 回　３月第二例会
3月 28日（水）12 : 15～ ユアーズ

高知りょうまＬＣ結成２０周年記念式典参加報告　
副幹事　能 瀬  伸一　　　　開催日：平成 30 年 3 月 11 日（日）　場所：ザ クラウンパレス新阪急高知　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

３月  理事・委員長会
３月 12日（月）18:30～ 商工会館3F研修室

　平成 30 年 3 月 7 日（水）まさ
かのド平日に、高知りょうま LC 結
成２０周年記念チャリティーゴルフ
大会に参加してまいりました。
　参加者は佐伯会長、後藤幹事、
青野泰介さん、私の同級生デコボ

コカルテット。
　開催場所の Kochi 黒潮カントリークラブは、男
子ツアーのカシオワールドオープンが開催される四国
屈指の名門コースです。
　気温も高く素晴らしい好天の中、キャディのハセ
マサ（長谷川雅子）も苦笑いの私の右フックティー
ショットから始まり、打てども打てども、そこはバンカ
ー打法、飛距離１0 ヤード通天閣ドライバー打法、
太平洋の風に負けないナイスラン打法等、各自が
持てる技術を駆使しトリッキーなコースと戦ってまいり

ました。
　後半１７番のショートで私のバーディーパットがカッ
プインした時はキャディハセマサうっとりの眼差しでし
た。でもトータルスコアは聞かないで。
新居浜に帰着後の焼肉反省会まで丸一日しっかり
楽しんでまいりました。とにかく練習せなイカン！
（毎回言っている）

した。
　悪路だから皆でワー、キャー言い
ながら運ばれた。
　それだけで楽しかった。
　子供達の様子は純真そのもので目
はキラキラとしていて本当に嬉しそう
であった。このサマール島でのイベン
トが私には一番素晴らしい思い出で
です。

副会計　岡田 賢治
１００人の子供たちと握手しました！！

　佐伯会長の国際ア
クティビティでフィリピンのミンダナオ
島ダバオに同行して参りました。
　目的は、フリースクールの生徒た
ちと地元の子供たちとの交流、ダバ
オ市サンタアナＬＣとの交流です。

　２月１７日早朝よりフリースクールに向かい、早速
色々な行事で熱く歓迎してくれ感激一杯。
　プレゼントを渡す段になり、１００人余りの子供た
ちがお礼の意味で我々一人一人に握手してくれると
のこと。恥ずかしがり屋の子、しっかり目を見つめる
子、ひょうきんな子、ニコニコしている子、ハキハキ
した感じの子、小さな温かい手、みんな可愛く、私
自身何だかホッとさせられ心の安らぎを感じた次第
です。
　ライオンズの奉仕活動一環で１００人余りの子供
たちと握手したのは私自身初めてです。最初はエ
ーッと思いましたが良い経験させていただきました。
感謝！！
　翌日、ダバオ市サンタアナＬＣとの交流があり、会
員の皆さん積極的でライオンズ活動に熱意が感じら
れ、もしクラブ相互の提携まで持って行けたら素晴
らしいなと、今思っています。
　佐伯会長ガンバってください！！

会員会則委員会　大竹 崇夫
　ダバオ市での会長アクティビティに参加して、日頃
私達が気づきにくい、本当に大切にすべき事に気

付かせて頂きました。
　小さな島のフリースクールでは、日
本の子供達が、共同生活や空手を
通じて礼儀や相手を思いやる心を、
そして現地の子供達と交流する事に
より、人種を問わず人として助け合っ

て生きていく事の大切さを学んでいました。
　明るく頑張っている子供達が、時折見せる寂し
そうな表情には、複雑な思いもありました。
　私達の支援は、微々たるものでしたが、私財を

投じてスクールを運営されている校長
はじめスタッフの方々には、心より敬意
を表したいと思います。

テール・ツイスター　青野 泰介
　『皆で行く時のため
に』会長がそう言って
準備しているのを横目で
見ていた私は、参加と
いう選択肢しか無いか
のようにダバオへ旅立ち

ました。
　そこで体験した格差や貧困の現実

は、何の覚悟もなく参加した私を打ちのめし、日本
に生まれたことの幸せを思い知らせるには十分なも
のでした。
　ライオンズクラブが世界的な組織であること、そし
て人を喜ばせることができる団体であることを初めて
知ることができたと思います。
　事業に参加させていただき、本当にありがとうご
ざいました。

青少年委員会　岡村 真里哉
　ダバオ会長アクトに参加させていただき今回もとて

も感慨深いものとなりました。
　カカオの苗木２００本の植樹、
　１００名の子供達への服などのプ
レゼントなど。
　そして、日本人墓地での献花。
SANTA ANA LIONS ClUB との

交流会。まだまだ、知らない事や、まだまだ私達に
出来る事があるのでは！と改めて感じました。
　ご一緒頂いたメンバーの皆さんありがとうございま
した。帰国後体調崩された方が多かったと聞きまし
た。なぜか何事も無く元気な私でしたが、とても楽
しい時間を過ごせました。
　SANTA ANALIONS ClUB との交流もこれか
らもずっと続いていくと良いですね。

●会長挨拶　佐伯澄男会長
●審議事項
１）会長国際アクティビティ（２回目）決算報告について
２）第３回愛リバー・愛ロード決算報告について
３）第３回献血･献眼予算案について
４）委員会開催変更について
　会員会則委員会５月２日（水）事務局から８日（火）ユアーズ
　　新会員オリエンテーションを同時開催
●幹事報告
１）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

■ライオンズの誓い唱和　真木泰彦ライ
オン

■会長挨拶　佐伯 澄男 会長
■会長国際アクティビティの報告
■次期役員指名会
■審議事項
１）会長国際アクティビティ（２回目）決算報告について
２）第３回愛リバー・愛ロード決算報告について
３）第３回献血･献眼登録予算案について

４）委員会開催変更について
　　会員会則委員会　５月２日（水）事務局から ８日（火）ユアーズ
　　　　　　　　　　新会員オリエンテーションと同時開催
■幹事報告
１）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 よりユアーズで開催され佐伯澄男会長、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した。
２）第３回愛リバー・愛ロード清掃奉仕　
　３月４日（日）7:00より商工会館周辺で行われました。
　Ｌ佐伯澄男、Ｌ後藤達也、Ｌ鈴木雅志、Ｌ伊藤龍一、Ｌ福山 宏、Ｌ松浦
　一雄、Ｌ青野泰介、Ｌ神野雄太、Ｌ伊藤久門、Ｌ山下邦俊、Ｌ誉田幸弘 
　奥様、Ｌ山口 泰、Ｌ藤縄洲二、Ｌ徳村 明、Ｌ高橋尚毅、Ｌ田村征夫、
　Ｌ加藤久博、Ｌ高橋在錫、Ｌ岡村真理哉、Ｌ金田智行、Ｌ真鍋憲夫、
　Ｌ天野 淳、Ｌ村上順一郎、Ｌ塩見秀晴、Ｌ岡田浩二、Ｌ小野周平
　計２６名が参加しました。
３）平成３０年新居浜市消防観閲式が３月４日（日）9:00 から山根市
　民グランドで行われました。佐伯澄男会長が出席しました。

４）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
　より新居浜ＬＣ事務局で行われました。白石誠一１ＺＣ、伊藤嘉秀１Ｚ
　ＣＡ、天野淳環境保全委員長が出席しました。
５）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 より西条市で行われました。 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。
６）高知りょうＬＣ結成２０周年記念ゴルフ大会が３月７日（水）高知黒
　潮カントリークラブで行われ、佐伯澄男会長、後藤達也幹事、Ｌ金田
　智行、Ｌ青野泰介が参加しました。
　記念式典が３月１１日（日）15:00 よりザ クラウンパレス新阪急高知で
　行われました。佐伯澄男会長、後藤達也幹事、鈴木雅志直前会長、
　伊藤龍一副会長、Ｌ岡田賢治、Ｌ能瀬伸一、Ｌ岡村真里哉が出席しま
　した。
７）岡部歩乃佳後援会通常総会並びに基調講演と懇親会が３月１０日
　（土）18:30 からユアーズで開催されました。出席者総数５０名
８）新居浜中央ＬＣ結成４０周年記念式典３月１８日（日）が 11:00 より
　ユアーズで行われます。全員登録しております。多数の方の出席を
　お願い致します。
９）今治くるしま LC 結成２５周年記念ゴルフ大会が３月２４日（土）今
　治カントリークラブで開催されます。佐伯澄男会長、後藤達也幹事、
　Ｌ岡田賢治、Ｌ金田智行が参加します。
　記念式典が３月２５日（日）15:00 より今治国際ホテルで行われます。
　白石誠一１ＺＣ、佐伯澄男会長、後藤達也幹事、福山宏会計が出
　席します。
10）クラブ新会員オリエンテーションが５月８日（火）18:30 からユアー
　ズで行われます。講師は白石誠一１ＺＣ。新会員５名、三役、LT、
　TT、各委員会の委員長または理事、会員会則委員が出席します。
11）2018～ 2019 年度ＹＣＥ生夏期受入について
　・FJ-1(フランス)　男子 20 歳　期間：7/14-8/6
　・MXJ-11( メキシコ ) 女子 17 歳　期間：7/20.21.22 内に到着、　
　　8/9.10.11 内に帰国
　・TJ-6(トルコ) 女子 19 歳　期間 : 連絡待ち
　　※イスラム教徒、豚肉NG
　・FNJ-5（フィンランド）女子 17 歳 　期間：連絡待ち
　・FNJ-10（フィンランド）女子 16 歳　期間：連絡待ち
　・台湾生　現地より連絡待ち４月になる予定
　希望のある方は事務局までお問合せ下さい。
12）3月第二例会で次期役員選挙会を行います。

■委員会報告
　次期役員指名委員会
　保健福祉委員会　第３回献血・献眼登録について
　環境保全委員会　第３回愛リバー・愛ロード清掃奉仕について

■出席報告
　会員数５５名、出席者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　68,000 円　　ファイン　1,000 円
　　　　　　　　　　　　

　３月２日（金）19:00 よりユアーズで開催され佐伯澄男会長、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した。
２）第３回愛リバー・愛ロード清掃奉仕　３月４日（日）7:00 より商工
　会館周辺で行われました。
　Ｌ佐伯澄男、Ｌ後藤達也、Ｌ鈴木雅志、Ｌ伊藤龍一、Ｌ福山 宏、Ｌ松浦
　一雄、Ｌ青野泰介、Ｌ神野雄太、Ｌ伊藤久門、Ｌ山下邦俊、Ｌ誉田幸弘
　奥様、Ｌ山口 泰、Ｌ藤縄洲二、Ｌ徳村 明、Ｌ高橋尚毅、Ｌ田村征夫、
　Ｌ加藤久博、Ｌ高橋在錫、Ｌ岡村真理哉、Ｌ金田智行、Ｌ真鍋憲夫、
　Ｌ天野淳、Ｌ村上順一郎、Ｌ塩見秀晴、Ｌ岡田浩二、Ｌ小野周平　
　計２６名が参加しました。
３）平成３０年新居浜市消防観閲式が３月４日（日）9:00 から山根市
　民グランドで行われました。佐伯澄男会長が出席しました。
４）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より新居浜 LC 事務局で行われました。白石誠一１ＺＣ、伊藤
　嘉秀１ＺＣＡ、天野 淳環境保全委員長が出席しました。
５）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より西条市で行われました。 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。
６）高知りょうまLC結成２０周年記念大会
　記念ゴルフ大会が３月７日（水）高知黒潮カントリークラブで行われ、
　佐伯澄男会長、後藤達也幹事、Ｌ金田智行、Ｌ青野泰介が参加しま
　した。
　記念式典が３月１１日（日）15:00 よりザ クラウンパレス新阪急高知
　で行われました。佐伯澄男会長、後藤達也幹事、鈴木雅志直前
　会長、伊藤龍一副会長、Ｌ岡田賢治、Ｌ能瀬伸一、Ｌ岡村真里哉が
　出席しました。
７）岡部歩乃佳後援会通常総会並びに基調講演と懇親会が３月１０日
　（土）18:30 からユアーズで開催されました。出席者総数５０名
８）新居浜中央ＬＣ結成４０周年記念式典３月１８日（日）が 11:00 より
　ユアーズで行われます。全員登録しております。多数の方の出席を
　お願い致します。
９）今治くるしまLC結成２５周年
　記念ゴルフ大会が３月２４日（土）今治カントリークラブで開催されます。
　佐伯澄男会長、後藤達也幹事、Ｌ岡田賢治、Ｌ金田智行が参加します。
　記念式典が３月２５日（日）15:00 より今治国際ホテルで行われます。
　白石誠一１ＺＣ、佐伯澄男会長、後藤達也幹事、福山宏会計が出
　席します。
10）クラブ新会員オリエンテーションが５月８日（火）18:30 からユアー 
　ズで行われます。
　講師は白石誠一１ＺＣ。新会員５名、三役、LT、TT、各委員会
　の委員長または理事、会員会則委員が出席します。
11）2018～ 2019 年度ＹＣＥ生夏期受入について
　・FJ-1(フランス)　男子 20 歳　期間：7/14-8/6
　・MXJ-11( メキシコ ) 女子 17 歳　期間：7/20.21.22 内に到着、　
　　8/9.10.11 内に帰国
　・TJ-6(トルコ) 女子 19 歳　期間 : 連絡待ち
　　　※イスラム教徒、豚肉NG
　・FNJ-5（フィンランド）女子 17 歳 　期間：連絡待ち
　・FNJ-10（フィンランド）女子 16 歳　期間：連絡待ち
　・台湾生　現地より連絡待ち4月になる予定
　希望のある方は事務局までお問合せ下さい。
12）3月第二例会で次期役員選挙会を行います。

●委員会報告
　次期役員指名委員会
　保健福祉委員会　第３回献血・献眼について
　環境保全委員会　第３回愛リバー・愛ロードについて　　　　

２Ｒ－１Ｚ・１ＺＣ　白石 誠一
　ダバオまでの道のりは、深夜２時
３０分に新居浜を出発し、ダバオホ
テル到着は翌日の夜１１時を過ぎる
ハードなものでした。
　しかし、ダバオ空港到着には、
SANTA ANA LC メンバーの皆様

に横断幕を掲げての歓迎振りに、大変感動を致し
ました。
　２日目は早朝より、DAVAO フリースクールでのメ
イン事業に参加し、多くの現地の子ども達との触れ
合いや、日本人の青少年に対する自立支援活動を
行われている指導状況を拝見し感銘致しました。
　最終日には、SANTA ANA LC メンバーとの
交流会に参加させて頂き、全ての事業が終了致し
ました。
　本当に中身の濃い会長アクトに参加し、改めてラ
イオンズ活動は世界における奉仕の輪を実感する事
が出来ました。本当にありがとうございました。

直前会長　鈴木 雅志
　この度、佐伯会長のメインアクト
である、フィリピンダバオ国際アクテ
ィビティに参加いたしました。
　三泊四日のわくわく、ドキドキ、感
動体験ツアーで一番の思い出になっ
たのは、やはりダバオからフェリーで

１５分ほどの距離にあるリゾート地サマル島で、日本
のフリースクールの子供たちや、現地の子供達との
ふれあいやカカオの苗木２００本を一緒に植樹したこ
とでした。
　生活環境は決してよくなく、貧しい生活を強いら
ている中でも笑って楽しんでいる子供達の姿は、一
生忘れません。
　佐伯会長の現地の子供達と接したいという熱意
思いが分かるような気がします。

幹事　後藤 達也
　2/16 ～ 2/19 まで会長アクティビ
ティとしてフィリピン・ダバオ市に行っ
てきました。
　アクティビティの質、量ともに高い
もので大変有益なアクティビティが実
行されました。

　私が印象に残ったのはサマル島の子供たちとの
植樹、そして交流会でした。子供たちにお弁当、
チョコレート、T シャツ、ビーチサンダルの配布を直
接に手から手へ渡す事でより一層の We Surve を
実感する事ができて感動しました。
　それとサンタ・アナＬＣとの交流会では手厚い歓
迎を受け、たくさんの料理をみんなで一緒にいただ
きました。私もつたない英語で会話しておりましたが、
話すことはできても、聞き取る事が難しく結局は通
訳を交えないと会話が成り立ちませんでした。
　日本人の弱点ですね ( 笑 ) 英会話がもう少しでき
れば、より深い交流ができたと思います。
　伊藤第一副会長が急遽不参加となりましたが、
参加者全員が無事に帰宅できたことが何よりでし
た。

会計　福山 宏
　１０月の訪問時に参加予定してい
たが私が９月末にアキレス腱断裂で
入院となり急遽行けなくなり会長に悪
いことしたなと思っておりました。
　２月はなんとしても行かねばならん、
と今回は参加させて頂く事ができまし

た。初めて訪れたフィリピンの印象は街も人も車もゴ
チャゴチャとしており私が小学生の頃の昭和の日本
の雰囲気でなんとなく懐かしい気がしました。
　サマール島のフリースクールでは我々を歓待して
いただき現地の子供達とカカオを植樹。
　トラックの荷台に人間満載で行くのを見て我慢で
きずに帰路は青野さんとトラックの荷台に乗り込みま

保健福祉委員会　村上 博昭
　個人的には５度目のダバオ訪問。
今回は会長アクトという事で多くのメ
ンバーとの訪問で最初からテンション
が上がり気味でした。
　夜遅くのダバオ到着にもかかわら
ず、多くの SANTA ANA LC メン

バーの出迎えにはびっくりしました。
　翌日からのフリースクールや現地の子供たちとの
交流会、市長並びに日本人墓地や日本人学校訪
問、SANTA ANA LC との交流会と分刻みのス
ケジュールでしたが大変充実した４日間でした。
機会があればまた皆で訪問しましょう。

事務局　白石 康代
　今回のアクティビティに参加させて
頂いて私自身考えさせられる事が沢
山ありました。
　中でもフリースクールの生徒たち、
地域の子供たちとの交流会でした。
フリースクールの生徒たちは色々な

事情を抱え親元を離れとても厳しい集団生活を送っ
ていますが、みんな礼儀正しく明るく頑張っていまし
た。また地域の子供たち１００人にＴシャツとサンダ
ルをプレゼントし、１００人の子供たち一人一人と握
手をしました。
　子供たちの手を両手でしっかり握るとみんなにっ
こり (^-^) 温かいものを感じると同時に逞しさも感じ
ました。貴重な時間を過ごさせて頂き本当にありが
とうございました。

　去る３月１１日、高知市で開かれ
た、高知りょうまＬＣ結成２０周年記
念式典に、佐伯会長、鈴木直前
会長、伊藤第一副会長、後藤幹
事、岡田賢治さん、岡村真里哉さ
んと共に出席してまいりました。　

ご存じのとおり、高知りょうまＬＣは、岡村さんの転
籍前の所属クラブであり、昨年の地区年次大会（こ
んぴら大会）において、ご縁が出来、この度の出
席となったわけです。
　凜とした雰囲気で執り行われた式典の後は、祝
宴でした。
高知りょうまＬＣのメンバーの方々は我々を大変暖か
くお迎えくださり、また高知の人らしく、お酒をどん
どん勧めてくださいました。
　宴会途中のアトラクションでは、佐伯会長もよさこ
い踊りに参加したり、大変楽しく過ごさせて頂きまし
たので、あっという間の祝宴でした。
　またの機会に更に懇親を深められたらと思ってい

ます。
　私は今回ドライバーでしたので、この日は飲まな
いつもりでしたが、新居浜に帰ってから、少々飲み
足りないメンバーから私の慰労という口実でお誘い
を受け、結局飲んでしまい、予定より大幅に遅れて
（午前様）の帰宅となりました。
　その際の場所と参加者はご想像にお任せします。
今回、１Ｚの外に出て、様々なクラブの周年式典や
周年行事に参加するのもいいものだなと思いました。
また機会があれば参加してみたいと思っています。
　以上、結成２０周年記念式典参加報告でした。

　　　　　　　　

■ライオンズの誓い唱和　伊藤久門ライ
オン

■来訪者紹介　鈴木雅志直前会長
　ＹＣＥ冬季派遣生　伊藤ひづるさん（伊藤嘉秀ライ

オン長女）
■会長挨拶　佐伯澄男会長
　チャーターナイト例会について

■ＹＣＥ冬季派遣報告会　伊藤ひづるさん
　派遣先：ニュージーランド　
　期　間：平成 29 年 12 月 20 日～平成 30 年 1 月 7 日
■審議事項　なし
■幹事報告
1）新居浜中央ＬＣ結成 40 周年記念式典
　3月 18 日（日）11:00 ～　ユアーズ
　出席者：Ｌ有富正治、Ｌ石川　稔、Ｌ伊藤嘉秀、Ｌ伊藤龍一、
　Ｌ加藤久博、Ｌ川嶋理之、Ｌ後藤達也、Ｌ佐伯澄男、Ｌ塩見秀晴、
　Ｌ白石誠一、Ｌ神野雄太、Ｌ鈴木雅志、Ｌ田村征夫、Ｌ徳村　明、
　Ｌ能瀬伸一、Ｌ福山　宏、Ｌ藤縄洲二、Ｌ松浦一雄、Ｌ村上博昭、
　Ｌ山口　泰、Ｌ山下邦俊　計 21 名
2）第 5回キャビネット準備内局会議　3月 21 日（水）西条市
　出席者：次期福山　宏 MC･ライオンズ情報･地区誌･大会参加
　委員長
3）第 3 回新居浜市国際交流推進委員会 3 月 23 日（金）11:00 ～
　新居浜市消防庁舎　出席者：佐伯澄男会長
4）今治くるしま LC結成 25 周年記念大会
　・記念ゴルフ　3月 24 日（土）今治カントリークラブ
　　出席者 佐伯澄男会長、Ｌ岡田賢治、Ｌ金田智行、Ｌ岡村真里哉
　・記念式典　3月 25 日（日）15:00 ～　今治国際ホテル
　　出席者：白石誠一 1ZC、佐伯澄男会長、後藤達也幹事、
　　福山　宏会計
5）ＳＡＮＴＡ　ＡＮＡ　ＬＣ訪問打合せ　3月 29 日（木）～  ダバオ市
　出席者：佐伯澄男会長、Ｌ岡村真里哉
6）平成 30 年春の全国交通安全運動
　4月 6日（金）10:30 ～　平形橋北側歩道上
7）第 64 回 336-A 地区年次大会　アスティ徳島
　・4月 7日（土）　記念ゴルフ大会　参加者 17 名
　・4月 8日（日）　年次大会式典　　参加者 23 名　13:45 ～
8）新居浜別子ＬＣ結成 30 周年記念事業
　眼鏡リサイクル事業の協力依頼について
　　中古眼鏡回収ボックスを各クラブへ設置

■委員会報告
　次期役員指名委員会　次期役員候補者発表

■出席報告
　会員数 55 名、出席 42 名、欠席 13 名、出席率 76.4％

■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　69,000 円

■ライオンズ・ローア
　加藤久博ライ

オン　
　　

太平洋を望む名門コースにて
青少年委員会　金 田  智 行　　　開催日：平成 30 年 3 月 7 日（水）　場所：黒潮カントリークラブ
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BIRTHDAY&MARRIAGE

４月 誕生日おめでとうございます
佐伯澄男、後藤達也、杉田友裕

４月 結婚記念日おめでとうございます
土岐計一、山口　泰、宇野博文

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 (３月分 )

５５
３４
２６
３９
１５４

43
 106
0

 81
230

16,260
305,718

0
58,060
380,038

75.5
88.6
70.6
61.6
74.1

90.1
91.5
88.5
83.4
88.4

名 ％ ％ Ｈ 円

行  事  予  定
・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会　    ４月　９日（月）18:30 ～　商工会館 3F
４月第 1例会　　 　４月１１日（水）12:15 ～　ユアーズ
４月第２例会　　 　４月２２日（日）   7 :00 ～　小豆島
　（家族会遠征）
・委員会
環境保全委員会　　４月　３日（火）18:30 ～　事務局
会員会則委員会　　４月　４日（水）18:30 ～　事務局
計画財務委員会　　４月　５日（木）18:30 ～　事務局
出席大会委員会　　４月　６日（金）18:30 ～　事務局
保健福祉委員会　　４月１２日（木）18:30 ～　事務局
青少年委員会　　　４月１３日（金）18:30 ～　未　定　
PR広報委員会　　 ４月２６日（木）18:30 ～　事務局
・クラブ・その他行事予定
４月２２日（日）    7 :00 ～　小豆島バスツアー
　　家族会（遠征）
４月　６日（金）  10:30 ～　平形橋北側歩道上
　　春の全国交通安全運動「人の輪」
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　４月７日（土）（地区年次ゴルフ大会と兼ねます）
囲碁部会　　　　未定　　　　　　　　　
つれづれの会　　４月２０日（金）　18:30 ～    みやび　
くらげの会　　　奇数月の予定   
スポーツ部会　　４月１３･２７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
４月　４日（水）18:30 ～　西条市 
　　第６回次期キャビネット準備内局会議
４月　７日（土）～８日（日）　徳島
　　第６４回３３６－Ａ地区年次大会　　
　　●  記念ゴルフ大会　７日（土）
　　● 年次大会　　　　 ８日（日）　アスティ徳島
４月２９日（日）13:30 ～　今治国際ホテル
　　次期地区役員・委員研修会

3月 11日(日)　　新居浜CC

４３
４８ ５２

４７
５４
４２

５８
４３

１００
 ９０
 １１２
８５

  １０.７
２１.６

   ３１.０
３.２

７８.４
７９.３
８１.０

村 上 博 昭 ８１.８

宇 野 博 文

真 木 泰 彦

土 岐 計 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

3月ゴルフ部会報告

　現地には新居浜ライオンズクラブ植樹の記念碑を
建てることになっています。
　それから会場に戻り１００名余りの子供達一人一
人に、お弁当と飲み物、チョコレートをメンバー全
員で手渡しました。
　子供達の何とも言えない、うれしそうな笑顔が印
象的で中には日本語で“ありがとう”とお礼を言う
子もいました。
　昼食後、子供たちが歌やダンス、ゲーム、空手
などを披露してくれました。そのあとはメンバー全員
でＴシャツ、サンダルなど物資を１００名余りの子供
ひとりひとりと握手をしながら配布しました。

　事前に校長先生から、この地域の事情を聞いて
いました。”この地域には真面目に勉強がしたくて
毎日、学校に通いたくても家庭の事情で授業料が
払えない子供が、たくさんいます。”この話を私か
ら参加したメンバーに現地で伝え、皆で寄付をしま
せんか？の問いかけに一瞬で全員が賛同してくれま
した。
　学校から選ばれた２０名分の子供達の授業料１
年分を寄付させて頂きました。
　中には選ばれて涙ぐむ子供もいました。校長先
生からは、お礼の言葉を頂きました。今回の植樹、
弁当の準備、物資の配布はダバオフリースクール
の生徒達が手伝ってくれました。
　フリースクールにいる生徒は日本の子供達です。
色んな事情で日本を離れダバオで頑張っている日本
の子供達です。本当に子供達に喜ばれ又、我々も
感動を覚えるアクトでした。子供達に別れを告げダ
バオ市内へ戻ります。
　まずはダバオ市長室へ表敬訪問。現在のダバオ
市長はドゥテルテ大統領の長女で名前はサラ市長
です。あいにく本人には会えませんでしたが市長室
で記念撮影。
　全員にドゥテルテ大統領のマグカップをお土産に
頂きました。こちらからは蛭子堂紅白饅頭を差し上
げました。
　そのあとドゥテルテ大統領の自宅を訪問して自宅

前にて全員で記念撮影。大統領の自宅とは思えな
い普通の家です。これも支持率が高い人気の原因
なのでしょう。
　大統領就任以来、観光名所になっています。
次はミンタル（民多留）にある日本人墓地へ向か
います。民多留とは日本人がダバオに日本人街を
作り“民＝人、多＝多く、留＝留まる”「ここに人が
多く留まるように」との思いで付けました。
　ダバオは戦前２万人以上の日本人が暮らした町
です。第二次世界大戦中に多くの日本人が、ここ
で亡くなりました。道中、ミンタルのバランガイ事務
所に連絡をするとバランガイキャプテンが是非とも事
務所に寄って欲しいと言われ皆で訪問しました。
　そして日本人街の歴史の説明を受けました。事
務所に天皇皇后両陛下の写真が飾ってありました。
　それから日本人墓地へも同行していただき説明を
受けました。
　墓地ではメンバー全員で献花を行いました。

　その後、日本人学校跡地にも行きました。ここま
でで時間は午後６時を過ぎています。ここから夕食
会場へ移動します。今日の夕食は高台にありダバ
オ市内の夜景を一望できる屋外レストランです。
　ちなみにダバオは人が集まる場所での喫煙は禁
止です。ホテル内も全面禁煙です。こうして朝ホテ
ルを出発して夕食後、ようやくホテルへ帰りました。
（これからは自由行動）

ダバオ !！会長国際アクティビティ
会　長　佐 伯  澄 男　　　　　日程：2018 年 2 月 16 日～ 19 日　場所：フィリピン共和国ダバオ市　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

　

　早朝２時３０分に新居浜商工会
議所をマイクロバスで関西空港に
向け出発。
　午前７時３０分に予定通り関西空
港に到着。搭乗手続、出国審査
を終えて午前９時５５分に関西空港

を出発。機内では爆睡する人、なぜか映画を見て
号泣する人さまざまにリラックスした時間を過ごして
空路４時間を経て現地時間午後１３時にマニラ空
港へ到着。（日本との時差は１時間）
　飛行機を降りると日本との寒暖差は３０度、まさに
夏です。
　両替などを済ませチャーターしていた車に乗り込
みマニラ市内へ移動し日本食レストランで食事。
　その後アジア最大級のショッピングモール“モー
ルオブアジア”で一息つきました。再びマニラ空港
へ戻り午後８時発ダバオ空港行きの国内線へ乗り
継ぎ午後９時４０分ダバオ空港へ到着。
　預けた荷物を取り税関検査。蛭子堂特製「紅
白饅頭」が税関職員の目に留まり中を確認され、L
青野が税関職員に「これは何？」と聞かれ「ジャ
パニーズ　まんじゅう！！」を連呼し説明。ひと悶着
ありましたが無事に通過。

　空港ロビーを午後１０時３０分頃出ると深夜
にも関わらす SANTA ANA LC メンバーが
横断幕を掲げて熱烈歓迎。
　また全員に歓迎の手作り首飾りをかけてく
れました。聞くと午後９時には空港へ来て待っ
てくれていたそうです。とても感激しました。
　そして滞在中チャーターしている車２台に便
乗して国際会議などに使用され昨年１月に安
倍首相夫妻も宿泊されたマルコポーロホテル
へ移動。
　チェックイン後、夜食を食べに移動。無事
にダバオへ到着したことと明日からのアクティビ
ティの成功を祈願して乾杯をしました。明日早
朝からのアクティビティに備え、おとなしく就寝。

（全員かどうかはわかりません）
　２日目の朝ホテルを午前７時半に出発してアクティ
ビティ会場へ向かいます。
　途中、車ごとフェリーに乗ること１５分。午前９時
過ぎにサマル島へ到着。会場には我々を待つ１００
名以上の子供達と父兄、学校関係者、実践会館
ダバオ、DAVAO フリースクールなど２００名以上
の方々に出迎えを受けました。

　開会の挨拶を英語で行い LIONS の意味などを
挨拶の中で説明をしました。それから子供達とメン
バー、関係者と共に植樹をする場所に移動。
　子供たちはトラックの荷台に何人乗っているのか
数えきれないほど楽しそうに乗っていました。
　いよいよ植樹です。２００本のカカオの苗を一斉
に植えていき子供たちが楽しそうに植えて、あっと
いう間に植え終えました。
　およそ２年半で実の収穫が出来るようになるそう
です。わずかですが実を収穫して出荷をするという
仕事が出来て島の人々の収入になります。
　全員で記念撮影を行いました。

　３日目の朝、午前８時にホテルを出発してゴルフ
組とアイランドホッピング組に分かれて夕方５時の集
合時間まで過ごしました。
　夕方５時 SANTA ANA LC へ向かう集合時
間です。人員点呼をすると一人足りません。
　Ｓ直前会長が居ないのです。昼間に、はしゃぎ
過ぎたらしく部屋で爆睡中。電話で起こし遅れるこ
と１５分。ようやく出発です。
　午後６時開始予定よりも若干、早く到着。　
SANTA ANA LC 事務所で記念撮影などをして
定刻６時に交流会が始まりました。
　開会ゴングからスタートして国歌斉唱、会長挨
拶。私も英語で挨拶。神様に祈りを捧げてから会
食。フィリピンでは祝いの時には必ずある豚の丸焼
き（レチョン）など多くのフィリピン料理が用意され
ていました。
　フィリピンでは食事の時にはアルコールは飲まない
のが一般的ですが S 直前会長の強い要望がありア
ルコール類を出してもらいました。以前にも紹介しま

したが SANTA ANA LC 事務局の４階建ビルは
クラブ所有です。
　会食後、先方クラブが取り組んでいるアクティビ
ティについての説明。特に印象に残ったアクトは毎
月無料で健康診断、歯科検診を実施しているそう
です。
　その後、私から先方クラブへ我々の取り組んで
いる継続アクティビティについて英語で説明。
　記念品の交換などを行いました。先方クラブから
是非とも姉妹提携を結びたいとの要望が強くありま
した。　次回は SANTA ANA LC メンバーが日
本へ来る予定です。その際には盛大に歓迎しまし
ょう。
　しばらく歓談が続き、午後９時過ぎに散会となり
ました。国は違いますが同じライオン。言葉は通じ
なくとも思いはひとつ。とても良い交流会でした。（こ
こから自由行動）
　４日目の朝７時あっという間の４日間でした。
帰国のためホテルを出発。私は居残りの為ダバオ
空港で皆さんを見送りました。朝から夜まで外に出
ずっぱりの本当にハードスケジュールでした。
　参加いただいたメンバーの皆様に感謝します。
また参加出来なかったメンバーの方々の、ご理解
があったからこそ出来たアクトです。全員に感謝し
ます。ありがとうございました。
　最後にサマル島の子供達からのメッセージです。
“また来てね”

●会長挨拶　佐伯澄男会長
●審議事項
１）会長国際アクティビティ（２回目）決算報告について
２）第３回愛リバー・愛ロード決算報告について
３）第３回献血･献眼予算案について
４）委員会開催変更について
　会員会則委員会５月２日（水）事務局から８日（火）ユアーズ
　　新会員オリエンテーションを同時開催
●幹事報告
１）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 よりユアーズで開催され佐伯澄男会長、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した。
２）第３回愛リバー・愛ロード清掃奉仕　３月４日（日）7:00 より商工
　会館周辺で行われました。
　Ｌ佐伯澄男、Ｌ後藤達也、Ｌ鈴木雅志、Ｌ伊藤龍一、Ｌ福山 宏、Ｌ松浦
　一雄、Ｌ青野泰介、Ｌ神野雄太、Ｌ伊藤久門、Ｌ山下邦俊、Ｌ誉田幸弘
　奥様、Ｌ山口 泰、Ｌ藤縄洲二、Ｌ徳村 明、Ｌ高橋尚毅、Ｌ田村征夫、
　Ｌ加藤久博、Ｌ高橋在錫、Ｌ岡村真理哉、Ｌ金田智行、Ｌ真鍋憲夫、
　Ｌ天野淳、Ｌ村上順一郎、Ｌ塩見秀晴、Ｌ岡田浩二、Ｌ小野周平　
　計２６名が参加しました。
３）平成３０年新居浜市消防観閲式が３月４日（日）9:00 から山根市
　民グランドで行われました。佐伯澄男会長が出席しました。
４）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より新居浜 LC 事務局で行われました。白石誠一１ＺＣ、伊藤
　嘉秀１ＺＣＡ、天野 淳環境保全委員長が出席しました。
５）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より西条市で行われました。 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。
６）高知りょうまLC結成２０周年記念大会
　記念ゴルフ大会が３月７日（水）高知黒潮カントリークラブで行われ、
　佐伯澄男会長、後藤達也幹事、Ｌ金田智行、Ｌ青野泰介が参加しま
　した。
　記念式典が３月１１日（日）15:00 よりザ クラウンパレス新阪急高知
　で行われました。佐伯澄男会長、後藤達也幹事、鈴木雅志直前
　会長、伊藤龍一副会長、Ｌ岡田賢治、Ｌ能瀬伸一、Ｌ岡村真里哉が
　出席しました。
７）岡部歩乃佳後援会通常総会並びに基調講演と懇親会が３月１０日
　（土）18:30 からユアーズで開催されました。出席者総数５０名
８）新居浜中央ＬＣ結成４０周年記念式典３月１８日（日）が 11:00 より
　ユアーズで行われます。全員登録しております。多数の方の出席を
　お願い致します。
９）今治くるしまLC結成２５周年
　記念ゴルフ大会が３月２４日（土）今治カントリークラブで開催されます。
　佐伯澄男会長、後藤達也幹事、Ｌ岡田賢治、Ｌ金田智行が参加します。
　記念式典が３月２５日（日）15:00 より今治国際ホテルで行われます。
　白石誠一１ＺＣ、佐伯澄男会長、後藤達也幹事、福山宏会計が出
　席します。
10）クラブ新会員オリエンテーションが５月８日（火）18:30 からユアー 
　ズで行われます。
　講師は白石誠一１ＺＣ。新会員５名、三役、LT、TT、各委員会
　の委員長または理事、会員会則委員が出席します。
11）2018～ 2019 年度ＹＣＥ生夏期受入について
　・FJ-1(フランス)　男子 20 歳　期間：7/14-8/6
　・MXJ-11( メキシコ ) 女子 17 歳　期間：7/20.21.22 内に到着、　
　　8/9.10.11 内に帰国
　・TJ-6(トルコ) 女子 19 歳　期間 : 連絡待ち
　　　※イスラム教徒、豚肉NG
　・FNJ-5（フィンランド）女子 17 歳 　期間：連絡待ち
　・FNJ-10（フィンランド）女子 16 歳　期間：連絡待ち
　・台湾生　現地より連絡待ち4月になる予定
　希望のある方は事務局までお問合せ下さい。
12）3月第二例会で次期役員選挙会を行います。

●委員会報告
　次期役員指名委員会
　保健福祉委員会　第３回献血・献眼について
　環境保全委員会　第３回愛リバー・愛ロードについて　　　　
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●● 3月第1例会 ●●
佐伯　澄男　ダバオアクティビティ報告会を開催させていただき
　　　　　　ました。今月末から再びダバオへ行ってきます。
後藤　達也　今日、例会資料を事務局へ取りに行く途中で大上さ
　　　　　　んと車ですれ違いましたが見て見ぬふりされまし　
　　　　　　た。次回は笑顔で対応宜しくお願いします。
福山　　宏　次期キャビネット会議に月 2 回参加しております。
　　　　　　皆さん熱くて大変です。4月 29 日に１時間半もしゃ
　　　　　　べります。大丈夫かな？頑張ります。
岡田　賢治　暖かくなりました。
白石　誠一　アクトお疲れ様でした。村上博昭さん本日の愛媛新
　　　　　　聞出てましたね。おめでとうございます。
永易　明洋　梅は咲いたか桜はまだかいな、の季節となりました。
　　　　　　明日、3月 15 日は所得税の確定申告の提出期限と　
　　　　　　なっています。岡部歩乃佳後援会のご支援よろしく
　　　　　　お願いします。
有富　正治　少し暖かくなりました。鼻水が出ますが、花粉症で
　　　　　　しょうか？
徳村　　明　暖かくなり良い気候となって参りました。パラリン
　　　　　　ピックも始まり選手の活躍にただ敬服しています。
　　　　　　まだ花粉の飛び温度差もありますので健康管理は
　　　　　　しっかりしましょう。
真鍋　憲夫　春らしくなって参りました。花粉症も例年より多い
　　　　　　そうですね。
村上順一郎　体調が悪く休んでばかりですみません。
加藤　久博　国際アクティビティに参加されたメンバーの皆様お
　　　　　　疲れ様でした。
宇野　博文　急に暖かくなりこのまま春になるのでしょうか。現
　　　　　　在杉花粉の飛散がピークになっています。身体のど
　　　　　　こに水分があるのかと思うほどポタポタと鼻水が出
　　　　　　てきます。もうしばらくガマンの日が続きます。
松浦　一雄　良い天気が続くだけで幸せな気分になります。今日
　　　　　　はことのほかハッピーです。
石川　　稔　春の足音が確実に聞こえてきました。やはり春は良
　　　　　　いですね。
塩見　秀晴　春めいて参りました。先日の愛リバー・愛ロード大
　　　　　　勢の参加いただき有難うございました。
藤縄　洲二　今年もサクランボの桜の花が咲きました。現在満開
　　　　　　です。
伊藤　久門　春めいてきました。若干花粉症気味です。皆さんも
　　　　　　ご自愛いただき慌ただしい年度末を元気に乗り切っ
　　　　　　て下さい。
小野　周平　清掃活動お疲れ様でした。
古川　貴章　最近、花粉症気味です。くしゃみがよく出ます。
伊藤　龍一　会長アクティビティ大成功に終わりお疲れ様でした。
山下　邦俊　会長アクティビティご苦労様でした。
伊藤　嘉秀　佐伯会長をはじめダバオとの交流に出席された皆さ
　　　　　　んお疲れ様でした。福山会計！！もお疲れ様でした
鈴木　雅志　会長アクティビティの大成功を祝して！

●● 3月第２例会 ●●
佐伯　澄男　伊藤ひづるさんの来訪を心より歓迎します。YCE 派遣
　　　　　　報告会ありがとうございます。
後藤　達也　伊藤ひづるさん活動報告お疲れ様です。
福山　　宏　中央 LC40 周年記念大会の後の込み会が大変楽しかっ
　　　　　　たです。
岡田　賢治　ひづるさんのほうこくに感謝！
伊藤　嘉秀　皆様のおかげで長女ひづるが YCE 派遣生として良い
　　　　　　経験が出来ました。有難うございました。
松浦　一雄　伊藤ひづるさんニュージーランドでの体験談有難うご
　　　　　　ざいます。毎日ニュースで桜の開花、満開の便りが届
　　　　　　きますが、新居浜は比較的遅いようですね。未だ花見
　　　　　　酒飲めず！
永易　明洋　4 月 1 日に二番目の孫が満 1 歳となります。健やかに
　　　　　　元気でやさしく育ってほしいと想います。
岡村真里哉　春ですね。花粉症も出てきました。少々つらい時期で
　　　　　　すが（花）桜と天気の良さで気分を盛り上げて乗り切
　　　　　　りたいです。
大竹　崇夫　伊藤ひづるさんの無事の帰国に安心致しました。
徳村　　明　暖かくなってきました。花粉も飛びますが心身ともに
　　　　　　健康で！
真鍋　憲夫　春の訪れと同時に桜が開花し我が家にツバメの家族が
　　　　　　飛来してきました。
加藤　久博　伊藤ひづるさんのご来訪を歓迎して。
有富　正治　伊藤嘉秀さんのお嬢さん、ニュージーランドの活動報
　　　　　　告を楽しく聞かせて頂きました。ありがとう！チャー
　　　　　　ターメンバーを称えて！
神野　雄太　桜満開です。
鈴木　雅志　YCE 派遣生伊藤ひづるさんの体験談に感謝。これから
　　　　　　も世界に大きな輪を広げてガンバッてください。
村上　博昭　来訪者を歓迎致します。この素晴らしい経験を今後の
　　　　　　人生に生かして下さい。
藤縄　洲二　すっかり春になりました。孫が小学生になりました。
高橋　尚毅　新居浜中央ライオンズクラブ結成 40 周年、今治くる
　　　　　　しまライオンズクラブ結成 25 周年おめでとうござい
　　　　　　ます。我々も明るい未来に向けて頑張りましょう。
杉田　友裕　本日の集いに対して。
塩見　秀晴　今年は滝の宮の花見が出来そうにないですね。残念で
　　　　　　すね～。
伊藤　久門　春めいてきました。気持ちいい日が続きます。この気
　　　　　　持ちよさ続くと良いです！
大上　幸雄　伊藤ひづるさんを歓迎致します。発表楽しみにしてい
　　　　　　ます。
青野　泰介　伊藤ひづるさん体験発表ありがとうございます。
宇野　博文　この時期はスギとヒノキの混合花粉で苦しんでいま　
　　　　　　す。5月の連休明けまでガマンの毎日です。
伊藤　龍一　伊藤ひづるさんの来訪を歓迎いたします。YCE 冬季派
　　　　　　遣報告有難うございました。
能瀬　伸一　伊藤さんお帰りなさい！！貴重な経験を今後に活かし
　　　　　　て頑張って下さい！。これからの活躍を期待していま
　　　　　　す！
・・・伊藤ひづるさんのニュージーランド派遣報告
　　　　　　　　　　　　　　ありがとうございました・・・
中田君江／上野　剛／真木泰彦
高橋　在錫　早退します。

　１９５２年３月２１日、東京・丸の内にあるホ
テル・テイト（現在のパレスホテル）で開催
された東京ライオンズクラブのチャーター・
ナイト。
　アメリカ・シカゴでライオンズクラブが誕生
したのは１９１７年。３８歳の実業家メルビン・ジ
ョーンズが、助けを必要としている人々に手を差
し伸べ、より良い地域社会をつくろうと、奉仕を
目的とした全米組織を設立したのが始まりだ。彼
の理念は瞬く間に世界に広がっていった。
　日本で最初のライオンズクラブ、東京ライオン
ズクラブが結成されたのは１９５２年。
　日本が国際連盟への加入を認められたのが
１９５６年だから、ライオンズの世界ではこれに先
んじて、日本が国際社会の一員になった。
３５番目のライオンズ国だった。
　日本にライオンズクラブを作ることを、ライオン
ズクラブ国際協会の執行機関である国際理事会
に提案し、東京ライオンズクラブのスポンサーと
なって結成に導いたのは、フィリピンのマニラ ラ
イオンズクラブだった。フィリピンといえば、第２
次世界大戦で日本軍により甚大な被害を被った
国だ。特に戦争末期に日米決戦の舞台となった
マニラの傷は大変深いものだった。
　そのフィリピンから選出されていたゴンザレス
国際理事が、終戦からわずか７年後に、「日本
にライオンズの種を植え付けるためにマニラから

人を派遣することを、理事会で認めてほしい」
と申し出たのだ。
１９５２年３月２日、東京ライオンズクラブの
認証状伝達式「チャーター・ナイト」では
ゴンザレス国際理事が「戦争は終わったの

だから、憎しみを超えて、日本とフィリピンはこの
ライオンズの組織を通して再び手を携えていこう」
と呼び掛けた。
　両国国旗の交換が行われ、大きなフィリピン
国旗を胸に抱いた東京ライオンズクラブの石川欣
一初代会長は、「涙が出そうになって困った」と、
後にこの時の思い出を語っている。
　１９５１年秋、国際理事会で了承を取り付けた
ゴンザレス国際理事が「日本にライオンズクラブ
を作らないか」という手紙を送った先は、かねて
から親交のあった今村栄吉氏だった。
　商社を経営し戦前からフィリピンに渡ることが
あった今村氏は、１９５１年に「フィリピン友の会」
という日比間の友好親善を図ることを目的とした
民間組織を結成、戦中は毎日新聞の特派員とし
てフィリピンに派遣されていた石川欣一（後の東
京ライオンズクラブ初代会長）が、同会の常任
理事を務めていた。
　東京駅の近くに置かれた友の会の事務所で、
今村氏と石川らはゴンザレス国際理事からの手
紙を前に首をかしげた。「このライオンズクラブと
は、いったい何だろうか？」。

誰もその名を聞いたことすらなかったのだ。
謎が解けぬまま冬を迎え、フィリピンから同国ライオンズの特別代表であるジョージ・バレネンゴアが
日本へやってきた。彼はフィリピン友の会の事務所に日参し、ライオンズの何たるかを熱く語った。聞
けば大変良さそうな話だし、わざわざフィリピンから来てくれたバレネンゴアへの筋を通すべきだろうと、
今村氏らは日本にライオンズクラブを作ることに賛成したのだった。
すると今度はシカゴの国際本部から「3 月に国際第 1 副会長が訪日するから、その機にチャーター・
ナイトを開催するように」との連絡がきた。さあ大変。ライオンズを知ったばかりの日本人たちはとりあ
えず受け売りで意図を説明し、日本語を話せないバレネンゴアは在日外国人をターゲットにして、必
死に会員を勧誘した。そうして何とかチャーター・ナイトまでに集めた会員 29 人は、10 人が外国人。
式典の司会進行は英語で行われた。
1952 年 3 月の東京ライオンズクラブ結成後、クラブは次々と増えていった。この年のうちに神奈川県・
横浜ライオンズクラブ結成、翌 53 年に兵庫県・神戸ライオンズクラブ、大阪ライオンズクラブ、愛媛県・
松山ライオンズクラブ、京都ライオンズクラブが、54 年には愛知県・名古屋ライオンズクラブ、岡山
ライオンズクラブ、兵庫県・姫路ライオンズクラブ、そして 55 年 1 月に広島ライオンズクラブが結成され、
クラブ数は 10 クラブに達した。会員数はこの 55 年の、ライオンズ年度の年度末である 6 月末には
500 人を、翌 56 年の 6 月末には千人を超えた。とはいえ、ただ順調に成長を続けてこられたわけ
ではなかった。東京ライオンズクラブでは、英語の例会をおっくうに思う日本人メンバーや、組織作り
に重きが置かれなかなか奉仕活動が始まらないことに業を煮やした外国人メンバーが去っていった。
また、まだ敗戦の傷跡が色濃く残る地域も多く、社会奉仕を広めるには尚早と思われたり、これはと
いう人は既にロータリークラブに入っていたりと、道を切り開くには大変な努力が必要だった。それで
も日本ライオンズの開拓者たちは、ライオンズクラブの精神「ライオニズム」への理解を深めるにつれ、
これを日本全国に広めなければという思い強くし、一つずつ目標を実現していく。53 年には日本に暫
定地区が設定され、初代地区ガバナーに東京ライオンズクラブ初代会長を務めた石川欣一が就任し
た。55 年 5 月には第 1 回 302 地区年次大会を神戸市で開催。その翌月にはアメリカ・ニュージャ
ージー州アトランティックシティーで開催された第 38 回国際大会に、日本のライオンズ・メンバーが初
参加した。フィリピンからもたらされたライオンズの種は日本で芽を出し、根を張り、ぐんぐんと成長し
ていった。

次号へ続く

るホ

生

人を
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・・会長アクティビティの大成功！ご苦労様でした・・・
新田久司／近藤充徳／金田智行／真木泰彦／中田君江／大上幸雄
／村上博昭／上野　剛／青野泰介
後藤　達也　先日のゾーン会議の時、出席する皆さんの名札を用
　　　　　　意するのを忘れてしまい会議の後の懇親会が終わっ
　　　　　　て気づくアホッぷりでした。以後気をつけます。

　先日お客様より我が故郷である観音寺市の「やな川」のうどんと、
観音寺の名産である「天ぷら」をお土産に頂きました。
　このお客様とはお互いうどん好きということで、よく讃岐うどん談義
で盛り上がるのですが、それを覚えていてくれてわざわざ買ってきて
くれました。久しぶりに頂いた故郷の味は絶品で、家族皆でありが
たく頂きました。
　讃岐の地は昔から雨が少なく、贅沢品であった米の代わりに必死
で麦を作り、うどん作りの技術を磨いてきたという歴史があり、伊吹
島で有名な、良質の「いりこ」が多く取れたこと、小豆島は有数の
醤油生産地であったことなど、うどん作りに適した地であったとのこと
です。
　「うどんブーム」ですっかり有名になった讃岐うどん、子供の頃は
何も感じず食べてきましたが、讃岐うどんの歴史を調べると、そのレ
ベルの高さはうなずけますね。　　　　　　　　　　　譽田 幸弘


