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We Serve

●● ５月第1例会 ●●
佐伯　澄男　５月３日に SANTA ANA LC 例会訪問をしてきました。現
　　　　　　ガバナーとも会ってきました。姉妹提携のご承認を頂きあり
　　　　　　がとうございました。
後藤　達也　昨日は新会員オリエンテーリングが行われました。今期入会
　　　　　　された５名の新会員の皆様のご活躍を期待します。
岡田　賢治　寒暖の差が激しい日々が続きますが、体調には気をつけま　
　　　　　　しょう。
福山　　宏　昨夜は新会員オリエンテーションで酒に酔いました。しんど
　　　　　　くてカラオケ２曲しか歌えませんでした。
白石　誠一　ダバオに皆で行きましょう！！
松浦　一雄　我が家の庭では白いコテマリの花が終わり、連休中からショ
　　　　　　ウブのムラサキが鮮やかです。昨今は少し寒いですが、季節
　　　　　　は夏に向かって確実に進んでいます。夏風邪に気をつけま　
　　　　　　しょう。
有富　正治　５月３日・４日の二日間春祭りに子供太鼓台の運行に参加し、
　　　　　　顔面が一皮ムケました。シンドかったです。
徳村　　明　昨日、新会員オリエンテーションがありました。関係者の皆
　　　　　　様にはご教授ありがとうございました。まだ学ぶことが多く
　　　　　　あると感じたところです。今後もよろしくお願いします。
天野　　淳　5/13 清掃活動ご協力お願いします。
真鍋　憲夫　5 月 6 日（日）の献血・献眼登録奉仕活動では大変お世話に
　　　　　　なりました。今回 3 回目で最後でしたが、それなりの成果が
　　　　　　達成出来ありがとうございました。
高橋　在錫　ゴルフ部会に入りました。下手くそで足を引っ張ると思いま
　　　　　　すが、どうぞ宜しくお願いします。
杉田　友裕　皆様のおかげで、当店（新居浜東支店）が業績に於いて当行
　　　　　　の優良店に選ばれました。今後もこれを励みに頑張ります。
伊藤　嘉秀　本日例会を欠席致します。申し訳ございません。
大上　幸雄　SANTA ANA LC の姉妹提携 !
高橋　尚毅　昨日は、新会員オリエンテーションを開いて頂き、ライオン
　　　　　　ズのシステム方針を改めて理解することができました。その
　　　　　　後の懇親会もありがとうございました。さらにライオンズ精
　　　　　　神にのっとり奉仕します。
宇野　博文　花粉の時期が終わる GW の二日間庭の剪定と草ひきをし、久
　　　　　　しぶりに綺麗な姿となりました。
伊藤　久門　寒暖の差が著しい日が続いています。体調に留意されて健や
　　　　　　かにお過ごし下さい。
塩見　秀晴　BS で大林宣彦監督の「最後の講義」という 3 時間の番組を
　　　　　　見て少し感動した。肺がんステージ 4 だ。いつまでもお元気
　　　　　　でいてほしい。
能瀬　伸一　先日の献血・献眼登録ご協力有難うございました。来期も皆
　　　　　　さんで頑張りましょう。
伊藤　龍一　5 月 6 日の本年度最後の献血・献眼登録、真鍋委員長はじめ
　　　　　　保健福祉委員会の皆様お疲れ様でした。
石川　敏則　献血ご苦労さんでした。都合で私は行けませんでした。
古川　貴章　気温の変化大きいです。体調に気をつけましょう。
小野　周平　新会員オリエンテーションありがとうございました。
村上　博昭　連休も終わったと言うのに肌寒い日が続いています。健康管
　　　　　　理に充分気をつけましょう。
近藤　充徳　献血ご協力有難う御座いました。
藤縄　洲二　沖縄はもう梅雨入りだそうです。春は短いです！
鈴木　雅志　メジャーでの大谷選手の活躍、大変嬉しく思います。

ライオンズの主要メッセージ　　　  会 長　佐 伯  澄 男
　クラブやライオンズクラブ国際協会
について地域のメディアやその他
の人々に話をする場合、伝えたい
メッセージを準備しておくと役に立
ちます。
　以下に挙げられた主要メッセージを
確認するとともに、今後、インタビューを
受ける機会があるとき、マスコミが取材
に来るような奉仕事業を行うとき、ある
いは他団体や学校を訪問する際などに
も、事前に確認しましょう。

　ライオンズクラブ国際協会は世界最大
の奉仕クラブ組織であり、２１０以上の
国と地域に約１４０万人の会員のネットワ
ークを持ちます。
　ライオンズは自分の住む地域で、そし
て海外で、楽しみながら奉仕をしています。

　ライオンズは視力保護関連の活
動で有名ですが、幅広い会員が
いるのと同様、奉仕活動の分野
も多岐に渡っています。

高齢者の方々の支援から、被災地
の支援活動に至るまで、あらゆるニー
ズに対応しています。

　ライオンズは、寄付金の全額を慈善
目的に拠出しており、経費はすべて会
員自らの会費によってまかなっています。

　ライオンズは毎日、どこかで、人の役
に立っています。炊き出しイベントから、
車いす用スロープの取り付けに至るま
で、ライオンズは額に汗して奉仕する団
体です。

会
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●● ５月第2例会 ●●
佐伯　澄男　SANTA ANA LC のメンバーが６月第一例会に来訪予定で　
　　　　　　す。皆さんで歓迎しましょう。
後藤　達也　5/13 お遍路清掃の後行われる予定であった定例ゴルフコンペ
　　　　　　が雨で中止となりました。が、ゴルフが大好きな 7 名の方々
　　　　　　が残ってプレイしました。風邪をひいていないか心配です。
岡田　賢治　天気が不順です。身体に気をつけましょう。
福山　　宏　5/13 雨の中、アキレス腱断裂後約半年ぶりにゴルフをしまし
　　　　　　た。足の具合で左の壁が作れるか？心配していましたがスコ
　　　　　　ア 150 位、風邪もひいて、ええとこなし。
松浦　一雄　暑い日と肌寒い日が繰り返しますが、夏風邪をひかないよう
　　　　　　に気をつけましょう。
岡村真里哉　第 1第 2例会とも出席できず申し訳ありません。
有富　正治　5/20 中萩校区大運動会がありました。上原自治会は、総合部
　　　　　　門及び地区対抗リレーで優勝、準優勝の常連でしたが、今年
　　　　　　度は無冠に終わりました。残念でしたが、楽しい一日でした。
真鍋　憲夫　先日の遍路道清掃は雨もやんでいてラッキーでした。皆で美
　　　　　　しくなった道路を見て良かったと安堵しました。また一緒に
　　　　　　頑張りましょう。
石川　敏則　役員の皆さんご苦労さん！残り一ヶ月あまり頑張りましょう！
宇野　博文　5 月 13 日実施のお遍路道の清掃活動も楽しく出来ました。次
　　　　　　回も参加します。
塩見　秀晴　5/25（金）あさってですがレクバレーの練習にひうち LC の
　　　　　　人達が来ます。参加宜しくお願いします。
高橋　尚毅　先日は遍路道清掃活動お疲れ様でした。私は都合で出席でき
　　　　　　ませんでしたが、今週は家から滝の宮までゴミ拾いを 2 回し
　　　　　　ました。美しい新居浜を作りましょう。
譽田　幸弘　会報誌 6月号に、私の妻が「家族会」の記事を書きましたので、
　　　　　　是非読んでやって下さい。
伊藤　久門　一雨毎に夏に向かっているようです。皆様健康に留意されて
　　　　　　健やかにお過ごし下さい。
石川　　稔　今日サラリーマン川柳の大賞が発表されました。一位が「ス
　　　　　　ポーツジム 車で行って チャリをこぐ」二位が「違うだろう！
　　　　　　妻が言うならそうだろう」だそうです。
村上　博昭　会長アクトの SANTA ANA LIONS CLUB との姉妹提携が
　　　　　　承認決定されおめでとうございます。佐伯会長お疲れ様でし
　　　　　　た。
伊藤　龍一　気温の差が激しい今日この頃です。体調管理には充分に気を
　　　　　　つけて下さい。
鈴木　雅志　本年度も残すところ今日を入れ３回の例会となりました。会
　　　　　　長、幹事、役員の皆様ご苦労さまです。６月の第１例会はフィ
　　　　　　リピンのサンタアナ・ライオンズクラブとの調印式はあるの
　　　　　　か楽しみです。
能瀬　伸一　暑くなったり寒くなったり体調を崩しやすい季節ですがお体
　　　　　　には十分お気をつけください。
大上　幸雄　5/26（土）16:00 ～岡部歩乃佳ちゃんのドキュメンタリー番組
　　　　　　「二人のほのか」がテレビ愛媛にて放映されます。皆様是非
　　　　　　ご覧下さい。
青野　泰介　ゴルフ部会デビューの日に大雨、コンペは中止となりました
　　　　　　が、雨の中まわってみました。クラブが飛んでいきました。
藤縄　洲二　福山さんの Z900 に乾杯！
神野　雄太　今週末、マレーシアより孫が一時帰国します。楽しみにして
　　　　　　ます。
・・・暑かったり、寒かったり、体調には充分気をつけましょう。・・・
永易明洋／真木泰彦／岡田浩二／近藤充徳／大石隆憲／金田智行

・・・寒暖の差が激しい中、体調管理には気をつけましょう。
　　　　　5月６日の献血・献眼登録奉仕活動ご苦労さまでした。・・・
青野泰介／新田久司／永易明洋／大石隆憲／山下邦俊／加藤久博／真木泰
彦／上野　剛／神野雄太／金田智行

　本日５月２０日は日曜日なのですが、仕事に向かうべく家を出たとこ
ろ、駅の方から太鼓の音が聞こえてきました。
　あかがねミュージアムの太鼓台の入替日のようで、本町太鼓台か
ら池田太鼓台へチェンジしていました。
　都会的に整備された駅前で、金糸をまとった太鼓台が運行する
姿は、とても華やかで見惚れてしまいます。
　さて、１年間に渡り編集後記 を担当してまいりましたが、早いもの
で最終回となってしまいました。いつも提出が遅れがちで、委員長
には大変ご迷惑をおかけしました。
　新年度からは保健福祉委員長に任命され、その責任の重さに押
し潰されそうですが、諸先輩方に教えてもらいながら、何とか頑張
って行きたいと思います。
　クラブ会員の皆様、ＰＲ広報委員会の皆様、一年間大変お世話に
なりました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　譽田 幸弘
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　歴史と伝統ある新居浜ライオン
ズクラブ第５８代会長を仰せつかり
ましてから早いもので退任の挨拶を
させて頂く時期になりました。
　スローガン、方針を考え会員皆
様に、お伝えをして組織作りをした

のが、つい昨日ことのように感じる、あっという間の
一年でした。
　手帳を見返して、この原稿を書きます。
336-A 地区合同アクティビティ・ライフジャケット贈呈、
愛リバー・愛ロード清掃活動、  ガバナー公式訪
問、  献血・献眼登録運動、  糖尿病予防の卓
話、 平和ポスターコンテスト、  世界ライオンズデ
ー１Ｚ合同早朝例会、  ダバオ日比祭り日本語スピ
ーチコンテスト、  第１回家族会、  全国障害者ス
ポーツ大会・岡部歩乃佳選手応援、  ２Ｒ親善ス
ポーツ大会、  えひめ学園との交流会、  第２８回
中学生英語スピーチコンテスト、  YCE２名を派
遣、  １Ｚ親善ボーリング大会、  １００% 例会達
成、  会長メインアクトでは１２名でフィリピン共和国
ダバオ市へ訪問をしてサマル島にカカオの苗木２００
本植樹、サマル島の子供達へ弁当と物資を供給、
ダバオ日本 人 墓 地を訪 問して献 花、SANTA 
ANA LIONS CLUB との交流会、  高知りょうま
ライオンズクラブ２０周年記念式典参加、  新居浜
中央ライオンズクラブ４０周年記念式典参加、  今

治くるしまライオンズクラブ２５周年記念式典参加、  
３３６－Ａ地区年次大会－徳島、  遠征家族会、  
２Ｒ合同アクティビティ遍路道清掃、  ３３６複合地
区年次大会－岡山など多くのアクトを会員皆様と共
にやり遂げることが出来ました。
　また毎月の理事委員長会、例会、各委員会への
出席、会報誌の内容も非常に素晴らしく立派な物
が出来ました。
　今年度は白石誠一２Ｒ－１Ｚゾーンチェアパーソン
を輩出したホストクラブでもありました皆様の、ご協
力で無事に、お支えすることが出来ました。
　そして私が会長になって一番やりたかった
SANTA ANA LIONS CLUB との姉妹提携を締
結出来る運びとなりました。
　それに至るまで何度もダバオまで一緒に行ってい
ただいた会員に感謝します。
　最後に私が会長をして一番、皆さんに、お伝え
したいのは、皆さん会長をやるべきです。
　確かに大変な事も多いですが、それ以上に何倍
も得るものの方が大きいです。
　これが会長を経験させて頂いた私からの会員皆
様へのメッセージです。
　また、私を支えてくれた後藤幹事、福山会計、
事務局員白石さんをはじめ役員、理事、委員長そ
して会員全員の皆様に心より、お礼を申し上げます。
本当に、ありがとうございました。

会長退任ご挨拶
会　長　佐 伯  澄 男　　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

新居浜ライオンズクラブ

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 (5月分 )

５５
３３
２６
４０
１５４
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 30
78
 47
398

109,146
0

62,945
1,920

174,011

76.4
72.8
67.3
74.6
72.8

86.4
83.3
78.9
89.9
84.6

名 ％ ％ Ｈ 円

行  事  予  定
・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会（懇親会）６月１１日（月）18:30 ～ ユアーズ
６月第 1例会　　 　　　６月１３日（水）12:15 ～ ユアーズ
６月第２例会（夜間引継例会）６月２７日（水）18:00 ～ ユアーズ
準備理事･委員長会（次期）６月１９日（火）18:30 ～ 商工会館 3F
・委員会　（現・次期合同）
出席大会委員会　　６月　１日（金）18:30 ～　事務局
環境保全委員会　　６月　５日（火）18:30 ～　事務局
計画財務委員会　　６月　６日（水）18:00 ～　事務局
会員会則委員会　　６月　６日（水）18:30 ～　事務局
保健福祉委員会　　６月１４日（木）18:30 ～　事務局
青少年委員会　　　６月１５日（金）18:30 ～　事務局　
PR広報委員会　　 　　－ 　　　　－　　　－
・クラブ・その他行事予定
６月１４日（木）13:00 ～　えひめ学園　　
　平成３０年度えひめ学園・ひびき分校・わかば教室
　　　　　　　　　　　　　　　　　　関係機関連絡会議
６月２９日（金）  15:30 ～ 新居浜市庁舎
　平成３０年度英語スピーチコンテスト実行委員会
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　６月１０日（日）     9 :57 ～     新居浜ＣＣ
囲碁部会　　　　未定
つれづれの会　　６月１３日（水）　18:30 ～　  ダイニング繁
くらげの会　　　奇数月の予定   
スポーツ部会　　６月２２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
６月　２日（土）13:40 ～　ホテルグランフォーレ
　準備リジョン会議
６月　２日（土）15:00 ～　ホテルグランフォーレ
　２リジョン年次会合並びに懇親会
６月　３日（日）14:00 ～　今治国際ホテル
　次期クラブ三役オリエンテーション
６月　９日（土）17:50 ～　ユアーズ 
　１Ｚ準備ゾーン会議
６月　９日（土）18:30 ～　ユアーズ 
　１Ｚ年次会合並びに引継会
６月１７日（日）13:00 ～　ケーオーホテル　
　次期クラブ委員長スクール、献血・献眼セミナー

6月 誕生日おめでとうございます
川嶋理之、土岐計一、近藤盛文、古川貴章

6 月 結婚記念日おめでとうございます
林　幸央、伊藤久門、山之内浩二、杉田友裕

5 月  理事・委員長会
5月 7日（月）18:30～ 商工会館3F研修室

幹事退任挨拶
幹 事　後 藤  達 也　　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

　退任挨拶の原稿依頼が来まし
た。
もう一年が経とうとしているようで
す。
　この一年振り返ると早かったなあ
～という思いと、あまりにもたくさん

の出来事がありすぎて就任当初の頃が、何年も前
のことのようにも思えて二つの感覚が入り交じってい
ます。
　就任前は、幹事という職務に対して歴代の幹事
さんを参考にさせて頂きながら、目標として物事に

対して常に先周りして準備を整えて、準備ができた
ら最後方に周り全体を見渡してフォローしていく…
そんなイメージを持って挑みましたが、蓋を開ける
と物事に着いて行くのが精一杯で、まったくイメー
ジ通りにできず自己採点すると４０点くらいです。
　至らぬこともたくさんあり申し訳なく思っています。
それでも私のクラブでの活動はこれからもまだまだ
続きます。
　不足している部分はこれからの活動で少しずつ
補っていこうと思っています。
　一年間ありがとうございました！

●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）次期キャビネット協力金のお願いについて
　先日第６４回地区年次大会において関野邦夫が地区ガバナーエ
　レクに選任され、２Ｒ内に３３６-Ａ地区においてキャビネットを設立、
　２Ｒ各クラブ会員の皆様に協力のほどお願いします。
　（基本）正会員一人当たり１０,０００円
　（内訳）今期５,０００円×５月末の正会員数
　　来期５,０００円×７月末の正会員数
３）各会議登録料について
・準備リジョン会議 ６月２日（土）
　４,５００円（1,500 円×3名）支出します　　　　　　
・２Ｒ年次会合並びに懇親会
　６月２日（土）４２,０００円 (7,000 円×6名 ) 支出します。
・１Ｚ年次会合並びに引継ぎ会
　６月９日（土）４０,０００円 (5,000 円×8名 ) 支出します。
４）４月家族会決算報告について
５）委員会開催変更について
　青少年委員会　５月１１日（金）
　　事務局　→　場所未定 ( 懇親会 )　１８：３０～
　ＰＲ広報委員会　５月２４日（木）
　　事務局　→　丹羽　１８:３０～
　計画財務委員会　６月 ７日（木）
　　事務局　→　　６月 ６日（水）１８:００～
●幹事報告
１）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～ 新居浜 LC事務局で開催。
　天野淳環境保全委員長、後藤達也幹事が出席。
２）次期地区役員･委員研修会が４月２９日（日）13:30 ～ 今治国
　際ホテルで開催されました。次期福山宏 MC･ライオンズ情報･地
　区誌･大会参加委員長出席しました。
３）ＳＡＮＴＡ ＡＮＡ ＬＣの例会５月３日（木）18:00 ～　SANTA 
　ANA LC 事務局を訪問しました。佐伯澄男会長、Ｌ岡村真里哉
　が出席しました。
４）第３回献血・献眼奉仕が５月６日（日）10:00 ～　イオンモール
　新居浜駐車場で行われました。
　（献血者） 受付者 １６９名、採血者 １５０名、不採血者 １９名
　（献眼登録者）　４２名、（骨髄バンク登録者）　９名　
　（臓器提供意志カード配布数）２５０枚
　L有富正治、L伊藤嘉秀、L伊藤龍一、L金田智行、L後藤達也、
　L近藤充徳、L佐伯澄男、L田村征夫、L中田君江、L永易明洋、
　L能瀬伸一、L福山　宏、L真鍋憲夫、L村上博昭、L山口　泰、
　L山下邦俊　１６名が参加しました。
５）次期会員手帳打合せ会が５月７日（月）13:30 ～ 新居浜中央
　LC 事務局で行われます。次期大竹崇夫会員会則委員長が出
　席します。
６）２Ｒ合同アクティビティ遍路道清掃活動が５月１３日（日）6:30～
　山根公園河川敷駐車場で開会式が行われます。新居浜ＬＣ清掃
　場所は次の通りです。　
　ＪＡ上部西支所から桜井バス停前まで（東行き）、ＪＡ上部西支所
　から中萩小学校近く萩生庵まで（西行き）
７）第４回キャビネット会議が５月２０日（日）13:30 ～　ホテルサンシ
　ャイン徳島で行われます。
　白石誠一１ＺＣ、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。
●委員会報告
　保健福祉委員会　第３回献血・献眼奉仕について
　環境保全委員会　２Ｒ合同アクティビティについて
　　　　　　　　　　　　　　

5月ゴルフ部会　5月13日（日）　新居浜CC
　雨天のため中止

■ライオンズの誓い唱和　高橋尚毅ライ
オン

■会長挨拶　佐伯澄男会長
■審議事項　なし
■幹事報告
１）2R合同アクティビティ遍路道清掃活動１Ｚ開会式が５月１３日（日）
　6:30 から会式山根公園河川敷駐車場で行われました。
　＜新居浜 LC清掃場所＞　　　　　　　　　　　　　　　
　ＪＡ上部西支所から桜井バス停前まで　東行き　
　ＪＡ上部西支所から中萩小学校近く萩生庵まで　西行き
　参加者　２５名
　Ｌ佐伯澄男、Ｌ鈴木雅志、Ｌ伊藤龍一、Ｌ後藤達也、Ｌ福山  宏、
　Ｌ松浦一雄、Ｌ青野泰介、Ｌ宇野博文、Ｌ伊藤嘉秀、Ｌ有富正治、
　Ｌ伊藤久門、Ｌ山下邦俊、Ｌ山口  泰、Ｌ徳村  明、Ｌ白石誠一、　
　Ｌ大上幸雄、Ｌ加藤久博、Ｌ石川  稔、Ｌ岡村真里哉、Ｌ真鍋憲夫、
　Ｌ能瀬伸一、Ｌ天野  淳、Ｌ村上順一郎、Ｌ川嶋理之、Ｌ小野周平
２）第８回キャビネット準備内局会議が５月１６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。
３）第４回キャビネット会議が５月２０日（日）１３:３０からホテルサンシャ
　イン徳島で開催されました。白石誠一１ＺＣ、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。
４）１Ｚ合同ラッパ会が５月２４日（木）１９:００からユアーズで開催され
　ます。能瀬伸一副幹事、青野泰介副ライオン･テーマー、大上幸雄
　副テール･ツイスター出席します。
５）第６４回３３６複合地区年次大会が５月２６日（土）～２７日（日）岡山
　市で開催されます。
　佐伯澄男会長、後藤達也幹事、福山宏会計、伊藤龍一第一副会
　長、能瀬伸一副幹事、岡田賢治副会計が出席します。
６）準備リジョン会議が６月２日（土）１３:４０からホテルグランフォーレ
　で開催されます。
　伊藤龍一第一副会長、能瀬伸一副幹事、岡田賢治副会計が出
　席します。
７）２リジョン年次会合並びに懇親会が６月２日（土）１５:００から ホテ
　ルグランフォーレで開催されます。伊藤嘉秀１ＺＣＡ、次期福山 宏
　MC･ライオンズ情報･地区誌･大会参加委員長、佐伯澄男会長、
　後藤達也幹事、福山宏会計、伊藤龍一第一副会長、能瀬伸一副
　幹事、岡田賢治副会計が出席します。
８）次期クラブ三役オリエンテーションが６月３日（日）14:00 から今治
　国際ホテルで開催されます。伊藤龍一第一副会長、能瀬伸一副
　幹事、岡田賢治副会計が出席します。
９）１Ｚ準備ゾーン会議が６月９日（土）17:50 からユアーズで開催さ
　れます。
　伊藤龍一第一副会長、能瀬伸一副幹事、岡田賢治副会計が出
　席します。
10）１Ｚ年次会合並びに引継ぎ会が６月９日（土）１８:３０からユアー
　ズで開催されます。　
　白石誠一１ＺＣ、伊藤嘉秀１ＺＣＡ、次期福山宏MC･ライオンズ情
　報･地区誌･大会参加委員長、佐伯澄男会長、後藤達也幹事、福
　山 宏会計、真木泰彦会員理事、伊藤龍一第一副会長、能瀬伸
　一副幹事、岡田賢治副会計、大竹崇夫会員会則副委員長が出
　席します。
■委員会報告
　計画財務委員会　期末商戦について
　青少年委員会　　岡部歩乃佳後援会入会について
　環境保全委員会　２Ｒ合同アクティビティについて

■出席報告　
　会員数５５名、出席者３７名、欠席者１８名、出席率６７.３％
■テール・ツイスタータイム　
　ドネーション ６３，０００円　ファイン ５００円
■ライオンズ・ローア　
　福山 宏ライ

オン
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会計退任ごあいさつ
会 計　福 山 　宏　　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

　佐伯会長と後藤幹事の元で会
計を務めさせて早くも一年が経ち
ました。
　私は初の会計という役職を経験
させていただきました。
　会計だけの仕事だけでなくいろ

んな方面から忙しい会長と幹事を支えれるようにと
の思いで努めさせていただきました。
　しかし会長がリーダーシップをきっちりと発揮し幹
事は詳細な段取りをしていたので私の出番はそうそ
う無かったように思います。

　実際、例会も多くのアクトも抜かることなくよく出
来ていたと思います。
　せめて三役の１人として出れる行事にはきっちりと
出ようとしておりましたが足の怪我もあり、仕事の事
もあり、１００％の力を注ぐには至らなかったと後悔
しているところです。
　それぞれの委員会の皆さんが責任を持って事業
を考え、行動していただきこの一年を無事に終える
事が出来ました。
　皆様、誠に有難うございました。

献血・献眼登録奉仕活動を開催して
保健福祉委員長　真 鍋  憲 夫　　実施日：平成３０年５月６日（日）　場所：イオンモール新居浜駐車場　
　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

第３回

　大型連休最終日の 5 月 6日（日）
に実施されることになり参加者が
あやぶまれました。
 いつも通り 9 時に商工会館の倉
庫前に役員数名が集合し備品を
車に積み込み会場に向かいまし

た。幸いお天気も上々で、日赤さんも来られてテン
トを設営されていました。
 10 時よりいよいよ奉仕活動開始。
何人かの方が受付をいまかいまかと待っておられま
した。暑くも寒くもないベストシーズンです。
　今回の特徴としては第２回の実施日が１月末でし
たので、４か月間を開けないといけない女性の方
が日数的に間が空いてなくて少なくなりました。
その分男性が多かったようです。
　骨髄バンクの森實さんも「献血者が少ないなあ
～」と心配してくださいました。
　それでも、イオンの特設会場ではウルトラマンの
実演ショーや写真撮影会、握手会などが開催され
て、たくさんの親子連れがつめかけ盛り上がってい
ました。
　メンバーも１６名参加、家族の方々もボランティア
として協力して下さり、それなりの成果を出すこと
が出来ました。
　献眼登録は、中田君江さんの活躍で４２名も登

録してもらえ本当に感激しました。
　また、元メンバーの方も来訪され親交を温めるこ
とが出来ました。
　今年度の活動は、今回で終了ですが年次大会
では、最優秀賞を頂く栄誉を獲得でき本当に嬉しく
存じました。
　本当に、一年間のご協力ありがとうございました。
心より厚くお礼申しあげます。
結果
　献血受付 　 １６９名　400ml 献血　 １５０名
　不採血者　　 １９名　 献眼登録者　  ４２名
　骨髄バンク登録者　９名

　次年度、336-A 地区キャビネットへ出向してＭＣ・
ライオンズ情報・地区誌・大会参加委員長として
働くことになりました。
　２月頃より月２回の準備会議に出向き私は何をす
るのかを考えながら活動準備に入っております。
　まずは当委員会の活動方針を決めて各資料に掲
載し周知しなければなりません。そこで作成したの
が「ＭＣ・ライオンズ情報・地区誌・大会参加委
員会活動方針」
・ＭＣ（マーケティング・コミュニケーション）の実現
・地区誌「四国」を通じてライオンズ情報・大会
　参加喚起・マスコミへのアピール。
・ＭｙＬｉｏｎの普及促進。ライオンズをＭｙＬｉｏｎへ招
　待しましょう。
以上３点を基本に掲げて肉付けを行い委員長とし
て９Ｒの委員が理解しやすいように作成しました。
　４月２９日に今治国際ホテルにて「次期地区役員・
委員研修会」が開催されした。

　次期のキャビネット立ち上げの為の会で現・次期
ガバナーは勿論のことＲＣ、ＺＣ、各地区委員長、
各委員と召集がかけられました。
　まずは全体会としてガバナー方針等が全員に伝
えられました。
　その後分科会にて私は委員長の立場から９Ｒの
９人の委員に詳細な事を周知しました。
　私の委員会は地区誌「四国」を作るという仕事
のウェイトが重く各委員からも地区誌「四国」作成
に関する意見や質問が飛び交いました。
　私が回答に困っていると副委員長や現委員長が
フォローしてくださって何とか乗り切る事ができまし
た。しかしながら私の仕事はまだまだ始まりにも辿り
着いておりません。
　まずは第一号の「四国」を作るために原稿依頼、
印刷会社との打ち合わせ等、忙しい日々が始まっ
たばかりです。
　なんとか一年間をやりとげれるように頑張っていき
ます。

次期地区役員・委員研修会に参加して
　次期３３６－Ａ地区ＭＣ・ライオンズ情報・地区誌・大会参加委員長　　福 山 　宏　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　        　

３３６－Ａ地区次期委員長就任挨拶並びに

次期RC・地区委員長・副幹事研修会

■ライオンズの誓い唱和　高橋尚毅ライ
オン

■会長挨拶　佐伯澄男会長
■審議事項　なし
■幹事報告
１）2R合同アクティビティ遍路道清掃活動１Ｚ開会式が５月１３日（日）
　6:30 から会式山根公園河川敷駐車場で行われました。
　＜新居浜 LC清掃場所＞　　　　　　　　　　　　　　　
　ＪＡ上部西支所から桜井バス停前まで　東行き　
　ＪＡ上部西支所から中萩小学校近く萩生庵まで　西行き
　参加者　２５名
　Ｌ佐伯澄男、Ｌ鈴木雅志、Ｌ伊藤龍一、Ｌ後藤達也、Ｌ福山  宏、
　Ｌ松浦一雄、Ｌ青野泰介、Ｌ宇野博文、Ｌ伊藤嘉秀、Ｌ有富正治、
　Ｌ伊藤久門、Ｌ山下邦俊、Ｌ山口  泰、Ｌ徳村  明、Ｌ白石誠一、　
　Ｌ大上幸雄、Ｌ加藤久博、Ｌ石川  稔、Ｌ岡村真里哉、Ｌ真鍋憲夫、
　Ｌ能瀬伸一、Ｌ天野  淳、Ｌ村上順一郎、Ｌ川嶋理之、Ｌ小野周平
２）第８回キャビネット準備内局会議が５月１６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。
３）第４回キャビネット会議が５月２０日（日）１３:３０からホテルサンシャ
　イン徳島で開催されました。白石誠一１ＺＣ、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。
４）１Ｚ合同ラッパ会が５月２４日（木）１９:００からユアーズで開催され
　ます。能瀬伸一副幹事、青野泰介副ライオン･テーマー、大上幸雄
　副テール･ツイスター出席します。
５）第６４回３３６複合地区年次大会が５月２６日（土）～２７日（日）岡山
　市で開催されます。
　佐伯澄男会長、後藤達也幹事、福山宏会計、伊藤龍一第一副会
　長、能瀬伸一副幹事、岡田賢治副会計が出席します。
６）準備リジョン会議が６月２日（土）１３:４０からホテルグランフォーレ
　で開催されます。
　伊藤龍一第一副会長、能瀬伸一副幹事、岡田賢治副会計が出
　席します。
７）２リジョン年次会合並びに懇親会が６月２日（土）１５:００から ホテ
　ルグランフォーレで開催されます。伊藤嘉秀１ＺＣＡ、次期福山 宏
　MC･ライオンズ情報･地区誌･大会参加委員長、佐伯澄男会長、
　後藤達也幹事、福山宏会計、伊藤龍一第一副会長、能瀬伸一副
　幹事、岡田賢治副会計が出席します。
８）次期クラブ三役オリエンテーションが６月３日（日）14:00 から今治
　国際ホテルで開催されます。伊藤龍一第一副会長、能瀬伸一副
　幹事、岡田賢治副会計が出席します。
９）１Ｚ準備ゾーン会議が６月９日（土）17:50 からユアーズで開催さ
　れます。
　伊藤龍一第一副会長、能瀬伸一副幹事、岡田賢治副会計が出
　席します。
10）１Ｚ年次会合並びに引継ぎ会が６月９日（土）１８:３０からユアー
　ズで開催されます。　
　白石誠一１ＺＣ、伊藤嘉秀１ＺＣＡ、次期福山宏MC･ライオンズ情
　報･地区誌･大会参加委員長、佐伯澄男会長、後藤達也幹事、福
　山 宏会計、真木泰彦会員理事、伊藤龍一第一副会長、能瀬伸
　一副幹事、岡田賢治副会計、大竹崇夫会員会則副委員長が出
　席します。
■委員会報告
　計画財務委員会　期末商戦について
　青少年委員会　　岡部歩乃佳後援会入会について
　環境保全委員会　２Ｒ合同アクティビティについて

■出席報告　
　会員数５５名、出席者３７名、欠席者１８名、出席率６７.３％
■テール・ツイスタータイム　
　ドネーション ６３，０００円　ファイン ５００円
■ライオンズ・ローア　
　福山 宏ライ

オン
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遠征家族会を開催して
　計画財務委員長　　新 田  久 司　　　　　開催日：平成３０年４月２２日（日）　開催地：レオマワールド　　　
　　　　　　　　　　　　　　　        　

　4月22日(日)に今期 2回目の「小
豆島」への遠征家族会を開催いた
しました。
　当日は天候にも恵まれて メンバ
ー、ご家族２９名にて 朝６時４５分
集合で AM7:00 にバスにて出発い

たしました。
　みなさん時間厳守で集合していただいて予定通り
商工会議所を出発することが出来ました。また、お
見送りに来ていただいたメンバーのみなさま 朝早く
からありがとうございました。
　スタートし順調に高松港に向かいました。
ところが、高松港に 近づくと かなりの濃霧でほとん
ど前が見えない状況で、こんなに晴天なのになんと
フェリーが欠航とのことでいつ出航出来るか分から
ないとのことです。
　まさかの展開で、このまま待つか行き先を変更す
るかで迷いましたが、 時間も限られていますので、 
みなさんの同意のもと行き先をレオマワールドに変更
いたしました。
　後で聞いた話ですが、結局フェリーは２時間遅れ
の AM11:00 に出航したそうです。
　そして、レオマワールドに向かい AM11:00 には
到着しました。
　当日は、チューリップ園の見学と ランチバイキング
と遊園地、お風呂のセット券で入場していただき４月
度第二例会を行った後に バイキング料理やお風呂
などゆっくりと一日を過ごしていただきました。

　特にバイキングでは みなさんもう食べて 飲むしか
ないので、昼からかなり飲まれていたようです。
　これで多少は気分も晴れたのではないかと思いま
す。
　そして、PM4:00 にレオマワールドを後にし バス
にて商工会議所に PM5:30 分位に帰ってまいりまし
た。
　今回は、大幅な予定変更になりご参加いただい
たメンバー、ご家族のみなさまに大変ご迷惑をおか
け致しまして申し訳ございませんでした。
　そして、委員会のメンバーのみなさん準備の時か
ら当日まで大変ありがとうございました。
　いろいろハプニングもありましたが無事に終れたの
も、ご参加のみなさまのご協力があってのことだと思
います。大変お疲れ様でした。
　最後に、このハプニングも旅の醍醐味ということ
でご容赦ください。

　先日、３回目の家族会に参加させて頂
きました。
　今回は小豆島に日帰り旅行という事
で、娘も私も数日前から楽しみにしていま
した。
　娘はバスが初めてでしたし、ずっと忙
しく一緒に過ごす時間の少ないパパが、
一緒にお出掛け出来ることを前日の夜に
娘に伝えると、飛び跳ねて喜んでいまし
た。
　そんな娘の喜ぶ姿を見ると、私も心か
ら嬉しく感じました。
　朝早くからの集合でしたが、文句一つ言わず終
始ご機嫌で出発し、バスに乗り込みコンビニおにぎ
りを頬張りながら、「楽しみだね～」と良いながら微
笑む娘が可愛かったです。
　バスが出発すればすぐ眠るだろうと思いました
が、いつもとは違う雰囲気に興奮気味で、最初は
私の隣にいたのですが、やっぱりパパの隣に行き、
パパのウトウトにつられるようにやがて寝てしまいまし
た。
　フェリー乗り場に到着して起きた娘は、霧の中を
楽しそうに走っていました。可愛かったので沢山写
真をとりました。
　濃霧のため、フェリーが出航できず、行き先がレ
オマワールドに変更になりましたが、レオマワールド
では春の地中海ランチバイキングを楽しみ、ランチ
の跡のデザートも女性だけ苺のプレミアムスイーツバ
イキングを利用でき、苺大好きな娘は大喜びで、チ
ョコレートフォンデュをかけた苺を何度もお代わりし
ていました。
　レオマワールドは、以前高松に住んでいた事もあ
り、何度か遊園地の方を利用したことがあったので、
最初は遊園地に行きたいとだだっ子になりましたが、
時間的余裕を考えて花ワールドで過ごしました。

　ハーバリウムワークショップにてハーバリウム手作
り体験をしましたが、とても綺麗に作る事が出来た
と思います。帰って来てからも娘のお気に入りで、

自分がよく座る席の近くに置いてよく眺め
ています。
　集合前にホテル内のキッズパークのよう
な所で過ごしたのですが、近くに室内プ
ールもあり、それを目にした娘は、プール
で泳ぎたいとパパに何度もうったえていま
した。
　今度はレオマワールドの宿泊を利用し、
是非プールで遊びたいと思います。その
為にはパパに頑張ってもらい、家族の時
間をもっととってもらいたいと思います。
　主人は娘を大変愛してくれています

が、とても真面目な性格で、何事にも手抜きをする
事ができない人なので、これからのライオンズの活
動も程々に頑張ってもらいたいと思います。
　とても楽しい家族会でした。
本当にありがとうございました。
　追伸、主人の編集後記の記述にもありましたが、
花ワールドで、娘が愛してやまない「ハグタン」（プ
リキュア参照）を無くしてしまい、新居浜に帰って
からレオマワールドに連絡をすると、忘れ物に届い
ており、郵送して
頂けるとの事でし
た。
　その日の夕方だ
ったのですが、レ
オマワールドの対
応に感謝でした。
　２日遅れで帰っ
てきたハグタンに
娘は「ハグタン、
レオマワールドお
泊まり楽し かっ
た？」と聞いてい
たのも楽しい思い
出となりました。

家族会に参加して
譽 田  亜 希　（譽田 幸弘ファミリー）　　　　　　　　　        　

■ライオンズの誓い唱和　高橋尚毅ライ
オン

■会長挨拶　佐伯澄男会長
■審議事項　なし
■幹事報告
１）2R合同アクティビティ遍路道清掃活動１Ｚ開会式が５月１３日（日）
　6:30 から会式山根公園河川敷駐車場で行われました。
　＜新居浜 LC清掃場所＞　　　　　　　　　　　　　　　
　ＪＡ上部西支所から桜井バス停前まで　東行き　
　ＪＡ上部西支所から中萩小学校近く萩生庵まで　西行き
　参加者　２５名
　Ｌ佐伯澄男、Ｌ鈴木雅志、Ｌ伊藤龍一、Ｌ後藤達也、Ｌ福山  宏、
　Ｌ松浦一雄、Ｌ青野泰介、Ｌ宇野博文、Ｌ伊藤嘉秀、Ｌ有富正治、
　Ｌ伊藤久門、Ｌ山下邦俊、Ｌ山口  泰、Ｌ徳村  明、Ｌ白石誠一、　
　Ｌ大上幸雄、Ｌ加藤久博、Ｌ石川  稔、Ｌ岡村真里哉、Ｌ真鍋憲夫、
　Ｌ能瀬伸一、Ｌ天野  淳、Ｌ村上順一郎、Ｌ川嶋理之、Ｌ小野周平
２）第８回キャビネット準備内局会議が５月１６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。
３）第４回キャビネット会議が５月２０日（日）１３:３０からホテルサンシャ
　イン徳島で開催されました。白石誠一１ＺＣ、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。
４）１Ｚ合同ラッパ会が５月２４日（木）１９:００からユアーズで開催され
　ます。能瀬伸一副幹事、青野泰介副ライオン･テーマー、大上幸雄
　副テール･ツイスター出席します。
５）第６４回３３６複合地区年次大会が５月２６日（土）～２７日（日）岡山
　市で開催されます。
　佐伯澄男会長、後藤達也幹事、福山宏会計、伊藤龍一第一副会
　長、能瀬伸一副幹事、岡田賢治副会計が出席します。
６）準備リジョン会議が６月２日（土）１３:４０からホテルグランフォーレ
　で開催されます。
　伊藤龍一第一副会長、能瀬伸一副幹事、岡田賢治副会計が出
　席します。
７）２リジョン年次会合並びに懇親会が６月２日（土）１５:００から ホテ
　ルグランフォーレで開催されます。伊藤嘉秀１ＺＣＡ、次期福山 宏
　MC･ライオンズ情報･地区誌･大会参加委員長、佐伯澄男会長、
　後藤達也幹事、福山宏会計、伊藤龍一第一副会長、能瀬伸一副
　幹事、岡田賢治副会計が出席します。
８）次期クラブ三役オリエンテーションが６月３日（日）14:00 から今治
　国際ホテルで開催されます。伊藤龍一第一副会長、能瀬伸一副
　幹事、岡田賢治副会計が出席します。
９）１Ｚ準備ゾーン会議が６月９日（土）17:50 からユアーズで開催さ
　れます。
　伊藤龍一第一副会長、能瀬伸一副幹事、岡田賢治副会計が出
　席します。
10）１Ｚ年次会合並びに引継ぎ会が６月９日（土）１８:３０からユアー
　ズで開催されます。　
　白石誠一１ＺＣ、伊藤嘉秀１ＺＣＡ、次期福山宏MC･ライオンズ情
　報･地区誌･大会参加委員長、佐伯澄男会長、後藤達也幹事、福
　山 宏会計、真木泰彦会員理事、伊藤龍一第一副会長、能瀬伸
　一副幹事、岡田賢治副会計、大竹崇夫会員会則副委員長が出
　席します。
■委員会報告
　計画財務委員会　期末商戦について
　青少年委員会　　岡部歩乃佳後援会入会について
　環境保全委員会　２Ｒ合同アクティビティについて

■出席報告　
　会員数５５名、出席者３７名、欠席者１８名、出席率６７.３％
■テール・ツイスタータイム　
　ドネーション ６３，０００円　ファイン ５００円
■ライオンズ・ローア　
　福山 宏ライ

オン
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遠征家族会を開催して
　計画財務委員長　　新 田  久 司　　　　　開催日：平成３０年４月２２日（日）　開催地：レオマワールド　　　
　　　　　　　　　　　　　　　        　

　4月22日(日)に今期 2回目の「小
豆島」への遠征家族会を開催いた
しました。
　当日は天候にも恵まれて メンバ
ー、ご家族２９名にて 朝６時４５分
集合で AM7:00 にバスにて出発い

たしました。
　みなさん時間厳守で集合していただいて予定通り
商工会議所を出発することが出来ました。また、お
見送りに来ていただいたメンバーのみなさま 朝早く
からありがとうございました。
　スタートし順調に高松港に向かいました。
ところが、高松港に 近づくと かなりの濃霧でほとん
ど前が見えない状況で、こんなに晴天なのになんと
フェリーが欠航とのことでいつ出航出来るか分から
ないとのことです。
　まさかの展開で、このまま待つか行き先を変更す
るかで迷いましたが、 時間も限られていますので、 
みなさんの同意のもと行き先をレオマワールドに変更
いたしました。
　後で聞いた話ですが、結局フェリーは２時間遅れ
の AM11:00 に出航したそうです。
　そして、レオマワールドに向かい AM11:00 には
到着しました。
　当日は、チューリップ園の見学と ランチバイキング
と遊園地、お風呂のセット券で入場していただき４月
度第二例会を行った後に バイキング料理やお風呂
などゆっくりと一日を過ごしていただきました。

　特にバイキングでは みなさんもう食べて 飲むしか
ないので、昼からかなり飲まれていたようです。
　これで多少は気分も晴れたのではないかと思いま
す。
　そして、PM4:00 にレオマワールドを後にし バス
にて商工会議所に PM5:30 分位に帰ってまいりまし
た。
　今回は、大幅な予定変更になりご参加いただい
たメンバー、ご家族のみなさまに大変ご迷惑をおか
け致しまして申し訳ございませんでした。
　そして、委員会のメンバーのみなさん準備の時か
ら当日まで大変ありがとうございました。
　いろいろハプニングもありましたが無事に終れたの
も、ご参加のみなさまのご協力があってのことだと思
います。大変お疲れ様でした。
　最後に、このハプニングも旅の醍醐味ということ
でご容赦ください。

　先日、３回目の家族会に参加させて頂
きました。
　今回は小豆島に日帰り旅行という事
で、娘も私も数日前から楽しみにしていま
した。
　娘はバスが初めてでしたし、ずっと忙
しく一緒に過ごす時間の少ないパパが、
一緒にお出掛け出来ることを前日の夜に
娘に伝えると、飛び跳ねて喜んでいまし
た。
　そんな娘の喜ぶ姿を見ると、私も心か
ら嬉しく感じました。
　朝早くからの集合でしたが、文句一つ言わず終
始ご機嫌で出発し、バスに乗り込みコンビニおにぎ
りを頬張りながら、「楽しみだね～」と良いながら微
笑む娘が可愛かったです。
　バスが出発すればすぐ眠るだろうと思いました
が、いつもとは違う雰囲気に興奮気味で、最初は
私の隣にいたのですが、やっぱりパパの隣に行き、
パパのウトウトにつられるようにやがて寝てしまいまし
た。
　フェリー乗り場に到着して起きた娘は、霧の中を
楽しそうに走っていました。可愛かったので沢山写
真をとりました。
　濃霧のため、フェリーが出航できず、行き先がレ
オマワールドに変更になりましたが、レオマワールド
では春の地中海ランチバイキングを楽しみ、ランチ
の跡のデザートも女性だけ苺のプレミアムスイーツバ
イキングを利用でき、苺大好きな娘は大喜びで、チ
ョコレートフォンデュをかけた苺を何度もお代わりし
ていました。
　レオマワールドは、以前高松に住んでいた事もあ
り、何度か遊園地の方を利用したことがあったので、
最初は遊園地に行きたいとだだっ子になりましたが、
時間的余裕を考えて花ワールドで過ごしました。

　ハーバリウムワークショップにてハーバリウム手作
り体験をしましたが、とても綺麗に作る事が出来た
と思います。帰って来てからも娘のお気に入りで、

自分がよく座る席の近くに置いてよく眺め
ています。
　集合前にホテル内のキッズパークのよう
な所で過ごしたのですが、近くに室内プ
ールもあり、それを目にした娘は、プール
で泳ぎたいとパパに何度もうったえていま
した。
　今度はレオマワールドの宿泊を利用し、
是非プールで遊びたいと思います。その
為にはパパに頑張ってもらい、家族の時
間をもっととってもらいたいと思います。
　主人は娘を大変愛してくれています

が、とても真面目な性格で、何事にも手抜きをする
事ができない人なので、これからのライオンズの活
動も程々に頑張ってもらいたいと思います。
　とても楽しい家族会でした。
本当にありがとうございました。
　追伸、主人の編集後記の記述にもありましたが、
花ワールドで、娘が愛してやまない「ハグタン」（プ
リキュア参照）を無くしてしまい、新居浜に帰って
からレオマワールドに連絡をすると、忘れ物に届い
ており、郵送して
頂けるとの事でし
た。
　その日の夕方だ
ったのですが、レ
オマワールドの対
応に感謝でした。
　２日遅れで帰っ
てきたハグタンに
娘は「ハグタン、
レオマワールドお
泊まり楽し かっ
た？」と聞いてい
たのも楽しい思い
出となりました。

家族会に参加して
譽 田  亜 希　（譽田 幸弘ファミリー）　　　　　　　　　        　

■ライオンズの誓い唱和　高橋尚毅ライ
オン

■会長挨拶　佐伯澄男会長
■審議事項　なし
■幹事報告
１）2R合同アクティビティ遍路道清掃活動１Ｚ開会式が５月１３日（日）
　6:30 から会式山根公園河川敷駐車場で行われました。
　＜新居浜 LC清掃場所＞　　　　　　　　　　　　　　　
　ＪＡ上部西支所から桜井バス停前まで　東行き　
　ＪＡ上部西支所から中萩小学校近く萩生庵まで　西行き
　参加者　２５名
　Ｌ佐伯澄男、Ｌ鈴木雅志、Ｌ伊藤龍一、Ｌ後藤達也、Ｌ福山  宏、
　Ｌ松浦一雄、Ｌ青野泰介、Ｌ宇野博文、Ｌ伊藤嘉秀、Ｌ有富正治、
　Ｌ伊藤久門、Ｌ山下邦俊、Ｌ山口  泰、Ｌ徳村  明、Ｌ白石誠一、　
　Ｌ大上幸雄、Ｌ加藤久博、Ｌ石川  稔、Ｌ岡村真里哉、Ｌ真鍋憲夫、
　Ｌ能瀬伸一、Ｌ天野  淳、Ｌ村上順一郎、Ｌ川嶋理之、Ｌ小野周平
２）第８回キャビネット準備内局会議が５月１６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。
３）第４回キャビネット会議が５月２０日（日）１３:３０からホテルサンシャ
　イン徳島で開催されました。白石誠一１ＺＣ、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。
４）１Ｚ合同ラッパ会が５月２４日（木）１９:００からユアーズで開催され
　ます。能瀬伸一副幹事、青野泰介副ライオン･テーマー、大上幸雄
　副テール･ツイスター出席します。
５）第６４回３３６複合地区年次大会が５月２６日（土）～２７日（日）岡山
　市で開催されます。
　佐伯澄男会長、後藤達也幹事、福山宏会計、伊藤龍一第一副会
　長、能瀬伸一副幹事、岡田賢治副会計が出席します。
６）準備リジョン会議が６月２日（土）１３:４０からホテルグランフォーレ
　で開催されます。
　伊藤龍一第一副会長、能瀬伸一副幹事、岡田賢治副会計が出
　席します。
７）２リジョン年次会合並びに懇親会が６月２日（土）１５:００から ホテ
　ルグランフォーレで開催されます。伊藤嘉秀１ＺＣＡ、次期福山 宏
　MC･ライオンズ情報･地区誌･大会参加委員長、佐伯澄男会長、
　後藤達也幹事、福山宏会計、伊藤龍一第一副会長、能瀬伸一副
　幹事、岡田賢治副会計が出席します。
８）次期クラブ三役オリエンテーションが６月３日（日）14:00 から今治
　国際ホテルで開催されます。伊藤龍一第一副会長、能瀬伸一副
　幹事、岡田賢治副会計が出席します。
９）１Ｚ準備ゾーン会議が６月９日（土）17:50 からユアーズで開催さ
　れます。
　伊藤龍一第一副会長、能瀬伸一副幹事、岡田賢治副会計が出
　席します。
10）１Ｚ年次会合並びに引継ぎ会が６月９日（土）１８:３０からユアー
　ズで開催されます。　
　白石誠一１ＺＣ、伊藤嘉秀１ＺＣＡ、次期福山宏MC･ライオンズ情
　報･地区誌･大会参加委員長、佐伯澄男会長、後藤達也幹事、福
　山 宏会計、真木泰彦会員理事、伊藤龍一第一副会長、能瀬伸
　一副幹事、岡田賢治副会計、大竹崇夫会員会則副委員長が出
　席します。
■委員会報告
　計画財務委員会　期末商戦について
　青少年委員会　　岡部歩乃佳後援会入会について
　環境保全委員会　２Ｒ合同アクティビティについて

■出席報告　
　会員数５５名、出席者３７名、欠席者１８名、出席率６７.３％
■テール・ツイスタータイム　
　ドネーション ６３，０００円　ファイン ５００円
■ライオンズ・ローア　
　福山 宏ライ

オン
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会計退任ごあいさつ
会 計　福 山 　宏　　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

　佐伯会長と後藤幹事の元で会
計を務めさせて早くも一年が経ち
ました。
　私は初の会計という役職を経験
させていただきました。
　会計だけの仕事だけでなくいろ

んな方面から忙しい会長と幹事を支えれるようにと
の思いで努めさせていただきました。
　しかし会長がリーダーシップをきっちりと発揮し幹
事は詳細な段取りをしていたので私の出番はそうそ
う無かったように思います。

　実際、例会も多くのアクトも抜かることなくよく出
来ていたと思います。
　せめて三役の１人として出れる行事にはきっちりと
出ようとしておりましたが足の怪我もあり、仕事の事
もあり、１００％の力を注ぐには至らなかったと後悔
しているところです。
　それぞれの委員会の皆さんが責任を持って事業
を考え、行動していただきこの一年を無事に終える
事が出来ました。
　皆様、誠に有難うございました。

献血・献眼登録奉仕活動を開催して
保健福祉委員長　真 鍋  憲 夫　　実施日：平成３０年５月６日（日）　場所：イオンモール新居浜駐車場　
　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

第３回

　大型連休最終日の 5 月 6日（日）
に実施されることになり参加者が
あやぶまれました。
 いつも通り 9 時に商工会館の倉
庫前に役員数名が集合し備品を
車に積み込み会場に向かいまし

た。幸いお天気も上々で、日赤さんも来られてテン
トを設営されていました。
 10 時よりいよいよ奉仕活動開始。
何人かの方が受付をいまかいまかと待っておられま
した。暑くも寒くもないベストシーズンです。
　今回の特徴としては第２回の実施日が１月末でし
たので、４か月間を開けないといけない女性の方
が日数的に間が空いてなくて少なくなりました。
その分男性が多かったようです。
　骨髄バンクの森實さんも「献血者が少ないなあ
～」と心配してくださいました。
　それでも、イオンの特設会場ではウルトラマンの
実演ショーや写真撮影会、握手会などが開催され
て、たくさんの親子連れがつめかけ盛り上がってい
ました。
　メンバーも１６名参加、家族の方々もボランティア
として協力して下さり、それなりの成果を出すこと
が出来ました。
　献眼登録は、中田君江さんの活躍で４２名も登

録してもらえ本当に感激しました。
　また、元メンバーの方も来訪され親交を温めるこ
とが出来ました。
　今年度の活動は、今回で終了ですが年次大会
では、最優秀賞を頂く栄誉を獲得でき本当に嬉しく
存じました。
　本当に、一年間のご協力ありがとうございました。
心より厚くお礼申しあげます。
結果
　献血受付 　 １６９名　400ml 献血　 １５０名
　不採血者　　 １９名　 献眼登録者　  ４２名
　骨髄バンク登録者　９名

　次年度、336-A 地区キャビネットへ出向してＭＣ・
ライオンズ情報・地区誌・大会参加委員長として
働くことになりました。
　２月頃より月２回の準備会議に出向き私は何をす
るのかを考えながら活動準備に入っております。
　まずは当委員会の活動方針を決めて各資料に掲
載し周知しなければなりません。そこで作成したの
が「ＭＣ・ライオンズ情報・地区誌・大会参加委
員会活動方針」
・ＭＣ（マーケティング・コミュニケーション）の実現
・地区誌「四国」を通じてライオンズ情報・大会
　参加喚起・マスコミへのアピール。
・ＭｙＬｉｏｎの普及促進。ライオンズをＭｙＬｉｏｎへ招
　待しましょう。
以上３点を基本に掲げて肉付けを行い委員長とし
て９Ｒの委員が理解しやすいように作成しました。
　４月２９日に今治国際ホテルにて「次期地区役員・
委員研修会」が開催されした。

　次期のキャビネット立ち上げの為の会で現・次期
ガバナーは勿論のことＲＣ、ＺＣ、各地区委員長、
各委員と召集がかけられました。
　まずは全体会としてガバナー方針等が全員に伝
えられました。
　その後分科会にて私は委員長の立場から９Ｒの
９人の委員に詳細な事を周知しました。
　私の委員会は地区誌「四国」を作るという仕事
のウェイトが重く各委員からも地区誌「四国」作成
に関する意見や質問が飛び交いました。
　私が回答に困っていると副委員長や現委員長が
フォローしてくださって何とか乗り切る事ができまし
た。しかしながら私の仕事はまだまだ始まりにも辿り
着いておりません。
　まずは第一号の「四国」を作るために原稿依頼、
印刷会社との打ち合わせ等、忙しい日々が始まっ
たばかりです。
　なんとか一年間をやりとげれるように頑張っていき
ます。

次期地区役員・委員研修会に参加して
　次期３３６－Ａ地区ＭＣ・ライオンズ情報・地区誌・大会参加委員長　　福 山 　宏　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　        　

３３６－Ａ地区次期委員長就任挨拶並びに

次期RC・地区委員長・副幹事研修会

■ライオンズの誓い唱和　高橋尚毅ライ
オン

■会長挨拶　佐伯澄男会長
■審議事項　なし
■幹事報告
１）2R合同アクティビティ遍路道清掃活動１Ｚ開会式が５月１３日（日）
　6:30 から会式山根公園河川敷駐車場で行われました。
　＜新居浜 LC清掃場所＞　　　　　　　　　　　　　　　
　ＪＡ上部西支所から桜井バス停前まで　東行き　
　ＪＡ上部西支所から中萩小学校近く萩生庵まで　西行き
　参加者　２５名
　Ｌ佐伯澄男、Ｌ鈴木雅志、Ｌ伊藤龍一、Ｌ後藤達也、Ｌ福山  宏、
　Ｌ松浦一雄、Ｌ青野泰介、Ｌ宇野博文、Ｌ伊藤嘉秀、Ｌ有富正治、
　Ｌ伊藤久門、Ｌ山下邦俊、Ｌ山口  泰、Ｌ徳村  明、Ｌ白石誠一、　
　Ｌ大上幸雄、Ｌ加藤久博、Ｌ石川  稔、Ｌ岡村真里哉、Ｌ真鍋憲夫、
　Ｌ能瀬伸一、Ｌ天野  淳、Ｌ村上順一郎、Ｌ川嶋理之、Ｌ小野周平
２）第８回キャビネット準備内局会議が５月１６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。
３）第４回キャビネット会議が５月２０日（日）１３:３０からホテルサンシャ
　イン徳島で開催されました。白石誠一１ＺＣ、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。
４）１Ｚ合同ラッパ会が５月２４日（木）１９:００からユアーズで開催され
　ます。能瀬伸一副幹事、青野泰介副ライオン･テーマー、大上幸雄
　副テール･ツイスター出席します。
５）第６４回３３６複合地区年次大会が５月２６日（土）～２７日（日）岡山
　市で開催されます。
　佐伯澄男会長、後藤達也幹事、福山宏会計、伊藤龍一第一副会
　長、能瀬伸一副幹事、岡田賢治副会計が出席します。
６）準備リジョン会議が６月２日（土）１３:４０からホテルグランフォーレ
　で開催されます。
　伊藤龍一第一副会長、能瀬伸一副幹事、岡田賢治副会計が出
　席します。
７）２リジョン年次会合並びに懇親会が６月２日（土）１５:００から ホテ
　ルグランフォーレで開催されます。伊藤嘉秀１ＺＣＡ、次期福山 宏
　MC･ライオンズ情報･地区誌･大会参加委員長、佐伯澄男会長、
　後藤達也幹事、福山宏会計、伊藤龍一第一副会長、能瀬伸一副
　幹事、岡田賢治副会計が出席します。
８）次期クラブ三役オリエンテーションが６月３日（日）14:00 から今治
　国際ホテルで開催されます。伊藤龍一第一副会長、能瀬伸一副
　幹事、岡田賢治副会計が出席します。
９）１Ｚ準備ゾーン会議が６月９日（土）17:50 からユアーズで開催さ
　れます。
　伊藤龍一第一副会長、能瀬伸一副幹事、岡田賢治副会計が出
　席します。
10）１Ｚ年次会合並びに引継ぎ会が６月９日（土）１８:３０からユアー
　ズで開催されます。　
　白石誠一１ＺＣ、伊藤嘉秀１ＺＣＡ、次期福山宏MC･ライオンズ情
　報･地区誌･大会参加委員長、佐伯澄男会長、後藤達也幹事、福
　山 宏会計、真木泰彦会員理事、伊藤龍一第一副会長、能瀬伸
　一副幹事、岡田賢治副会計、大竹崇夫会員会則副委員長が出
　席します。
■委員会報告
　計画財務委員会　期末商戦について
　青少年委員会　　岡部歩乃佳後援会入会について
　環境保全委員会　２Ｒ合同アクティビティについて

■出席報告　
　会員数５５名、出席者３７名、欠席者１８名、出席率６７.３％
■テール・ツイスタータイム　
　ドネーション ６３，０００円　ファイン ５００円
■ライオンズ・ローア　
　福山 宏ライ

オン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



　５月３日に佐伯会長と一緒に
SANTA ANA L ions  C lub に
例会訪問しました。
　１８時に伺いましたが、会員皆
さんが集まったのは約１時間後くら
いでした。

　食事をし例会が始まったのはさらにその後３０分
から４０分ぐらい経ったころでしょうか。
　今回の例会には、ガバナーもいらっしゃってその
中で姉妹提携についての話しも行われました。
ガバナーも今回の姉妹提携についてとても喜んでい
て無事姉妹提携出来る事を願ってるということでし
た。例会は、とても活発に行われ審議事項につい
ても質疑応答が沢山行われ進んでいきました。
　そして、何名かのメンバーが自分の意見の発表
をし、姉妹提携にむけても日程や必要物の確認を
皆で行い例会は終了しました。
　終わったのは２１時半近くとなり、１時間半近くの
例会の中たくさんの活動報告もありましたが、質疑
応答の時間が多かったと思います。

　このような例会もあるんだなぁとまた１つ知る事が
できた例会訪問でした。
　SANTA ANA Lions Club の皆さんは今回も
大歓迎していただき、新居浜ライオンズクラブとの
姉妹提携をとても楽しみにしています。
　訪問回数重ねる毎に知らない事を知り、また ラ
イオンズクラブの活動内容も他国がどのよような事を
してるのかを知り訪問出来て良かった思います。
この提携が両クラブにとって必ず実りある姉妹提携
になると思います。

SANTA ANA Lions Clubに例会訪問して
　青少年委員会　　岡 村  真 里 哉　　訪問日：平成 30 年 5 月 3 日　場所：フィリピン共和国ダバオ市　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

第 1384 回　5 月第二例会
5月 23日（水）12 : 15～ ユアーズ

ライオンズ情報ライオンズ情報ライオンズ情報

例  会  報  告

第 1383 回　5 月第一例会
5月 9日（水）12 :15～ ユアーズ

　指名委員会の皆様にご推薦を
頂きまして、次年度の第二副会長
を仰せつかりました。
　平成２１年６月に、次期第一副
会長の古川貴章さんと共に入会さ
せて頂き、これまで先輩方につい

て行くのがやっとの自分が大役を務めることができる
のかと不安で一杯です。
　指名委員会委員長をされていた鈴木雅志大先
輩からは、合うたびに「おい、第二副会長！」と声
をかけて頂きますが、そのたびにやっぱり私では務
まらないのではと自分を振り返る日々です。
　これまで大役をお受けするたびに思い出すのは、
私の恩師、瑞應寺前住職 楢崎一光老師の教え
『百尺竿頭 進一歩』「百尺 約３０ｍの竿の先に立
って留まらず、さらに一歩 歩を進めて命をも投げ出
して世に尽くせ！」という言葉です。
　この言葉を思い出すたびに自分を奮い立たせて
きました。しかしながら今回のお役だけは、本当に
落ちたらどうしようかと怯む心を拭い去れません。
　以前にもありました。１４年前に新居浜青年会議

所の創立４０周年の理事長をさせて頂くときも同じ
思いでいた。
　その時には、楢崎一光老師はご逝去されていま
したので、その高弟である方を訪問し、老師なら
何と言われるかと尋ねると「いつも貴方に老師が話
されていた教えのままです。『萬物同根、天下一品』
この世のものは、全て同じ根っこから生まれてきて
いるのだから、周囲の仲間を信じ、この世にたった
一つしかない貴方の命を精一杯生き抜くしかない。
　そう言うでしょうね。」と教えて頂きました。
何年経っても自信の持てない自分を不甲斐なく思い
ながら、その頃を思い出しました。
　３年後、新居浜ライオンズクラブは、６０周年を
迎えます。私の願いは、その時に今いるメンバー
の皆さんが全員お元気で一緒に居て頂きたい。
　共に祝杯を上げて頂きたいということだけです。
今暫く飛ぶ鳥を落とす勢いの伊藤龍一次期会長
と、せごどんのような古川貴章第一副会長の背中
を見て、学ばせて頂きます。
　皆様、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上
げます。

第二副会長就任ご挨拶
次期第二副会長　伊 藤  嘉 秀　　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

■ライオンズの誓い唱和　金田智行ライ
オン

■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）次期キャビネット協力金のお願いについて
　先日第６４回地区年次大会において関野邦夫が地区ガバナーエ
　レクに選任され、２Ｒ内に３３６-Ａ地区においてキャビネットを設立、
　２Ｒ各クラブ会員の皆様に協力のほどお願いします。
　（基本）正会員一人当たり１０,０００円
　（内訳）今期５,０００円×５月末の正会員数、来期５,０００円×７月
　末の正会員数
３）各会議登録料について
・準備リジョン会議６月２日（土）
　４,５００円 (1,500 円×3名 ) 支出します　　　　　　
・２Ｒ年次会合並びに懇親会
　６月２日（土）４２,０００円 (7,000 円×6名 ) 支出します。
・１Ｚ年次会合並びに引継ぎ会
　６月９日（土）４０,０００円 (5,000 円×8名 ) 支出します。
４）４月家族会決算報告について
５）委員会開催変更について
　青少年委員会　５月１１日（金）
　　事務局　→　場所未定 ( 懇親会 )　１８:３０～
　ＰＲ広報委員会　５月２４日（木）
　　事務局　→　丹羽　１８:３０～
　計画財務委員会　６月 ７日（木）
　　事務局　→　　６月 ６日（水）１８:００～
■幹事報告
１）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～ 新居浜 LC 事務局で開催。天野淳環
　境保全委員長、後藤達也幹事が出席。
２）次期地区役員･委員研修会が４月２９日（日）１３:３０～  今治国
　際ホテルで開催されました。次期福山宏 MC･ライオンズ情報･　
　地区誌･大会参加委員長出席しました。
３）ＳＡＮＴＡ ＡＮＡ ＬＣの例会　５月３日（木）18:00 ～　SANTA
　ANA LC 事務局を訪問しました。佐伯澄男会長、Ｌ岡村真里哉
　が出席しました。
４）第３回献血・献眼奉仕が５月６日（日）10:00 ～ イオンモール
　新居浜駐車場で行われました。
　（献血者） 受付者 １６９名、採血者 １５０名、不採血者 １９名
　（献眼登録者）　４２名、（骨髄バンク登録者）　９名　
　（臓器提供意志カード配布数）２５０枚
　L有富正治、L伊藤嘉秀、L伊藤龍一、L金田智行、L後藤達也、
　L近藤充徳、L佐伯澄男、L田村征夫、L中田君江、L永易明洋、
　L能瀬伸一、L福山　宏、L真鍋憲夫、L村上博昭、L山口　泰、
　L山下邦俊　１６名が参加しました。
５）次期会員手帳打合せ会が５月７日（月）13:30 ～ 新居浜中央
　LC事務局で行われます。
　次期大竹崇夫会員会則委員長が出席します。
６）2R 合同アクティビティ遍路道清掃活動が５月１３日（日）6：30
　～ 山根公園河川敷駐車場で開会式が行われます。新居浜 LC
　清掃場所は次の通りです。　
　ＪＡ上部西支所から桜井バス停前まで（東行き）、ＪＡ上部西支所
　から中萩小学校近く萩生庵まで（西行き）
７）第４回キャビネット会議が５月２０日（日）13:30 ～ ホテルサンシ
　ャイン徳島で行われます。
　白石誠一１ＺＣ、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。
■委員会報告
　計画財務委員会　家族会について

　保健福祉委員会　第３回献血・献眼奉仕について
　環境保全委員会　２Ｒ合同アクティビティについて
■出席報告
　会員数 ５５名、出席者 ４７名、欠席者 ８名、出席率 85.5%
■テール・ツイスタータイム　
　ドネーション ８3,０００円　ファイン ５００円
■ライオンズ・ローア
　藤縄 洲二ライ

オン

　　　　　　　　　　　　　　

■ライオンズの誓い唱和　高橋尚毅ライ
オン

■会長挨拶　佐伯澄男会長
■審議事項　なし
■幹事報告
１）2R合同アクティビティ遍路道清掃活動１Ｚ開会式が５月１３日（日）
　6:30 から会式山根公園河川敷駐車場で行われました。
　＜新居浜 LC清掃場所＞　　　　　　　　　　　　　　　
　ＪＡ上部西支所から桜井バス停前まで　東行き　
　ＪＡ上部西支所から中萩小学校近く萩生庵まで　西行き
　参加者　２５名
　Ｌ佐伯澄男、Ｌ鈴木雅志、Ｌ伊藤龍一、Ｌ後藤達也、Ｌ福山  宏、
　Ｌ松浦一雄、Ｌ青野泰介、Ｌ宇野博文、Ｌ伊藤嘉秀、Ｌ有富正治、
　Ｌ伊藤久門、Ｌ山下邦俊、Ｌ山口  泰、Ｌ徳村  明、Ｌ白石誠一、　
　Ｌ大上幸雄、Ｌ加藤久博、Ｌ石川  稔、Ｌ岡村真里哉、Ｌ真鍋憲夫、
　Ｌ能瀬伸一、Ｌ天野  淳、Ｌ村上順一郎、Ｌ川嶋理之、Ｌ小野周平
２）第８回キャビネット準備内局会議が５月１６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。
３）第４回キャビネット会議が５月２０日（日）１３:３０からホテルサンシャ
　イン徳島で開催されました。白石誠一１ＺＣ、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。
４）１Ｚ合同ラッパ会が５月２４日（木）１９:００からユアーズで開催され
　ます。能瀬伸一副幹事、青野泰介副ライオン･テーマー、大上幸雄
　副テール･ツイスター出席します。
５）第６４回３３６複合地区年次大会が５月２６日（土）～２７日（日）岡山
　市で開催されます。
　佐伯澄男会長、後藤達也幹事、福山宏会計、伊藤龍一第一副会
　長、能瀬伸一副幹事、岡田賢治副会計が出席します。
６）準備リジョン会議が６月２日（土）１３:４０からホテルグランフォーレ
　で開催されます。
　伊藤龍一第一副会長、能瀬伸一副幹事、岡田賢治副会計が出
　席します。
７）２リジョン年次会合並びに懇親会が６月２日（土）１５:００から ホテ
　ルグランフォーレで開催されます。伊藤嘉秀１ＺＣＡ、次期福山 宏
　MC･ライオンズ情報･地区誌･大会参加委員長、佐伯澄男会長、
　後藤達也幹事、福山宏会計、伊藤龍一第一副会長、能瀬伸一副
　幹事、岡田賢治副会計が出席します。
８）次期クラブ三役オリエンテーションが６月３日（日）14:00 から今治
　国際ホテルで開催されます。伊藤龍一第一副会長、能瀬伸一副
　幹事、岡田賢治副会計が出席します。
９）１Ｚ準備ゾーン会議が６月９日（土）17:50 からユアーズで開催さ
　れます。
　伊藤龍一第一副会長、能瀬伸一副幹事、岡田賢治副会計が出
　席します。
10）１Ｚ年次会合並びに引継ぎ会が６月９日（土）１８:３０からユアー
　ズで開催されます。　
　白石誠一１ＺＣ、伊藤嘉秀１ＺＣＡ、次期福山宏MC･ライオンズ情
　報･地区誌･大会参加委員長、佐伯澄男会長、後藤達也幹事、福
　山 宏会計、真木泰彦会員理事、伊藤龍一第一副会長、能瀬伸
　一副幹事、岡田賢治副会計、大竹崇夫会員会則副委員長が出
　席します。
■委員会報告
　計画財務委員会　期末商戦について
　青少年委員会　　岡部歩乃佳後援会入会について
　環境保全委員会　２Ｒ合同アクティビティについて

■出席報告　
　会員数５５名、出席者３７名、欠席者１８名、出席率６７.３％
■テール・ツイスタータイム　
　ドネーション ６３，０００円　ファイン ５００円
■ライオンズ・ローア　
　福山 宏ライ

オン
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新会員オリエンテーション
PR 広報委員会　　日時：平成３０年　５月８日（火）18:30 ～　　場所：ユアーズ　　　　　　　　　　　　
　　　　　　        　

新居浜ライオンズクラブ

　新会員オリエンテーションが真木泰彦会員会則委
員長の司会進行で、佐伯会長の挨拶に続き白石誠
一 2R-1ZC の講義が始まりました。
　配付された資料に基づき新居浜ライオンズクラブ
の概要説明、クラブの歴史、クラブの所属と地区割
について、クラブの活動期間、会員の三大義務で
ある①例会出席、②会費の納入、③奉仕について
以上をわかりやすく説明し、質疑応答しながらの講
義となりました。

　続いて各委員長、ライオンテーマー、テールツイ
スターがそれぞれの役割・事業説明が行われまし
た。
　講義の後の懇親会の中でも質疑応答の形でさら
に新居浜ライオンズクラブの活動を理解して頂けた
ようです。
新会員：金田智行ライ

オン、高橋尚毅ライ
オン、中田君江ライ

オン、
徳村 明ライ

オン、小野周平ライ
オン　講義を受けました。

■ 趣味の時間 ■

囲碁の勧め５《最終回》
　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　新居浜ＬＣ囲碁部会　藤縄  洲二碁部会

遍路道清掃を行って
PR 広報委員会　徳 村 　明　　　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

2R 合同アクティビティ

　５月１３日（日）２Ｒ合同アクティビ
ティ遍路道清掃活動が開催されま
した。
　６時３０分から眠気の残る早朝に
も関わらず各クラブからの参加者
各位の熱気の伝わる開会式が山

根公園で開催され各清掃担当区域へ“いざ”出陣
しました。
　当新居浜ライオンズクラブは会長、環境保全委員
長以下２５名の強者が参加し、ＪＡ上部西支所を起
点として、桜井バス停までの東行き班と西行き萩生
庵までの班に分かれて、更に西行は２班に分かれて
讃岐街道の清掃活動を開始しました。
　当日は、雨の天気予報で心配していましたが、皆
様の日頃の行いの良さが天に通じ、すがすがしく清
掃作業にとりかかりました。
　住宅の前あたりはさすがにゴミの量は少量でした
が、脇道や空き地の周辺はポイ捨てゴミが目立ちや
はりマナーについて考えさせられるところでありまし
た。

　最近は、お遍路さんもバスツワーだけでなく、徒歩
による遍路巡礼を若い人や外国の方も増えきている
そうです。
　お遍路さんは、自分探しや開運健康祈願等それ
ぞれの目的を持って弘法大師と同行二人で巡礼さ
れます。
　今後も、四国八十八カ所の巡礼の遍路道を気持
ち良く巡礼出来るように、この清掃活動を続けて行き
ましょう。

日時：平成 30 年 5 月 13 日（日） 6:30 ～　
区間：旧街道　萩生庵前～大生院桜井バス停

　いよいよ最終回となりました。
これまで碁の基本的なルールを書
いてきましたが、なんとなくわかって
もらえたでしょうか。
　近々囲碁部会を再開したいと思
います。

　初心者歓迎しますので是非参加いただきまして、
趣味を増やしてもらいたいと思います。

　今回は石の形の呼び方です、これを覚えていると
少し出来るな、と敵に思わせられるかも知れません。

図 1　
　黒石１と一個あけて打ち
ます。
これが一番ポピュラーな形
で１間飛びと言います。
　黒２と２個開けて打つの
が２間飛び又は２間開き、３
個開けると３間開き、３間位
までこのように呼びます。

図 2
　黒１をケイマ。
将棋と同じです。黒２が大
ケイマといいます。

図 3
　黒１と白石の横に打つの
がツケ。
ツケに対し白２と片側に打
つのがハネと言います。
　このハネに黒３と２個続
けて打つのが伸び、この伸
びで辺の方に向かうのが
下がり。
　横へ行くのが引きとなります。

図 4
　このような時に黒１が１間
挟み、黒２が２間挟み。

図 5
　１間飛びの石に黒１と打
つのがのぞき、これに白２と
打つのが継ぎと言います。
　まあこんな感じです。あと
帽子、すべりとか色々ありま
す。

１

２

３

３図

１

２
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図４
１

２
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図５

１ 2

　碁盤には１９×１９の交点がありますがその中に黒い点が九つあります。
これを星と言い、中央の星を天元と呼びます。
　碁盤を世界と見たてて雄大な構想で碁を楽しんでください。
なんちゃ解らんとか言わんと気楽に聞きに来てくださいね。
長い間ありがとうございました。
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　５月３日に佐伯会長と一緒に
SANTA ANA L ions  C lub に
例会訪問しました。
　１８時に伺いましたが、会員皆
さんが集まったのは約１時間後くら
いでした。

　食事をし例会が始まったのはさらにその後３０分
から４０分ぐらい経ったころでしょうか。
　今回の例会には、ガバナーもいらっしゃってその
中で姉妹提携についての話しも行われました。
ガバナーも今回の姉妹提携についてとても喜んでい
て無事姉妹提携出来る事を願ってるということでし
た。例会は、とても活発に行われ審議事項につい
ても質疑応答が沢山行われ進んでいきました。
　そして、何名かのメンバーが自分の意見の発表
をし、姉妹提携にむけても日程や必要物の確認を
皆で行い例会は終了しました。
　終わったのは２１時半近くとなり、１時間半近くの
例会の中たくさんの活動報告もありましたが、質疑
応答の時間が多かったと思います。

　このような例会もあるんだなぁとまた１つ知る事が
できた例会訪問でした。
　SANTA ANA Lions Club の皆さんは今回も
大歓迎していただき、新居浜ライオンズクラブとの
姉妹提携をとても楽しみにしています。
　訪問回数重ねる毎に知らない事を知り、また ラ
イオンズクラブの活動内容も他国がどのよような事を
してるのかを知り訪問出来て良かった思います。
この提携が両クラブにとって必ず実りある姉妹提携
になると思います。

SANTA ANA Lions Clubに例会訪問して
　青少年委員会　　岡 村  真 里 哉　　訪問日：平成 30 年 5 月 3 日　場所：フィリピン共和国ダバオ市　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

第 1384 回　5 月第二例会
5月 23日（水）12 : 15～ ユアーズ

ライオンズ情報ライオンズ情報ライオンズ情報

例  会  報  告

第 1383 回　5 月第一例会
5月 9日（水）12 :15～ ユアーズ

　指名委員会の皆様にご推薦を
頂きまして、次年度の第二副会長
を仰せつかりました。
　平成２１年６月に、次期第一副
会長の古川貴章さんと共に入会さ
せて頂き、これまで先輩方につい

て行くのがやっとの自分が大役を務めることができる
のかと不安で一杯です。
　指名委員会委員長をされていた鈴木雅志大先
輩からは、合うたびに「おい、第二副会長！」と声
をかけて頂きますが、そのたびにやっぱり私では務
まらないのではと自分を振り返る日々です。
　これまで大役をお受けするたびに思い出すのは、
私の恩師、瑞應寺前住職 楢崎一光老師の教え
『百尺竿頭 進一歩』「百尺 約３０ｍの竿の先に立
って留まらず、さらに一歩 歩を進めて命をも投げ出
して世に尽くせ！」という言葉です。
　この言葉を思い出すたびに自分を奮い立たせて
きました。しかしながら今回のお役だけは、本当に
落ちたらどうしようかと怯む心を拭い去れません。
　以前にもありました。１４年前に新居浜青年会議

所の創立４０周年の理事長をさせて頂くときも同じ
思いでいた。
　その時には、楢崎一光老師はご逝去されていま
したので、その高弟である方を訪問し、老師なら
何と言われるかと尋ねると「いつも貴方に老師が話
されていた教えのままです。『萬物同根、天下一品』
この世のものは、全て同じ根っこから生まれてきて
いるのだから、周囲の仲間を信じ、この世にたった
一つしかない貴方の命を精一杯生き抜くしかない。
　そう言うでしょうね。」と教えて頂きました。
何年経っても自信の持てない自分を不甲斐なく思い
ながら、その頃を思い出しました。
　３年後、新居浜ライオンズクラブは、６０周年を
迎えます。私の願いは、その時に今いるメンバー
の皆さんが全員お元気で一緒に居て頂きたい。
　共に祝杯を上げて頂きたいということだけです。
今暫く飛ぶ鳥を落とす勢いの伊藤龍一次期会長
と、せごどんのような古川貴章第一副会長の背中
を見て、学ばせて頂きます。
　皆様、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上
げます。

第二副会長就任ご挨拶
次期第二副会長　伊 藤  嘉 秀　　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

■ライオンズの誓い唱和　金田智行ライ
オン

■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）次期キャビネット協力金のお願いについて
　先日第６４回地区年次大会において関野邦夫が地区ガバナーエ
　レクに選任され、２Ｒ内に３３６-Ａ地区においてキャビネットを設立、
　２Ｒ各クラブ会員の皆様に協力のほどお願いします。
　（基本）正会員一人当たり１０,０００円
　（内訳）今期５,０００円×５月末の正会員数、来期５,０００円×７月
　末の正会員数
３）各会議登録料について
・準備リジョン会議６月２日（土）
　４,５００円 (1,500 円×3名 ) 支出します　　　　　　
・２Ｒ年次会合並びに懇親会
　６月２日（土）４２,０００円 (7,000 円×6名 ) 支出します。
・１Ｚ年次会合並びに引継ぎ会
　６月９日（土）４０,０００円 (5,000 円×8名 ) 支出します。
４）４月家族会決算報告について
５）委員会開催変更について
　青少年委員会　５月１１日（金）
　　事務局　→　場所未定 ( 懇親会 )　１８:３０～
　ＰＲ広報委員会　５月２４日（木）
　　事務局　→　丹羽　１８:３０～
　計画財務委員会　６月 ７日（木）
　　事務局　→　　６月 ６日（水）１８:００～
■幹事報告
１）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～ 新居浜 LC 事務局で開催。天野淳環
　境保全委員長、後藤達也幹事が出席。
２）次期地区役員･委員研修会が４月２９日（日）１３:３０～  今治国
　際ホテルで開催されました。次期福山宏 MC･ライオンズ情報･　
　地区誌･大会参加委員長出席しました。
３）ＳＡＮＴＡ ＡＮＡ ＬＣの例会　５月３日（木）18:00 ～　SANTA
　ANA LC 事務局を訪問しました。佐伯澄男会長、Ｌ岡村真里哉
　が出席しました。
４）第３回献血・献眼奉仕が５月６日（日）10:00 ～ イオンモール
　新居浜駐車場で行われました。
　（献血者） 受付者 １６９名、採血者 １５０名、不採血者 １９名
　（献眼登録者）　４２名、（骨髄バンク登録者）　９名　
　（臓器提供意志カード配布数）２５０枚
　L有富正治、L伊藤嘉秀、L伊藤龍一、L金田智行、L後藤達也、
　L近藤充徳、L佐伯澄男、L田村征夫、L中田君江、L永易明洋、
　L能瀬伸一、L福山　宏、L真鍋憲夫、L村上博昭、L山口　泰、
　L山下邦俊　１６名が参加しました。
５）次期会員手帳打合せ会が５月７日（月）13:30 ～ 新居浜中央
　LC事務局で行われます。
　次期大竹崇夫会員会則委員長が出席します。
６）2R 合同アクティビティ遍路道清掃活動が５月１３日（日）6：30
　～ 山根公園河川敷駐車場で開会式が行われます。新居浜 LC
　清掃場所は次の通りです。　
　ＪＡ上部西支所から桜井バス停前まで（東行き）、ＪＡ上部西支所
　から中萩小学校近く萩生庵まで（西行き）
７）第４回キャビネット会議が５月２０日（日）13:30 ～ ホテルサンシ
　ャイン徳島で行われます。
　白石誠一１ＺＣ、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。
■委員会報告
　計画財務委員会　家族会について

　保健福祉委員会　第３回献血・献眼奉仕について
　環境保全委員会　２Ｒ合同アクティビティについて
■出席報告
　会員数 ５５名、出席者 ４７名、欠席者 ８名、出席率 85.5%
■テール・ツイスタータイム　
　ドネーション ８3,０００円　ファイン ５００円
■ライオンズ・ローア
　藤縄 洲二ライ

オン

　　　　　　　　　　　　　　

■ライオンズの誓い唱和　高橋尚毅ライ
オン

■会長挨拶　佐伯澄男会長
■審議事項　なし
■幹事報告
１）2R合同アクティビティ遍路道清掃活動１Ｚ開会式が５月１３日（日）
　6:30 から会式山根公園河川敷駐車場で行われました。
　＜新居浜 LC清掃場所＞　　　　　　　　　　　　　　　
　ＪＡ上部西支所から桜井バス停前まで　東行き　
　ＪＡ上部西支所から中萩小学校近く萩生庵まで　西行き
　参加者　２５名
　Ｌ佐伯澄男、Ｌ鈴木雅志、Ｌ伊藤龍一、Ｌ後藤達也、Ｌ福山  宏、
　Ｌ松浦一雄、Ｌ青野泰介、Ｌ宇野博文、Ｌ伊藤嘉秀、Ｌ有富正治、
　Ｌ伊藤久門、Ｌ山下邦俊、Ｌ山口  泰、Ｌ徳村  明、Ｌ白石誠一、　
　Ｌ大上幸雄、Ｌ加藤久博、Ｌ石川  稔、Ｌ岡村真里哉、Ｌ真鍋憲夫、
　Ｌ能瀬伸一、Ｌ天野  淳、Ｌ村上順一郎、Ｌ川嶋理之、Ｌ小野周平
２）第８回キャビネット準備内局会議が５月１６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。
３）第４回キャビネット会議が５月２０日（日）１３:３０からホテルサンシャ
　イン徳島で開催されました。白石誠一１ＺＣ、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。
４）１Ｚ合同ラッパ会が５月２４日（木）１９:００からユアーズで開催され
　ます。能瀬伸一副幹事、青野泰介副ライオン･テーマー、大上幸雄
　副テール･ツイスター出席します。
５）第６４回３３６複合地区年次大会が５月２６日（土）～２７日（日）岡山
　市で開催されます。
　佐伯澄男会長、後藤達也幹事、福山宏会計、伊藤龍一第一副会
　長、能瀬伸一副幹事、岡田賢治副会計が出席します。
６）準備リジョン会議が６月２日（土）１３:４０からホテルグランフォーレ
　で開催されます。
　伊藤龍一第一副会長、能瀬伸一副幹事、岡田賢治副会計が出
　席します。
７）２リジョン年次会合並びに懇親会が６月２日（土）１５:００から ホテ
　ルグランフォーレで開催されます。伊藤嘉秀１ＺＣＡ、次期福山 宏
　MC･ライオンズ情報･地区誌･大会参加委員長、佐伯澄男会長、
　後藤達也幹事、福山宏会計、伊藤龍一第一副会長、能瀬伸一副
　幹事、岡田賢治副会計が出席します。
８）次期クラブ三役オリエンテーションが６月３日（日）14:00 から今治
　国際ホテルで開催されます。伊藤龍一第一副会長、能瀬伸一副
　幹事、岡田賢治副会計が出席します。
９）１Ｚ準備ゾーン会議が６月９日（土）17:50 からユアーズで開催さ
　れます。
　伊藤龍一第一副会長、能瀬伸一副幹事、岡田賢治副会計が出
　席します。
10）１Ｚ年次会合並びに引継ぎ会が６月９日（土）１８:３０からユアー
　ズで開催されます。　
　白石誠一１ＺＣ、伊藤嘉秀１ＺＣＡ、次期福山宏MC･ライオンズ情
　報･地区誌･大会参加委員長、佐伯澄男会長、後藤達也幹事、福
　山 宏会計、真木泰彦会員理事、伊藤龍一第一副会長、能瀬伸
　一副幹事、岡田賢治副会計、大竹崇夫会員会則副委員長が出
　席します。
■委員会報告
　計画財務委員会　期末商戦について
　青少年委員会　　岡部歩乃佳後援会入会について
　環境保全委員会　２Ｒ合同アクティビティについて

■出席報告　
　会員数５５名、出席者３７名、欠席者１８名、出席率６７.３％
■テール・ツイスタータイム　
　ドネーション ６３，０００円　ファイン ５００円
■ライオンズ・ローア　
　福山 宏ライ

オン
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‥ 歴史の継承と未来への創造　We Serve ‥
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　歴史と伝統ある新居浜ライオン
ズクラブ第５８代会長を仰せつかり
ましてから早いもので退任の挨拶を
させて頂く時期になりました。
　スローガン、方針を考え会員皆
様に、お伝えをして組織作りをした

のが、つい昨日ことのように感じる、あっという間の
一年でした。
　手帳を見返して、この原稿を書きます。
336-A 地区合同アクティビティ・ライフジャケット贈呈、
愛リバー・愛ロード清掃活動、  ガバナー公式訪
問、  献血・献眼登録運動、  糖尿病予防の卓
話、 平和ポスターコンテスト、  世界ライオンズデ
ー１Ｚ合同早朝例会、  ダバオ日比祭り日本語スピ
ーチコンテスト、  第１回家族会、  全国障害者ス
ポーツ大会・岡部歩乃佳選手応援、  ２Ｒ親善ス
ポーツ大会、  えひめ学園との交流会、  第２８回
中学生英語スピーチコンテスト、  YCE２名を派
遣、  １Ｚ親善ボーリング大会、  １００% 例会達
成、  会長メインアクトでは１２名でフィリピン共和国
ダバオ市へ訪問をしてサマル島にカカオの苗木２００
本植樹、サマル島の子供達へ弁当と物資を供給、
ダバオ日本 人 墓 地を訪 問して献 花、SANTA 
ANA LIONS CLUB との交流会、  高知りょうま
ライオンズクラブ２０周年記念式典参加、  新居浜
中央ライオンズクラブ４０周年記念式典参加、  今

治くるしまライオンズクラブ２５周年記念式典参加、  
３３６－Ａ地区年次大会－徳島、  遠征家族会、  
２Ｒ合同アクティビティ遍路道清掃、  ３３６複合地
区年次大会－岡山など多くのアクトを会員皆様と共
にやり遂げることが出来ました。
　また毎月の理事委員長会、例会、各委員会への
出席、会報誌の内容も非常に素晴らしく立派な物
が出来ました。
　今年度は白石誠一２Ｒ－１Ｚゾーンチェアパーソン
を輩出したホストクラブでもありました皆様の、ご協
力で無事に、お支えすることが出来ました。
　そして私が会長になって一番やりたかった
SANTA ANA LIONS CLUB との姉妹提携を締
結出来る運びとなりました。
　それに至るまで何度もダバオまで一緒に行ってい
ただいた会員に感謝します。
　最後に私が会長をして一番、皆さんに、お伝え
したいのは、皆さん会長をやるべきです。
　確かに大変な事も多いですが、それ以上に何倍
も得るものの方が大きいです。
　これが会長を経験させて頂いた私からの会員皆
様へのメッセージです。
　また、私を支えてくれた後藤幹事、福山会計、
事務局員白石さんをはじめ役員、理事、委員長そ
して会員全員の皆様に心より、お礼を申し上げます。
本当に、ありがとうございました。

会長退任ご挨拶
会　長　佐 伯  澄 男　　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

新居浜ライオンズクラブ

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 (5月分 )

５５
３３
２６
４０
１５４

243
 30
78
 47
398

109,146
0

62,945
1,920

174,011

76.4
72.8
67.3
74.6
72.8

86.4
83.3
78.9
89.9
84.6

名 ％ ％ Ｈ 円

行  事  予  定
・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会（懇親会）６月１１日（月）18:30 ～ ユアーズ
６月第 1例会　　 　　　６月１３日（水）12:15 ～ ユアーズ
６月第２例会（夜間引継例会）６月２７日（水）18:00 ～ ユアーズ
準備理事･委員長会（次期）６月１９日（火）18:30 ～ 商工会館 3F
・委員会　（現・次期合同）
出席大会委員会　　６月　１日（金）18:30 ～　事務局
環境保全委員会　　６月　５日（火）18:30 ～　事務局
計画財務委員会　　６月　６日（水）18:00 ～　事務局
会員会則委員会　　６月　６日（水）18:30 ～　事務局
保健福祉委員会　　６月１４日（木）18:30 ～　事務局
青少年委員会　　　６月１５日（金）18:30 ～　事務局　
PR広報委員会　　 　　－ 　　　　－　　　－
・クラブ・その他行事予定
６月１４日（木）13:00 ～　えひめ学園　　
　平成３０年度えひめ学園・ひびき分校・わかば教室
　　　　　　　　　　　　　　　　　　関係機関連絡会議
６月２９日（金）  15:30 ～ 新居浜市庁舎
　平成３０年度英語スピーチコンテスト実行委員会
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　６月１０日（日）     9 :57 ～     新居浜ＣＣ
囲碁部会　　　　未定
つれづれの会　　６月１３日（水）　18:30 ～　  ダイニング繁
くらげの会　　　奇数月の予定   
スポーツ部会　　６月２２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
６月　２日（土）13:40 ～　ホテルグランフォーレ
　準備リジョン会議
６月　２日（土）15:00 ～　ホテルグランフォーレ
　２リジョン年次会合並びに懇親会
６月　３日（日）14:00 ～　今治国際ホテル
　次期クラブ三役オリエンテーション
６月　９日（土）17:50 ～　ユアーズ 
　１Ｚ準備ゾーン会議
６月　９日（土）18:30 ～　ユアーズ 
　１Ｚ年次会合並びに引継会
６月１７日（日）13:00 ～　ケーオーホテル　
　次期クラブ委員長スクール、献血・献眼セミナー

BIRTHDAY&MARRIAGE

6月 誕生日おめでとうございます
川嶋理之、土岐計一、近藤盛文、古川貴章

6 月 結婚記念日おめでとうございます
林　幸央、伊藤久門、山之内浩二、杉田友裕

5 月  理事・委員長会
5月 7日（月）18:30～ 商工会館3F研修室

幹事退任挨拶
幹 事　後 藤  達 也　　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

　退任挨拶の原稿依頼が来まし
た。
もう一年が経とうとしているようで
す。
　この一年振り返ると早かったなあ
～という思いと、あまりにもたくさん

の出来事がありすぎて就任当初の頃が、何年も前
のことのようにも思えて二つの感覚が入り交じってい
ます。
　就任前は、幹事という職務に対して歴代の幹事
さんを参考にさせて頂きながら、目標として物事に

対して常に先周りして準備を整えて、準備ができた
ら最後方に周り全体を見渡してフォローしていく…
そんなイメージを持って挑みましたが、蓋を開ける
と物事に着いて行くのが精一杯で、まったくイメー
ジ通りにできず自己採点すると４０点くらいです。
　至らぬこともたくさんあり申し訳なく思っています。
それでも私のクラブでの活動はこれからもまだまだ
続きます。
　不足している部分はこれからの活動で少しずつ
補っていこうと思っています。
　一年間ありがとうございました！

●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）次期キャビネット協力金のお願いについて
　先日第６４回地区年次大会において関野邦夫が地区ガバナーエ
　レクに選任され、２Ｒ内に３３６-Ａ地区においてキャビネットを設立、
　２Ｒ各クラブ会員の皆様に協力のほどお願いします。
　（基本）正会員一人当たり１０,０００円
　（内訳）今期５,０００円×５月末の正会員数
　　来期５,０００円×７月末の正会員数
３）各会議登録料について
・準備リジョン会議 ６月２日（土）
　４,５００円（1,500 円×3名）支出します　　　　　　
・２Ｒ年次会合並びに懇親会
　６月２日（土）４２,０００円 (7,000 円×6名 ) 支出します。
・１Ｚ年次会合並びに引継ぎ会
　６月９日（土）４０,０００円 (5,000 円×8名 ) 支出します。
４）４月家族会決算報告について
５）委員会開催変更について
　青少年委員会　５月１１日（金）
　　事務局　→　場所未定 ( 懇親会 )　１８：３０～
　ＰＲ広報委員会　５月２４日（木）
　　事務局　→　丹羽　１８:３０～
　計画財務委員会　６月 ７日（木）
　　事務局　→　　６月 ６日（水）１８:００～
●幹事報告
１）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～ 新居浜 LC事務局で開催。
　天野淳環境保全委員長、後藤達也幹事が出席。
２）次期地区役員･委員研修会が４月２９日（日）13:30 ～ 今治国
　際ホテルで開催されました。次期福山宏 MC･ライオンズ情報･地
　区誌･大会参加委員長出席しました。
３）ＳＡＮＴＡ ＡＮＡ ＬＣの例会５月３日（木）18:00 ～　SANTA 
　ANA LC 事務局を訪問しました。佐伯澄男会長、Ｌ岡村真里哉
　が出席しました。
４）第３回献血・献眼奉仕が５月６日（日）10:00 ～　イオンモール
　新居浜駐車場で行われました。
　（献血者） 受付者 １６９名、採血者 １５０名、不採血者 １９名
　（献眼登録者）　４２名、（骨髄バンク登録者）　９名　
　（臓器提供意志カード配布数）２５０枚
　L有富正治、L伊藤嘉秀、L伊藤龍一、L金田智行、L後藤達也、
　L近藤充徳、L佐伯澄男、L田村征夫、L中田君江、L永易明洋、
　L能瀬伸一、L福山　宏、L真鍋憲夫、L村上博昭、L山口　泰、
　L山下邦俊　１６名が参加しました。
５）次期会員手帳打合せ会が５月７日（月）13:30 ～ 新居浜中央
　LC 事務局で行われます。次期大竹崇夫会員会則委員長が出
　席します。
６）２Ｒ合同アクティビティ遍路道清掃活動が５月１３日（日）6:30～
　山根公園河川敷駐車場で開会式が行われます。新居浜ＬＣ清掃
　場所は次の通りです。　
　ＪＡ上部西支所から桜井バス停前まで（東行き）、ＪＡ上部西支所
　から中萩小学校近く萩生庵まで（西行き）
７）第４回キャビネット会議が５月２０日（日）13:30 ～　ホテルサンシ
　ャイン徳島で行われます。
　白石誠一１ＺＣ、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。
●委員会報告
　保健福祉委員会　第３回献血・献眼奉仕について
　環境保全委員会　２Ｒ合同アクティビティについて
　　　　　　　　　　　　　　

5月ゴルフ部会　5月13日（日）　新居浜CC
　雨天のため中止

■ライオンズの誓い唱和　高橋尚毅ライ
オン

■会長挨拶　佐伯澄男会長
■審議事項　なし
■幹事報告
１）2R合同アクティビティ遍路道清掃活動１Ｚ開会式が５月１３日（日）
　6:30 から会式山根公園河川敷駐車場で行われました。
　＜新居浜 LC清掃場所＞　　　　　　　　　　　　　　　
　ＪＡ上部西支所から桜井バス停前まで　東行き　
　ＪＡ上部西支所から中萩小学校近く萩生庵まで　西行き
　参加者　２５名
　Ｌ佐伯澄男、Ｌ鈴木雅志、Ｌ伊藤龍一、Ｌ後藤達也、Ｌ福山  宏、
　Ｌ松浦一雄、Ｌ青野泰介、Ｌ宇野博文、Ｌ伊藤嘉秀、Ｌ有富正治、
　Ｌ伊藤久門、Ｌ山下邦俊、Ｌ山口  泰、Ｌ徳村  明、Ｌ白石誠一、　
　Ｌ大上幸雄、Ｌ加藤久博、Ｌ石川  稔、Ｌ岡村真里哉、Ｌ真鍋憲夫、
　Ｌ能瀬伸一、Ｌ天野  淳、Ｌ村上順一郎、Ｌ川嶋理之、Ｌ小野周平
２）第８回キャビネット準備内局会議が５月１６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。
３）第４回キャビネット会議が５月２０日（日）１３:３０からホテルサンシャ
　イン徳島で開催されました。白石誠一１ＺＣ、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。
４）１Ｚ合同ラッパ会が５月２４日（木）１９:００からユアーズで開催され
　ます。能瀬伸一副幹事、青野泰介副ライオン･テーマー、大上幸雄
　副テール･ツイスター出席します。
５）第６４回３３６複合地区年次大会が５月２６日（土）～２７日（日）岡山
　市で開催されます。
　佐伯澄男会長、後藤達也幹事、福山宏会計、伊藤龍一第一副会
　長、能瀬伸一副幹事、岡田賢治副会計が出席します。
６）準備リジョン会議が６月２日（土）１３:４０からホテルグランフォーレ
　で開催されます。
　伊藤龍一第一副会長、能瀬伸一副幹事、岡田賢治副会計が出
　席します。
７）２リジョン年次会合並びに懇親会が６月２日（土）１５:００から ホテ
　ルグランフォーレで開催されます。伊藤嘉秀１ＺＣＡ、次期福山 宏
　MC･ライオンズ情報･地区誌･大会参加委員長、佐伯澄男会長、
　後藤達也幹事、福山宏会計、伊藤龍一第一副会長、能瀬伸一副
　幹事、岡田賢治副会計が出席します。
８）次期クラブ三役オリエンテーションが６月３日（日）14:00 から今治
　国際ホテルで開催されます。伊藤龍一第一副会長、能瀬伸一副
　幹事、岡田賢治副会計が出席します。
９）１Ｚ準備ゾーン会議が６月９日（土）17:50 からユアーズで開催さ
　れます。
　伊藤龍一第一副会長、能瀬伸一副幹事、岡田賢治副会計が出
　席します。
10）１Ｚ年次会合並びに引継ぎ会が６月９日（土）１８:３０からユアー
　ズで開催されます。　
　白石誠一１ＺＣ、伊藤嘉秀１ＺＣＡ、次期福山宏MC･ライオンズ情
　報･地区誌･大会参加委員長、佐伯澄男会長、後藤達也幹事、福
　山 宏会計、真木泰彦会員理事、伊藤龍一第一副会長、能瀬伸
　一副幹事、岡田賢治副会計、大竹崇夫会員会則副委員長が出
　席します。
■委員会報告
　計画財務委員会　期末商戦について
　青少年委員会　　岡部歩乃佳後援会入会について
　環境保全委員会　２Ｒ合同アクティビティについて

■出席報告　
　会員数５５名、出席者３７名、欠席者１８名、出席率６７.３％
■テール・ツイスタータイム　
　ドネーション ６３，０００円　ファイン ５００円
■ライオンズ・ローア　
　福山 宏ライ

オン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



■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

●● ５月第1例会 ●●
佐伯　澄男　５月３日に SANTA ANA LC 例会訪問をしてきました。現
　　　　　　ガバナーとも会ってきました。姉妹提携のご承認を頂きあり
　　　　　　がとうございました。
後藤　達也　昨日は新会員オリエンテーリングが行われました。今期入会
　　　　　　された５名の新会員の皆様のご活躍を期待します。
岡田　賢治　寒暖の差が激しい日々が続きますが、体調には気をつけま　
　　　　　　しょう。
福山　　宏　昨夜は新会員オリエンテーションで酒に酔いました。しんど
　　　　　　くてカラオケ２曲しか歌えませんでした。
白石　誠一　ダバオに皆で行きましょう！！
松浦　一雄　我が家の庭では白いコテマリの花が終わり、連休中からショ
　　　　　　ウブのムラサキが鮮やかです。昨今は少し寒いですが、季節
　　　　　　は夏に向かって確実に進んでいます。夏風邪に気をつけま　
　　　　　　しょう。
有富　正治　５月３日・４日の二日間春祭りに子供太鼓台の運行に参加し、
　　　　　　顔面が一皮ムケました。シンドかったです。
徳村　　明　昨日、新会員オリエンテーションがありました。関係者の皆
　　　　　　様にはご教授ありがとうございました。まだ学ぶことが多く
　　　　　　あると感じたところです。今後もよろしくお願いします。
天野　　淳　5/13 清掃活動ご協力お願いします。
真鍋　憲夫　5 月 6 日（日）の献血・献眼登録奉仕活動では大変お世話に
　　　　　　なりました。今回 3 回目で最後でしたが、それなりの成果が
　　　　　　達成出来ありがとうございました。
高橋　在錫　ゴルフ部会に入りました。下手くそで足を引っ張ると思いま
　　　　　　すが、どうぞ宜しくお願いします。
杉田　友裕　皆様のおかげで、当店（新居浜東支店）が業績に於いて当行
　　　　　　の優良店に選ばれました。今後もこれを励みに頑張ります。
伊藤　嘉秀　本日例会を欠席致します。申し訳ございません。
大上　幸雄　SANTA ANA LC の姉妹提携 !
高橋　尚毅　昨日は、新会員オリエンテーションを開いて頂き、ライオン
　　　　　　ズのシステム方針を改めて理解することができました。その
　　　　　　後の懇親会もありがとうございました。さらにライオンズ精
　　　　　　神にのっとり奉仕します。
宇野　博文　花粉の時期が終わる GW の二日間庭の剪定と草ひきをし、久
　　　　　　しぶりに綺麗な姿となりました。
伊藤　久門　寒暖の差が著しい日が続いています。体調に留意されて健や
　　　　　　かにお過ごし下さい。
塩見　秀晴　BS で大林宣彦監督の「最後の講義」という 3 時間の番組を
　　　　　　見て少し感動した。肺がんステージ 4 だ。いつまでもお元気
　　　　　　でいてほしい。
能瀬　伸一　先日の献血・献眼登録ご協力有難うございました。来期も皆
　　　　　　さんで頑張りましょう。
伊藤　龍一　5 月 6 日の本年度最後の献血・献眼登録、真鍋委員長はじめ
　　　　　　保健福祉委員会の皆様お疲れ様でした。
石川　敏則　献血ご苦労さんでした。都合で私は行けませんでした。
古川　貴章　気温の変化大きいです。体調に気をつけましょう。
小野　周平　新会員オリエンテーションありがとうございました。
村上　博昭　連休も終わったと言うのに肌寒い日が続いています。健康管
　　　　　　理に充分気をつけましょう。
近藤　充徳　献血ご協力有難う御座いました。
藤縄　洲二　沖縄はもう梅雨入りだそうです。春は短いです！
鈴木　雅志　メジャーでの大谷選手の活躍、大変嬉しく思います。

ライオンズの主要メッセージ　　　  会 長　佐 伯  澄 男
　クラブやライオンズクラブ国際協会
について地域のメディアやその他
の人々に話をする場合、伝えたい
メッセージを準備しておくと役に立
ちます。
　以下に挙げられた主要メッセージを
確認するとともに、今後、インタビューを
受ける機会があるとき、マスコミが取材
に来るような奉仕事業を行うとき、ある
いは他団体や学校を訪問する際などに
も、事前に確認しましょう。

　ライオンズクラブ国際協会は世界最大
の奉仕クラブ組織であり、２１０以上の
国と地域に約１４０万人の会員のネットワ
ークを持ちます。
　ライオンズは自分の住む地域で、そし
て海外で、楽しみながら奉仕をしています。

　ライオンズは視力保護関連の活
動で有名ですが、幅広い会員が
いるのと同様、奉仕活動の分野
も多岐に渡っています。

高齢者の方々の支援から、被災地
の支援活動に至るまで、あらゆるニー
ズに対応しています。

　ライオンズは、寄付金の全額を慈善
目的に拠出しており、経費はすべて会
員自らの会費によってまかなっています。

　ライオンズは毎日、どこかで、人の役
に立っています。炊き出しイベントから、
車いす用スロープの取り付けに至るま
で、ライオンズは額に汗して奉仕する団
体です。

会

ージを 高齢
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●● ５月第2例会 ●●
佐伯　澄男　SANTA ANA LC のメンバーが６月第一例会に来訪予定で　
　　　　　　す。皆さんで歓迎しましょう。
後藤　達也　5/13 お遍路清掃の後行われる予定であった定例ゴルフコンペ
　　　　　　が雨で中止となりました。が、ゴルフが大好きな 7 名の方々
　　　　　　が残ってプレイしました。風邪をひいていないか心配です。
岡田　賢治　天気が不順です。身体に気をつけましょう。
福山　　宏　5/13 雨の中、アキレス腱断裂後約半年ぶりにゴルフをしまし
　　　　　　た。足の具合で左の壁が作れるか？心配していましたがスコ
　　　　　　ア 150 位、風邪もひいて、ええとこなし。
松浦　一雄　暑い日と肌寒い日が繰り返しますが、夏風邪をひかないよう
　　　　　　に気をつけましょう。
岡村真里哉　第 1第 2例会とも出席できず申し訳ありません。
有富　正治　5/20 中萩校区大運動会がありました。上原自治会は、総合部
　　　　　　門及び地区対抗リレーで優勝、準優勝の常連でしたが、今年
　　　　　　度は無冠に終わりました。残念でしたが、楽しい一日でした。
真鍋　憲夫　先日の遍路道清掃は雨もやんでいてラッキーでした。皆で美
　　　　　　しくなった道路を見て良かったと安堵しました。また一緒に
　　　　　　頑張りましょう。
石川　敏則　役員の皆さんご苦労さん！残り一ヶ月あまり頑張りましょう！
宇野　博文　5 月 13 日実施のお遍路道の清掃活動も楽しく出来ました。次
　　　　　　回も参加します。
塩見　秀晴　5/25（金）あさってですがレクバレーの練習にひうち LC の
　　　　　　人達が来ます。参加宜しくお願いします。
高橋　尚毅　先日は遍路道清掃活動お疲れ様でした。私は都合で出席でき
　　　　　　ませんでしたが、今週は家から滝の宮までゴミ拾いを 2 回し
　　　　　　ました。美しい新居浜を作りましょう。
譽田　幸弘　会報誌 6月号に、私の妻が「家族会」の記事を書きましたので、
　　　　　　是非読んでやって下さい。
伊藤　久門　一雨毎に夏に向かっているようです。皆様健康に留意されて
　　　　　　健やかにお過ごし下さい。
石川　　稔　今日サラリーマン川柳の大賞が発表されました。一位が「ス
　　　　　　ポーツジム 車で行って チャリをこぐ」二位が「違うだろう！
　　　　　　妻が言うならそうだろう」だそうです。
村上　博昭　会長アクトの SANTA ANA LIONS CLUB との姉妹提携が
　　　　　　承認決定されおめでとうございます。佐伯会長お疲れ様でし
　　　　　　た。
伊藤　龍一　気温の差が激しい今日この頃です。体調管理には充分に気を
　　　　　　つけて下さい。
鈴木　雅志　本年度も残すところ今日を入れ３回の例会となりました。会
　　　　　　長、幹事、役員の皆様ご苦労さまです。６月の第１例会はフィ
　　　　　　リピンのサンタアナ・ライオンズクラブとの調印式はあるの
　　　　　　か楽しみです。
能瀬　伸一　暑くなったり寒くなったり体調を崩しやすい季節ですがお体
　　　　　　には十分お気をつけください。
大上　幸雄　5/26（土）16:00 ～岡部歩乃佳ちゃんのドキュメンタリー番組
　　　　　　「二人のほのか」がテレビ愛媛にて放映されます。皆様是非
　　　　　　ご覧下さい。
青野　泰介　ゴルフ部会デビューの日に大雨、コンペは中止となりました
　　　　　　が、雨の中まわってみました。クラブが飛んでいきました。
藤縄　洲二　福山さんの Z900 に乾杯！
神野　雄太　今週末、マレーシアより孫が一時帰国します。楽しみにして
　　　　　　ます。
・・・暑かったり、寒かったり、体調には充分気をつけましょう。・・・
永易明洋／真木泰彦／岡田浩二／近藤充徳／大石隆憲／金田智行

・・・寒暖の差が激しい中、体調管理には気をつけましょう。
　　　　　5月６日の献血・献眼登録奉仕活動ご苦労さまでした。・・・
青野泰介／新田久司／永易明洋／大石隆憲／山下邦俊／加藤久博／真木泰
彦／上野　剛／神野雄太／金田智行

　本日５月２０日は日曜日なのですが、仕事に向かうべく家を出たとこ
ろ、駅の方から太鼓の音が聞こえてきました。
　あかがねミュージアムの太鼓台の入替日のようで、本町太鼓台か
ら池田太鼓台へチェンジしていました。
　都会的に整備された駅前で、金糸をまとった太鼓台が運行する
姿は、とても華やかで見惚れてしまいます。
　さて、１年間に渡り編集後記 を担当してまいりましたが、早いもの
で最終回となってしまいました。いつも提出が遅れがちで、委員長
には大変ご迷惑をおかけしました。
　新年度からは保健福祉委員長に任命され、その責任の重さに押
し潰されそうですが、諸先輩方に教えてもらいながら、何とか頑張
って行きたいと思います。
　クラブ会員の皆様、ＰＲ広報委員会の皆様、一年間大変お世話に
なりました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　譽田 幸弘


