
伊藤　龍一　第 1回献血・献眼登録奉仕事業、多数のご参加有難うござ
　　　　　　いました。保健福祉委員会の皆様お疲れ様でした。
能瀬　伸一　先日の献血献眼お疲れ様でした。西日本豪雨以降、愛媛だけで
　　　　　　なく中四国で血が足りない状況です。今後もご協力宜しくお
　　　　　　願いします。
岡田　賢治　８月度ライオンズ月例コンペで久しぶりに優勝させて頂
　　　　　　きました。メンバーに恵まれ古川さん、後藤さん、村上さん
　　　　　　ありがとうございました。
後藤　達也　しつこいようですが、ハヅキルーペをお願いします。
白石　誠一　台風に注意して下さい。
佐伯　澄男　まだまだ暑い日が続きます。お身体に気をつけて乗り切り
　　　　　　ましょう。
大竹　崇夫　残暑厳しい時期、お身体に気をつけて下さい。
青野　泰介　献血では、譽田委員長の頑張りに感動致しました。保健福
　　　　　　祉委員会の皆様ありがとうございました。
有富　正治　昨日で高校野球が終わりなんとなく寂しいです。何か楽し
　　　　　　みを早く見つけなくては？
徳村　　明　今年も暑い夏の甲子園野球大会も終わりました。郷土の思
　　　　　　いと誇りをかけた数々のドラマに感動しました。
譽田　幸弘　８月１９日第１回献血・献眼登録奉仕を実施しました。休
　　　　　　日に拘わらず、たくさんのクラブメンバーの皆様にお手伝
　　　　　　いを頂き、無事に実施することが出来ました。有難うござ
　　　　　　いました。
鈴木　雅志　今年度、第1回目の献血・献眼登録。受付者195名、献血者173
　　　　　　名、近年過去最高？暑い中保健福祉委員会の皆さん他ご苦労
　　　　　　さまでした。
伊藤　嘉秀　19 日の日曜日は皆さん献血活動お疲れ様でした。多くの方
　　　　　　の血を採れて良かったです。
近藤　充徳　献血ご協力有難うございました。
宇野　博文　暑い日が続きます。スーパーボランティア尾畠さんを見習
　　　　　　ってボランティア活動に頑張りたいと思っています。
神野　雄太　暑い夏早く秋が来てほしい。
藤縄　洲二　火星が大接近でしたが、だんだん遠ざかって行くそうで
　　　　　　す。今度は何年先になるんでしょうか！
真鍋　憲夫　台風 19･20 号が日本にやってきています。災害が発生しな
　　　　　　いよう注意しましょう。残暑お見舞い申し上げます。献血・
　　　　　　献眼登録活動お疲れ様でした。
永易　明洋　済美高校、甲子園大会ベスト４おめでとうございます。
松浦　一雄　100 回開催の甲子園、SAIBI 高校よく頑張りました。熱闘を
　　　　　　有難う。
杉田　友裕　済美高校の甲子園での健闘を祝して！
高橋　尚毅　歩乃佳ちゃんと会員の集いに初参加してきました。歩乃佳
　　　　　　ちゃんのガッツを感じました。アジア大会、東京パラリン
　　　　　　ピック共に夢をつかんで欲しいですね！
塩見　秀晴　暑い夏ももう少し頑張り無事に過ごしましょう。
古川　貴章　台風が来ています。気をつけましょう。
加藤　久博　台風 20 号四国に近づいています。お気を付け下さい。
・・・残暑お見舞い申し上げます。お身体ご自愛下さい・・・
大石隆憲／真木泰彦／土岐敏勝／村上順一郎／村上博昭／山下邦俊／
金田智行／上野　剛／岡田浩二／大上幸雄

２Ｒ－１Ｚ・ＺＣ　秋山 克幸 様
新居浜別子ライオンズクラブ会長　川上 博司様
大会実行委員長　井上 猛様
伊藤　龍一　1ZC秋山様、別子ライオンズクラブ川上様、井上様のご来訪
　　　　　　に感謝致します。
岡田　賢治　来訪者秋山 1ZC、川上新居浜別子 LC会長、井上大会委員長
　　　　　　の来訪を歓迎致します。
能瀬　伸一　秋山 1ZC、新居浜別子 LC川上会長、大会委員長井上様の来
　　　　　　訪に感謝致します。
白石　誠一　秋山 1ZC本日は有難うございます。
大上　幸雄　どうしても外せない出張の為欠席させて頂きます。大変申
　　　　　　し訳ございません。宇野さん宜しくお願いします。
後藤　達也　秋山様、川上様、井上様のご来訪に感謝します。この夏、朝エ
　　　　　　アコンを消し忘れて出かけること、もうすでに 4回。一人で
　　　　　　暮らしているので誰も消してくれません。帰宅すると全開
　　　　　　でエアコンが回っています。
青野　泰介　来訪者を歓迎します！！塩見委員長がボクシング協会の会
　　　　　　長に見えて困ります。
永易　明洋　藤縄さんホールインワンおめでとうございます。危険な暑
　　　　　　さが続いています。お身体をご自愛下さい。
福山　　宏　10 月ゴルフ部会藤縄さんのホールインワンコンペ、宜しく
　　　　　　お願いします。
近藤　充徳　8/19 献血・献眼登録、ご協力お願いします。
徳村　　明　猛暑日が続いています。くれぐれも体調管理と熱中症対策
　　　　　　に努めて下さい。
有富　正治　新居浜別子ライオンズクラブより秋山 1ZC はじめご来訪
　　　　　　を歓迎致します。
加藤　久博　来訪者の皆様を歓迎して。
真鍋　憲夫　立秋も過ぎましたが残暑厳しいですのでお身体ご自愛下さ
　　　　　　い。来訪者を歓迎致します。
佐伯　澄男　秋山 1ZC、川上新居浜別子 LC会長、井上 30 周年大会委員
　　　　　　長のご来訪を心より歓迎します。 
大竹　崇夫　1Z･ZC 秋山氏のご来訪を歓迎致します。
譽田　幸弘　今回 8 月 19 日の献血・献眼登録よりイオンモール内で受付
　　　　　　できるようになりました。
村上　博昭　第 100 回夏の甲子園大会が始まりました。この猛暑の中、選
　　　　　　手達は大変ですが、それぞれの故郷のため頑張れ高校球児。
藤縄　洲二　今年は原爆関連のニュースが少ないような気がします。
伊藤　嘉秀　秋山 1ZC 様新居浜別子 LC 川上会長、井上大会委員長のご
　　　　　　来訪ありがとうございます。
鈴木　雅志　来訪者の皆さんを歓迎して。
松浦　一雄　秋山 1Z･ZC と新居浜別子 LC川上会長、井上 30 周年大会委
　　　　　　員長の来訪を歓迎します。
高橋　尚毅　豪雨災害があり、また猛暑の中、愛媛代表、済美高校が甲子
　　　　　　園で頑張っています。頑張ろう！愛媛！
塩見　秀晴　暑い夏ですが出席宜しくお願いします。
古川　貴章　残暑厳しいなか、身体に気をつけて下さい。
金田　智行　ご来訪を歓迎致します。
宇野　博文　暑い日が続きます。本日は初めてのテール・ツイスターの
　　　　　　代理業務です。頑張ります。
石川　敏則　猛暑です。身体に気をつけて下さい。
伊藤　久門　連日猛暑が続きます。皆さんご自愛いただき健やかにお過
　　　　　　ごし下さい。
・・・秋山1ZC、川上新居浜別子 LC会長、井上30周年大会委員長の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご来訪に感謝致します・・・
上野　剛／大石隆憲／高橋在錫／岡田浩二／中田君江　
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■事 務 局 　〒792-0025　新居浜市一宮町2丁目4番8号　新居浜商工会館2F  TEL(0897)34-9400
■例 会 場 　〒792-0021　新居浜市泉宮町5番8号　　　   ユアーズ　　　　     TEL(0897)33-3535
■例会日時　 毎月　第2・4水曜日　 12:15 ～ 13:30
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We Serve
We Serve

No try
   No change!

ライオンズグラブにはたくさんの専門用語があります。
その用語は、時代の移り変わりにより、さまざまに変わっていきます。ライオンズ用語解説

8 月第 2 例会

和「Wａ」

　  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  伊藤 龍一　幹事  能瀬 伸一  会計  岡田 賢治
発行責任者　ＭＣ広報委員長　天野  淳 

　         

【テール・ツイスター】
例会を活気づけて盛り上げる役職、友愛の情を深めて会員間の親睦を図り、全体の雰囲気
を和やかに保つ役割を担っています。テールツイスターは会員にファインを課せる権限を持っ
ています。例会を盛り上げる為に笑いを求めて少々の悪ふざけは許されますが､会員や来訪
者を傷つけたり、気まずい思いをさせる事があってはいけません。

【ファイン】
例会やその他の会合において､テールツイスターに課せられる、僅少な金銭
（新居浜ライオンズクラブでは５００円） です。また、クラブの内規に違反する
言動があったりした時に自発的に出したりします。すべてテールツイスターの
ユーモアセンスで､笑いのうちに会員を反省させて会合を和ませます。
ファインは、運営費として処理されます。

【ドネーション】
善意に基づく自発的な寄付金です。会員が様々な慶事､お祝い､感謝､労いを
込めてドネーションをします。テールツイスターが例会で紹介して盛り上げます。
金額に上限はなく、新居浜ライオンズクラブでは、事業費に充てられ、アクティ
ビティに使われます。　8 月のお盆明けにかけて 19・20 号と二つの台風が発生しました。19

号は、奄美大島にそれ、20 号は、四国の徳島に上陸しました。幸いにも
愛媛県には被害もほとんどなくほっとしました。
　そんななか第一回の献血献眼運動が実施されました。午後から参加
させてもらいました。
　今回は、会長の提言でイオンモールさんとの話し合いが事前にされ、
館内で受付ができ時間も予約制となり快適に実施されました。従来の暑
い場所から涼しい場所に移動できました。
　お陰で受付登録者数も献血者も大幅に増加しました。日赤の担当者
も血液不足が心配されていたので喜ばれました。
本当に画期的な改善でした。今後も皆様に喜ばれるような奉仕活動を
推進しましょう。
　９月はいよいよ食欲の秋ですね。　　　　　　　　　真鍋憲夫



・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会　    ９月１０日（月）18:30 ～　商工会館 3F
９月第 1例会　　 　９月１２日（水）12:15 ～　ユアーズ
９月第２例会　　　９月２６日（水）12:15 ～　ユアーズ
・委員会
環境保全委員会　　９月　３日（月）18:30 ～　事務局
計画財務委員会　　９月　４日（火）18:30 ～　事務局
会員会則委員会　　９月　５日（水）18:30 ～　事務局
MC広報委員会　　９月　６日（木）18:30 ～　事務局
保健福祉委員会　　９月２０日（木）18:30 ～　事務局
青少年委員会　　　９月２５日（火）18:30 ～　事務局　
出席大会委員会　　９月２７日（木）18:30 ～　事務局
・クラブ・その他行事予定
９月２８日（金）14:00 ～　新居浜市文化センター中ホール　
　第 29 回新居浜市中学生スピーチコンテスト
９月２０日（木）10:30 ～　平形橋北歩道上
　平成 30 年度秋の交通安全運動（人の輪作戦）
９月２９日（土）18:00 ～　ユアーズ
　岡部歩乃佳選手アジアパラリンピック競技大会出場壮行会
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　９月　９日（日）   9 :25 ～       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　　　９月１９日（水）18:30 ～　 鉄板焼きひびき　   
スポーツ部会　　９月１４/２８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

９月　９日（日）14:30 ～　今治国際ホテル
　ガバナー公式訪問
９月１６日（日）13:30 ～　あかがねミュージアム
　新居浜別子 LC結成 30 周年事業チャリティコンサート

行  事  予  定

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 (8月分 )
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名 ％ ％ Ｈ 円

9月 誕生日おめでとうございます
青野泰介、石川　稔、伊藤嘉秀、上野　剛

能瀬伸一、福山　宏、真鍋憲夫

9 月 結婚記念日おめでとうございます
高橋尚毅、新田久司、能瀬伸一

国際会長　グッドラン・ビョード・イングバドター
　　〈テーマ〉「We Serve」 

３３６－Ａ地区ガバナー　関野  邦夫
　　〈スローガン〉「No try No change！」

　　〈キーワード〉和 「Wa」

新居浜ライオンズクラブ会長　伊藤  龍一
　　〈スローガン〉「友愛・団結・継承　We Serve」

〈ライオンズクラブスローガン〉

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

〈モットー〉

We Serve
［われわれは奉仕する］
〈地区スローガン〉

Service Activity is the key to Lions clubs
［ライオンズクラブのキーは奉仕することである］
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 8 月 理事・委員長会
8月 6日 (月 )1８：３０～ 商工会館3F

第1回 献血・献眼登録奉仕活動
保健福祉委員長 譽 田  幸 弘　日時：平成 30 年 8 月 19 日（日）10:00 ～　場所：イオンモール新居浜

●会長挨拶　伊藤龍一会長
●審議事項
１．豪雨災害義捐金について（目標 1,000 円以上／ 1人）
２．第１回地区ガバナー諮問委員会、ゾーンレベル会員委員会
　登録料について　25,000 円（5,000 円×5名）8月18日（土）
３．地区ガバナー公式訪問登録料について
　 30,000 円　（6,000 円×5名）　9月9日（日）
４．第１回愛リバー・愛ロード決算報告について
５．第１回献血・献眼予算案について
６．平和ポスター予算案について
７．保健福祉委員会開催曜日の変更について
　・定例開催日　毎月第２木曜日→第３木曜日
　・８月開催日　８月１６日（木）→２０日（月）18:30 ～ 事務局
●報告事項
１．第２回キャビネット内局会議
　８月１日（水）18:30 ～ 道前キャビネット事務局
　出席者：福山 宏 MC･ライオンズ情報･地区誌･大会参加委
　員長
２．岡部歩乃佳選手と会員の集い
　８月１０日（金）18:30 ～ ユアーズ
３．第１回地区ガバナー諮問委員会、ゾーンレベル会員委員会
　８月１８日（土） 17:00 ～ ユアーズ
　出席者：伊藤龍一会長、古川貴章第１副会長、能瀬伸一幹
　事、岡田賢治会計、大竹崇夫会員会則理事
４．第１回献血・献眼登録奉仕
　８月１９日（日） 10:00 ～ イオンモール新居浜駐車場
５．冬期ＹＣＥ派遣について　
　日程：１２月２０日頃～１月４日頃
　派遣国･対象年齢：マレーシア（１６歳～２１歳）、ニュージー
　ランド（１７歳～２１歳）
　希望される方がおられましたら８月１７日までに事務局までご連
　絡お願い致します。
６．第５７回東洋･東南アジアライオンズフォーラム（中国・海南）
　開催地：海南（中国）　日程１１月１５日（木）～１８日（日）
　参加される方がおらましたら８月２４日までに事務局までご連
　絡お願い致します。
●委員会報告
会員会則委員会　新会員の推薦について
出席大会委員会　例会出席のお願い
ＭＣ広報委員会　 会報誌原稿のお願い
青少年委員会　　8/10岡部歩乃佳選手と会員の集いについて
保健福祉委員会　8/19 献血･献眼登録について
環境保全委員会　7/22の愛ロード清掃のお礼
●その他
　年次大会役割分担について

■開会ゴング　
■会長挨拶　伊藤龍一会長
■ライオンズ･ローア　三役
■審議事項　なし
■幹事報告　能瀬伸一幹事
・報告事項
１．岡部歩乃佳選手と会員の集い
　８月１０日（金）18:30 ～ ユアーズ
　参加者５１名
２．第１回地区ガバナー諮問委員会、
　ゾーンレベル会員委員会
　８月１８日（土）17:00 ～ ユアーズ
　出席者　伊藤龍一会長、古川貴章
　第１副会長、能瀬伸一幹事、岡田賢治会計、大竹崇夫会員
　会則理事
３．第１回献血・献眼登録奉仕
　８月１９日（日）10:00 ～  イオンモール新居浜駐車場
　（献血者） 受付者１９５名、採血者１７３名、不採血者２２名、
　（献眼登録者）２５名、（骨髄バンク登録者）１５ 名　
　（臓器提供意志カード配布数）１９５ 枚
　参加者： １８名
　L伊藤龍一、L古川貴章、L伊藤嘉秀、L能瀬伸一、L青野
　泰介、L藤縄洲二、L後藤達也、L有富正治、L永易明洋、L
　天野　淳、L山口　泰、L山下邦俊、L真鍋憲夫、L金田智
　行、L譽田幸弘、L近藤充徳、L田村征夫、L杉田友裕
４．ガバナー公式訪問
　９月９日（日）14:30 ～ 今治国際ホテル　
　出席者：伊藤龍一会長、古川貴章第１副会長、能瀬伸一幹
　事、岡田賢治会計、大竹崇夫会員会則理事、福山　宏MC･
　ライオンズ情報･地区誌･大会参加委員長
■委員会報告
計画財務委員会　
　資金獲得事業について
保健福祉委員会　第１回献血・献眼
　登録活動報告・お礼
■その他
　商工会館夜９時以降の施錠について
　新居浜別子 LC　結成 30 周年チャリティコンサート案内
　　　9/16 13:30 ～ あかがねミュージアム　　　　　　　　
　第 65回地区年次大会役割分担について

■出席報告
会員数 55 名、出席 43 名、欠席 12 名、出席率 78.2％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥69,000
■閉会ゴング

　例年通り良い天気となったイオ
ンモール駐車場で、暑い中、朝早く
からメンバーの皆様にお手伝い頂
き、スムーズに会場の準備をするこ
とができました。本当に感謝してお
ります。

　今年は、念願であった「氷柱」を準備することがで
きました。１８０㎏もある氷柱を前日松山まで手配して
頂いた伊藤龍一会長、ありがとうございました。
とても好評でした！
　また、酷暑の中、受付を駐車場でするには厳しい
環境であったので、事前にイオンモールの方と相談
し、無償でサウスコートの一角を受付会場に提供し
て頂く事ができました。
　嬉しい事は続き、イオンモールさんのイベントで、
献血受付の直ぐ側に江口太鼓台が展示をされてお
り、妻が来た時には、新居浜ライオンズで用意をした
のかと驚いていました。
　メンバーの皆様のＰＲ、また、太鼓台効果もあって
か、195 名もの献血希望者に受付して頂き、時間の
許す限り献血をして頂いたのですが、結果 173 名

の方に献血をして頂く事ができました。
　猛暑の中、採血に協力頂いた多数のメンバーの
皆様に厚くお礼申し上げます。
　また、伊藤会長にはミストクーラー、及び、氷柱の
準備までご尽力頂き誠に有難うございました。
炎天下ではありましたが、とても大きな効果がありま
した。
献血・献眼登録結果
受付者：195 名、採血者：173 名、不採血者：22 名、
献眼登録者 25 名、骨髄バンク登録者：15 名
臓器提供意思カード配布数：195 枚　
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We Serve友愛・団結・継承

第 1390 回 8 月第二例会
8 月 22 日 (水 )12：15 ～ ユアーズ

四国から世界へ
336-A 地区 2R-RC 羽 田 野  修 司　　開催日：平成 30 年 7 月 25 日（水）７月第 2夜間例会　ユアーズ

■開会ゴング
■来訪者紹介　佐伯澄男直前会長
　336-A 地区 2R-1Z･ZC 秋山 克幸様
　新居浜別子ライオンズクラブ会長　川上博司様
　新居浜別子 LC30 周年大会委員長　井上 猛様
■会長挨拶　伊藤龍一会長
■ライオンズ･ローア　三役
■来訪者挨拶
　秋山克幸　2R-1Z･ZC
　川上博司　新居浜別子ライオンズクラブ会長
　井上　猛　結成 30 周年大会委員長

■審議事項
１．豪雨災害義捐金について（目標 1,000 円以上／ 1人）
２．第１回地区ガバナー諮問委員会、ゾーンレベル会員委員会
　登録料について　25,000 円 (5,000 円×5名 )8月18日（土）
３．地区ガバナー公式訪問登録料について
　 30,000 円　（6,000 円×5名）　9月9日（日）
４．第１回愛リバー・愛ロード決算報告について
５．第１回献血・献眼予算案について
６．平和ポスター予算案について
７．保健福祉委員会開催曜日の変更について
　・定例開催日　毎月第２木曜日→第３木曜日
　・８月開催日　８月１６日（木）→２０日（月）18:30 ～ 事務局
■幹事報告
・報告事項
１．第２回キャビネット内局会議
　８月１日（水） 18:30 ～ 道前キャビネット事務局　
　出席者：福山 宏 MC･ライオンズ情報･地区誌･大会参加委
　員長
２．岡部歩乃佳選手と会員の集い
　８月１０日（金） 18:30 ～ ユアーズ
３．第１回地区ガバナー諮問委員会、ゾーンレベル会員委員会
　８月１８日（土）17:00 ～ ユアーズ
　出席者：伊藤龍一会長、古川貴章第１副会長、能瀬伸一幹
　事、岡田賢治会計、大竹崇夫会員会則理事
４．第１回献血・献眼登録奉仕　
　８月１９日（日） 10:00 ～ イオンモール新居浜駐車場
５．冬期ＹＣＥ派遣について　
　日程：１２月２０日頃～１月４日頃
　派遣国･対象年齢：マレーシア（１６歳～２１歳）、ニュージー
　ランド（１７歳～２１歳）
　希望される方がおられましたら８月１７日までに事務局までご連
　絡お願い致します。
６．第５７回東洋･東南アジアライオンズフォーラム（中国・海南）
　開催地：海南市（中国）　日程１１月１５日（木）～１８日（日）
　参加される方がおらましたら８月２４日までに事務局までご連

　絡お願い致します。
７．８月１３日（月）～１６日（木）事務局をお休みさせて頂きます。
■委員会報告
青少年委員会　　岡部歩乃佳選手との集い参加のお願い
保健福祉委員会　第 1回献血・献眼登録奉仕のお願い
■その他
■出席報告
　会員数名 55 名、出席 45 名、欠席 10 名、出席率 81.8％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥82,000　　ファイン　￥1,000　
■閉会ゴング

　新居浜ＬＣさんの夜間例会に
RCA 共々お邪魔をしまして、有
意義な時間を頂きました。
有難うございました。
　歴史と伝統ある新居浜 LC
さんの例会訪問で少々緊張い
たしましたが、伊藤会長に終始
おつきあいを頂きまして楽しい
一時を過ごすことが出来まし
た。
　道前キャビネット、スタート早々 336-A 地区内の
大災害に見舞われ、ライオンズクラブの意義を示す
べく関野ガバナーを先頭に奮闘しております。
　道 前 キャビネットの 大きな 事 業 の 一 つは
「project-S」と銘打って 336-A 地区を上げての遍
路道の清掃アクティビティです。

　地元 2R を中心に四国遍路と
それを取り巻く石鎚山へ感謝を
込めて環境奉仕をするという事
で地区内各クラブ宛てにお願い
とご案内を致します。
　平成が幕を下ろそうとしてい
ます。
　新しい元号の時代へ移り変わ
ろうとする真っ只中・・・

　私達はこれまでの経験を生かして、新しい時代に
適応するライオンズクラブにしていかなくてはならな
い！それが今の私達に与えられた課題だと思ってい
ます。
　伊藤会長率いる新居浜 LC の皆様、地元 2R の
面子にかけてどうか、道前キャビネットを一年間支え
て頂きたくお願いを申し上げます。

■開会ゴング　
■会長挨拶　伊藤龍一会長
■ライオンズ･ローア　三役
■審議事項　なし
■幹事報告　能瀬伸一幹事
・報告事項
１．岡部歩乃佳選手と会員の集い
　８月１０日（金）18:30 ～ ユアーズ
　参加者５１名
２．第１回地区ガバナー諮問委員会、
　ゾーンレベル会員委員会
　８月１８日（土）17:00 ～ ユアーズ
　出席者　伊藤龍一会長、古川貴章
　第１副会長、能瀬伸一幹事、岡田賢治会計、大竹崇夫会員
　会則理事
３．第１回献血・献眼登録奉仕
　８月１９日（日）10:00 ～  イオンモール新居浜駐車場
　（献血者） 受付者１９５名、採血者１７３名、不採血者２２名、
　（献眼登録者）２５名、（骨髄バンク登録者）１５ 名　
　（臓器提供意志カード配布数）１９５ 枚
　参加者： １８名
　L伊藤龍一、L古川貴章、L伊藤嘉秀、L能瀬伸一、L青野
　泰介、L藤縄洲二、L後藤達也、L有富正治、L永易明洋、L
　天野　淳、L山口　泰、L山下邦俊、L真鍋憲夫、L金田智
　行、L譽田幸弘、L近藤充徳、L田村征夫、L杉田友裕
４．ガバナー公式訪問
　９月９日（日）14:30 ～ 今治国際ホテル　
　出席者：伊藤龍一会長、古川貴章第１副会長、能瀬伸一幹
　事、岡田賢治会計、大竹崇夫会員会則理事、福山　宏MC･
　ライオンズ情報･地区誌･大会参加委員長
■委員会報告
計画財務委員会　
　資金獲得事業について
保健福祉委員会　第１回献血・献眼
　登録活動報告・お礼
■その他
　商工会館夜９時以降の施錠について
　新居浜別子 LC　結成 30 周年チャリティコンサート案内
　　　9/16 13:30 ～ あかがねミュージアム　　　　　　　　
　第 65回地区年次大会役割分担について

■出席報告
会員数 55 名、出席 43 名、欠席 12 名、出席率 78.2％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥69,000
■閉会ゴング

参加者
Ｌ伊藤 龍一、Ｌ古川 貴章、Ｌ伊藤 嘉秀、Ｌ能瀬 伸一
Ｌ青野 泰介、Ｌ藤縄 洲二、Ｌ後藤 達也、Ｌ有富 正治
Ｌ永易 明洋、Ｌ天野 　淳、Ｌ山口 　泰、Ｌ山下 邦俊
Ｌ真鍋 憲夫、Ｌ金田 智行、Ｌ譽田 幸弘、Ｌ近藤 充徳
Ｌ田村 征夫、Ｌ杉田 友裕

ライオンズ情報
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　今年度、2R-1Z･ZC をさせて頂い
ております新居浜中央ライオンズクラ
ブ所属の秋山克幸です。どうか宜し
くお願い致します。
　今期西条道前キャビネットの関野
地区ガバナーが誕生しており皆さん
で支えていかなければと思っていま
す。
　先日キャビネットより韓国との接待係をお願いして
くれと依頼があり、新居浜ライオンズクラブ伊藤会長
にお願いを致しました。皆さん大変なこととは思いま
すが宜しくお願いします。
　次にガバナーが言っています今期 101 年目を迎
えており、200 年に向って改革を進めて行かなけれ
ばなりません。その中でプロジェクトS、五つの奉仕、
その中で、今期特に環境に力を入れております。
　前期にて 2R 内で遍路道の清掃を行いました。
今度は四国全体で遍路道清掃を来年 3 月 10 日に
予定しています。詳しいことは来年皆さんにお知ら
せしますので、ご協力ご参加よろしくお願いします。
　次に会員会則委員より新会員 3 名、純増 1 名の
お願いがありました。宜しくお願いします。

　私の今までの活動報告をします。
先月キャビネット会議、リジョン会議そ
して今日、新居浜ライオンズクラブへ
の例会訪問となっております。
　今期災害が発生し関野地区ガバ
ナーは災害積立金 1,000 万円より緊
急援助 500 万円を拠出したとのこと
です。私は地区ガバナー、リジョンチェ

アパーソンの指導の元、ゾーン内のクラブとのパイプ
役として行きたいと思っています。
　新居浜ライオンズクラブの皆様におかれましては
いろいろとアクティビティを行っていますが、その中
で、中学生による英語スピーチコンテストが特に素晴
らしいと思っております。私も福山会長の時に見学を
させて頂き青少年育成、地域に密着した奉仕だと思
いました。これからも宜しくお願い致します。
　次に新居浜別子ライオンズクラブ開設 30 周年記
念を迎え、チャリティコンサート、記念式典が成功裡
に終えることを願っております。
　最後に新居浜ライオンズクラブの発展と皆様の健
康に気をつけて、ライオンズ活動を宜しくお願い致し
ます。

例会訪問ご挨拶
336-A 地区 2R-1Z･ZC 秋 山  克 幸　　　開催日：平成 30 年 8 月 8 日（水）　8月第 1例会　ユアーズ　

　去る８月１８日（土）、ユアーズにて
「第１回ゾーンレベル会員委員会・
地区ガバナー諮問委員会」が開催
され、伊藤龍一会長、古川貴章第１
副会長、岡田賢治会計、大竹崇夫
会員会則委員長、そして私の計５

名で参加してまいりました。
　ゾーンレベル会員委員会では、例年通り各クラブ
の会員増強の現状や取り組み（ＧＭＴ）、人材育成
（ＧＬＴ）、家族会員や女性会員の増強・入会促進
（ＦＷＴ）に関して事前アンケートを元に会長や会員
会則委員長より説明が行われ、他クラブの取り組み
などでは参考になる発表もありました。
　続いて地区ガバナー諮問委員会が開かれ、各ク
ラブの今期の指針、アクティビティ、会員増強など、
秋山克幸２Ｒ－１Ｚ・ＺＣより幅広く諮問され、伊藤龍
一会長が当クラブとしての意見を述べました。
　また、近年議題に上がっていた事務局統合の話
については、今回はありませんでした。
　その後、懇親会が開かれ、役職の近い者同士が

円卓を囲み、雑談を交えながら意見交換などもし、
大変楽しい時間を過ごさせて頂きました。
　資料には、１Ｚのみならず、２Ｒ全てのクラブのアン
ケート内容が掲載されていました。
　日頃、リジョン内はもとより、ゾーン内でも他クラブ
の活動状況や方向性を知る機会は少なく、今回の
委員会は初参加の私にとって大変勉強になる有意
義なものでした。
　盆明け早々、お忙しいなか、参加された皆さんに
おかれましては、大変お疲れ様でございました。

第1回 地区ガバナー諮問委員会・ゾーンレベル会員委員会
幹　事 能 瀬  伸 一　開催日：平成 30 年 8 月 18 日（土）　場所：ユアーズ

会員投稿テーマ『私のこだわり』

　私は車で移動するという行為が
好きで、同じ道を通って戻るのが嫌
いという、こだわりがあります。
　しかしドライブが趣味というわけ
でもありません。
　初めて訪れる場所で、移動中の

流れる風景を見ながら、その場所の全体像を頭の
中で想像する。
　そして帰宅後に地図を持って、自分が通ったルー
トを確認する。
　思い返すと免許を持つ前、小学生の頃からその

ようなことをしていました。
　今はグーグルマップがあり、ストリ
ートビューで訪れた場所の過去の
風景までも確認できます。
　あの交差点を曲がったらどこに
行けたのか、あの名もなき大きな建造物は個人所有
なのか。運転しながら頭の中にメモをする。
　帰宅後の課題が増えるのを想像すると堪りませ
ん。
　また知らない場所へ行って帰って、答え合わせを
してみたい。

私のこだわり　　　 小野 周平

　先月ご案内しましたライオン誌Ｗ
ＥＢ版はご覧になられましたか？
　８月号の記事にはなりますが、ラ
イオンズが献血に取り組んできた歴
史が紹介されています。
一度ご覧になってみてはいかがで

しょうか？
下記ＵＲＬでご覧になれます。
https://www.thel ion-mag.jp/1808hi01

スマートフォン、タブレットの
方はこちらのＱＲコードから
記事へジャンプできます。

ライオン誌ＷＥＢ版トップページ
へのＱＲコードです。

今月のライオン誌ピックアップ
MC広報委員長 天 野 　淳　

　ライオンズクラブが駅前や商業施設などで献
血の協力を呼びかけているのを見たことがある
人は多いだろう。
　それもそのはず、献血推進活動は、日本各地に
3000 余りあるライオンズクラブの大半が何ら
かの形で携わっている。日本ライオンズを代表
する事業の一つだからだ。
　日本に初めての血液銀行（現赤十字血液セン
ター）が出来たのは 1952 年。これは現在と同じ
ように献血による血液の無償提供をよびかける
ものだったが、同時期に民間の商業血液銀行も
生まれ人々から血液を買い取っていたために、
献血に協力する人はとても少なかった。
　商業血液銀行では、生活費を得るために血を
売る人も多く、売血の頻度が高い人の血は赤血
球が少なく黄色い血漿（けっしょう）が目立つこ
とから「黄色い血液」と呼ばれ、輸血の効果が少
ないばかりか、時には肝炎などの副作用を招く
こともあった。

　60 年代に入ってもほぼ 100％が売血だった血
液事業は、1964 年に大きな転機を迎える。
　当時のエドウィン・ライシャワー駐日アメリ
カ大使が暴漢に刺され、このときに行った輸血
が原因で血清肝炎を発症したのだ。
　政府は、輸血用血液は献血により確保するこ
とを閣議決定。
　全国各地に赤十字血液センターの開設が勧め
られ、献血の受入体制が整えられていった。

献血推進の旗振り役として

災害に備えて献血を行う熊本県のライオンズ (1969 年）

ライオン誌WEB版８月号より一部抜粋

（続きはライオン誌WEB版で）
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We Serve友愛・団結・継承

　今年度、2R-1Z･ZC をさせて頂い
ております新居浜中央ライオンズクラ
ブ所属の秋山克幸です。どうか宜し
くお願い致します。
　今期西条道前キャビネットの関野
地区ガバナーが誕生しており皆さん
で支えていかなければと思っていま
す。
　先日キャビネットより韓国との接待係をお願いして
くれと依頼があり、新居浜ライオンズクラブ伊藤会長
にお願いを致しました。皆さん大変なこととは思いま
すが宜しくお願いします。
　次にガバナーが言っています今期 101 年目を迎
えており、200 年に向って改革を進めて行かなけれ
ばなりません。その中でプロジェクトS、五つの奉仕、
その中で、今期特に環境に力を入れております。
　前期にて 2R 内で遍路道の清掃を行いました。
今度は四国全体で遍路道清掃を来年 3 月 10 日に
予定しています。詳しいことは来年皆さんにお知ら
せしますので、ご協力ご参加よろしくお願いします。
　次に会員会則委員より新会員 3 名、純増 1 名の
お願いがありました。宜しくお願いします。

　私の今までの活動報告をします。
先月キャビネット会議、リジョン会議そ
して今日、新居浜ライオンズクラブへ
の例会訪問となっております。
　今期災害が発生し関野地区ガバ
ナーは災害積立金 1,000 万円より緊
急援助 500 万円を拠出したとのこと
です。私は地区ガバナー、リジョンチェ

アパーソンの指導の元、ゾーン内のクラブとのパイプ
役として行きたいと思っています。
　新居浜ライオンズクラブの皆様におかれましては
いろいろとアクティビティを行っていますが、その中
で、中学生による英語スピーチコンテストが特に素晴
らしいと思っております。私も福山会長の時に見学を
させて頂き青少年育成、地域に密着した奉仕だと思
いました。これからも宜しくお願い致します。
　次に新居浜別子ライオンズクラブ開設 30 周年記
念を迎え、チャリティコンサート、記念式典が成功裡
に終えることを願っております。
　最後に新居浜ライオンズクラブの発展と皆様の健
康に気をつけて、ライオンズ活動を宜しくお願い致し
ます。

例会訪問ご挨拶
336-A 地区 2R-1Z･ZC 秋 山  克 幸　　　開催日：平成 30 年 8 月 8 日（水）　8月第 1例会　ユアーズ　

　去る８月１８日（土）、ユアーズにて
「第１回ゾーンレベル会員委員会・
地区ガバナー諮問委員会」が開催
され、伊藤龍一会長、古川貴章第１
副会長、岡田賢治会計、大竹崇夫
会員会則委員長、そして私の計５

名で参加してまいりました。
　ゾーンレベル会員委員会では、例年通り各クラブ
の会員増強の現状や取り組み（ＧＭＴ）、人材育成
（ＧＬＴ）、家族会員や女性会員の増強・入会促進
（ＦＷＴ）に関して事前アンケートを元に会長や会員
会則委員長より説明が行われ、他クラブの取り組み
などでは参考になる発表もありました。
　続いて地区ガバナー諮問委員会が開かれ、各ク
ラブの今期の指針、アクティビティ、会員増強など、
秋山克幸２Ｒ－１Ｚ・ＺＣより幅広く諮問され、伊藤龍
一会長が当クラブとしての意見を述べました。
　また、近年議題に上がっていた事務局統合の話
については、今回はありませんでした。
　その後、懇親会が開かれ、役職の近い者同士が

円卓を囲み、雑談を交えながら意見交換などもし、
大変楽しい時間を過ごさせて頂きました。
　資料には、１Ｚのみならず、２Ｒ全てのクラブのアン
ケート内容が掲載されていました。
　日頃、リジョン内はもとより、ゾーン内でも他クラブ
の活動状況や方向性を知る機会は少なく、今回の
委員会は初参加の私にとって大変勉強になる有意
義なものでした。
　盆明け早々、お忙しいなか、参加された皆さんに
おかれましては、大変お疲れ様でございました。

第1回 地区ガバナー諮問委員会・ゾーンレベル会員委員会
幹　事 能 瀬  伸 一　開催日：平成 30 年 8 月 18 日（土）　場所：ユアーズ

会員投稿テーマ『私のこだわり』

　私は車で移動するという行為が
好きで、同じ道を通って戻るのが嫌
いという、こだわりがあります。
　しかしドライブが趣味というわけ
でもありません。
　初めて訪れる場所で、移動中の

流れる風景を見ながら、その場所の全体像を頭の
中で想像する。
　そして帰宅後に地図を持って、自分が通ったルー
トを確認する。
　思い返すと免許を持つ前、小学生の頃からその

ようなことをしていました。
　今はグーグルマップがあり、ストリ
ートビューで訪れた場所の過去の
風景までも確認できます。
　あの交差点を曲がったらどこに
行けたのか、あの名もなき大きな建造物は個人所有
なのか。運転しながら頭の中にメモをする。
　帰宅後の課題が増えるのを想像すると堪りませ
ん。
　また知らない場所へ行って帰って、答え合わせを
してみたい。

私のこだわり　　　 小野 周平

　先月ご案内しましたライオン誌Ｗ
ＥＢ版はご覧になられましたか？
　８月号の記事にはなりますが、ラ
イオンズが献血に取り組んできた歴
史が紹介されています。
一度ご覧になってみてはいかがで

しょうか？
下記ＵＲＬでご覧になれます。
https://www.thel ion-mag.jp/1808hi01

スマートフォン、タブレットの
方はこちらのＱＲコードから
記事へジャンプできます。

ライオン誌ＷＥＢ版トップページ
へのＱＲコードです。

今月のライオン誌ピックアップ
MC広報委員長 天 野 　淳　

　ライオンズクラブが駅前や商業施設などで献
血の協力を呼びかけているのを見たことがある
人は多いだろう。
　それもそのはず、献血推進活動は、日本各地に
3000 余りあるライオンズクラブの大半が何ら
かの形で携わっている。日本ライオンズを代表
する事業の一つだからだ。
　日本に初めての血液銀行（現赤十字血液セン
ター）が出来たのは 1952 年。これは現在と同じ
ように献血による血液の無償提供をよびかける
ものだったが、同時期に民間の商業血液銀行も
生まれ人々から血液を買い取っていたために、
献血に協力する人はとても少なかった。
　商業血液銀行では、生活費を得るために血を
売る人も多く、売血の頻度が高い人の血は赤血
球が少なく黄色い血漿（けっしょう）が目立つこ
とから「黄色い血液」と呼ばれ、輸血の効果が少
ないばかりか、時には肝炎などの副作用を招く
こともあった。

　60 年代に入ってもほぼ 100％が売血だった血
液事業は、1964 年に大きな転機を迎える。
　当時のエドウィン・ライシャワー駐日アメリ
カ大使が暴漢に刺され、このときに行った輸血
が原因で血清肝炎を発症したのだ。
　政府は、輸血用血液は献血により確保するこ
とを閣議決定。
　全国各地に赤十字血液センターの開設が勧め
られ、献血の受入体制が整えられていった。

献血推進の旗振り役として

災害に備えて献血を行う熊本県のライオンズ (1969 年）

ライオン誌WEB版８月号より一部抜粋

（続きはライオン誌WEB版で）



例会報告

第 1389 回 8 月第一例会
8月 8日（水）12：15～ ユアーズ
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N i i h a m a  L i o n s  C l u b 友愛・団結・継承

第 1390 回 8 月第二例会
8 月 22 日 (水 )12：15 ～ ユアーズ

四国から世界へ
336-A 地区 2R-RC 羽 田 野  修 司　　開催日：平成 30 年 7 月 25 日（水）７月第 2夜間例会　ユアーズ

■開会ゴング
■来訪者紹介　佐伯澄男直前会長
　336-A 地区 2R-1Z･ZC 秋山 克幸様
　新居浜別子ライオンズクラブ会長　川上博司様
　新居浜別子 LC30 周年大会委員長　井上 猛様
■会長挨拶　伊藤龍一会長
■ライオンズ･ローア　三役
■来訪者挨拶
　秋山克幸　2R-1Z･ZC
　川上博司　新居浜別子ライオンズクラブ会長
　井上　猛　結成 30 周年大会委員長

■審議事項
１．豪雨災害義捐金について（目標 1,000 円以上／ 1人）
２．第１回地区ガバナー諮問委員会、ゾーンレベル会員委員会
　登録料について　25,000 円 (5,000 円×5名 )8月18日（土）
３．地区ガバナー公式訪問登録料について
　 30,000 円　（6,000 円×5名）　9月9日（日）
４．第１回愛リバー・愛ロード決算報告について
５．第１回献血・献眼予算案について
６．平和ポスター予算案について
７．保健福祉委員会開催曜日の変更について
　・定例開催日　毎月第２木曜日→第３木曜日
　・８月開催日　８月１６日（木）→２０日（月）18:30 ～ 事務局
■幹事報告
・報告事項
１．第２回キャビネット内局会議
　８月１日（水） 18:30 ～ 道前キャビネット事務局　
　出席者：福山 宏 MC･ライオンズ情報･地区誌･大会参加委
　員長
２．岡部歩乃佳選手と会員の集い
　８月１０日（金） 18:30 ～ ユアーズ
３．第１回地区ガバナー諮問委員会、ゾーンレベル会員委員会
　８月１８日（土）17:00 ～ ユアーズ
　出席者：伊藤龍一会長、古川貴章第１副会長、能瀬伸一幹
　事、岡田賢治会計、大竹崇夫会員会則理事
４．第１回献血・献眼登録奉仕　
　８月１９日（日） 10:00 ～ イオンモール新居浜駐車場
５．冬期ＹＣＥ派遣について　
　日程：１２月２０日頃～１月４日頃
　派遣国･対象年齢：マレーシア（１６歳～２１歳）、ニュージー
　ランド（１７歳～２１歳）
　希望される方がおられましたら８月１７日までに事務局までご連
　絡お願い致します。
６．第５７回東洋･東南アジアライオンズフォーラム（中国・海南）
　開催地：海南市（中国）　日程１１月１５日（木）～１８日（日）
　参加される方がおらましたら８月２４日までに事務局までご連

　絡お願い致します。
７．８月１３日（月）～１６日（木）事務局をお休みさせて頂きます。
■委員会報告
青少年委員会　　岡部歩乃佳選手との集い参加のお願い
保健福祉委員会　第 1回献血・献眼登録奉仕のお願い
■その他
■出席報告
　会員数名 55 名、出席 45 名、欠席 10 名、出席率 81.8％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥82,000　　ファイン　￥1,000　
■閉会ゴング

　新居浜ＬＣさんの夜間例会に
RCA 共々お邪魔をしまして、有
意義な時間を頂きました。
有難うございました。
　歴史と伝統ある新居浜 LC
さんの例会訪問で少々緊張い
たしましたが、伊藤会長に終始
おつきあいを頂きまして楽しい
一時を過ごすことが出来まし
た。
　道前キャビネット、スタート早々 336-A 地区内の
大災害に見舞われ、ライオンズクラブの意義を示す
べく関野ガバナーを先頭に奮闘しております。
　道 前 キャビネットの 大きな 事 業 の 一 つは
「project-S」と銘打って 336-A 地区を上げての遍
路道の清掃アクティビティです。

　地元 2R を中心に四国遍路と
それを取り巻く石鎚山へ感謝を
込めて環境奉仕をするという事
で地区内各クラブ宛てにお願い
とご案内を致します。
　平成が幕を下ろそうとしてい
ます。
　新しい元号の時代へ移り変わ
ろうとする真っ只中・・・

　私達はこれまでの経験を生かして、新しい時代に
適応するライオンズクラブにしていかなくてはならな
い！それが今の私達に与えられた課題だと思ってい
ます。
　伊藤会長率いる新居浜 LC の皆様、地元 2R の
面子にかけてどうか、道前キャビネットを一年間支え
て頂きたくお願いを申し上げます。

■開会ゴング　
■会長挨拶　伊藤龍一会長
■ライオンズ･ローア　三役
■審議事項　なし
■幹事報告　能瀬伸一幹事
・報告事項
１．岡部歩乃佳選手と会員の集い
　８月１０日（金）18:30 ～ ユアーズ
　参加者５１名
２．第１回地区ガバナー諮問委員会、
　ゾーンレベル会員委員会
　８月１８日（土）17:00 ～ ユアーズ
　出席者　伊藤龍一会長、古川貴章
　第１副会長、能瀬伸一幹事、岡田賢治会計、大竹崇夫会員
　会則理事
３．第１回献血・献眼登録奉仕
　８月１９日（日）10:00 ～  イオンモール新居浜駐車場
　（献血者） 受付者１９５名、採血者１７３名、不採血者２２名、
　（献眼登録者）２５名、（骨髄バンク登録者）１５ 名　
　（臓器提供意志カード配布数）１９５ 枚
　参加者： １８名
　L伊藤龍一、L古川貴章、L伊藤嘉秀、L能瀬伸一、L青野
　泰介、L藤縄洲二、L後藤達也、L有富正治、L永易明洋、L
　天野　淳、L山口　泰、L山下邦俊、L真鍋憲夫、L金田智
　行、L譽田幸弘、L近藤充徳、L田村征夫、L杉田友裕
４．ガバナー公式訪問
　９月９日（日）14:30 ～ 今治国際ホテル　
　出席者：伊藤龍一会長、古川貴章第１副会長、能瀬伸一幹
　事、岡田賢治会計、大竹崇夫会員会則理事、福山　宏MC･
　ライオンズ情報･地区誌･大会参加委員長
■委員会報告
計画財務委員会　
　資金獲得事業について
保健福祉委員会　第１回献血・献眼
　登録活動報告・お礼
■その他
　商工会館夜９時以降の施錠について
　新居浜別子 LC　結成 30 周年チャリティコンサート案内
　　　9/16 13:30 ～ あかがねミュージアム　　　　　　　　
　第 65回地区年次大会役割分担について

■出席報告
会員数 55 名、出席 43 名、欠席 12 名、出席率 78.2％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥69,000
■閉会ゴング

参加者
Ｌ伊藤 龍一、Ｌ古川 貴章、Ｌ伊藤 嘉秀、Ｌ能瀬 伸一
Ｌ青野 泰介、Ｌ藤縄 洲二、Ｌ後藤 達也、Ｌ有富 正治
Ｌ永易 明洋、Ｌ天野 　淳、Ｌ山口 　泰、Ｌ山下 邦俊
Ｌ真鍋 憲夫、Ｌ金田 智行、Ｌ譽田 幸弘、Ｌ近藤 充徳
Ｌ田村 征夫、Ｌ杉田 友裕

ライオンズ情報



・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会　    ９月１０日（月）18:30 ～　商工会館 3F
９月第 1例会　　 　９月１２日（水）12:15 ～　ユアーズ
９月第２例会　　　９月２６日（水）12:15 ～　ユアーズ
・委員会
環境保全委員会　　９月　３日（月）18:30 ～　事務局
計画財務委員会　　９月　４日（火）18:30 ～　事務局
会員会則委員会　　９月　５日（水）18:30 ～　事務局
MC広報委員会　　９月　６日（木）18:30 ～　事務局
保健福祉委員会　　９月２０日（木）18:30 ～　事務局
青少年委員会　　　９月２５日（火）18:30 ～　事務局　
出席大会委員会　　９月２７日（木）18:30 ～　事務局
・クラブ・その他行事予定
９月２８日（金）14:00 ～　新居浜市文化センター中ホール　
　第 29 回新居浜市中学生スピーチコンテスト
９月２０日（木）10:30 ～　平形橋北歩道上
　平成 30 年度秋の交通安全運動（人の輪作戦）
９月２９日（土）18:00 ～　ユアーズ
　岡部歩乃佳選手アジアパラリンピック競技大会出場壮行会
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　９月　９日（日）   9 :25 ～       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　　　９月１９日（水）18:30 ～　 鉄板焼きひびき　   
スポーツ部会　　９月１４/２８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

９月　９日（日）14:30 ～　今治国際ホテル
　ガバナー公式訪問
９月１６日（日）13:30 ～　あかがねミュージアム
　新居浜別子 LC結成 30 周年事業チャリティコンサート

行  事  予  定

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 (8月分 )

５５
２８
２６
４６
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170
 0
0

 12
182

291,752
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394,000
810,460

80.0
77.6
76.6
78.6
78.2

85.4
88.0
84.5
86.5
86.1

名 ％ ％ Ｈ 円

BIRTHDAY&MARRIAGE

9月 誕生日おめでとうございます
青野泰介、石川　稔、伊藤嘉秀、上野　剛

能瀬伸一、福山　宏、真鍋憲夫

9 月 結婚記念日おめでとうございます
高橋尚毅、新田久司、能瀬伸一

国際会長　グッドラン・ビョード・イングバドター
　　〈テーマ〉「We Serve」 

３３６－Ａ地区ガバナー　関野  邦夫
　　〈スローガン〉「No try No change！」

　　〈キーワード〉和 「Wa」

新居浜ライオンズクラブ会長　伊藤  龍一
　　〈スローガン〉「友愛・団結・継承　We Serve」

〈ライオンズクラブスローガン〉

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

〈モットー〉

We Serve
［われわれは奉仕する］
〈地区スローガン〉

Service Activity is the key to Lions clubs
［ライオンズクラブのキーは奉仕することである］

201８.7 ～ 201９.6

We Serve友愛・団結・継承
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8月 12 日(日)　　新居浜CC

古 川 貴 章

白 石 誠 一

岡 田 賢 治

村 上 博 昭

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
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110
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9.8

29.0

65.2

68.8
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 8 月 理事・委員長会
8月 6日 (月 )1８：３０～ 商工会館3F

第1回 献血・献眼登録奉仕活動
保健福祉委員長 譽 田  幸 弘　日時：平成 30 年 8 月 19 日（日）10:00 ～　場所：イオンモール新居浜

●会長挨拶　伊藤龍一会長
●審議事項
１．豪雨災害義捐金について（目標 1,000 円以上／ 1人）
２．第１回地区ガバナー諮問委員会、ゾーンレベル会員委員会
　登録料について　25,000 円（5,000 円×5名）8月18日（土）
３．地区ガバナー公式訪問登録料について
　 30,000 円　（6,000 円×5名）　9月9日（日）
４．第１回愛リバー・愛ロード決算報告について
５．第１回献血・献眼予算案について
６．平和ポスター予算案について
７．保健福祉委員会開催曜日の変更について
　・定例開催日　毎月第２木曜日→第３木曜日
　・８月開催日　８月１６日（木）→２０日（月）18:30 ～ 事務局
●報告事項
１．第２回キャビネット内局会議
　８月１日（水）18:30 ～ 道前キャビネット事務局
　出席者：福山 宏 MC･ライオンズ情報･地区誌･大会参加委
　員長
２．岡部歩乃佳選手と会員の集い
　８月１０日（金）18:30 ～ ユアーズ
３．第１回地区ガバナー諮問委員会、ゾーンレベル会員委員会
　８月１８日（土） 17:00 ～ ユアーズ
　出席者：伊藤龍一会長、古川貴章第１副会長、能瀬伸一幹
　事、岡田賢治会計、大竹崇夫会員会則理事
４．第１回献血・献眼登録奉仕
　８月１９日（日） 10:00 ～ イオンモール新居浜駐車場
５．冬期ＹＣＥ派遣について　
　日程：１２月２０日頃～１月４日頃
　派遣国･対象年齢：マレーシア（１６歳～２１歳）、ニュージー
　ランド（１７歳～２１歳）
　希望される方がおられましたら８月１７日までに事務局までご連
　絡お願い致します。
６．第５７回東洋･東南アジアライオンズフォーラム（中国・海南）
　開催地：海南（中国）　日程１１月１５日（木）～１８日（日）
　参加される方がおらましたら８月２４日までに事務局までご連
　絡お願い致します。
●委員会報告
会員会則委員会　新会員の推薦について
出席大会委員会　例会出席のお願い
ＭＣ広報委員会　 会報誌原稿のお願い
青少年委員会　　8/10岡部歩乃佳選手と会員の集いについて
保健福祉委員会　8/19 献血･献眼登録について
環境保全委員会　7/22の愛ロード清掃のお礼
●その他
　年次大会役割分担について

■開会ゴング　
■会長挨拶　伊藤龍一会長
■ライオンズ･ローア　三役
■審議事項　なし
■幹事報告　能瀬伸一幹事
・報告事項
１．岡部歩乃佳選手と会員の集い
　８月１０日（金）18:30 ～ ユアーズ
　参加者５１名
２．第１回地区ガバナー諮問委員会、
　ゾーンレベル会員委員会
　８月１８日（土）17:00 ～ ユアーズ
　出席者　伊藤龍一会長、古川貴章
　第１副会長、能瀬伸一幹事、岡田賢治会計、大竹崇夫会員
　会則理事
３．第１回献血・献眼登録奉仕
　８月１９日（日）10:00 ～  イオンモール新居浜駐車場
　（献血者） 受付者１９５名、採血者１７３名、不採血者２２名、
　（献眼登録者）２５名、（骨髄バンク登録者）１５ 名　
　（臓器提供意志カード配布数）１９５ 枚
　参加者： １８名
　L伊藤龍一、L古川貴章、L伊藤嘉秀、L能瀬伸一、L青野
　泰介、L藤縄洲二、L後藤達也、L有富正治、L永易明洋、L
　天野　淳、L山口　泰、L山下邦俊、L真鍋憲夫、L金田智
　行、L譽田幸弘、L近藤充徳、L田村征夫、L杉田友裕
４．ガバナー公式訪問
　９月９日（日）14:30 ～ 今治国際ホテル　
　出席者：伊藤龍一会長、古川貴章第１副会長、能瀬伸一幹
　事、岡田賢治会計、大竹崇夫会員会則理事、福山　宏MC･
　ライオンズ情報･地区誌･大会参加委員長
■委員会報告
計画財務委員会　
　資金獲得事業について
保健福祉委員会　第１回献血・献眼
　登録活動報告・お礼
■その他
　商工会館夜９時以降の施錠について
　新居浜別子 LC　結成 30 周年チャリティコンサート案内
　　　9/16 13:30 ～ あかがねミュージアム　　　　　　　　
　第 65回地区年次大会役割分担について

■出席報告
会員数 55 名、出席 43 名、欠席 12 名、出席率 78.2％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥69,000
■閉会ゴング

　例年通り良い天気となったイオ
ンモール駐車場で、暑い中、朝早く
からメンバーの皆様にお手伝い頂
き、スムーズに会場の準備をするこ
とができました。本当に感謝してお
ります。

　今年は、念願であった「氷柱」を準備することがで
きました。１８０㎏もある氷柱を前日松山まで手配して
頂いた伊藤龍一会長、ありがとうございました。
とても好評でした！
　また、酷暑の中、受付を駐車場でするには厳しい
環境であったので、事前にイオンモールの方と相談
し、無償でサウスコートの一角を受付会場に提供し
て頂く事ができました。
　嬉しい事は続き、イオンモールさんのイベントで、
献血受付の直ぐ側に江口太鼓台が展示をされてお
り、妻が来た時には、新居浜ライオンズで用意をした
のかと驚いていました。
　メンバーの皆様のＰＲ、また、太鼓台効果もあって
か、195 名もの献血希望者に受付して頂き、時間の
許す限り献血をして頂いたのですが、結果 173 名

の方に献血をして頂く事ができました。
　猛暑の中、採血に協力頂いた多数のメンバーの
皆様に厚くお礼申し上げます。
　また、伊藤会長にはミストクーラー、及び、氷柱の
準備までご尽力頂き誠に有難うございました。
炎天下ではありましたが、とても大きな効果がありま
した。
献血・献眼登録結果
受付者：195 名、採血者：173 名、不採血者：22 名、
献眼登録者 25 名、骨髄バンク登録者：15 名
臓器提供意思カード配布数：195 枚　



伊藤　龍一　第 1回献血・献眼登録奉仕事業、多数のご参加有難うござ
　　　　　　いました。保健福祉委員会の皆様お疲れ様でした。
能瀬　伸一　先日の献血献眼お疲れ様でした。西日本豪雨以降、愛媛だけで
　　　　　　なく中四国で血が足りない状況です。今後もご協力宜しくお
　　　　　　願いします。
岡田　賢治　８月度ライオンズ月例コンペで久しぶりに優勝させて頂
　　　　　　きました。メンバーに恵まれ古川さん、後藤さん、村上さん
　　　　　　ありがとうございました。
後藤　達也　しつこいようですが、ハヅキルーペをお願いします。
白石　誠一　台風に注意して下さい。
佐伯　澄男　まだまだ暑い日が続きます。お身体に気をつけて乗り切り
　　　　　　ましょう。
大竹　崇夫　残暑厳しい時期、お身体に気をつけて下さい。
青野　泰介　献血では、譽田委員長の頑張りに感動致しました。保健福
　　　　　　祉委員会の皆様ありがとうございました。
有富　正治　昨日で高校野球が終わりなんとなく寂しいです。何か楽し
　　　　　　みを早く見つけなくては？
徳村　　明　今年も暑い夏の甲子園野球大会も終わりました。郷土の思
　　　　　　いと誇りをかけた数々のドラマに感動しました。
譽田　幸弘　８月１９日第１回献血・献眼登録奉仕を実施しました。休
　　　　　　日に拘わらず、たくさんのクラブメンバーの皆様にお手伝
　　　　　　いを頂き、無事に実施することが出来ました。有難うござ
　　　　　　いました。
鈴木　雅志　今年度、第1回目の献血・献眼登録。受付者195名、献血者173
　　　　　　名、近年過去最高？暑い中保健福祉委員会の皆さん他ご苦労
　　　　　　さまでした。
伊藤　嘉秀　19 日の日曜日は皆さん献血活動お疲れ様でした。多くの方
　　　　　　の血を採れて良かったです。
近藤　充徳　献血ご協力有難うございました。
宇野　博文　暑い日が続きます。スーパーボランティア尾畠さんを見習
　　　　　　ってボランティア活動に頑張りたいと思っています。
神野　雄太　暑い夏早く秋が来てほしい。
藤縄　洲二　火星が大接近でしたが、だんだん遠ざかって行くそうで
　　　　　　す。今度は何年先になるんでしょうか！
真鍋　憲夫　台風 19･20 号が日本にやってきています。災害が発生しな
　　　　　　いよう注意しましょう。残暑お見舞い申し上げます。献血・
　　　　　　献眼登録活動お疲れ様でした。
永易　明洋　済美高校、甲子園大会ベスト４おめでとうございます。
松浦　一雄　100 回開催の甲子園、SAIBI 高校よく頑張りました。熱闘を
　　　　　　有難う。
杉田　友裕　済美高校の甲子園での健闘を祝して！
高橋　尚毅　歩乃佳ちゃんと会員の集いに初参加してきました。歩乃佳
　　　　　　ちゃんのガッツを感じました。アジア大会、東京パラリン
　　　　　　ピック共に夢をつかんで欲しいですね！
塩見　秀晴　暑い夏ももう少し頑張り無事に過ごしましょう。
古川　貴章　台風が来ています。気をつけましょう。
加藤　久博　台風 20 号四国に近づいています。お気を付け下さい。
・・・残暑お見舞い申し上げます。お身体ご自愛下さい・・・
大石隆憲／真木泰彦／土岐敏勝／村上順一郎／村上博昭／山下邦俊／
金田智行／上野　剛／岡田浩二／大上幸雄

２Ｒ－１Ｚ・ＺＣ　秋山 克幸 様
新居浜別子ライオンズクラブ会長　川上 博司様
大会実行委員長　井上 猛様
伊藤　龍一　1ZC秋山様、別子ライオンズクラブ川上様、井上様のご来訪
　　　　　　に感謝致します。
岡田　賢治　来訪者秋山 1ZC、川上新居浜別子 LC会長、井上大会委員長
　　　　　　の来訪を歓迎致します。
能瀬　伸一　秋山 1ZC、新居浜別子 LC川上会長、大会委員長井上様の来
　　　　　　訪に感謝致します。
白石　誠一　秋山 1ZC本日は有難うございます。
大上　幸雄　どうしても外せない出張の為欠席させて頂きます。大変申
　　　　　　し訳ございません。宇野さん宜しくお願いします。
後藤　達也　秋山様、川上様、井上様のご来訪に感謝します。この夏、朝エ
　　　　　　アコンを消し忘れて出かけること、もうすでに 4回。一人で
　　　　　　暮らしているので誰も消してくれません。帰宅すると全開
　　　　　　でエアコンが回っています。
青野　泰介　来訪者を歓迎します！！塩見委員長がボクシング協会の会
　　　　　　長に見えて困ります。
永易　明洋　藤縄さんホールインワンおめでとうございます。危険な暑
　　　　　　さが続いています。お身体をご自愛下さい。
福山　　宏　10 月ゴルフ部会藤縄さんのホールインワンコンペ、宜しく
　　　　　　お願いします。
近藤　充徳　8/19 献血・献眼登録、ご協力お願いします。
徳村　　明　猛暑日が続いています。くれぐれも体調管理と熱中症対策
　　　　　　に努めて下さい。
有富　正治　新居浜別子ライオンズクラブより秋山 1ZC はじめご来訪
　　　　　　を歓迎致します。
加藤　久博　来訪者の皆様を歓迎して。
真鍋　憲夫　立秋も過ぎましたが残暑厳しいですのでお身体ご自愛下さ
　　　　　　い。来訪者を歓迎致します。
佐伯　澄男　秋山 1ZC、川上新居浜別子 LC会長、井上 30 周年大会委員
　　　　　　長のご来訪を心より歓迎します。 
大竹　崇夫　1Z･ZC 秋山氏のご来訪を歓迎致します。
譽田　幸弘　今回 8 月 19 日の献血・献眼登録よりイオンモール内で受付
　　　　　　できるようになりました。
村上　博昭　第 100 回夏の甲子園大会が始まりました。この猛暑の中、選
　　　　　　手達は大変ですが、それぞれの故郷のため頑張れ高校球児。
藤縄　洲二　今年は原爆関連のニュースが少ないような気がします。
伊藤　嘉秀　秋山 1ZC 様新居浜別子 LC 川上会長、井上大会委員長のご
　　　　　　来訪ありがとうございます。
鈴木　雅志　来訪者の皆さんを歓迎して。
松浦　一雄　秋山 1Z･ZC と新居浜別子 LC川上会長、井上 30 周年大会委
　　　　　　員長の来訪を歓迎します。
高橋　尚毅　豪雨災害があり、また猛暑の中、愛媛代表、済美高校が甲子
　　　　　　園で頑張っています。頑張ろう！愛媛！
塩見　秀晴　暑い夏ですが出席宜しくお願いします。
古川　貴章　残暑厳しいなか、身体に気をつけて下さい。
金田　智行　ご来訪を歓迎致します。
宇野　博文　暑い日が続きます。本日は初めてのテール・ツイスターの
　　　　　　代理業務です。頑張ります。
石川　敏則　猛暑です。身体に気をつけて下さい。
伊藤　久門　連日猛暑が続きます。皆さんご自愛いただき健やかにお過
　　　　　　ごし下さい。
・・・秋山1ZC、川上新居浜別子 LC会長、井上30周年大会委員長の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご来訪に感謝致します・・・
上野　剛／大石隆憲／高橋在錫／岡田浩二／中田君江　

Ｃドラゴン先生

■事 務 局 　〒792-0025　新居浜市一宮町2丁目4番8号　新居浜商工会館2F  TEL(0897)34-9400
■例 会 場 　〒792-0021　新居浜市泉宮町5番8号　　　   ユアーズ　　　　     TEL(0897)33-3535
■例会日時　 毎月　第2・4水曜日　 12:15 ～ 13:30
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8 月第 1 例会
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国際会長テー
マ

編集後記

会長スローガ
ン

友愛・団結・継承

336-A 地区 ガバナ
ースローガン

　　　　　 
キーワード

ライオンズグラブにはたくさんの専門用語があります。
その用語は、時代の移り変わりにより、さまざまに変わっていきます。ライオンズ用語解説

8 月第 2 例会

和「Wａ」

　  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  伊藤 龍一　幹事  能瀬 伸一  会計  岡田 賢治
発行責任者　ＭＣ広報委員長　天野  淳 

　               

【テール・ツイスター】
例会を活気づけて盛り上げる役職、友愛の情を深めて会員間の親睦を図り、全体の雰囲気
を和やかに保つ役割を担っています。テールツイスターは会員にファインを課せる権限を持っ
ています。例会を盛り上げる為に笑いを求めて少々の悪ふざけは許されますが､会員や来訪
者を傷つけたり、気まずい思いをさせる事があってはいけません。

【ファイン】
例会やその他の会合において､テールツイスターに課せられる、僅少な金銭
（新居浜ライオンズクラブでは５００円） です。また、クラブの内規に違反する
言動があったりした時に自発的に出したりします。すべてテールツイスターの
ユーモアセンスで､笑いのうちに会員を反省させて会合を和ませます。
ファインは、運営費として処理されます。

【ドネーション】
善意に基づく自発的な寄付金です。会員が様々な慶事､お祝い､感謝､労いを
込めてドネーションをします。テールツイスターが例会で紹介して盛り上げます。
金額に上限はなく、新居浜ライオンズクラブでは、事業費に充てられ、アクティ
ビティに使われます。　8 月のお盆明けにかけて 19・20 号と二つの台風が発生しました。19

号は、奄美大島にそれ、20 号は、四国の徳島に上陸しました。幸いにも
愛媛県には被害もほとんどなくほっとしました。
　そんななか第一回の献血献眼運動が実施されました。午後から参加
させてもらいました。
　今回は、会長の提言でイオンモールさんとの話し合いが事前にされ、
館内で受付ができ時間も予約制となり快適に実施されました。従来の暑
い場所から涼しい場所に移動できました。
　お陰で受付登録者数も献血者も大幅に増加しました。日赤の担当者
も血液不足が心配されていたので喜ばれました。
本当に画期的な改善でした。今後も皆様に喜ばれるような奉仕活動を
推進しましょう。
　９月はいよいよ食欲の秋ですね。　　　　　　　　　真鍋憲夫


