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●● ４月第１例会 ●●
佐伯　澄男　年次大会へのご参加ありがとうございました。15 部
　　　　　　門で、アワードをいただくことが出来ました。また、
　　　　　　皆様に多くのドネーションをいただきました。あり
　　　　　　がとうございました。昨日、48 歳になりました。
後藤　達也　先日の年次大会は沢山の方々に参加していただき、
　　　　　　盛り上げていただきました。本当に有難うございま
　　　　　　した。誕生日のお品有り難くいただきます。
福山　　宏　年次大会に参加しました。遅れて１次会に到着し皆
　　　　　　の勢いに追いつこうと飲み過ぎまして夜中に気分が
　　　　　　悪くなりました。日本酒はイカンです。
岡田　賢治　年次大会ゴルフ、村上さん優勝おめでとうございま
　　　　　　す。夜は大盛会で楽しかったです。
白石　誠一　年次大会お疲れ様でした。村上さんゴルフ大会２回
　　　　　　目の優勝おめでとうございます。
真鍋　憲夫　地区年次大会では色々お世話になりました。保健福
　　　　　　祉賞として献眼協力部門や臓器提供意思表示カード
　　　　　　等、優秀賞をいただきました。本当に皆様ありがと
　　　　　　うございました。また、宜しくお願い致します。
村上　博昭　先日の地区年次記念ゴルフ大会で自身２度目の優勝
　　　　　　をさせて頂きました。
岡村真里哉　年次大会、寒い中のゴルフお疲れ様でした。気温さ
　　　　　　ん激しい月ですが、どうぞご自愛下さい。
松浦　一雄　大谷選手のアメリカでの活躍を応援します。ショウ
　　　　　　ヘイ頑張れ！
加藤　久博　徳島年次大会に参加された皆様お疲れ様でした。
有富　正治　桜も終わりましたが、私も散りそうです。村上さん、
　　　　　　年次大会でのゴルフ優勝おめでとう！
徳村　　明　桜が散りハナミズキが咲き始めました。いよいよ春
　　　　　　本番です。役員の方々はラストランが近づいていま
　　　　　　すが最後まで元気に晴れやかにその日まで宜しくお
　　　　　　願いします。
永易　明洋　年次大会お疲れ様でした。
山下　邦俊　今月の会報誌の金田智行さんの原稿の中でキャディー
　　　　　　さんの名前の修正を忘れました。誤「ハセマサ（長
　　　　　　谷川雅子）」正「ハセマイ（長谷川舞子）」です。
　　　　　　すみません。
大竹　崇夫　年次大会、足す運での参加お疲れ様でした。
石川　敏則　すっかり葉桜になり藤のシーズン、いい季節になり
　　　　　　ました。
古川　貴章　地区年次大会記念ゴルフコンペにて、新居浜ライオ
　　　　　　ンズクラブ内で優勝致しました。ハンディが沢山あ
　　　　　　り良かったです。有難うございます。
塩見　秀晴　年次大会欠席して申し訳ありません。
伊藤　嘉秀　この夏みんなで素麺を食べよう。
中田　君江　先日肋骨を折ってしまいました。皆様身体は大切に
　　　　　　して下さい。
能瀬　伸一　５月６日は最後の献血アクトです。皆さんのご参加
　　　　　　宜しくお願い致します。
鈴木　雅志　年次大会出席された皆様ご苦労様でした。今年度の
　　　　　　アクティビティに対し、たくさんの授賞おめでとう
　　　　　　ございます。
宇野　博文　地区年次大会記念ゴルフ大会に出席しました。４月
　　　　　　というのに冬のような気温と強風の中でのプレーで
　　　　　　した。いつも通りの花粉に泣かされたゴルフでした。

伊藤　龍一　年次大会記念ゴルフ大会出席お疲れ様でした。後藤
　　　　　　幹事、事前よりの段取りお疲れ様でした。
藤縄　洲二　桜もあっという間に咲いて、あっという間に散って、
　　　　　　もう１年の 1/4 が過ぎました。
神野　雄太　地区年次大会出席ご苦労さまでした。ゴルフの打ち
　　　　　　上げで飲み過ぎました。
石川　　稔　新緑がまぶしく目に映る候となりました。やっぱり
　　　　　　寒いより暖かい方がいいですよね。
高橋　尚毅　先日のライオンズクラブボウリング大会でボウリン
　　　　　　グ熱に火が付いてマイシューズ、マイボールまで買
　　　　　　いました。来年の大会で活躍できるように頑張ります。
伊藤　久門　春から、もはや初夏の気配も感じます。体調管理に
　　　　　　気をつけたいです。
小野　周平　地区年次大会お疲れ様でした。
・・・地区年次大会参加の皆様ご苦労さまでした・・・
土岐敏勝／近藤充徳／真木泰彦／大石隆憲／譽田幸弘／岡田浩二
／金田智行
・・・地区年次大会記念ゴルフ打上会に参加して・・・
岡田賢治／岡村真里哉／加藤久博／金田智行／白石誠一／神野雄
太／土岐計一／新田久司／福山　宏／古川貴章／村上博昭／大竹
崇夫／能瀬伸一

日本ライオンズの誕生 その２　　　　　　　  会 長　佐 伯  澄 男●● 4月第２例会 ●●
佐伯　澄男　楽しい家族会の設営企画を有難うございます。
後藤　達也　新田委員長お疲れ様でした。
岡田　賢治　１７～１８年前にレオマで例会をしました。
大竹　崇夫　家族会の開催、計画財務委員会の皆さんご苦労様。
高橋　在錫　家族会レオマになりました。
伊藤　龍一　新田委員長４月第２例会、家族会の準備・設営お疲れ
　　　　　　様でした。
松浦　一雄　初夏の日射しの中でレオマワールドを楽しみます。霧
　　　　　　で小豆島へは渡れませんでした。
真鍋　憲夫　家族会欠席で申し訳ありません。どうぞ楽しい家族会
　　　　　　をお祈り申し上げます。
加藤　久博　遠征家族会に感謝して。
青野　泰介　例会 ( 小豆島 ) 欠席してすみません。
山口　　泰　４月１４日は結婚５５周年です。
                   あと家内と頑張って６０周年を目指します。
岡村真里哉　とっても良い天気に恵まれ家族会が出来、良かったと
　　　　　　思います。場所変更などアクシデントありましたがス
　　　　　　ムーズに変更も出来よかったです。新田さんありがと
　　　　　　うございました。
能瀬　伸一　新田委員長お疲れ様です。予定は変わりましたが一日
　　　　　　楽しませて頂きます！
土岐　計一　家族会変更、委員長大変でしたね。
神野　雄太　家族会参加ご苦労さま。
塩見　秀晴　エンゼルロードがレオマワールドに変更に感（乾）杯！
宇野　博文　計画財務委員会の皆様、家族会の計画、実行ご苦労さ
　　　　　　まです。久しぶりのバス旅行を楽しませて頂きます。
　　　　　　レオマも天気も良く楽しんでいます。
石川　敏則　家族会、急遽場所の変更で新田さんはじめ計画財務委
　　　　　　員会の皆さんご苦労様です。
山下　邦俊　家族会での思わぬ場所の変更等、計画財務委員会の皆
　　　　　　様大変ご苦労さまです。
伊藤　嘉秀　家族会の設営を頂きました新田委員長さんありがとう
　　　　　　ございました。
古川　貴章　家族会ありがとうございます。朝からレオマ変更、ア
　　　　　　トラクションもあり楽しい家族になります。
譽田　幸弘　家族で参加させていただきました。ありがとうござい
　　　　　　ます。
村上　博昭　本日の家族会、場所変更となりましたが、レオマワー
　　　　　　ルドでのんびりさせていただきます。

　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。

　先日の家族会に参加してきました。今回は小豆島ということで、大
型バスやフェリー初体験の娘も楽しみにしておりましたが、何と濃霧
によりフェリーが出航できないというハプニング！急遽レオマワールドに
変更となりました。
　それはそれで娘も大好きな場所でしたので、我が家にとっては良
い家族会となりました。
　レオマワールドに行くと遊園地の方に行くのが定番だったため、今
回行ったオリエンタルトリップはとても新鮮で、綺麗な花 を々散策した
り、ハーバリウム（ドライフラワーを瓶に入れてオイルに浸した置物）
の自作体験など、娘もとても喜んでくれました。
　娘が愛してやまない「ハグタン」（プリキュア参照）をどこかに置き
忘れてきてしまい、後日レオマワールドから送られてきたのも良い思い
出？となりました。　　　　　　　　　　　　　　譽田幸弘
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4 月  理事・委員長会
4月 ９日（月）18:30～ 商工会館3F研修室

新 居 浜
新居浜中央
新居浜別子
新居浜ひうち

計

ク ラ ブ 名 会 員 数 純出席率 メークアップ 労力奉仕 金額奉仕
Ａ  Ｃ  Ｔ

２Ｒ－１Ｚ  アクティビティ報告書 (4月分 )

５５
３３
２６
４０
１５４

0
 95
0

 27
122

5,000
84,030

0
10,500
99,530

67.3
79.4
63.5
76.5
71.7

79.1
91.2
80.8
94.8
86.5

名 ％ ％ Ｈ 円

4月 7 日(土)　　徳島CC月の宮コース

５３
５３ ４８

４９
４６
５１

４４
５１

１０１
 １０２
 ９０
１０２

  ２７.９
３０.０

   １５.０
７.９

７１.０
７４.１
７５.０

神 野 雄 太 ９４.１

土 岐 計 一

古 川 貴 章

真 鍋 憲 夫

準優勝

3　位

ＢＢ賞

アウト イン グロス ハンディ ネット氏　   名
優　勝

ゴルフ部会報告

行  事  予  定
・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会　    ５月　７日（月）18:30 ～　商工会館 3F
５月第 1例会　　 　５月　９日（水）12:15 ～　ユアーズ
５月第２例会　　 　５月２３日（水）12:15 ～　ユアーズ
・委員会
環境保全委員会　　５月　１日（火）18:30 ～　事務局
計画財務委員会　　５月　２日（水）18:30 ～　事務局
会員会則委員会　　５月　８日（火）18:30 ～　新会員オリエンテーション

出席大会委員会　　５月　９日（水）例会終了後  ユアーズ
保健福祉委員会　　５月１０日（木）18:30 ～　事務局
青少年委員会　　　５月１１日（金）18:30 ～　事務局　
PR広報委員会　　 ５月２４日（木）18:30 ～　丹羽
・クラブ・その他行事予定
第 3回献血・献眼登録奉仕
　５月　６日（日）　10:00 ～　イオンモール新居浜駐車場
新会員オリエンテーション
　５月　８日（火）　18:30 ～　ユアーズ
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　５月１３日（日）   10 :30 ～     新居浜ＣＣ
囲碁部会　　　　未定
つれづれの会　　偶数月の予定　
くらげの会　　　奇数月の予定   
スポーツ部会　　５月１１･２５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
２Ｒ合同アクティビティ「遍路道清掃」
　５月１３日（日）　  6:30 ～　山根公園西側河川敷　
第４回キャビネット会議
　５月２０日（日）　13:00 ～　ホテルサンシャイン徳島　　
第６４回３３６複合地区年次大会
　５月２７日（日）　岡山市総合文化体育館

5月 誕生日おめでとうございます
有富正治、村上博昭、鈴木雅志、杉田友裕

5 月 結婚記念日おめでとうございます
福山　宏、大竹崇夫、真木泰彦、神野雄太、川嶋理之

石川　稔、古川貴章、大上幸雄、徳村　明

地区年次大会に参加して
第一副会長　伊 藤  龍 一　　開催日：平成３０年４月８日（日）　開催地：アスティとくしま　　　　　　　　　　
　　　　　　　　        　

第６４回 ３３６－Ａ地区

　４月８日に徳島市アスティと
くしまにおきまして、第６４回３
３６－Ａ地区年次大会が開催
されました。
　新居浜ライオンズクラブは、
前日の記念ゴルフ大会からの

宿泊組１７名と当日徳島入りした６名の総勢２
３名で参加してきました。
　朝８時に代議員の佐伯澄男会長､後藤達
也幹事､福山宏会計、私、能瀬伸一副幹事
と､第５分科会で YCE 冬季派遣報告を発表
する青野泰介 T･T の６名でホテルを出発し、
会場入りをしてまずは代議員として投票を行
いました。
　次期は､我々の２Ｒから関野邦夫さんがいよ
いよガバナーとして選出される大切な選挙です。昨
年幹事として投票した時よりも少し特別な感じで一
票を投じました。
　各自担当の分科会に分かれて出席した後の代議
員総会では関野邦夫さんが無事に可決承認をされ
ました。

　午後からは、新居浜ライオンズクラブのメンバー
とも合流をして大会式典に全員で出席しました。
こちらはライフジャケットの贈呈式やアワードの発表
並びに表彰などがありましたが、メインは何と言っ
ても、地区ガバナーエレクト入場セレモニーです。
　壇上に上がり現川辺信郎地区ガバナーから伝達
を受け晴れて公の場にて地区ガバナーエレクトとし
て盛大に発表されました。
　また、次期地区年次大会開催地発表があり、「開
催地は愛媛県西条市」と発表されました。私は、
事前の打ち合わせにより次期ホストクラブの紹介の
場面で新居浜ライオンズクラブ第一副会長として､
我がクラブ旗を手に 2Ｒ-17 クラブの先頭で壇上前
に入場して会場を盛り上げる一翼を担ってまいりま
した。
　今回の地区年次大会に参加して、いよいよ次期
の会長職が目前に迫っている実感すると共､２Ｒか
らガバナーを輩出することにより、今回の地区年次
大会は勿論のこと様々なことが通常の年度より違っ
てくるのであろうと強く感じました。

　

●会長挨拶　佐伯澄男会長
●審議事項
１）SANTA ANA LCとの姉妹提携について
２）新居浜 LC規約の変更（案）について
３）２Ｒ合同アクティビティ「遍路道清掃活動」予算（案）に
　ついて5月13日(日)
４）２月第一夜間合同例会決算報告について
５）委員会開催変更について
　計画財務委員会
　　５月３日（木）→２日（水）18:30 ～　事務局
　出席大会委員会
　　５月４日（金）→５月９日（水）例会終了後　ユアーズ
●幹事報告
１）SANTA ANA LC 訪問打合せが ３月２９日（木）～
　ダバオ市で行われました。
　佐伯澄男会長、Ｌ岡村真里哉が出席しました。
２）平成３０年春の全国交通安全運動が４月６日（金）10:30
　～平形橋北側歩道上で行われる予定でしたが雨天の為中
　止しました。
３）６４回 336-A 地区年次大会　アスティとくしま
・記念ゴルフ大会が４月７日（土）　徳島カントリー倶楽部 月の
　宮コースで行われました。
　参加者　Ｌ伊藤嘉秀、Ｌ伊藤龍一、Ｌ宇野博文、Ｌ岡田賢治、
　Ｌ岡村真里哉、Ｌ加藤久博、Ｌ金田智行、Ｌ後藤達也、Ｌ佐伯
　澄男、Ｌ白石誠一、Ｌ神野雄太、Ｌ土岐計一、Ｌ永易明洋、Ｌ新
　田久司、Ｌ古川貴章、Ｌ真鍋憲夫、Ｌ村上博昭、１７名が参加
　しました。
・年次大会式典が４月８日（日）行われました。　　
　参加者　Ｌ伊藤嘉秀、Ｌ伊藤龍一、Ｌ宇野博文、Ｌ岡田賢治、
　Ｌ岡村真里哉、Ｌ加藤久博、Ｌ金田智行、Ｌ後藤達也、Ｌ佐伯
　澄男、Ｌ白石誠一、Ｌ神野雄太、Ｌ土岐計一、Ｌ永易明洋、Ｌ新
　田久司、Ｌ古川貴章、Ｌ真鍋憲夫、Ｌ村上博昭、Ｌ青野泰介、
　Ｌ大竹崇夫、Ｌ能瀬伸一、Ｌ福山宏、Ｌ有富正治、Ｌ小野周平
　２３名が出席しました。
４）第４期会費４月１６日（月）43,000 円引落になります。
●委員会報告
　計画財務委員会　４月第２例会（遠征について）　　　　
　環境保全委員会　古本リサイクルについて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■会長挨拶　佐伯澄男会長
■審議事項　なし
■幹事報告
１） 第７回キャビネット準備内局会議が４月１８日（水）18:30 か
　ら西条市で開催されました。次期福山宏 MC･ライオンズ情
　報･地区誌･大会参加委員長が出席しました。
２）２Ｒ合同アクティビティ遍路道清掃活動１Ｚ打合会 が４月２３
　日（月）19:00 から新居浜ＬＣ事務局で開催されます。
　白石誠一１ＺＣ、天野淳環境保全委員長が出席します。
３）次期地区役員･委員研修会が４月２９日（日）13:30 から
　今治国際ホテルで開催されます。次期福山宏 MC･ライオン
　ズ情報･地区誌･大会参加委員長が出席します。

４）ＳＡＮＴＡ ＡＮＡ ＬＣ例会が５月３日（木）18:00 から　　
　SANTA ANA LC 事務局で行われます。佐伯澄男会長、
　Ｌ岡村真里哉が出席します。
５）第３回献血・献眼　５月６日（日）が 10:00 からイオンモー
　ル新居浜駐車場で行われます。
６）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
　ユアーズで開催されます。新会員５名、白石誠一１ＺＣ、三役、
　テーマー、テールツ･イスター、各委員会委員長又は理事、
　会員会則委員が出席します。
■委員会報告　なし
■出席報告
　会員数５５名、出席者２９名、欠席者２６名、出席率５２.７%
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　60,000 円　　　　　　　　　　　　　　
■家族会　　　　
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第 1382 回　4 月第二例会
家族会

4月 22日（日）7 : 00～ ホテルレオマの森

‥ 歴史の継承と未来への創造　We Serve ‥

ライオンズ情報ライオンズ情報ライオンズ情報

例  会  報  告

第 1381 回　4 月第一例会
4月 11日（水）12 :15～ ユアーズ

　４月の月例は、４月７日第６４回
地区年次大会記念ゴルフを月例と
して行われました。
　朝、５時に後藤幹事Ｌの車に向
えに来て頂き、岡田Ｌ、白石Ｌ、
佐伯会長Ｌと乗り合わせ、５時３０

分新居浜ＩＣセブンイレブンにて、伊藤嘉秀Ｌの禁
煙車に乗り換え、真鍋Ｌ、宇野Ｌと、会場である徳
島カントリークラブ月の宮コースに行きました。
　新居浜ライオンズ登録５組中５番目で、メンバー
も恵まれ伊藤龍一Ｌと初対面の新居浜ひうちＬＣの
永井Ｌ３人で楽しくリラックスしてプレーをすることが
出来ました。　また、プレー前に、
土岐計一Ｌより各ホール紹介の
パンフレットを頂き始めて回るコ
ースの参考にしました。当日は、
風が強く寒の戻りの様で少し寒
い感じでしたが、私のプレーに
は全く影響なく近年のベストスコ
アーで回ることが出来ました。
　皆様のおかげで４月月例優勝
することが出来ました。ありがと
うございました。
　ちなみにハンディーキャップ３
０あり、グロス１０１でした。
　当日結果発表懇親会のときに

青野Ｌテール・ツイスターさんの「ありがとうござい
ま～す。」と言う声と共に優勝賞金は、ドネーション
させて頂きました。　そして第６４回３３６－Ａ地区
年次大会記念ゴルフ徳島月の宮コース栄えある優
勝なされた村上博昭Ｌ（２回目）おめでとうございま
す。
　追伸、翌日、記念式典終了し帰る車で徳島道に
乗った所で、伊藤嘉秀Ｌに、「何でこの車に乗って
いるの」と微笑な顔で言われました。
　出発は後藤幹事Ｌの車で来た事をその時思い出
しました。伊藤Ｌは、心良く家まで送ってくれました。
皆様２日間お疲れさまでした。

４月ゴルフ部会優勝
第二副会長　古 川  貴 章　　開催日：平成３０年４月７日（土）　開催地：徳島カントリークラブ月の宮コース　
　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

地区年次大会記念ゴルフ大会出場

■ライオンズの誓い唱和　中田君江ライ
オン

■会長挨拶　佐伯澄男会長
■年次大会ゴルフ成績発表について
■審議事項
１）新居浜 LC規約の変更（案）について
２）２Ｒ合同アクティビティ「遍路道清掃活動」予算（案）に
　ついて5月13日(日)
３）２月第一夜間合同例会決算報告について
４）委員会開催変更について
　計画財務委員会
　　　５月３日（木）→２日（水）18:30 ～事務局
　出席大会委員会
　　　５月４日（金）→５月９日（水）例会終了後　ユアーズ
■幹事報告
１）SANTA ANA LC 訪問打合せが
　３月２９日（木）～　ダバオ市で行われました。
　佐伯澄男会長、Ｌ岡村真里哉が出席しました。
２）平成３０年春の全国交通安全運動が
　４月６日（金）10:30 ～平形橋北側歩道上で行われる予定
　でしたが雨天の為中止
３）６４回 336-A 地区年次大会　アスティとくしま
　・記念ゴルフ大会が４月７日（土）　徳島カントリー倶楽部 
　　月の宮コースで行われました。
　　参加者　Ｌ伊藤嘉秀、Ｌ伊藤龍一、Ｌ宇野博文、Ｌ岡田賢
　　治、Ｌ岡村真里哉、Ｌ加藤久博、Ｌ金田智行、Ｌ後藤達也、
　　Ｌ佐伯澄男、Ｌ白石誠一、Ｌ神野雄太、Ｌ土岐計一、Ｌ永易
　　明洋、Ｌ新田久司、Ｌ古川貴章、Ｌ真鍋憲夫、Ｌ村上博昭
　　１７名が参加しました。
　・年次大会式典が４月８日（日）行われました。　　
　　参加者　Ｌ伊藤嘉秀、Ｌ伊藤龍一、Ｌ宇野博文、Ｌ岡田賢
　　治、Ｌ岡村真里哉、Ｌ加藤久博、Ｌ金田智行、Ｌ後藤達也、

■会長挨拶　佐伯澄男会長
■審議事項　なし
■幹事報告
１） 第７回キャビネット準備内局会議が４月１８日（水）18:30 か
　ら西条市で開催されました。次期福山宏 MC･ライオンズ情
　報･地区誌･大会参加委員長が出席しました。
２）２Ｒ合同アクティビティ遍路道清掃活動１Ｚ打合会 が４月２３
　日（月）19:00 から新居浜ＬＣ事務局で開催されます。
　白石誠一１ＺＣ、天野淳環境保全委員長が出席します。
３）次期地区役員･委員研修会が４月２９日（日）13:30 から
　今治国際ホテルで開催されます。次期福山宏 MC･ライオン
　ズ情報･地区誌･大会参加委員長が出席します。

４）ＳＡＮＴＡ ＡＮＡ ＬＣ例会が５月３日（木）18:00 から　　
　SANTA ANA LC 事務局で行われます。佐伯澄男会長、
　Ｌ岡村真里哉が出席します。
５）第３回献血・献眼　５月６日（日）が 10:00 からイオンモー
　ル新居浜駐車場で行われます。
６）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
　ユアーズで開催されます。新会員５名、白石誠一１ＺＣ、三役、
　テーマー、テールツ･イスター、各委員会委員長又は理事、
　会員会則委員が出席します。
■委員会報告　なし
■出席報告
　会員数５５名、出席者２９名、欠席者２６名、出席率５２.７%
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　60,000 円　　　　　　　　　　　　　　
■家族会　　　　

　　Ｌ佐伯澄男、Ｌ白石誠一、Ｌ神野雄太、Ｌ土岐計一、Ｌ永易
　　明洋、Ｌ新田久司、Ｌ古川貴章、Ｌ真鍋憲夫、Ｌ村上博昭、
　　Ｌ青野泰介、Ｌ大竹崇夫、Ｌ能瀬伸一、Ｌ福山 宏、Ｌ有富　
　正治、Ｌ小野周平　２３名が出席しました。
４）第４期会費４月１６日（月）43,000 円引落しします。
■委員会報告
　計画財務委員会　４月第２例会（遠征について）　　　　
　環境保全委員会　古本リサイクルについて
■その他
　SANTA ANA LCとの姉妹提携について
■出席報告
　会員数５５名、出席者４５名、欠席者１０名、出席率 81.8%
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　105,000 円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事業資金獲得賞　　　　　　　　銅賞
グッドスタンディング賞　　　　銀賞
クラブ会報優秀賞　　　　　　　銅賞
青少年指導優秀賞　　　　　　　銀賞
国際平和ポスター賞　　　　　　銅賞
ＬＣＩＦ賞　　　　　　　　　　  金賞
環境保全賞
　環境改善部門（Ａ）　　　　　 努力賞
　リサイクル部門（Ｂ）　　　　 努力賞
保健福祉賞
　（Ａ）献眼協力部門　　　　　 優秀賞

　（Ｃ）臓器提供意思カード部門　　優秀賞
　（Ｄ）献血協力部門　　　　　　　努力賞
　（Ｅ）骨髄バンク・骨髄提供部門　優秀賞
糖尿病教育部門　　　　　　　　　 貢献賞
ＹＣＥ事業優秀貢献賞　　　　　　  優秀貢献賞
同好会優秀賞　　　　　　　　　　 銀賞
ガバナー感謝状受賞者　　　　　　 白石 誠一
個人表彰
地区年次大会出席努力賞　　５回　 古川 貴章
　　　　　　　　　　　　 １０回　 白石 誠一

地区ガバナーズアワード受賞　2017.7 ～ 2018.6
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Niihama Lions Club

今治くるしまＬＣ結成２５周年記念式典に参加して
会　計　福 山 　宏　　　　開催日：平成３０年　３月２５日（日）　場所：今治国際ホテル    　

３３６－Ａ地区２Ｒ－２Ｚ
‥ 歴史の継承と未来への創造　We Serve ‥

五十肩に付き合った一年半
ライオン・テーマー　 松 浦  一 雄 　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

　２０１８年３月２５日今治国際ホテ
ルにて「今治くるしまライオンズクラ
ブ結成２５周年記念式典」が開催
されました。白石１ＺＣと佐伯会長、
後藤幹事と私の４名で参加してきま
した。

今治国際ホテルに到着すると今治くるしまライオンズ
クラブの方々がずらりと並んでおられ御丁寧に出迎
えて頂きました。
　友好クラブとして新居浜別子ライオンズクラブ。
遠方より南三陸志津川ライオンズクラブ、芦屋業平
ライオンズクラブと多数参加されておられました。

　南三陸ライオンズクラブさんとはあの災害時に支
援した事から熱い絆が生まれた様です。
　今治くるしまライオンズクラブのチャーターメンバ
ーの日浅さんはなんと例会連続出席５４９回。
素晴らしいです。
　式典がスムーズの終わり祝宴です。余興のビン
ゴゲームの司会の方のお話しが大変上手で皆さん
笑顔になっておりました。我々参加者４名のうち佐
伯会長が唯一当り、桜井漆器の夫婦箸を獲得しま
した。シンプルで素晴らしい祝宴でした。
　今治くるしまライオンズクラブの皆様、ありがとう
ございました。

　一昨年の１１月に突然両肩が、
いわゆる「五十肩」になり、もうす
ぐ１年半になります。〇〇整形外科
に、週３回、ひと月に１３回通院し、
４月１８日で覚えやすい２２２回の病
院通いになりました。

　たくさんの方が五十肩を経験されていると思いま
すので、五十肩の症状については割愛しますが、
ひとつだけ、ロキソニンなどの胃薬と一緒に飲む痛
み止めは長期にわたって使用しないほうがいいとい
うことをお伝えします。
　副作用とそれ以外の悪影響が現れます。
ロキソニンを１５ヶ月、毎日３錠服用しました。
　その結果、胃と大腸が壊れました。胃は内科で
治療を受けることになり、大腸は肛門科のお世話に
なることになりました。これはロキソニンの副作用と

思っています。
　頭を流れる血管の壁を通り抜けて、薬が脳に届く
ことはありませんので、以下に述べることはロキソニ
ンの副作用とは申しませんが、五十肩と、その治療
で弱った臓器から脳へ送られる情報伝達物質のせ
いで、この１年半で随分年をとったと思います。
①なにをやるのもめんどくさいと思うようになりました。
　届くメールも毎日は読みません。
②記憶力が極端に落ちました。朝食べたものを思
　い出すのに、台所に行って、使った食器を確認
　しないと思い出せません。
③根気がなくなりました。電気製品の取扱説明書
　が読みきれません。
④短気になりました。ＴＶやラジオに向かって怒鳴っ
　ている自分をしょっちゅう見かけます。
①～④の症状は誰にもあることで年のせいかもしれ

　今回は石の取り方ですが、その
前に前回のおさらいをしておきます、
生死の問題です。

　図１のとき、黒石が取られないた
めにはどう打てばいいでしょうか？　

答えは図２の黒１です。
白石が打てない場所が２か所
あることからこの黒石は周りを
全部囲われても取られること
はありません。この石は生き
ているということになります。

　しかし黒１を打たずに図３
のように白に打たれると黒は目
が２つ出来ず最終的に目が１
つになり取られてしまいます。
すなわち死んでしまうのです。
　どちらがここに打つかで運
命が変わります、この位置を
三目中手（さんもくなかて）と
言います。

　しかし図４のように４目ある

と、図５のように白１と打たれ
ても黒２と打てば目が２つ出
来るので生きているので、先
に手を入れる必要がありませ
ん。

　このように石をどう取るのか
の問題が詰め碁で、将棋の
詰将棋みたいなものです。
ということで今回のテーマの
石の取り方の代表的な手筋

に入ります。

　図６のような時に白石を逃
がさずに取るうまい手があり
ます、図７の黒１に打つと白
石は逃げる事が出来ませ
ん、図８のよう白２と出ようと
しても黒３、白４になり黒５で
結局すべて取る事が出来る
のです。
この手をゲタと言います。

　図９、このような時は先ほ
どのゲタでは取ることが出来
ません。

　そこで図１０黒１と打ちま
す、白２と逃げますが図１１
のように黒３と打ち白４に黒５
となって盤の端まで追いかけ
て行くと取ることができます
が、途中に相手の意思があ
ると上手くいきませんから注
意が必要です。

　このような手をシチョウと
言いますが、漢字でどう書く
かは諸説あって定かではあ
りません。
　他には追い落とし、打っ
て返し、石の下、鶴の巣ご
もり等面白い手筋が沢山あ
りますのでぼちぼちお勉強し
てください。

■ 趣味の時間 ■
囲 碁 の 勧 め ４

　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　新居浜ＬＣ囲碁部会　藤縄  洲二Ｃ囲碁部新居浜ＬＬＣ囲
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ませんが、この１年半で極端に早く進みました。
　薬の説明書には、どんな薬も脳に副作用があると
は書いてありません。
　たまたま私が、長期にわたってロキソニンを服用
した結果の話ですが、自分の体験から、強い薬が

体のどこかに副作用を及ぼした場合、二次的に脳
にも悪いと思います。
　今回はロキソニンについて書く事になりましたが、
世の中にある薬は半面、毒ですよ。
　お互い、気をつけましょう。

図１

図２

図３

図４
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会　計　福 山 　宏　　　　開催日：平成３０年　３月２５日（日）　場所：今治国際ホテル    　

３３６－Ａ地区２Ｒ－２Ｚ
‥ 歴史の継承と未来への創造　We Serve ‥
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第 1382 回　4 月第二例会
家族会

4月 22日（日）7 : 00～ ホテルレオマの森

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

ライオンズ情報ライオンズ情報ライオンズ情報

例  会  報  告

第 1381 回　4 月第一例会
4月 11日（水）12 :15～ ユアーズ

　４月の月例は、４月７日第６４回
地区年次大会記念ゴルフを月例と
して行われました。
　朝、５時に後藤幹事Ｌの車に向
えに来て頂き、岡田Ｌ、白石Ｌ、
佐伯会長Ｌと乗り合わせ、５時３０

分新居浜ＩＣセブンイレブンにて、伊藤嘉秀Ｌの禁
煙車に乗り換え、真鍋Ｌ、宇野Ｌと、会場である徳
島カントリークラブ月の宮コースに行きました。
　新居浜ライオンズ登録５組中５番目で、メンバー
も恵まれ伊藤龍一Ｌと初対面の新居浜ひうちＬＣの
永井Ｌ３人で楽しくリラックスしてプレーをすることが
出来ました。　また、プレー前に、
土岐計一Ｌより各ホール紹介の
パンフレットを頂き始めて回るコ
ースの参考にしました。当日は、
風が強く寒の戻りの様で少し寒
い感じでしたが、私のプレーに
は全く影響なく近年のベストスコ
アーで回ることが出来ました。
　皆様のおかげで４月月例優勝
することが出来ました。ありがと
うございました。
　ちなみにハンディーキャップ３
０あり、グロス１０１でした。
　当日結果発表懇親会のときに

青野Ｌテール・ツイスターさんの「ありがとうござい
ま～す。」と言う声と共に優勝賞金は、ドネーション
させて頂きました。　そして第６４回３３６－Ａ地区
年次大会記念ゴルフ徳島月の宮コース栄えある優
勝なされた村上博昭Ｌ（２回目）おめでとうございま
す。
　追伸、翌日、記念式典終了し帰る車で徳島道に
乗った所で、伊藤嘉秀Ｌに、「何でこの車に乗って
いるの」と微笑な顔で言われました。
　出発は後藤幹事Ｌの車で来た事をその時思い出
しました。伊藤Ｌは、心良く家まで送ってくれました。
皆様２日間お疲れさまでした。

４月ゴルフ部会優勝
第二副会長　古 川  貴 章　　開催日：平成３０年４月７日（土）　開催地：徳島カントリークラブ月の宮コース　
　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

地区年次大会記念ゴルフ大会出場

■ライオンズの誓い唱和　中田君江ライ
オン

■会長挨拶　佐伯澄男会長
■年次大会ゴルフ成績発表について
■審議事項
１）新居浜 LC規約の変更（案）について
２）２Ｒ合同アクティビティ「遍路道清掃活動」予算（案）に
　ついて5月13日(日)
３）２月第一夜間合同例会決算報告について
４）委員会開催変更について
　計画財務委員会
　　　５月３日（木）→２日（水）18:30 ～事務局
　出席大会委員会
　　　５月４日（金）→５月９日（水）例会終了後　ユアーズ
■幹事報告
１）SANTA ANA LC 訪問打合せが
　３月２９日（木）～　ダバオ市で行われました。
　佐伯澄男会長、Ｌ岡村真里哉が出席しました。
２）平成３０年春の全国交通安全運動が
　４月６日（金）10:30 ～平形橋北側歩道上で行われる予定
　でしたが雨天の為中止
３）６４回 336-A 地区年次大会　アスティとくしま
　・記念ゴルフ大会が４月７日（土）　徳島カントリー倶楽部 
　　月の宮コースで行われました。
　　参加者　Ｌ伊藤嘉秀、Ｌ伊藤龍一、Ｌ宇野博文、Ｌ岡田賢
　　治、Ｌ岡村真里哉、Ｌ加藤久博、Ｌ金田智行、Ｌ後藤達也、
　　Ｌ佐伯澄男、Ｌ白石誠一、Ｌ神野雄太、Ｌ土岐計一、Ｌ永易
　　明洋、Ｌ新田久司、Ｌ古川貴章、Ｌ真鍋憲夫、Ｌ村上博昭
　　１７名が参加しました。
　・年次大会式典が４月８日（日）行われました。　　
　　参加者　Ｌ伊藤嘉秀、Ｌ伊藤龍一、Ｌ宇野博文、Ｌ岡田賢
　　治、Ｌ岡村真里哉、Ｌ加藤久博、Ｌ金田智行、Ｌ後藤達也、

■会長挨拶　佐伯澄男会長
■審議事項　なし
■幹事報告
１） 第７回キャビネット準備内局会議が４月１８日（水）18:30 か
　ら西条市で開催されました。次期福山宏 MC･ライオンズ情
　報･地区誌･大会参加委員長が出席しました。
２）２Ｒ合同アクティビティ遍路道清掃活動１Ｚ打合会 が４月２３
　日（月）19:00 から新居浜ＬＣ事務局で開催されます。
　白石誠一１ＺＣ、天野淳環境保全委員長が出席します。
３）次期地区役員･委員研修会が４月２９日（日）13:30 から
　今治国際ホテルで開催されます。次期福山宏 MC･ライオン
　ズ情報･地区誌･大会参加委員長が出席します。

４）ＳＡＮＴＡ ＡＮＡ ＬＣ例会が５月３日（木）18:00 から　　
　SANTA ANA LC 事務局で行われます。佐伯澄男会長、
　Ｌ岡村真里哉が出席します。
５）第３回献血・献眼　５月６日（日）が 10:00 からイオンモー
　ル新居浜駐車場で行われます。
６）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
　ユアーズで開催されます。新会員５名、白石誠一１ＺＣ、三役、
　テーマー、テールツ･イスター、各委員会委員長又は理事、
　会員会則委員が出席します。
■委員会報告　なし
■出席報告
　会員数５５名、出席者２９名、欠席者２６名、出席率５２.７%
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　60,000 円　　　　　　　　　　　　　　
■家族会　　　　

　　Ｌ佐伯澄男、Ｌ白石誠一、Ｌ神野雄太、Ｌ土岐計一、Ｌ永易
　　明洋、Ｌ新田久司、Ｌ古川貴章、Ｌ真鍋憲夫、Ｌ村上博昭、
　　Ｌ青野泰介、Ｌ大竹崇夫、Ｌ能瀬伸一、Ｌ福山 宏、Ｌ有富　
　正治、Ｌ小野周平　２３名が出席しました。
４）第４期会費４月１６日（月）43,000 円引落しします。
■委員会報告
　計画財務委員会　４月第２例会（遠征について）　　　　
　環境保全委員会　古本リサイクルについて
■その他
　SANTA ANA LCとの姉妹提携について
■出席報告
　会員数５５名、出席者４５名、欠席者１０名、出席率 81.8%
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　105,000 円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事業資金獲得賞　　　　　　　　銅賞
グッドスタンディング賞　　　　銀賞
クラブ会報優秀賞　　　　　　　銅賞
青少年指導優秀賞　　　　　　　銀賞
国際平和ポスター賞　　　　　　銅賞
ＬＣＩＦ賞　　　　　　　　　　  金賞
環境保全賞
　環境改善部門（Ａ）　　　　　 努力賞
　リサイクル部門（Ｂ）　　　　 努力賞
保健福祉賞
　（Ａ）献眼協力部門　　　　　 優秀賞

　（Ｃ）臓器提供意思カード部門　　優秀賞
　（Ｄ）献血協力部門　　　　　　　努力賞
　（Ｅ）骨髄バンク・骨髄提供部門　優秀賞
糖尿病教育部門　　　　　　　　　 貢献賞
ＹＣＥ事業優秀貢献賞　　　　　　  優秀貢献賞
同好会優秀賞　　　　　　　　　　 銀賞
ガバナー感謝状受賞者　　　　　　 白石 誠一
個人表彰
地区年次大会出席努力賞　　５回　 古川 貴章
　　　　　　　　　　　　 １０回　 白石 誠一

地区ガバナーズアワード受賞　2017.7 ～ 2018.6
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4 月  理事・委員長会
4月 ９日（月）18:30～ 商工会館3F研修室

新 居 浜
新居浜中央
新居浜別子
新居浜ひうち

計

ク ラ ブ 名 会 員 数 純出席率 メークアップ 労力奉仕 金額奉仕
Ａ  Ｃ  Ｔ

２Ｒ－１Ｚ  アクティビティ報告書 (4月分 )

５５
３３
２６
４０
１５４

0
 95
0

 27
122

5,000
84,030

0
10,500
99,530

67.3
79.4
63.5
76.5
71.7

79.1
91.2
80.8
94.8
86.5

名 ％ ％ Ｈ 円

4月 7 日(土)　　徳島CC月の宮コース

５３
５３ ４８

４９
４６
５１

４４
５１

１０１
 １０２
 ９０
１０２

  ２７.９
３０.０

   １５.０
７.９

７１.０
７４.１
７５.０

神 野 雄 太 ９４.１

土 岐 計 一

古 川 貴 章

真 鍋 憲 夫

準優勝

3　位

ＢＢ賞

アウト イン グロス ハンディ ネット氏　   名
優　勝

ゴルフ部会報告

行  事  予  定
・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会　    ５月　７日（月）18:30 ～　商工会館 3F
５月第 1例会　　 　５月　９日（水）12:15 ～　ユアーズ
５月第２例会　　 　５月２３日（水）12:15 ～　ユアーズ
・委員会
環境保全委員会　　５月　１日（火）18:30 ～　事務局
計画財務委員会　　５月　２日（水）18:30 ～　事務局
会員会則委員会　　５月　８日（火）18:30 ～　新会員オリエン

テーション

出席大会委員会　　５月　９日（水）例会終了後  ユアーズ
保健福祉委員会　　５月１０日（木）18:30 ～　事務局
青少年委員会　　　５月１１日（金）18:30 ～　事務局　
PR広報委員会　　 ５月２４日（木）18:30 ～　丹羽
・クラブ・その他行事予定
第 3回献血・献眼登録奉仕
　５月　６日（日）　10:00 ～　イオンモール新居浜駐車場
新会員オリエンテーション
　５月　８日（火）　18:30 ～　ユアーズ
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　５月１３日（日）   10 :30 ～     新居浜ＣＣ
囲碁部会　　　　未定
つれづれの会　　偶数月の予定　
くらげの会　　　奇数月の予定   
スポーツ部会　　５月１１･２５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
２Ｒ合同アクティビティ「遍路道清掃」
　５月１３日（日）　  6:30 ～　山根公園西側河川敷　
第４回キャビネット会議
　５月２０日（日）　13:00 ～　ホテルサンシャイン徳島　　
第６４回３３６複合地区年次大会
　５月２７日（日）　岡山市総合文化体育館

BIRTHDAY&MARRIAGE

5月 誕生日おめでとうございます
有富正治、村上博昭、鈴木雅志、杉田友裕

5 月 結婚記念日おめでとうございます
福山　宏、大竹崇夫、真木泰彦、神野雄太、川嶋理之

石川　稔、古川貴章、大上幸雄、徳村　明

地区年次大会に参加して
第一副会長　伊 藤  龍 一　　開催日：平成３０年４月８日（日）　開催地：アスティとくしま　　　　　　　　　　
　　　　　　　　        　

第６４回 ３３６－Ａ地区

　４月８日に徳島市アスティと
くしまにおきまして、第６４回３
３６－Ａ地区年次大会が開催
されました。
　新居浜ライオンズクラブは、
前日の記念ゴルフ大会からの

宿泊組１７名と当日徳島入りした６名の総勢２
３名で参加してきました。
　朝８時に代議員の佐伯澄男会長､後藤達
也幹事､福山宏会計、私、能瀬伸一副幹事
と､第５分科会で YCE 冬季派遣報告を発表
する青野泰介 T･T の６名でホテルを出発し、
会場入りをしてまずは代議員として投票を行
いました。
　次期は､我々の２Ｒから関野邦夫さんがいよ
いよガバナーとして選出される大切な選挙です。昨
年幹事として投票した時よりも少し特別な感じで一
票を投じました。
　各自担当の分科会に分かれて出席した後の代議
員総会では関野邦夫さんが無事に可決承認をされ
ました。

　午後からは、新居浜ライオンズクラブのメンバー
とも合流をして大会式典に全員で出席しました。
こちらはライフジャケットの贈呈式やアワードの発表
並びに表彰などがありましたが、メインは何と言っ
ても、地区ガバナーエレクト入場セレモニーです。
　壇上に上がり現川辺信郎地区ガバナーから伝達
を受け晴れて公の場にて地区ガバナーエレクトとし
て盛大に発表されました。
　また、次期地区年次大会開催地発表があり、「開
催地は愛媛県西条市」と発表されました。私は、
事前の打ち合わせにより次期ホストクラブの紹介の
場面で新居浜ライオンズクラブ第一副会長として､
我がクラブ旗を手に 2Ｒ-17 クラブの先頭で壇上前
に入場して会場を盛り上げる一翼を担ってまいりま
した。
　今回の地区年次大会に参加して、いよいよ次期
の会長職が目前に迫っている実感すると共､２Ｒか
らガバナーを輩出することにより、今回の地区年次
大会は勿論のこと様々なことが通常の年度より違っ
てくるのであろうと強く感じました。

　

●会長挨拶　佐伯澄男会長
●審議事項
１）SANTA ANA LCとの姉妹提携について
２）新居浜 LC規約の変更（案）について
３）２Ｒ合同アクティビティ「遍路道清掃活動」予算（案）に
　ついて5月13日(日)
４）２月第一夜間合同例会決算報告について
５）委員会開催変更について
　計画財務委員会
　　５月３日（木）→２日（水）18:30 ～　事務局
　出席大会委員会
　　５月４日（金）→５月９日（水）例会終了後　ユアーズ
●幹事報告
１）SANTA ANA LC 訪問打合せが ３月２９日（木）～
　ダバオ市で行われました。
　佐伯澄男会長、Ｌ岡村真里哉が出席しました。
２）平成３０年春の全国交通安全運動が４月６日（金）10:30
　～平形橋北側歩道上で行われる予定でしたが雨天の為中
　止しました。
３）６４回 336-A 地区年次大会　アスティとくしま
・記念ゴルフ大会が４月７日（土）　徳島カントリー倶楽部 月の
　宮コースで行われました。
　参加者　Ｌ伊藤嘉秀、Ｌ伊藤龍一、Ｌ宇野博文、Ｌ岡田賢治、
　Ｌ岡村真里哉、Ｌ加藤久博、Ｌ金田智行、Ｌ後藤達也、Ｌ佐伯
　澄男、Ｌ白石誠一、Ｌ神野雄太、Ｌ土岐計一、Ｌ永易明洋、Ｌ新
　田久司、Ｌ古川貴章、Ｌ真鍋憲夫、Ｌ村上博昭、１７名が参加
　しました。
・年次大会式典が４月８日（日）行われました。　　
　参加者　Ｌ伊藤嘉秀、Ｌ伊藤龍一、Ｌ宇野博文、Ｌ岡田賢治、
　Ｌ岡村真里哉、Ｌ加藤久博、Ｌ金田智行、Ｌ後藤達也、Ｌ佐伯
　澄男、Ｌ白石誠一、Ｌ神野雄太、Ｌ土岐計一、Ｌ永易明洋、Ｌ新
　田久司、Ｌ古川貴章、Ｌ真鍋憲夫、Ｌ村上博昭、Ｌ青野泰介、
　Ｌ大竹崇夫、Ｌ能瀬伸一、Ｌ福山宏、Ｌ有富正治、Ｌ小野周平
　２３名が出席しました。
４）第４期会費４月１６日（月）43,000 円引落になります。
●委員会報告
　計画財務委員会　４月第２例会（遠征について）　　　　
　環境保全委員会　古本リサイクルについて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■会長挨拶　佐伯澄男会長
■審議事項　なし
■幹事報告
１） 第７回キャビネット準備内局会議が４月１８日（水）18:30 か
　ら西条市で開催されました。次期福山宏 MC･ライオンズ情
　報･地区誌･大会参加委員長が出席しました。
２）２Ｒ合同アクティビティ遍路道清掃活動１Ｚ打合会 が４月２３
　日（月）19:00 から新居浜ＬＣ事務局で開催されます。
　白石誠一１ＺＣ、天野淳環境保全委員長が出席します。
３）次期地区役員･委員研修会が４月２９日（日）13:30 から
　今治国際ホテルで開催されます。次期福山宏 MC･ライオン
　ズ情報･地区誌･大会参加委員長が出席します。

４）ＳＡＮＴＡ ＡＮＡ ＬＣ例会が５月３日（木）18:00 から　　
　SANTA ANA LC 事務局で行われます。佐伯澄男会長、
　Ｌ岡村真里哉が出席します。
５）第３回献血・献眼　５月６日（日）が 10:00 からイオンモー
　ル新居浜駐車場で行われます。
６）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
　ユアーズで開催されます。新会員５名、白石誠一１ＺＣ、三役、
　テーマー、テールツ･イスター、各委員会委員長又は理事、
　会員会則委員が出席します。
■委員会報告　なし
■出席報告
　会員数５５名、出席者２９名、欠席者２６名、出席率５２.７%
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　60,000 円　　　　　　　　　　　　　　
■家族会　　　　



■事 務 局 　〒792-0025　新居浜市一宮町2丁目4番8号　新居浜商工会館2F　TEL(0897)34-9400
■例 会 場 　〒792-0021　新居浜市泉宮町5番8号　　　   ユアーズ　　　　　　           TEL(0897)33-3535
■例会日時　 毎月　第2・4水曜日　 12:15 ～ 13:30

ライオンズクラブ国際協会 336-A 地区 2R-1Z　 新居浜ライオンズクラブ  新居浜ライオンズクラブ 会報
毎月第1例会（第2水曜日）発行

会長  佐伯 澄男　幹事  後藤 達也　会計  福山　 宏
発行責任者  ＰＲ広報委員長  山下 邦俊
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●● ４月第１例会 ●●
佐伯　澄男　年次大会へのご参加ありがとうございました。15 部
　　　　　　門で、アワードをいただくことが出来ました。また、
　　　　　　皆様に多くのドネーションをいただきました。あり
　　　　　　がとうございました。昨日、48 歳になりました。
後藤　達也　先日の年次大会は沢山の方々に参加していただき、
　　　　　　盛り上げていただきました。本当に有難うございま
　　　　　　した。誕生日のお品有り難くいただきます。
福山　　宏　年次大会に参加しました。遅れて１次会に到着し皆
　　　　　　の勢いに追いつこうと飲み過ぎまして夜中に気分が
　　　　　　悪くなりました。日本酒はイカンです。
岡田　賢治　年次大会ゴルフ、村上さん優勝おめでとうございま
　　　　　　す。夜は大盛会で楽しかったです。
白石　誠一　年次大会お疲れ様でした。村上さんゴルフ大会２回
　　　　　　目の優勝おめでとうございます。
真鍋　憲夫　地区年次大会では色々お世話になりました。保健福
　　　　　　祉賞として献眼協力部門や臓器提供意思表示カード
　　　　　　等、優秀賞をいただきました。本当に皆様ありがと
　　　　　　うございました。また、宜しくお願い致します。
村上　博昭　先日の地区年次記念ゴルフ大会で自身２度目の優勝
　　　　　　をさせて頂きました。
岡村真里哉　年次大会、寒い中のゴルフお疲れ様でした。気温さ
　　　　　　ん激しい月ですが、どうぞご自愛下さい。
松浦　一雄　大谷選手のアメリカでの活躍を応援します。ショウ
　　　　　　ヘイ頑張れ！
加藤　久博　徳島年次大会に参加された皆様お疲れ様でした。
有富　正治　桜も終わりましたが、私も散りそうです。村上さん、
　　　　　　年次大会でのゴルフ優勝おめでとう！
徳村　　明　桜が散りハナミズキが咲き始めました。いよいよ春
　　　　　　本番です。役員の方々はラストランが近づいていま
　　　　　　すが最後まで元気に晴れやかにその日まで宜しくお
　　　　　　願いします。
永易　明洋　年次大会お疲れ様でした。
山下　邦俊　今月の会報誌の金田智行さんの原稿の中でキャディー
　　　　　　さんの名前の修正を忘れました。誤「ハセマサ（長
　　　　　　谷川雅子）」正「ハセマイ（長谷川舞子）」です。
　　　　　　すみません。
大竹　崇夫　年次大会、足す運での参加お疲れ様でした。
石川　敏則　すっかり葉桜になり藤のシーズン、いい季節になり
　　　　　　ました。
古川　貴章　地区年次大会記念ゴルフコンペにて、新居浜ライオ
　　　　　　ンズクラブ内で優勝致しました。ハンディが沢山あ
　　　　　　り良かったです。有難うございます。
塩見　秀晴　年次大会欠席して申し訳ありません。
伊藤　嘉秀　この夏みんなで素麺を食べよう。
中田　君江　先日肋骨を折ってしまいました。皆様身体は大切に
　　　　　　して下さい。
能瀬　伸一　５月６日は最後の献血アクトです。皆さんのご参加
　　　　　　宜しくお願い致します。
鈴木　雅志　年次大会出席された皆様ご苦労様でした。今年度の
　　　　　　アクティビティに対し、たくさんの授賞おめでとう
　　　　　　ございます。
宇野　博文　地区年次大会記念ゴルフ大会に出席しました。４月
　　　　　　というのに冬のような気温と強風の中でのプレーで
　　　　　　した。いつも通りの花粉に泣かされたゴルフでした。

伊藤　龍一　年次大会記念ゴルフ大会出席お疲れ様でした。後藤
　　　　　　幹事、事前よりの段取りお疲れ様でした。
藤縄　洲二　桜もあっという間に咲いて、あっという間に散って、
　　　　　　もう１年の 1/4 が過ぎました。
神野　雄太　地区年次大会出席ご苦労さまでした。ゴルフの打ち
　　　　　　上げで飲み過ぎました。
石川　　稔　新緑がまぶしく目に映る候となりました。やっぱり
　　　　　　寒いより暖かい方がいいですよね。
高橋　尚毅　先日のライオンズクラブボウリング大会でボウリン
　　　　　　グ熱に火が付いてマイシューズ、マイボールまで買
　　　　　　いました。来年の大会で活躍できるように頑張ります。
伊藤　久門　春から、もはや初夏の気配も感じます。体調管理に
　　　　　　気をつけたいです。
小野　周平　地区年次大会お疲れ様でした。
・・・地区年次大会参加の皆様ご苦労さまでした・・・
土岐敏勝／近藤充徳／真木泰彦／大石隆憲／譽田幸弘／岡田浩二
／金田智行
・・・地区年次大会記念ゴルフ打上会に参加して・・・
岡田賢治／岡村真里哉／加藤久博／金田智行／白石誠一／神野雄
太／土岐計一／新田久司／福山　宏／古川貴章／村上博昭／大竹
崇夫／能瀬伸一

日本ライオンズの誕生 その２　　　　　　　  会 長　佐 伯  澄 男●● 4月第２例会 ●●
佐伯　澄男　楽しい家族会の設営企画を有難うございます。
後藤　達也　新田委員長お疲れ様でした。
岡田　賢治　１７～１８年前にレオマで例会をしました。
大竹　崇夫　家族会の開催、計画財務委員会の皆さんご苦労様。
高橋　在錫　家族会レオマになりました。
伊藤　龍一　新田委員長４月第２例会、家族会の準備・設営お疲れ
　　　　　　様でした。
松浦　一雄　初夏の日射しの中でレオマワールドを楽しみます。霧
　　　　　　で小豆島へは渡れませんでした。
真鍋　憲夫　家族会欠席で申し訳ありません。どうぞ楽しい家族会
　　　　　　をお祈り申し上げます。
加藤　久博　遠征家族会に感謝して。
青野　泰介　例会 ( 小豆島 ) 欠席してすみません。
山口　　泰　４月１４日は結婚５５周年です。
                   あと家内と頑張って６０周年を目指します。
岡村真里哉　とっても良い天気に恵まれ家族会が出来、良かったと
　　　　　　思います。場所変更などアクシデントありましたがス
　　　　　　ムーズに変更も出来よかったです。新田さんありがと
　　　　　　うございました。
能瀬　伸一　新田委員長お疲れ様です。予定は変わりましたが一日
　　　　　　楽しませて頂きます！
土岐　計一　家族会変更、委員長大変でしたね。
神野　雄太　家族会参加ご苦労さま。
塩見　秀晴　エンゼルロードがレオマワールドに変更に感（乾）杯！
宇野　博文　計画財務委員会の皆様、家族会の計画、実行ご苦労さ
　　　　　　まです。久しぶりのバス旅行を楽しませて頂きます。
　　　　　　レオマも天気も良く楽しんでいます。
石川　敏則　家族会、急遽場所の変更で新田さんはじめ計画財務委
　　　　　　員会の皆さんご苦労様です。
山下　邦俊　家族会での思わぬ場所の変更等、計画財務委員会の皆
　　　　　　様大変ご苦労さまです。
伊藤　嘉秀　家族会の設営を頂きました新田委員長さんありがとう
　　　　　　ございました。
古川　貴章　家族会ありがとうございます。朝からレオマ変更、ア
　　　　　　トラクションもあり楽しい家族になります。
譽田　幸弘　家族で参加させていただきました。ありがとうござい
　　　　　　ます。
村上　博昭　本日の家族会、場所変更となりましたが、レオマワー
　　　　　　ルドでのんびりさせていただきます。

　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。

　先日の家族会に参加してきました。今回は小豆島ということで、大
型バスやフェリー初体験の娘も楽しみにしておりましたが、何と濃霧
によりフェリーが出航できないというハプニング！急遽レオマワールドに
変更となりました。
　それはそれで娘も大好きな場所でしたので、我が家にとっては良
い家族会となりました。
　レオマワールドに行くと遊園地の方に行くのが定番だったため、今
回行ったオリエンタルトリップはとても新鮮で、綺麗な花 を々散策した
り、ハーバリウム（ドライフラワーを瓶に入れてオイルに浸した置物）
の自作体験など、娘もとても喜んでくれました。
　娘が愛してやまない「ハグタン」（プリキュア参照）をどこかに置き
忘れてきてしまい、後日レオマワールドから送られてきたのも良い思い
出？となりました。　　　　　　　　　　　　　　譽田幸弘
　　　


