
伊藤　龍一　檜垣さんの再入会を心より歓迎致します。2 月の第 1 例会
　　　　　　100％出席達成宜しくお願い致します。
能瀬　伸一　卓話に感謝！檜垣さんの再入会を祝して！
岡田　賢治　檜垣さんの再入会を歓迎します。
後藤　達也　檜垣さんお帰りなさい。
白石　誠一　檜垣さん入会おめでとうございます。
佐伯　澄男　越智様のご来訪を心より歓迎します。元会長・幹事に敬意
　　　　　　を表します。
有富　正治　会長･幹事を称える会を催していただき有難うございまし
　　　　　　た。檜垣さん再入会おめでとう！以前同様宜しくお願い致
　　　　　　します。
加藤　久博　元会長･幹事を称えて頂き有難うございます。
永易　明洋　歴代会長･幹事の皆様を称えて！！今、新居浜ライオンズク
　　　　　　ラブがあるのは皆様のおかげです。有難うございます。今
　　　　　　後もお身体をご自愛下さい。宜しくお願い致します。
真鍋　憲夫　寒中お見舞い申し上げます。インフルエンザが流行してい
　　　　　　ますのでお気を付け下さい。檜垣さん再入会を祝して！ま
　　　　　　た共に活躍しましょう。
徳村　　明　インフルエンザ感染も広がっています。手洗いとマスクに
　　　　　　よる予防しましょう。
金田　智行　檜垣様再入会おめでとうございます。
古川　貴章　檜垣さん入会おめでとうございます。
鈴木　雅志　檜垣孝志様の再入会を祝して。また一緒にやりましょう。
近藤　充徳　檜垣さんお帰りなさい。また宜しくお願い致します。
松浦　一雄　檜垣さんの再入会を歓迎します。また宜しくお願いします。
伊藤　久門　今までの新居浜ライオンズクラブの歴史を築いて頂いた
　　　　　　歴代会長･幹事の方々に敬意を表します。
高橋　尚毅　本日は歴代会長･幹事様の来場心から歓迎します。皆様の
　　　　　　実績を汚さぬ様奉仕します。
神野　雄太　卓話に感謝します。会長･幹事を称えてもらいありがとう。
宇野　博文　歴代の会長･幹事の皆様ご苦労様でした。これからも宜し
　　　　　　くお願い致します。
伊藤　嘉秀　越智則勝様素晴らしい卓話を有難うございます。
譽田　幸弘　越智統括官卓話有難うございました。
山下　邦俊　卓話に感謝！バッジしてませんファインします。
塩見　秀晴　ボーリング大会 2/2 参加少なくて苦戦しています。
石川　　稔　先日、北海道へ行ってきました。バスの運転士さんの運転
　　　　　　を見るとスタッドレスタイヤの威力を再認識させられま
　　　　　　した。すごかった！
橋田信一郎　風邪をひいてしまい中耳炎にもなってしまいました。右耳
　　　　　　が詰まった感じで聞こえづらく毎日病院に通っています。
　　　　　　インフルエンザも流行していますので体調には十分注意
　　　　　　して頑張りましょう。
・・・越智則勝様の卓話に感謝致します。
　　　　　　　　檜垣さん再入会おめでとうございます・・・
　藤縄洲二／大石隆憲／新田久司／真木泰彦／岡田浩二／土岐敏勝／
上野　剛／小野周平／村上順一郎

・・・武市欣也さんのご冥福を心よりお祈り申し上げます・・・
　青野泰介／伊藤久門／上野　剛／大石隆憲／岡田浩二／近藤盛文／高
橋在錫／真木泰彦／中田君江／大上幸雄
計画財務委員会一同　年末商戦大変お世話になりました。委員会として
ドネーションします！！

伊藤　龍一　武市欣也さんのご冥福を心よりお祈り申し上げます。安ら
　　　　　　かにお眠り下さい。
岡田　賢治　明けましておめでとうございます。今年も宜しくお願い致
　　　　　　します。
能瀬　伸一　武市さんを偲んで。ご冥福をお祈り申し上げます。
石川　　稔　年末の母の葬儀には皆様からお気遣いを賜り有難うござい
　　　　　　ました。また、武市さんのご冥福をお祈り致します。
金田　智行　明けましておめでとうございます。暖かい正月でお餅を食
　　　　　　べ過ぎました。本年もよろしくお願いいたします。
近藤　充徳　明けましておめでとうございます。長寿のお祝い有難うご
　　　　　　ざいます。
山下　邦俊　武市欣也さんを偲んで。長寿を祝っていただき有難うござ
　　　　　　います。
有富　正治　武市さん、安らかにお休み下さい。寂しくなります。
白石　誠一　武市さんのご冥福をお祈り申し上げます。
後藤　達也　明けましておめでとうございます。１月 14 日に足摺方面に
　　　　　　出かけ初乗りをすませてきました。波は小さかったですが、
　　　　　　いつもお世話になっている海に挨拶して楽しませてもらい
　　　　　　ました。一緒にセッションした方は石鎚ライオンズクラブ
　　　　　　の元メンバーの方で、今年 62 歳になるそうです。私もまだ
　　　　　　まだ負けられません。
加藤　久博　武市さんのご冥福をお祈り申し上げます。
石川　敏則　明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い
　　　　　　いたします。
佐伯　澄男　新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお
　　　　　　願いいたします。
福山　　宏　明けましておめでとうございます。
徳村　　明　新年あけましておめでとうございます。本年は己の亥の年
　　　　　　であります。次のステップのための基盤を固める年とも言
　　　　　　われています。今年一年宜しくお願いします。
永易　明洋　新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお
　　　　　　願いします。
真鍋　憲夫　長寿のお祝いを申し上げます。今年もどうぞ宜しくお願い
　　　　　　致します。寒中ご自愛ください。
村上順一郎　明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願い
　　　　　　します。
奥嶋啓一郎　明けましておめでとうございます今年もどうぞ宜しくお願
　　　　　　い致します。
小野　周平　明けましておめでとうございます。年始に高校の同級会が
　　　　　　あり、20 年振りに再会した友人もいました。まだまだ頑張ら
　　　　　　なイカンなと思い前向きになれる時間を過ごせました。
塩見　秀晴　2/2 ボーリング大会エントリー宜しくお願いします。2/15　
　　　　　　合同例会 100％出席を目指しています。こちらもよろしくお
　　　　　　願いします。
土岐　敏勝　新年あけましておめでとうございます。
高橋　尚毅　新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお
　　　　　　願いいたします。私事としまして長野選手のカープ入団心
　　　　　　から歓迎いたします。また一年うきうきと社会奉仕します。
橋田信一郎　明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い
　　　　　　いたします。
古川　貴章　本年もよろしくお願いいたします。
神野　雄太　明けましておめでとうございます。今年もよろしく！
松浦　一雄　新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお
　　　　　　願いいたします。
鈴木　雅志　故 L武市欣也さんを偲んで。
譽田　幸弘　武市欣也さん色々とお世話になりました。やすらかに。
杉田　友裕　武市欣也さんのご冥福をお祈り申し上げます。
藤縄　洲二　武市さんのご逝去残念です。偉大な先輩でありました。ご冥
　　　　　　福をお祈りします。

Ｃドラゴン先生

M o n t h l y  B u l l e t i n

E-mail .   ni ihama@204-lc .club URL.   http://www.204-lc .c lub

■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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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

1 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 

　         

　センター試験も終わり、本格的な大学受験のシーズンに入り、
受験生を持つ家族にとっては頭の痛い心配事でしょう。
　受験生にとっても合否によっては一生を左右しかねないと言っ
ても過言ではないでしょう。有名校ばかりに目を奪われず、本当に
将来やりたい事、就きたい仕事をよく考え決めて欲しい。
　どの大学もいいところがいっぱいあります。自分に合ったところ
を目指してください。勉強もいいけど無理せず体調管理には万
全を期してベストコンディションで臨んでください。　
頑張って下さい。　　　　　　　　　　　　　石川 敏則

ライオンズクエスト
青少年の健やかな成長と薬物乱用防止を願って企画されたプログラムです。
思いやりと誠意のある環境の中で青少年に社会の一員として必要なことを身につけるよう以
下のことを目的としています。
・家庭・学校・地域が連携して､青少年の健やかな成長を支援する。
・青少年が自律心・正しい判断力・責任感・そして他者との共生という前向きの態度をみ
　につけるよう支援する。
・青少年が､家庭・学校・友人関係・地域社会の一員として責任ある行動が
　とれるよう支援する。
・青少年が、協力して他の人の為に何かをする事によって、良き市民として
　貢献できる機会を提供する。
・一人ひとりの違いを大切にし､自分も他の人も大切にすることを奨励する。
・好ましくない事にうまく対処し､薬物に関わることなく成長することを支援する。
・このプログラムの実施に関わる教員、管理職、その他の人々に対し､プログラム
　が円滑に実施できるようサポートする。
日本語版プログラムには、小学校低学年用､小学校高学年用と中学校用があり､
ＬＣＩＦ財団の中にライオンズクエスト課か設置され､ＬＣＩＦ交付金で普及拡大事業を
実施しています。



・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会 　　２月１２日（火）18:30 ～　商工会館 3F
２月第 1例会  　  　 ２月１５日（水）18:00 ～　ユアーズ
　（１Ｚ合同夜間例会）
２月第２例会　　   ２月２７日（水）12:15 ～　ユアーズ
・委員会
環境保全委員会　　２月　４日（月）18:30 ～　事務局　
計画財務委員会　　２月　５日（火）18:30 ～　事務局
会員会則委員会　　２月　６日（水）18:30 ～　事務局
MC広報委員会　　２月　７日（木）18:30 ～　事務局
保健福祉委員会　　２月２１日（木）18:30 ～　事務局
青少年委員会　　　２月２６日（火）18:30 ～　呑えもん　
出席大会委員会　　２月２８日（木）18:30 ～　事務局
・クラブ・その他行事予定
２月１３日（水）　18:30 ～　ユアーズ
　岡部歩乃佳後援会理事会
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　２月１０日（日）   10 :11 ～　 新居浜ＣＣ
囲碁部会　　　　未定
つれづれの会　　２月２１日（木）   18 :30 ～　 藤福　
くらげの会　　　奇数月の予定
スポーツ部会　　２月８･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

２月　２日（土）10:00 ～　ナムコワンダーボール西条
　１Ｚ親善ボーリング大会
２月　３日（日）13:30 ～　ウェルピア伊予
　第３回キャビネット会議
２月１５日（金）18:00 ～　ユアーズ
　１Ｚ合同夜間例会
２月１７日（日）14:45 ～　今治地域地場産業振興センター
　第２回新会員オリエンテーション

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 (1月分 )
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82.1
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名 ％ ％ Ｈ 円

２月 誕生日おめでとうございます
大竹崇夫・加藤久博・白石誠一・山口　泰・山下邦俊

2 月結婚記念日おめでとうございます
伊藤嘉秀、大石隆憲、金田智行
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1月 13 日(日)　　新居浜CC

伊 藤 龍 一

岡 田 賢 治

神 野 雄 太

松 浦 一 雄 

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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30.0

68.5
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90.0

 1 月 理事・委員長会
1月 7日 (月 )1８：３０～ 商工会館3F

●会長挨拶
●審議事項
１．武市欣也さんご逝去に伴う支出について　
　お香典 50,000 円　生花代 20,000 円
２．会員再入会について
３．次期青少年･LCIF･ラインズクエスト地区委員の選出について
　大竹崇夫ライ

オンにお願いします。
４．松山ホストLC６５周年記念例会登録料について
　30,000 円（三役出席）　3月16日（土）
５．１Ｚ親善ボウリング大会登録料について
　2,000 円／人　2月2日（土）
６．（公社）新居浜青年会議所平成３１年新年会お祝いについて　
　５，０００円　会長出席予定
７．上半期収支決算報告について
８．次期指名委員の任命について
９．委員会開催の変更について　
　保健福祉委員会
　１月１７日（木）１８:３０～ 事務局 → １８:３０～ 旬感
●報告事項
１．平成３１年新年互礼会
　１月４日（金）11:００～ リーガロイヤルホテル
　出席者：伊藤龍一会長
２．（公社）新居浜青年会議所平成３１年新年会
　１月１１日（金）１８:４５レイグラッツェふじ
　出席者　伊藤龍一会長　　　　　　　　　　　　　　
３．第３期会費引落　１月１５日（火）５０,０００円　
　（第３期会費４３,０００円、336-A地区年次大会登録料７,０００円）
●委員会報告
出席大会委員会
　100％例会について　2月第 1例会（2月15日1Z合同例会）
●その他　なし　　　　　　　　　　

■開会ゴング
■会長挨拶　伊藤龍一会長

■再入会会員紹介
　檜垣孝志さん
　スポンサー
　　白石誠一ライ

オン

■元会長･幹事を称える会
　代表挨拶　佐伯澄男直前会長

■受賞　１００周年会員増強キャンペーンアワード　
　岡田賢治会計
■審議事項
　なし
■幹事報告
・報告事項
１．公益社団法人新居浜青年会議所平成３１年新年会
　１月１１日（金）１８:４５～  レイグラッツェふじ
　出席者：伊藤龍一会長　　　　　　　　　　　　　　
２．第１１回キャビネット内局会議
　１月１６日（水）１８:３０～ 西条市
　出席者：福山宏 MC･ライオンズ情報･地区誌･大会参加委
　員長

 ３．１Ｚ親善ボウリング大会
　２月２日（土） １０:００スタート　ナムコワンダーボール西条
　参加者：６名
４．第３回キャビネット会議
　２月３日（日）１３:３０～ ウェルピア伊予
　出席者：福山宏 MC･ライオンズ情報･地区誌･大会参加委
　員長
５．岡部歩乃佳後援会第 1回理事会
　２月１３日（水）１８:３０～ ユアーズ
■委員会報告
　出席大会委員会　１００％出席について
　　２月１５日２月第２例会（1Z合同例会）
■卓話　「軽減税率について」
　新居浜税務署統括国税調査官
　　越智則勝様
■出席報告
　会員数５６名、出席４４名、欠席１２名
　出席率 78.6％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥73,000　　ファイン  ￥1,000
■閉会ゴング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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会員投稿テーマ『私のこだわり』
野球でのこだわり　  石川　稔

第 2 回献血・献眼登録奉仕活動を実施して
保健福祉委員長 譽 田  幸 弘　日時：平成 30 年 12 月 23 日（日）10:00 ～　場所：イオンモール新居浜

　１２月２３日日曜日、第二回献血
献眼を実施しました。
　当日は天候にも恵まれ、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。

　今回の献血献眼は、イオンモール内の会場が確
保できなかったため、駐車場での受付となりました。
そのため、寒さ対策の新しい試みとして、献血の終
わった皆様に、温かい飲み物を提供することとし、コ
コアやホットレモンなど大量に準備していきました。
ところが、心配とは裏腹に、午前中はかなり気温が
高く、会場の準備をしていると汗ばむほどでした。こ
れは失敗だったかもしれない・・・
何人かの方からも「冷たい飲み物はないのです

か？」と聞かれるほどで、午前中はあまり売れ行きが
良くありませんでしたが、午後からは気温がかなり低
下し、献血にご協力頂いた皆様にとても喜んで頂け
ました。
　妻が発案制作したメニューボードもとても好評で、
妻にも感謝です。
　年末のお忙しい中、１８１名もの皆様に受付して
頂き、１６７名の方に献血をして頂くことができまし
た。また、献血に協力頂いた多数のメンバーの皆様
にも厚くお礼申し上げます。
※献血・献眼登録結果
受付：１８１名、採血者：１６７名、不採血者：１４名
献眼登録者：２４名、骨髄バンク登録者：１１名　

　今回、クラブから「私のこだわり」
という面白いテーマでの原稿を依
頼されました。
　よくよく考えてみれば、この「業
界」で生き抜いて行くには当然のこ
とながら多岐にわたる「こだわり」が
ありますし、「企業秘密」みたいなも

のも存在します。しかし、それはこの紙面では「御法
度」。
　そこで違う角度から考えて野球での「こだわり」を
記すことにします。
　私はお陰様でこの歳まで現役で野球をさせて頂
いています。
　それは当然のことながら好きであることと健康の
為ですが、もっと言うと体を動かすことと、日常生活
を送る上では余り経験をすることができない位の大
きな声を腹から出して、ストレスを発散させることで
す。
　で、この野球をする上での私のこだわりは、試合
前であっても練習前であっても少なくとも３０分はボ
ールを握らない、投げないということです。
　つまりは、まずランニングをして、体を温めて汗を
かくことです。
　普段なら１．５キロ位は自分のペースで走ります。
　そして次は地面に寝っ転がったりしながらのストレ

ッチ。
　上半身、下半身を問わず十分に筋肉を伸ばして
やります。
　若い時なら一鶴の「ひな鳥」みたいに柔らかいで
しょうが、もうこの歳になると当然のことながら正に
「親鳥」然としています。
　これをやらないと筋肉を傷めてしまい、選手寿命
を縮めてしまいます。
　次にはボールを握り、短い距離から徐々に距離を
伸ばして、最後は６５メートル位の距離まで下がり、
体全体を使って遠投し、時間を掛けてたっぷりキャッ
チボール。
　こうしないと年々歳々肩が弱くなり、「肩が短く」な
ってしまいます。
　今では僕とキャッチボールをするとヘトヘトになっ
て疲れるということで敬遠され、相手を探すのに一
苦労します。
　グランドに出て、動き始めてキャッチボールを終え
るまで約４５分。
　真夏ならこれだけで１キロ以上体重が落ちます。
こういった永年の「こだわり」の積み重ねが、真夏で
もピッチャーとして１日に２試合完投できる今日の「選
手・石川」があるのだと自画自賛しています。
とは言え、来年も元気で野球ができるのかなあ？なん
て弱気になっている自分がいます。

第2回１Ｚガバナー諮問委員会＆ゾーンレベル会員委員会報告
幹　事 　　平成 30 年 12 月 15 日（土）14:00 ～　ユアーズ

　去る１２月１５日、ユアーズにて
「第２回１Z ガバナー諮問委員会」
並びに「ゾーンレベル会員委員会」
が開催され、伊藤龍一会長、古川
貴章第一副会長、大竹崇夫会員
会則理事と共に出席して参りまし

た。
　第１回同様、資料が配布され、そこには会員増
強、クラブ運営、LCIF や MJF に関する取り組み
方、アクティビティに関することなど、各クラブの現況
が記載されています。
　前回の原稿でも書いたと思いますが、他クラブの
今期の取り組みが一覧となって記載されているの
で、大変参考になります。
　多くの項目を総合的に勘案すると、各クラブの運
営の御苦労も窺い知ることが出来ました。

　また、MJF 献金に関しては、1Z では当クラブだ
けが送金を行っております。
それに関しても資料ではしっかりと記載されており、
クラブメンバーとして大変誇らしく感じました。（田村
征夫ライ

オン、岡田賢治ライ
オン有難うございます。）

　会員増強に関しては、多くのクラブが苦戦してい
る現状を知ることが出来ましたが、そのような中でも
会員数を大きく増やしているクラブもあり、クラブメン
バー全員が会員拡大の共通認識を持ち、一丸とな
って取り組んでいく必要性を感じました。
　日中に行われるこの会議は、私にとって出席が大
変なのですが、クラブ運営においては大変有意義
な会議であると認識しています。
　次回もしっかりと参加し、少しでも我がクラブにフ
ィードバックしてまいりたいと思います。

■開会ゴング
■会長挨拶　伊藤龍一会長

■再入会会員紹介
　檜垣孝志さん
　スポンサー
　　白石誠一ライ

オン

■元会長･幹事を称える会
　代表挨拶　佐伯澄男直前会長

■受賞　１００周年会員増強キャンペーンアワード　
　岡田賢治会計
■審議事項
　なし
■幹事報告
・報告事項
１．公益社団法人新居浜青年会議所平成３１年新年会
　１月１１日（金）１８:４５～  レイグラッツェふじ
　出席者：伊藤龍一会長　　　　　　　　　　　　　　
２．第１１回キャビネット内局会議
　１月１６日（水）１８:３０～ 西条市
　出席者：福山宏 MC･ライオンズ情報･地区誌･大会参加委
　員長

 ３．１Ｚ親善ボウリング大会
　２月２日（土） １０:００スタート　ナムコワンダーボール西条
　参加者：６名
４．第３回キャビネット会議
　２月３日（日）１３:３０～ ウェルピア伊予
　出席者：福山宏 MC･ライオンズ情報･地区誌･大会参加委
　員長
５．岡部歩乃佳後援会第 1回理事会
　２月１３日（水）１８:３０～ ユアーズ
■委員会報告
　出席大会委員会　１００％出席について
　　２月１５日２月第２例会（1Z合同例会）
■卓話　「軽減税率について」
　新居浜税務署統括国税調査官
　　越智則勝様
■出席報告
　会員数５６名、出席４４名、欠席１２名
　出席率 78.6％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥73,000　　ファイン  ￥1,000
■閉会ゴング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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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

元会長･幹事を称える会
元会長・クラブ LCIF
コーディネーター 佐 伯  澄 男　

長寿のお祝い

喜寿を迎えて　　人生百年時代
 近 藤  充 徳　　昭和 18 年 7 月 8 日生まれ
喜寿を迎えて　　人生百年時代

古希を迎えて　　
 山 下  邦 俊　　昭和２５年２月１３日生まれ
古希を迎えて　　

古希に想う　　　
 宇 野  博 文　　昭和２５年５月４日生まれ
古希に想う　　　

再 入 会 員 紹 介

氏　　名　檜 垣  孝 志
生年月日　昭和２３年７月７日
スポンサー　白石誠一ライ

オン

所　　属　出席大会委員会
住　　所　〒７９２

００３１新居浜市高木町 5-25-2
Ｔ Ｅ  Ｌ　080-6640-2377

勤　務　先　（株）四国電設
勤務先住所　〒７９２

０００３新居浜市新田町 2-2-3　　
勤務先TEL　(0897)32-1111
勤務先FAX　(0897)65-1711
役　　　職　代表取締役
結婚記念日　昭和 49 年 4 月 13 日

ひ が き     た か し

　２０１９年新年明けましておめで
とうございます。
　今年は元号の変更、選挙、消費
税、プレオリンピック等話に欠かな
い年となりそうです。
　年明け早々、長寿の原稿依頼を

頂きましたが、もしかしたら“喜寿”全然頭になかっ
たです。
　私達、昭和１８年生まれの子供の頃には人生５０
年と言われ、５０歳定年後２～３年で亡くなる方も多
かったようです。
　古稀の時は正月に家族に祝ってもらいましたが、
今年は親の白寿の祝を予定し自分の方は没です。
　同級生から旅行の誘いもありますが、飛行機は
古傷が痛むためお断りしております。
　今も毎日早朝出勤し使用原料の確認作業をし、

従業員さんが来るまで作業をし、引き継ぎ行います。
　さて、毎年１２月初旬に３９年連続して行っている
事がございます。市内２０数社の事業者の商品を持
ち寄り、市内の介護施設を訪問し慰問を続けており
ます。
　現在の市内介護施設は少子高齢化の影響を受
け施設数も増え設備も充実しておりますが、介護職
員数の確保が厳しい所もあり設備はあっても受入
が出来ない所もあるようです。
　贈呈式は入所者の皆様に集まってもらい少し早
いクリスマスプレゼントをお渡ししています。
　懇談の後、入所者代表の方より心に染みるお礼
の言葉があり喜んで頂きこちらも感激致します。
　これから何年参加出来るかわかりませんが、可能
な限り出席したいと思います。
　帰途、自分も後期高齢者となり入所予約を考える
年となり選択肢に入れております。

　１月９日の第 1 例会は「長寿のお
祝い」毎年決まった行事ですが今
年は自分自身が該当者で古希を祝
っていただき記念品まで頂戴しまし
た。誠に有難うございました。
　今なんとも不思議な感じで「自他

共に認める年寄りになったのかな？」などと呟いてし
まいました。
　しかし仕事はまだまだ現役。多少現場では年齢的
制限もかかりますし、体力もかなり落ちては来ていま
すが、それなりに経験値でカバーしています。
　残念ながら今までやってきた遊び、ゴルフやスポー

ツ、美味いものを食べに行く事も出来なくなり、続け
ているのは写真ぐらいになってしまいました。
　さすが１０キロ以上のカメラ機材を担いで遠出の
撮影は出来なくなりましたので近場で済ましていま
す。最近はクラブの写真がメインになってしまったよう
です。
　いま体力をつかうことが一つあります。娘の仕事
の関係で週に５日間、孫を預かっています。
　もうすぐ２歳の女の子ですが仕事が終われば私
の担当です。長い時間では無いですが目を離せな
いから大変です。経験のある方が多いから分かって
いただけると思いますが可愛いけど体力勝負です。
思わず娘に「10 年も前に生んどいてくれ！」・・・？

じいちゃん　ず～っと大好きだよ！！
　　　　　　　　　　　by みさき
　この言葉と、物心のついたころから今日ま
での成長過程の写真が貼られた色紙が送ら
れてきました。
　小学校６年生（１２歳）の孫娘からの思い
がけない贈り物に感激です。
　広島在住のため会える機会は年５回程度
ですが、孫は自分自身が歳を重ねる度に

可愛さが増してきます。
　孫から２６歳でお嫁にいくという話しを聞き、古稀

を元気で迎えた喜びから、更に傘寿を健康
で迎える気力が湧いてきました。
　長男と歳の離れた次男の結婚披露宴に
出席のため１４年振りにハワイを訪問しまし
たが次は１４年先の孫娘と一緒のハワイ旅
行です。
　さあ孫娘と一緒にハワイに行けるよう深　
　　 酒は止めよう！！

　この会は毎年１月第２例会に行
われています。
　今年で元会長・幹事経験者は
２５名となりました。
　現在の会員が５６名ですので会
員の半数近くが経験者ということに

なります。
　この会は会則によって開催されているものではな
く当クラブ独自の慣習により継続して開催されていま
す。非常に素晴らしいことだと思います。
　改めて我がクラブが歴史と伝統あるクラブである
ことを再認識しました。
　会長と幹事は非常に重責であり在任中は仕事や
自分の時間を犠牲にしなくてはならない事もありま

す。その反面、経験をしてみないと分からない達成
感や会員の皆様に支えられていることを実感できた
りもします。
　その功績に対して一年に一度クラブ全体で労う
会であると理解しています。
会員増強はクラブ存続のための必須事項です。
　会員皆様で未来の会長幹事を発掘してまいりまし
ょう。
　最後に元会長・幹事の皆様に心より敬意を表し
ます。
　また本年の開催にあたり元会長・幹事を代表し
てお礼を申し上げます。
　ありがとうございました。

■開会ゴング
■会長挨拶　伊藤龍一会長

■再入会会員紹介
　檜垣孝志さん
　スポンサー
　　白石誠一ライ

オン

■元会長･幹事を称える会
　代表挨拶　佐伯澄男直前会長

■受賞　１００周年会員増強キャンペーンアワード　
　岡田賢治会計
■審議事項
　なし
■幹事報告
・報告事項
１．公益社団法人新居浜青年会議所平成３１年新年会
　１月１１日（金）１８:４５～  レイグラッツェふじ
　出席者：伊藤龍一会長　　　　　　　　　　　　　　
２．第１１回キャビネット内局会議
　１月１６日（水）１８:３０～ 西条市
　出席者：福山宏 MC･ライオンズ情報･地区誌･大会参加委
　員長

 ３．１Ｚ親善ボウリング大会
　２月２日（土） １０:００スタート　ナムコワンダーボール西条
　参加者：６名
４．第３回キャビネット会議
　２月３日（日）１３:３０～ ウェルピア伊予
　出席者：福山宏 MC･ライオンズ情報･地区誌･大会参加委
　員長
５．岡部歩乃佳後援会第 1回理事会
　２月１３日（水）１８:３０～ ユアーズ
■委員会報告
　出席大会委員会　１００％出席について
　　２月１５日２月第２例会（1Z合同例会）
■卓話　「軽減税率について」
　新居浜税務署統括国税調査官
　　越智則勝様
■出席報告
　会員数５６名、出席４４名、欠席１２名
　出席率 78.6％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥73,000　　ファイン  ￥1,000
■閉会ゴング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

会長・幹事経験者
妹尾光章、土岐計一、山口　泰、神野雄太
真木泰彦、有富正治、石川敏則、藤縄洲二
大竹崇夫、加藤久博、福山　宏、白石誠一
佐伯澄男

会長経験者
岡田賢治、田村征夫
塩見秀晴、真鍋憲夫
鈴木雅志

幹事経験者
近藤盛文、近藤眞而、新田久司
古川貴章、伊藤嘉秀、伊藤龍一
後藤達也

　H.30.1 .23付けで新居浜ライオンズクラブに再入
会をしました檜垣です。
　よろしくお願い致します。
一昨年の7月に退会をしまして、東京に帰りましたが
約１年後、縁があって再び新居浜に帰ってきました。
　別に夫婦仲が悪いという事ではないのですが、働
ける間は働きたいという私の意志であり、それに協

力して頂いた先輩のご尽力での結果です。
　再入会という事であまり例のない事で理事会、会
員会則委員会に些かなりともご迷惑をお掛けしたか
も分かりませんが、ご配慮頂き有り難うございました。
　ウイ･サーブの精神に則り皆様方と一緒に活動し
て行きたいと考えています。
　ご指導、ご協力をお願い申し上げます。
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税、プレオリンピック等話に欠かな
い年となりそうです。
　年明け早々、長寿の原稿依頼を

頂きましたが、もしかしたら“喜寿”全然頭になかっ
たです。
　私達、昭和１８年生まれの子供の頃には人生５０
年と言われ、５０歳定年後２～３年で亡くなる方も多
かったようです。
　古稀の時は正月に家族に祝ってもらいましたが、
今年は親の白寿の祝を予定し自分の方は没です。
　同級生から旅行の誘いもありますが、飛行機は
古傷が痛むためお断りしております。
　今も毎日早朝出勤し使用原料の確認作業をし、

従業員さんが来るまで作業をし、引き継ぎ行います。
　さて、毎年１２月初旬に３９年連続して行っている
事がございます。市内２０数社の事業者の商品を持
ち寄り、市内の介護施設を訪問し慰問を続けており
ます。
　現在の市内介護施設は少子高齢化の影響を受
け施設数も増え設備も充実しておりますが、介護職
員数の確保が厳しい所もあり設備はあっても受入
が出来ない所もあるようです。
　贈呈式は入所者の皆様に集まってもらい少し早
いクリスマスプレゼントをお渡ししています。
　懇談の後、入所者代表の方より心に染みるお礼
の言葉があり喜んで頂きこちらも感激致します。
　これから何年参加出来るかわかりませんが、可能
な限り出席したいと思います。
　帰途、自分も後期高齢者となり入所予約を考える
年となり選択肢に入れております。

　１月９日の第 1 例会は「長寿のお
祝い」毎年決まった行事ですが今
年は自分自身が該当者で古希を祝
っていただき記念品まで頂戴しまし
た。誠に有難うございました。
　今なんとも不思議な感じで「自他

共に認める年寄りになったのかな？」などと呟いてし
まいました。
　しかし仕事はまだまだ現役。多少現場では年齢的
制限もかかりますし、体力もかなり落ちては来ていま
すが、それなりに経験値でカバーしています。
　残念ながら今までやってきた遊び、ゴルフやスポー

ツ、美味いものを食べに行く事も出来なくなり、続け
ているのは写真ぐらいになってしまいました。
　さすが１０キロ以上のカメラ機材を担いで遠出の
撮影は出来なくなりましたので近場で済ましていま
す。最近はクラブの写真がメインになってしまったよう
です。
　いま体力をつかうことが一つあります。娘の仕事
の関係で週に５日間、孫を預かっています。
　もうすぐ２歳の女の子ですが仕事が終われば私
の担当です。長い時間では無いですが目を離せな
いから大変です。経験のある方が多いから分かって
いただけると思いますが可愛いけど体力勝負です。
思わず娘に「10 年も前に生んどいてくれ！」・・・？

じいちゃん　ず～っと大好きだよ！！
　　　　　　　　　　　by みさき
　この言葉と、物心のついたころから今日ま
での成長過程の写真が貼られた色紙が送ら
れてきました。
　小学校６年生（１２歳）の孫娘からの思い
がけない贈り物に感激です。
　広島在住のため会える機会は年５回程度
ですが、孫は自分自身が歳を重ねる度に

可愛さが増してきます。
　孫から２６歳でお嫁にいくという話しを聞き、古稀

を元気で迎えた喜びから、更に傘寿を健康
で迎える気力が湧いてきました。
　長男と歳の離れた次男の結婚披露宴に
出席のため１４年振りにハワイを訪問しまし
たが次は１４年先の孫娘と一緒のハワイ旅
行です。
　さあ孫娘と一緒にハワイに行けるよう深　
　　 酒は止めよう！！

　この会は毎年１月第２例会に行
われています。
　今年で元会長・幹事経験者は
２５名となりました。
　現在の会員が５６名ですので会
員の半数近くが経験者ということに

なります。
　この会は会則によって開催されているものではな
く当クラブ独自の慣習により継続して開催されていま
す。非常に素晴らしいことだと思います。
　改めて我がクラブが歴史と伝統あるクラブである
ことを再認識しました。
　会長と幹事は非常に重責であり在任中は仕事や
自分の時間を犠牲にしなくてはならない事もありま

す。その反面、経験をしてみないと分からない達成
感や会員の皆様に支えられていることを実感できた
りもします。
　その功績に対して一年に一度クラブ全体で労う
会であると理解しています。
会員増強はクラブ存続のための必須事項です。
　会員皆様で未来の会長幹事を発掘してまいりまし
ょう。
　最後に元会長・幹事の皆様に心より敬意を表し
ます。
　また本年の開催にあたり元会長・幹事を代表し
てお礼を申し上げます。
　ありがとうございました。

■開会ゴング
■会長挨拶　伊藤龍一会長

■再入会会員紹介
　檜垣孝志さん
　スポンサー
　　白石誠一ライ

オン

■元会長･幹事を称える会
　代表挨拶　佐伯澄男直前会長

■受賞　１００周年会員増強キャンペーンアワード　
　岡田賢治会計
■審議事項
　なし
■幹事報告
・報告事項
１．公益社団法人新居浜青年会議所平成３１年新年会
　１月１１日（金）１８:４５～  レイグラッツェふじ
　出席者：伊藤龍一会長　　　　　　　　　　　　　　
２．第１１回キャビネット内局会議
　１月１６日（水）１８:３０～ 西条市
　出席者：福山宏 MC･ライオンズ情報･地区誌･大会参加委
　員長

 ３．１Ｚ親善ボウリング大会
　２月２日（土） １０:００スタート　ナムコワンダーボール西条
　参加者：６名
４．第３回キャビネット会議
　２月３日（日）１３:３０～ ウェルピア伊予
　出席者：福山宏 MC･ライオンズ情報･地区誌･大会参加委
　員長
５．岡部歩乃佳後援会第 1回理事会
　２月１３日（水）１８:３０～ ユアーズ
■委員会報告
　出席大会委員会　１００％出席について
　　２月１５日２月第２例会（1Z合同例会）
■卓話　「軽減税率について」
　新居浜税務署統括国税調査官
　　越智則勝様
■出席報告
　会員数５６名、出席４４名、欠席１２名
　出席率 78.6％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥73,000　　ファイン  ￥1,000
■閉会ゴング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

会長・幹事経験者
妹尾光章、土岐計一、山口　泰、神野雄太
真木泰彦、有富正治、石川敏則、藤縄洲二
大竹崇夫、加藤久博、福山　宏、白石誠一
佐伯澄男

会長経験者
岡田賢治、田村征夫
塩見秀晴、真鍋憲夫
鈴木雅志

幹事経験者
近藤盛文、近藤眞而、新田久司
古川貴章、伊藤嘉秀、伊藤龍一
後藤達也

　H.30.1 .23付けで新居浜ライオンズクラブに再入
会をしました檜垣です。
　よろしくお願い致します。
一昨年の7月に退会をしまして、東京に帰りましたが
約１年後、縁があって再び新居浜に帰ってきました。
　別に夫婦仲が悪いという事ではないのですが、働
ける間は働きたいという私の意志であり、それに協

力して頂いた先輩のご尽力での結果です。
　再入会という事であまり例のない事で理事会、会
員会則委員会に些かなりともご迷惑をお掛けしたか
も分かりませんが、ご配慮頂き有り難うございました。
　ウイ･サーブの精神に則り皆様方と一緒に活動し
て行きたいと考えています。
　ご指導、ご協力をお願い申し上げます。
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会員投稿テーマ『私のこだわり』
野球でのこだわり　  石川　稔

第 2 回献血・献眼登録奉仕活動を実施して
保健福祉委員長 譽 田  幸 弘　日時：平成 30 年 12 月 23 日（日）10:00 ～　場所：イオンモール新居浜

　１２月２３日日曜日、第二回献血
献眼を実施しました。
　当日は天候にも恵まれ、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。

　今回の献血献眼は、イオンモール内の会場が確
保できなかったため、駐車場での受付となりました。
そのため、寒さ対策の新しい試みとして、献血の終
わった皆様に、温かい飲み物を提供することとし、コ
コアやホットレモンなど大量に準備していきました。
ところが、心配とは裏腹に、午前中はかなり気温が
高く、会場の準備をしていると汗ばむほどでした。こ
れは失敗だったかもしれない・・・
何人かの方からも「冷たい飲み物はないのです

か？」と聞かれるほどで、午前中はあまり売れ行きが
良くありませんでしたが、午後からは気温がかなり低
下し、献血にご協力頂いた皆様にとても喜んで頂け
ました。
　妻が発案制作したメニューボードもとても好評で、
妻にも感謝です。
　年末のお忙しい中、１８１名もの皆様に受付して
頂き、１６７名の方に献血をして頂くことができまし
た。また、献血に協力頂いた多数のメンバーの皆様
にも厚くお礼申し上げます。
※献血・献眼登録結果
受付：１８１名、採血者：１６７名、不採血者：１４名
献眼登録者：２４名、骨髄バンク登録者：１１名　

　今回、クラブから「私のこだわり」
という面白いテーマでの原稿を依
頼されました。
　よくよく考えてみれば、この「業
界」で生き抜いて行くには当然のこ
とながら多岐にわたる「こだわり」が
ありますし、「企業秘密」みたいなも

のも存在します。しかし、それはこの紙面では「御法
度」。
　そこで違う角度から考えて野球での「こだわり」を
記すことにします。
　私はお陰様でこの歳まで現役で野球をさせて頂
いています。
　それは当然のことながら好きであることと健康の
為ですが、もっと言うと体を動かすことと、日常生活
を送る上では余り経験をすることができない位の大
きな声を腹から出して、ストレスを発散させることで
す。
　で、この野球をする上での私のこだわりは、試合
前であっても練習前であっても少なくとも３０分はボ
ールを握らない、投げないということです。
　つまりは、まずランニングをして、体を温めて汗を
かくことです。
　普段なら１．５キロ位は自分のペースで走ります。
　そして次は地面に寝っ転がったりしながらのストレ

ッチ。
　上半身、下半身を問わず十分に筋肉を伸ばして
やります。
　若い時なら一鶴の「ひな鳥」みたいに柔らかいで
しょうが、もうこの歳になると当然のことながら正に
「親鳥」然としています。
　これをやらないと筋肉を傷めてしまい、選手寿命
を縮めてしまいます。
　次にはボールを握り、短い距離から徐々に距離を
伸ばして、最後は６５メートル位の距離まで下がり、
体全体を使って遠投し、時間を掛けてたっぷりキャッ
チボール。
　こうしないと年々歳々肩が弱くなり、「肩が短く」な
ってしまいます。
　今では僕とキャッチボールをするとヘトヘトになっ
て疲れるということで敬遠され、相手を探すのに一
苦労します。
　グランドに出て、動き始めてキャッチボールを終え
るまで約４５分。
　真夏ならこれだけで１キロ以上体重が落ちます。
こういった永年の「こだわり」の積み重ねが、真夏で
もピッチャーとして１日に２試合完投できる今日の「選
手・石川」があるのだと自画自賛しています。
とは言え、来年も元気で野球ができるのかなあ？なん
て弱気になっている自分がいます。

第2回１Ｚガバナー諮問委員会＆ゾーンレベル会員委員会報告
幹　事 　　平成 30 年 12 月 15 日（土）14:00 ～　ユアーズ

　去る１２月１５日、ユアーズにて
「第２回１Z ガバナー諮問委員会」
並びに「ゾーンレベル会員委員会」
が開催され、伊藤龍一会長、古川
貴章第一副会長、大竹崇夫会員
会則理事と共に出席して参りまし

た。
　第１回同様、資料が配布され、そこには会員増
強、クラブ運営、LCIF や MJF に関する取り組み
方、アクティビティに関することなど、各クラブの現況
が記載されています。
　前回の原稿でも書いたと思いますが、他クラブの
今期の取り組みが一覧となって記載されているの
で、大変参考になります。
　多くの項目を総合的に勘案すると、各クラブの運
営の御苦労も窺い知ることが出来ました。

　また、MJF 献金に関しては、1Z では当クラブだ
けが送金を行っております。
それに関しても資料ではしっかりと記載されており、
クラブメンバーとして大変誇らしく感じました。（田村
征夫ライ

オン、岡田賢治ライ
オン有難うございます。）

　会員増強に関しては、多くのクラブが苦戦してい
る現状を知ることが出来ましたが、そのような中でも
会員数を大きく増やしているクラブもあり、クラブメン
バー全員が会員拡大の共通認識を持ち、一丸とな
って取り組んでいく必要性を感じました。
　日中に行われるこの会議は、私にとって出席が大
変なのですが、クラブ運営においては大変有意義
な会議であると認識しています。
　次回もしっかりと参加し、少しでも我がクラブにフ
ィードバックしてまいりたいと思います。

■開会ゴング
■会長挨拶　伊藤龍一会長

■再入会会員紹介
　檜垣孝志さん
　スポンサー
　　白石誠一ライ

オン

■元会長･幹事を称える会
　代表挨拶　佐伯澄男直前会長

■受賞　１００周年会員増強キャンペーンアワード　
　岡田賢治会計
■審議事項
　なし
■幹事報告
・報告事項
１．公益社団法人新居浜青年会議所平成３１年新年会
　１月１１日（金）１８:４５～  レイグラッツェふじ
　出席者：伊藤龍一会長　　　　　　　　　　　　　　
２．第１１回キャビネット内局会議
　１月１６日（水）１８:３０～ 西条市
　出席者：福山宏 MC･ライオンズ情報･地区誌･大会参加委
　員長

 ３．１Ｚ親善ボウリング大会
　２月２日（土） １０:００スタート　ナムコワンダーボール西条
　参加者：６名
４．第３回キャビネット会議
　２月３日（日）１３:３０～ ウェルピア伊予
　出席者：福山宏 MC･ライオンズ情報･地区誌･大会参加委
　員長
５．岡部歩乃佳後援会第 1回理事会
　２月１３日（水）１８:３０～ ユアーズ
■委員会報告
　出席大会委員会　１００％出席について
　　２月１５日２月第２例会（1Z合同例会）
■卓話　「軽減税率について」
　新居浜税務署統括国税調査官
　　越智則勝様
■出席報告
　会員数５６名、出席４４名、欠席１２名
　出席率 78.6％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥73,000　　ファイン  ￥1,000
■閉会ゴング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　今月のライオン誌ピックアップ
お正月もおわり、節分の時期になっ
てきました。
　年末には、クリスマスと大晦日。
お正月が来て新しい年を迎えま
す。メンバーの皆さんのところには、

クリスマスにはサンタさんがきましたか？？
　もしくは、御自分がサンタさんになられた方も多い
のではないでしょうか。
　ライオン誌 Web 版では、12 月 9 日開催の愛媛
県松山市の松山城山ライオンズクラブのサンタチャ
レンジ事業の様子が紹介されています。
　同じ県内のなじみ深いクラブの活動の様子が動
画付きで紹介されています。松山市の中心地をサン

タクロースの格好をした人々がパレードをする、「サ
ンタチャレンジ」の参加者たちです。今回で 6 回目と
なり約 200 人が参加したそうです。
　この事業は一般の方が参加するチャリティ事業と
なっているそうです。
詳しくは記事をご覧ください。
URL https://www.thelion-mag.jp/1901th01
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。

　四国最大の都市である愛媛県松山市、松平定
平が居城とした松山城を中心とした城下町と
して発展してきたこの町は、道後温泉で知られ
るように温泉地でもある。
　正岡子規や種田山頭火、夏目漱石など、松山
ゆかりの作家、俳人も多く、文学の町としても
知られており、坂の上の雲ミュージアムや子規
記念博物館など文化的な施設が多い。
　また、20 世紀初頭から町中を走る路面電車が
あり、多くの人が利用している。2001 年には松
山を舞台にした夏目漱石の小説「坊っちゃん」
の名前を冠した坊っちゃん列車がかつての蒸
気機関車を模した形で復元され、観光客の人気
も高い。
　12 月 9 日、そんな松山市の中心地をサンタク
ロースの格好をした人々がパレードをしてい
た。これは松山城山ライオンズクラブ（大澤 晃
会長／ 43 人）の主催する「サンタチャレンジ」
の参加者たち、6 回目となる今回は 206 人が参

加した。
　松山城山ライオンズクラブは以前から愛媛県
立しげのぶ特別支援学校にクリスマス・プレゼ
ントを贈っていた。現在は東温市田窪にあるし
げのぶ特別支援学校だが、かつては松山市に分
校が有り、その縁で支援が始まり、毎年の継続事
業として実施していた。
　そんな中、松山城山ライオンズクラブの事務
局員が大阪で「サンタラン」というイベントを目
にした。サンタランはイギリス・エディンバラ
のイベントを元に「OSAKA あかるクラブ」が主
催するもの。2009 年からスタートし、サンタの
格好で走る（歩くのも可）イベントで、参加費の
一部が、大阪大学医学部付属病院小児科医療セ
ンターを始めとした病院で病気と闘っている子
供達へのクリスマス・プレゼントの購入代金と
して使われている。
　もともと、エディンバラのサンタランは集ま
ったお金を慈善団体の運営資金にしているが、
日本ではわかりやすさもあり、クリスマス・プ
レゼントという形にしている。

「松山のサンタが集結　サンタチャレンジ開催　松山城山ライオンズクラブ
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例会報告

第 1399 回 1 月第一例会
1月 9日（水）12：15～ ユアーズ

第 1400 回 1 月第二例会
1 月 23 日（水）12：15 ～ ユアーズ

ライオンズ情報
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・武市欣也ライ
オンのご逝去に伴い黙祷

・弔辞　伊藤龍一会長

■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

■長寿の祝い
　傘寿：近藤充徳
　古希：山下邦俊
　　　　宇野博文

■審議事項
１．武市欣也さんご逝去に伴う支出について
　お香典 50,000 円　生花代 20,000 円
２．会員再入会について　檜垣孝志さん
３．次期青少年･LCIF･ラインズクエスト地区委員の選出について
　大竹崇夫ライオン
４．松山ホストLC６５周年記念例会登録料について
　30,000 円（三役出席）　3月16日（土）
５．１Ｚ親善ボウリング大会登録料について
　2,000 円／人　2月2日（土）
６．（公社）新居浜青年会議所平成３１年新年会お祝いについて
　５，０００円　会長出席
７．上半期収支決算報告について
８．次期指名委員の任命について
９．委員会開催の変更について　
　保健福祉委員会
　１月１７日（木）１８:３０～ 事務局　→ １８:３０～ 旬感
■幹事報告
・報告事項
１．平成３１年新年互礼会
　１月４日（金）１１：００～リーガロイヤルホテル
　出席者　伊藤龍一会長
２．公益社団法人新居浜青年会議所平成３１年新年会
　１月１１日（金）１８:４５～　レイグラッツｴふじ
　出席者　伊藤龍一会長　　　　　　　　　　　　　　
３．第３期会費引落　１月１５日（火）５０,０００円　
　（第３期会費43,000円、336-A地区年次大会登録料7,000円）

■開会ゴング
■会長挨拶　伊藤龍一会長

■再入会会員紹介
　檜垣孝志さん
　スポンサー
　　白石誠一ライ

オン

■元会長･幹事を称える会
　代表挨拶　佐伯澄男直前会長

■受賞　１００周年会員増強キャンペーンアワード　
　岡田賢治会計
■審議事項
　なし
■幹事報告
・報告事項
１．公益社団法人新居浜青年会議所平成３１年新年会
　１月１１日（金）１８:４５～  レイグラッツェふじ
　出席者：伊藤龍一会長　　　　　　　　　　　　　　
２．第１１回キャビネット内局会議
　１月１６日（水）１８:３０～ 西条市
　出席者：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
会員会則委員会
　檜垣孝志さん再入会について
出席大会委員会
　2月15日2月第 1例会の100％出席について
■その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１．会員増強について
■出席報告
会員数５５名、出席４７名、欠席８名、出席率85.5％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥94，060
■閉会ゴング

 ３．１Ｚ親善ボウリング大会
　２月２日（土） １０:００スタート　ナムコワンダーボール西条
　参加者：６名
４．第３回キャビネット会議
　２月３日（日）１３:３０～ ウェルピア伊予
　出席者：福山宏 MC･ライオンズ情報･地区誌･大会参加委
　員長
５．岡部歩乃佳後援会第 1回理事会
　２月１３日（水）１８:３０～ ユアーズ
■委員会報告
　出席大会委員会　１００％出席について
　　２月１５日２月第２例会（1Z合同例会）
■卓話　「軽減税率について」
　新居浜税務署統括国税調査官
　　越智則勝様
■出席報告
　会員数５６名、出席４４名、欠席１２名
　出席率 78.6％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥73,000　　ファイン  ￥1,000
■閉会ゴング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会 　　２月１２日（火）18:30 ～　商工会館 3F
２月第 1例会  　  　 ２月１５日（水）18:00 ～　ユアーズ
　（１Ｚ合同夜間例会）
２月第２例会　　   ２月２７日（水）12:15 ～　ユアーズ
・委員会
環境保全委員会　　２月　４日（月）18:30 ～　事務局　
計画財務委員会　　２月　５日（火）18:30 ～　事務局
会員会則委員会　　２月　６日（水）18:30 ～　事務局
MC広報委員会　　２月　７日（木）18:30 ～　事務局
保健福祉委員会　　２月２１日（木）18:30 ～　事務局
青少年委員会　　　２月２６日（火）18:30 ～　呑えもん　
出席大会委員会　　２月２８日（木）18:30 ～　事務局
・クラブ・その他行事予定
２月１３日（水）　18:30 ～　ユアーズ
　岡部歩乃佳後援会理事会
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　２月１０日（日）   10 :11 ～　 新居浜ＣＣ
囲碁部会　　　　未定
つれづれの会　　２月２１日（木）   18 :30 ～　 藤福　
くらげの会　　　奇数月の予定
スポーツ部会　　２月８･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

２月　２日（土）10:00 ～　ナムコワンダーボール西条
　１Ｚ親善ボーリング大会
２月　３日（日）13:30 ～　ウェルピア伊予
　第３回キャビネット会議
２月１５日（金）18:00 ～　ユアーズ
　１Ｚ合同夜間例会
２月１７日（日）14:45 ～　今治地域地場産業振興センター
　第２回新会員オリエンテーション

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 (1月分 )

５６
２６
２５
４４
１５１

25
 0

594
 26
645

234,972
144,300

1,823,886
1,747

2,204,905

82.1
77.8
68.7
79.3
77.0

85.7
88.9
83.4
89.6
86.9

名 ％ ％ Ｈ 円

BIRTHDAY&MARRIAGE

２月 誕生日おめでとうございます
大竹崇夫・加藤久博・白石誠一・山口　泰・山下邦俊

2 月結婚記念日おめでとうございます
伊藤嘉秀、大石隆憲、金田智行

We Serve友愛・団結・継承
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1月 13 日(日)　　新居浜CC

伊 藤 龍 一

岡 田 賢 治

神 野 雄 太

松 浦 一 雄 

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

48

41

38

61

43

50

47

60

91

91

85

121

22.5

16.6

9.8

30.0

68.5

74.4

75.2

90.0

 1 月 理事・委員長会
1月 7日 (月 )1８：３０～ 商工会館3F

●会長挨拶
●審議事項
１．武市欣也さんご逝去に伴う支出について　
　お香典 50,000 円　生花代 20,000 円
２．会員再入会について
３．次期青少年･LCIF･ラインズクエスト地区委員の選出について
　大竹崇夫ライ

オンにお願いします。
４．松山ホストLC６５周年記念例会登録料について
　30,000 円（三役出席）　3月16日（土）
５．１Ｚ親善ボウリング大会登録料について
　2,000 円／人　2月2日（土）
６．（公社）新居浜青年会議所平成３１年新年会お祝いについて　
　５，０００円　会長出席予定
７．上半期収支決算報告について
８．次期指名委員の任命について
９．委員会開催の変更について　
　保健福祉委員会
　１月１７日（木）１８:３０～ 事務局 → １８:３０～ 旬感
●報告事項
１．平成３１年新年互礼会
　１月４日（金）11:００～ リーガロイヤルホテル
　出席者：伊藤龍一会長
２．（公社）新居浜青年会議所平成３１年新年会
　１月１１日（金）１８:４５レイグラッツェふじ
　出席者　伊藤龍一会長　　　　　　　　　　　　　　
３．第３期会費引落　１月１５日（火）５０,０００円　
　（第３期会費４３,０００円、336-A地区年次大会登録料７,０００円）
●委員会報告
出席大会委員会
　100％例会について　2月第 1例会（2月15日1Z合同例会）
●その他　なし　　　　　　　　　　

■開会ゴング
■会長挨拶　伊藤龍一会長

■再入会会員紹介
　檜垣孝志さん
　スポンサー
　　白石誠一ライ

オン

■元会長･幹事を称える会
　代表挨拶　佐伯澄男直前会長

■受賞　１００周年会員増強キャンペーンアワード　
　岡田賢治会計
■審議事項
　なし
■幹事報告
・報告事項
１．公益社団法人新居浜青年会議所平成３１年新年会
　１月１１日（金）１８:４５～  レイグラッツェふじ
　出席者：伊藤龍一会長　　　　　　　　　　　　　　
２．第１１回キャビネット内局会議
　１月１６日（水）１８:３０～ 西条市
　出席者：福山宏 MC･ライオンズ情報･地区誌･大会参加委
　員長

 ３．１Ｚ親善ボウリング大会
　２月２日（土） １０:００スタート　ナムコワンダーボール西条
　参加者：６名
４．第３回キャビネット会議
　２月３日（日）１３:３０～ ウェルピア伊予
　出席者：福山宏 MC･ライオンズ情報･地区誌･大会参加委
　員長
５．岡部歩乃佳後援会第 1回理事会
　２月１３日（水）１８:３０～ ユアーズ
■委員会報告
　出席大会委員会　１００％出席について
　　２月１５日２月第２例会（1Z合同例会）
■卓話　「軽減税率について」
　新居浜税務署統括国税調査官
　　越智則勝様
■出席報告
　会員数５６名、出席４４名、欠席１２名
　出席率 78.6％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥73,000　　ファイン  ￥1,000
■閉会ゴング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



伊藤　龍一　檜垣さんの再入会を心より歓迎致します。2 月の第 1 例会
　　　　　　100％出席達成宜しくお願い致します。
能瀬　伸一　卓話に感謝！檜垣さんの再入会を祝して！
岡田　賢治　檜垣さんの再入会を歓迎します。
後藤　達也　檜垣さんお帰りなさい。
白石　誠一　檜垣さん入会おめでとうございます。
佐伯　澄男　越智様のご来訪を心より歓迎します。元会長・幹事に敬意
　　　　　　を表します。
有富　正治　会長･幹事を称える会を催していただき有難うございまし
　　　　　　た。檜垣さん再入会おめでとう！以前同様宜しくお願い致
　　　　　　します。
加藤　久博　元会長･幹事を称えて頂き有難うございます。
永易　明洋　歴代会長･幹事の皆様を称えて！！今、新居浜ライオンズク
　　　　　　ラブがあるのは皆様のおかげです。有難うございます。今
　　　　　　後もお身体をご自愛下さい。宜しくお願い致します。
真鍋　憲夫　寒中お見舞い申し上げます。インフルエンザが流行してい
　　　　　　ますのでお気を付け下さい。檜垣さん再入会を祝して！ま
　　　　　　た共に活躍しましょう。
徳村　　明　インフルエンザ感染も広がっています。手洗いとマスクに
　　　　　　よる予防しましょう。
金田　智行　檜垣様再入会おめでとうございます。
古川　貴章　檜垣さん入会おめでとうございます。
鈴木　雅志　檜垣孝志様の再入会を祝して。また一緒にやりましょう。
近藤　充徳　檜垣さんお帰りなさい。また宜しくお願い致します。
松浦　一雄　檜垣さんの再入会を歓迎します。また宜しくお願いします。
伊藤　久門　今までの新居浜ライオンズクラブの歴史を築いて頂いた
　　　　　　歴代会長･幹事の方々に敬意を表します。
高橋　尚毅　本日は歴代会長･幹事様の来場心から歓迎します。皆様の
　　　　　　実績を汚さぬ様奉仕します。
神野　雄太　卓話に感謝します。会長･幹事を称えてもらいありがとう。
宇野　博文　歴代の会長･幹事の皆様ご苦労様でした。これからも宜し
　　　　　　くお願い致します。
伊藤　嘉秀　越智則勝様素晴らしい卓話を有難うございます。
譽田　幸弘　越智統括官卓話有難うございました。
山下　邦俊　卓話に感謝！バッジしてませんファインします。
塩見　秀晴　ボーリング大会 2/2 参加少なくて苦戦しています。
石川　　稔　先日、北海道へ行ってきました。バスの運転士さんの運転
　　　　　　を見るとスタッドレスタイヤの威力を再認識させられま
　　　　　　した。すごかった！
橋田信一郎　風邪をひいてしまい中耳炎にもなってしまいました。右耳
　　　　　　が詰まった感じで聞こえづらく毎日病院に通っています。
　　　　　　インフルエンザも流行していますので体調には十分注意
　　　　　　して頑張りましょう。
・・・越智則勝様の卓話に感謝致します。
　　　　　　　　檜垣さん再入会おめでとうございます・・・
　藤縄洲二／大石隆憲／新田久司／真木泰彦／岡田浩二／土岐敏勝／
上野　剛／小野周平／村上順一郎

・・・武市欣也さんのご冥福を心よりお祈り申し上げます・・・
　青野泰介／伊藤久門／上野　剛／大石隆憲／岡田浩二／近藤盛文／高
橋在錫／真木泰彦／中田君江／大上幸雄
計画財務委員会一同　年末商戦大変お世話になりました。委員会として
ドネーションします！！

伊藤　龍一　武市欣也さんのご冥福を心よりお祈り申し上げます。安ら
　　　　　　かにお眠り下さい。
岡田　賢治　明けましておめでとうございます。今年も宜しくお願い致
　　　　　　します。
能瀬　伸一　武市さんを偲んで。ご冥福をお祈り申し上げます。
石川　　稔　年末の母の葬儀には皆様からお気遣いを賜り有難うござい
　　　　　　ました。また、武市さんのご冥福をお祈り致します。
金田　智行　明けましておめでとうございます。暖かい正月でお餅を食
　　　　　　べ過ぎました。本年もよろしくお願いいたします。
近藤　充徳　明けましておめでとうございます。長寿のお祝い有難うご
　　　　　　ざいます。
山下　邦俊　武市欣也さんを偲んで。長寿を祝っていただき有難うござ
　　　　　　います。
有富　正治　武市さん、安らかにお休み下さい。寂しくなります。
白石　誠一　武市さんのご冥福をお祈り申し上げます。
後藤　達也　明けましておめでとうございます。１月 14 日に足摺方面に
　　　　　　出かけ初乗りをすませてきました。波は小さかったですが、
　　　　　　いつもお世話になっている海に挨拶して楽しませてもらい
　　　　　　ました。一緒にセッションした方は石鎚ライオンズクラブ
　　　　　　の元メンバーの方で、今年 62 歳になるそうです。私もまだ
　　　　　　まだ負けられません。
加藤　久博　武市さんのご冥福をお祈り申し上げます。
石川　敏則　明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い
　　　　　　いたします。
佐伯　澄男　新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお
　　　　　　願いいたします。
福山　　宏　明けましておめでとうございます。
徳村　　明　新年あけましておめでとうございます。本年は己の亥の年
　　　　　　であります。次のステップのための基盤を固める年とも言
　　　　　　われています。今年一年宜しくお願いします。
永易　明洋　新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお
　　　　　　願いします。
真鍋　憲夫　長寿のお祝いを申し上げます。今年もどうぞ宜しくお願い
　　　　　　致します。寒中ご自愛ください。
村上順一郎　明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願い
　　　　　　します。
奥嶋啓一郎　明けましておめでとうございます今年もどうぞ宜しくお願
　　　　　　い致します。
小野　周平　明けましておめでとうございます。年始に高校の同級会が
　　　　　　あり、20 年振りに再会した友人もいました。まだまだ頑張ら
　　　　　　なイカンなと思い前向きになれる時間を過ごせました。
塩見　秀晴　2/2 ボーリング大会エントリー宜しくお願いします。2/15　
　　　　　　合同例会 100％出席を目指しています。こちらもよろしくお
　　　　　　願いします。
土岐　敏勝　新年あけましておめでとうございます。
高橋　尚毅　新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお
　　　　　　願いいたします。私事としまして長野選手のカープ入団心
　　　　　　から歓迎いたします。また一年うきうきと社会奉仕します。
橋田信一郎　明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い
　　　　　　いたします。
古川　貴章　本年もよろしくお願いいたします。
神野　雄太　明けましておめでとうございます。今年もよろしく！
松浦　一雄　新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお
　　　　　　願いいたします。
鈴木　雅志　故 L武市欣也さんを偲んで。
譽田　幸弘　武市欣也さん色々とお世話になりました。やすらかに。
杉田　友裕　武市欣也さんのご冥福をお祈り申し上げます。
藤縄　洲二　武市さんのご逝去残念です。偉大な先輩でありました。ご冥
　　　　　　福をお祈りします。

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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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

1 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 

　               

　センター試験も終わり、本格的な大学受験のシーズンに入り、
受験生を持つ家族にとっては頭の痛い心配事でしょう。
　受験生にとっても合否によっては一生を左右しかねないと言っ
ても過言ではないでしょう。有名校ばかりに目を奪われず、本当に
将来やりたい事、就きたい仕事をよく考え決めて欲しい。
　どの大学もいいところがいっぱいあります。自分に合ったところ
を目指してください。勉強もいいけど無理せず体調管理には万
全を期してベストコンディションで臨んでください。　
頑張って下さい。　　　　　　　　　　　　　石川 敏則

ライオンズクエスト
青少年の健やかな成長と薬物乱用防止を願って企画されたプログラムです。
思いやりと誠意のある環境の中で青少年に社会の一員として必要なことを身につけるよう以
下のことを目的としています。
・家庭・学校・地域が連携して､青少年の健やかな成長を支援する。
・青少年が自律心・正しい判断力・責任感・そして他者との共生という前向きの態度をみ
　につけるよう支援する。
・青少年が､家庭・学校・友人関係・地域社会の一員として責任ある行動が
　とれるよう支援する。
・青少年が、協力して他の人の為に何かをする事によって、良き市民として
　貢献できる機会を提供する。
・一人ひとりの違いを大切にし､自分も他の人も大切にすることを奨励する。
・好ましくない事にうまく対処し､薬物に関わることなく成長することを支援する。
・このプログラムの実施に関わる教員、管理職、その他の人々に対し､プログラム
　が円滑に実施できるようサポートする。
日本語版プログラムには、小学校低学年用､小学校高学年用と中学校用があり､
ＬＣＩＦ財団の中にライオンズクエスト課か設置され､ＬＣＩＦ交付金で普及拡大事業を
実施しています。


