
伊藤　龍一　外山貴一君の入会を心より歓迎致します。
　　　　　　一緒にWe Serve で頑張りましょう。
能瀬　伸一　外山さんの入会を祝して！！
大竹　崇夫　外山貴一さんの入会を心より歓迎致します。

伊藤　龍一　２月第一例会、１Ｚ合同夜間例会にて変速にも拘わらず　
　　　　　　100％出席に向けて多数ご出席頂き有難うございました。感謝
　　　　　　です。
白石　誠一　ゴルフ優勝してしまいました！皆さん頑張って下さい。
能瀬　伸一　合同例会を祝して。
後藤　達也　1Z4 クラブ合同例会を祝して。
大上　幸雄　合同例会の開催を祝して。
有富　正治　4クラブ合同例会を祝して。
徳村　　明　寒暖差が激しくストレスの元になります。しっかりと体調
　　　　　　管理に努めましょう。
大竹　崇夫　1Z合同夜間例会の開催を祝して。
加藤　久博　合同例会に感謝して。
福山　　宏　100％例会残念。年次大会参加宜しくお願いします。　
佐伯　澄男　合同例会の開催を祝して
永易　明洋　1Z合同夜間例会の開催を祝して
真鍋　憲夫　立春も過ぎましたが、寒さはまだまだ続きそうです。合同例
　　　　　　会を祝して。
伊藤　嘉秀　1ゾーン合同例会の開催おめでとうございます。
塩見　秀晴　合同例会開催おめでとうございます。
高橋　尚毅　本年度最初の合同例会開催おめでとうございます。先日の
　　　　　　1Z 合リング大会では伊藤会長の鬼の様なボールで我が新
　　　　　　居浜ライオンズは優勝なのでしょうか？僕自身はイマイチ
　　　　　　でしたが、また 1年更に頑張ります。
宇野　博文　4クラブ合同例会を祝して！！
檜垣　孝志　100％例会残念！
古川　貴章　100％例会です。
奥嶋啓一郎　合同例会おめでとうございます。
神野　雄太　100％例会残念！
橋田信一郎　合同例会の開催おめでとうございます。
松浦　一雄　今年もバレンタインのチョコレートが沢山届きました。娘
　　　　　　が三人います。チョコレートで「まんぷく｝しました。
・・・合同例会を祝して！　
　　　　　寒さ厳しきおり体調管理には十分に気をつけて下さい・・・
石川敏則／小野周平／高橋在錫／藤縄洲二／金田智行／伊藤久門／岡田
浩二／上野　剛／近藤充徳／新田久司／青野泰介／杉田友裕／真木泰彦
／鈴木雅志／中田君江
石川　　稔　本日は所用のため早退させて頂きます。申し訳ありません。

古川　貴章　今回つれづれの会の飲み代、返金がありましたので、併せ
　　　　　　てドネーション致します。
後藤　達也　外山さんご入会おめでとうございます。我らがキングカズ
　　　　　　こと三浦知良さんが 52 歳の誕生日を迎えられました。52
　　　　　　歳で現役 Jリーガー！かっこいい！
白石　誠一　外山君入会おめでとう。
真鍋　憲夫　合同例会は久しぶりにゾーンのメンバーが集まり楽しい
　　　　　　例会でした。カラオケ大会盛り上がりましたネ！新入会員
　　　　　　を歓迎申し上げます。共に頑張りましょう。
有富　正治　新会員、外山貴一様のご入会を歓迎します。今後のご活躍
　　　　　　期待して！
福山　　宏　新会員さん、入会おめでとうございます。
加藤　久博　外山三の入会を歓迎して。
金田　智行　外山君、ご入会おめでとうございます。
永易　明洋　新会員の外山さんを歓迎します。
佐伯　澄男　外山さんの入会を心より歓迎します。
徳村　　明　日々暖かくなりましたが、花粉が飛び交う季節となりました。
　　　　　　花粉はなかなか対策は難しそうですがつらい時期を乗り越え
　　　　　　春を迎えましょう。
村上順一郎　新会員の外山さんを歓迎致します。
高橋　在錫　外山貴一さんの入会を歓迎して！
塩見　秀晴　2月第 1例会、出席 100％は出来ませんでしたが、ご協力戴
　　　　　　きまして有難うございます。
高橋　尚毅　昨日は青少年委員会の親睦会でした。楽しく良いお酒が飲
　　　　　　めました。任期はもうしばらくありますが、更に協力して
　　　　　　頑張ります。
松浦　一雄　久しぶりに東京で、はとバスに乗りました。築地場外市場
　　　　　　や帝国ホテル、スカイツリーなど回りましたが東京はダイ
　　　　　　ナミックに変貌しているのを確認できました。
藤縄　洲二　先の 1Z ボーリング大会では塩見さんと低得点争いしまし
　　　　　　た！外山さんの入会を祝って。
小野　周平　外山君の入会を歓迎します。共に頑張りましょう。
青野　泰介　花粉ひどいですね！外山君の入会を歓迎します。
鈴木　雅志　入会を祝して。
奥嶋啓一郎　外山貴一君ご入会おめでとうございます。
伊藤　嘉秀　外山貴一さんのご入会を心より歓迎致します。
宇野　博文　新会員さんを歓迎します！
譽田　幸弘　外山さん御入会おめでとうございます。宜しくお願い致し
　　　　　　ます。
近藤　充徳　入会を祝して。
山下　邦俊　新会員を歓迎します。
檜垣　孝志　外山氏の入会を歓迎致します。
近藤　盛文　新会員さん、おめでとうございます。歓迎します。
神野　雄太　新会員の入会を歓迎します。
村上　博昭　新会員、外山さんの入会を歓迎致します。
・・・新会員、外山貴一さんの御入会を歓迎致します。・・・
岡田浩二／大石隆憲／真木泰彦

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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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

2 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 

　         

　この時期になると花粉症の方は目や鼻の異常に悩まされるの
ではないでしょうか？
　中学校の学校保健委員会に学校歯科医として出席しました。
本年のメインテーマは、「ＣＤ対策（教室内の二酸化炭素濃度と
換気）・歯磨きにてインフルエンザを防ぐ」でした。
　今期はインフルエンザが大流行し会社を休まれる方も多かっ
たようです。
　保健委員が全生徒と協力して給食後の歯磨きに取り組み、口
腔内を清潔に保ちました。結果として今期のインフルエンザの流
行を大幅に減少させました。
　市内の学校も頑張っていますよ！  前途有望　　眞鍋 憲夫

地区グローバル指導力育成チーム　ＧＬＴ
有能なリーダーとしての必要なスキルを会員に身につけさせる。新会員オリエンテーションや
役員研修会を開催して参加を促すなど。

地区グローバル会員増強チーム　ＧＭＴ
質の高い会員増強に取り組む。クラブのない地域や新たなクラブの立ち上げを見いだす。
退会者を５％減少させる。女性会員を増強するなど。

地区グローバル奉仕チーム　ＧＳＴ
影響力ある奉仕を増加させることを通じて会員の満足度を高める。
国際協会の取り組みである糖尿病関連事業を実施するようクラブに奨励する。
所属意識と誇りを生み出すよう地域の奉仕事業を支援するなど。

家族及び女性チーム　ＦＷＴ
女性会員、家族会員の勧誘、定着、育成を推進する。家族及び女性会員の
ための研修プログラムやセミナーを企画実施、女性リーダーの育成など。



・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会　   ３月１１日（月）18:30 ～　商工会館 3F
３月第 1例会　  　３月１３日（水）12:15 ～　ユアーズ
３月第２例会　  　３月２７日（水）12:15 ～　ユアーズ
・委員会
環境保全委員会　  ３月　４日（月）18:30 ～　旬　感
計画財務委員会　  ３月　５日（火）18:30 ～　事務局
会員会則委員会　  ３月　６日（水）18:30 ～　事務局
MC広報委員会　  ３月　７日（木）18:30 ～　事務局
保健福祉委員会　  ３月２２日（金）18:30 ～　事務局
青少年委員会　　  ３月２６日（火）18:30 ～　事務局　
出席大会委員会　  ３月２８日（木）18:30 ～　事務局
・クラブ・その他行事予定
３月１３日（水）18:30 ～　ユアーズ
　岡部歩乃佳後援会総会
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　３月１０日（日）  10:53 ～      新居浜ＣＣ
囲碁部会　　　　未定
つれづれの会　　偶数月の予定
くらげの会　　　奇数月の予定
スポーツ部会　　３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
３月　２日（土）13:00 ～　道前キャビネット事務局
　ガバナーズアワード選考会
３月　２日（土）14:00 ～　ユアーズ
　第 3回地区ガバナー諮問委員会・ゾーンレベル会員委員会
３月１０日（日）336-A 地区合同遍路道清掃
　6:30 ～開会式　角野保育園前河川敷
　7:00 ～清掃 JA上部西支店から桜井バス停前まで（東行き）
　　　　　　  JA上部西支店から中萩小学校近く萩生庵まで
３月１６日（土）16:00 ～　国際ホテル松山
　松山ホストライオンズクラブ 65 周年記念例会
３月２１日（木･祝）　今治カントリー倶楽部
　2R親善ゴルフ大会
３月２１日（木･祝）13:30 ～　テクスポート今治
　336-A 地区 GMT･GLT･FWT研修会

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 (2月分 )

５７
２６
２５
４２
１５０

0
 4
30
 90
124

0
10,000
25,760
52,313
88,073

86.8
78.9
78.3
73.3
79.3

90.3
92.3
86.9
93.0
90.6

名 ％ ％ Ｈ 円

3月 誕生日おめでとうございます
伊藤久門、大上幸雄、近藤眞而、妹尾光章、高橋在錫

中田君江、新田久司、林　幸央、譽田幸弘
3 月 結婚記念日おめでとうございます
有富正治、近藤眞而、近藤充徳、佐伯澄男、妹尾光章

N i i h a m a  L i o n s  C l u b 友愛・団結・継承
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2月 10 日(日)　　新居浜CC

古 川 貴 章

宇 野 博 文

白 石 誠 一

青 野 泰 介

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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 2 月 理事・委員長会
2月 12日 (火 )1８：３０～ 商工会館3F

２Ｒ－１Ｚボーリング大会開催される
スポーツ部会長 塩 見  秀 晴　日時：平成３１年２月２０日（土）10:00 ～ナムコワンダーボウル西条

●会長挨拶　伊藤龍一会長
●審議事項
１． 第２回新会員オリエンテーション登録料について
　6,000円　2,000円×3名　2月17日（日）
２．第３回地区ガバナー諮問委員会・ゾーンレベル会員委員会
　登録料について　6,000円  1 ,500 円×4人　3月2日（土）
３．高橋在錫さん入院お見舞金について　１０,０００円
４．第２回献血・献眼決算報告について
５．年末商戦資金獲得事業決算報告について
６．委員会開催の変更について　
　青少年委員会
　　２月２６日（火）１８:３０～ 事務局　→  呑えもん
　環境保全委員会
　　３月   ４日（月）１８:３０～ 事務局　→  旬感
●報告事項
１．１Ｚ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：Ｌ伊藤龍一、Ｌ塩見秀晴、Ｌ高橋尚毅、Ｌ永易明洋、 
　Ｌ藤縄洲二、Ｌ能瀬伸一
２．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
３．第１回岡部歩乃佳後援会理事会
　２月１３日（水） １８:３０～ ユアーズ
　出席者：後援会理事者、オブザーバー（青少年委員会、第１、
　第２副会長、幹事、会計）
４．第２回新会員オリエンテーション
　２月１７日（日） １４:４５～ 今治地域地場産業振興センター
　出席者：L奥嶋啓一郎、L橋田信一朗
　引率者：大竹崇夫会員理事
５．３３６－A地区合同遍路道清掃
　３月１０日（日）時間、場所は未定
●委員会報告
　会員会則委員会
　　2月第 2例会新入会員入会式予定
　出席大会委員会
　　2月第 1例会（合同例会）100％出席のお願い
　計画財務委員会
　　4月第 2例会 4/20は（土） 家族会の予定、マリンパーク
　ＭＣ広報委員会
　　会報原稿のお願い
●その他
　地区年次大会　日韓交流会について
　　4/6（土）　ユアーズ　35 名来日　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　

（西行き）

　首記の大会が今年は
2 月 2日（土）西条市ナム
コ・ワンダーボウルで午
前 10 時から開催された。
　総勢 30 名の小さな大
会ではありましたが各チ
ームごとに別れゲームを
楽しむことができました。

　結果は 2 月 15 日の 1Z 合同夜間例会まで判りま
せんでした。
　本年は日頃からトレーニングに励み、万を持して向
かえる高橋尚毅選手がいるものの、常勝高橋在籍
選手と村上博昭選手の入院手術というもはや災難
ともいうべきアクシデントに見舞われ、参加者わずか
６名という少数精鋭チームとなりました。
　しかしやはりわが新居浜ライオンズの底力はすば
らしいものがあります。上位５名のアベレージ戦で団
体優勝を果たし、個人優勝部門でも伊藤龍一会長
が２ゲームトータル 369 点で栄えある栄冠を勝ち取

ったのです。
　まあ言ってみれば完全優勝です。
一番エントリーの少ないチームでの優勝は価値があ
ると思います。
他の３クラブの方々、誠に申し訳ございません。
　来年も懲りずにお相手お願い致します。世間では
サザンの桑田杯でボーリングが復活し話題になって
参りました。
　今後しばらくは若い人たちにも受け入れられそう
です。来年が楽しみですね。
参考までに結果を記載しておきます。
　 1 位：伊藤龍一　　369 点
　 4 位： 高橋尚毅　　313 点
　10 位：能瀬伸一　　274 点
　11 位：永易明洋　　266 点
　23 位：藤縄州二　　217 点
　25 位：塩見秀晴　　208 点

■開会ゴング
■会長挨拶　伊藤龍一会長
■ライオンズ・ローア　能瀬伸一幹事
■新会員入会式
　外山貴一さん
■審議事項
１． 第２回新会員オリエンテーション登録料について
　6,000 円　2,000 円×3名　2月17日(日)
２．第３回地区ガバナー諮問委員会・ゾーンレベル会員委員会
　登録料について　6,000 円 1,500 円×4人　3月2日（土）
３．高橋在錫さん入院お見舞金について　１０,０００円
４．第２回献血・献眼決算報告について
５．年末商戦資金獲得事業決算報告について
６．委員会開催の変更について　
　青少年委員会
　　２月２６日（火）１８:３０～ 事務局 → 呑えもん
　環境保全委員会
　　３月  ４日（月）１８:３０～ 事務局 → 旬感
■幹事報告
・報告事項
１．第２回新会員オリエンテーション
　２月１７日（日）１４:４５～ 今治地域地場産業振興センター
　　出席者：L奥嶋啓一郎、L橋田信一朗
　　引率者：大竹崇夫会員理事
２．第１３回キャビネット内局会議
　２月２０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．第３回 1Z地区ガバナー諮問委員会、ゾーンレベル会員委員
　会 ３月２日（土）　14:00 ～ 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、大竹崇夫会員会則理事
４．ガバナーズアワード最終選考会
　３月２日（土）１３:００～ 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
５．平成３１年新居浜市消防観閲式
　３月３日（日）９:００～ 山根市民グラウンド
　出席者：伊藤龍一会長
６．３３６－Ａ地区合同遍路道清掃
　３月１０日（日）６:３０～ 開会式
　開会式：角野新田保育園前河川敷
　清掃場所：昨年同場所　
　JA上部西支店から桜井バス停前（ローソン）まで（東行き）
　JA上部西支店から中萩小学校近く萩生庵まで（西行き）
７．次期役員指名会を３月第一例会で行うことを通知致します。

■委員会報告
出席大会委員会　100％例会ご協力有難うございました。
計画財務委員会　年末商戦決算報告、4月家族会について
環境保全委員会　3/10 遍路道清掃のお願い
■その他
　岡部歩乃佳後援会理事会
　　総会のご案内　3/13（水）18:30 ～ユアーズ
　年次大会　日韓交流会について
　　4/6（土）19:00 ～ユアーズ
■出席報告
　会員数５７名、出席４５名、欠席１２名、出席率 78.9％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥76,000
■閉会ゴング　　　　　　　
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優勝しちゃいました（笑）
会　長 伊 藤  龍 一　　　開催日：平成 31 年 2 月 2 日（土）　開催地：ナムコワンダーボウル西条　

■開会ゴング・開催宣言　
　千葉 英明 中央 LC会長
■物故会員に黙祷
■ライオンズの誓い　
　伊藤 龍一 新居浜 LC会長
■来訪者紹介　
　2R-1ZC 秋山 克幸
　GMT･GLT･FWT会則委員会委員長　松本 清
　MC･ライオンズ情報･地区誌･大会参加委員長　福山 宏
　YCE･ライオンズレオ･国際関係委員　田坂 嘉朗
■ホストクラブ会長挨拶
　新居浜中央 LC会長　千葉 英明
■来訪者挨拶　
　2R-1ZC　秋山克幸ライ

オン

　2R役員　松本 清ライ
オン、福山宏ライ

オン、田坂嘉朗ライ
オン

■幹事報告
　新居浜 LC幹事 能瀬 伸一
・審議事項
１．第２回新会員オリエンテーション登録料について
　6,000 円　2,000 円×3名　2月17日（日）
２．第３回地区ガバナー諮問委員会・ゾーンレベル会員委員会
　登録料について　6,000 円 1,500 円×4人 3月2日（土）
３．高橋在錫さん入院お見舞金について　１０,０００円
４．第２回献血・献眼決算報告について
５．年末商戦資金獲得事業決算報告について
６．委員会開催の変更について　
　青少年委員会
　　２月２６日（火）１８:３０～ 事務局　→ 呑えもん
　環境保全委員会
　　３月４日（月）１８:３０～ 事務局　→ 旬感
・報告事項
１．１Ｚ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：L伊藤龍一、L塩見秀晴、L高橋尚毅、L永易明洋、
　L藤縄洲二、L能瀬伸一
２．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
３．第１回岡部歩乃佳後援会理事会
　２月１３日（水）１８:３０～ ユアーズ
　出席者：後援会理事者、オブザーバー（青少年委員会、第１・
　第２副会長、幹事、会計）
４．第２回新会員オリエンテーション
　２月１７日（日）１４:４５～ 今治地域地場産業振興センター
　出席者：L奥嶋啓一郎、L橋田信一朗
　引率者：大竹崇夫 会員理事
５．３３６－A地区合同遍路道清掃
　３月１０日（日）時間、場所は未定
■委員会報告
■出席報告
　会員数５６名、出席５３名、欠席３名、出席率 94.6％
■テールツイスター･タイム
　ドネーション　￥81,000

■ライオンズ・ローア
　新居浜別子 LC会長　川上 博司
■閉会ゴング
　新居浜ひうちLC会長　藤田 修生
■懇親会　

例会報告

第 1401 回 2 月第一例会
1Z合同夜間例会

2月15日（金）18：00～ ユアーズ

第 1402 回 2 月第二例会
2 月 27 日（水）12：15 ～ ユアーズ

ライオンズ情報

　平成最後の 1Z 親善ボーリング大会が
開催され、新居浜ライオンズクラブからは、
塩見キャプテンをはじめ、藤縄洲二さん、
永易明洋さん、高橋尚毅さん、能瀬幹事、
そして私の６名で参加してきました。
　今年は、二年連続個人優勝を果たし三

連覇をめざしていた高橋在錫さんが参加できなくなり、また
当クラブのエース級のメンバーも不参加という非常に先行
き不安な大会となりました。
　その様な中、となりのレーンでいきなり別子ライオンズクラ
ブ会長の川上さんが 210 点のハイスコアーをだし、それに
触発されたのか私も２年ぶりのボーリングでしたが、自分で
もびっくり、２ゲーム目に 201 点を叩き出して個人優勝する
ことが出来ました。
　団体戦も６名の持てる力を結集して、３年ぶりの団体優
勝に返り咲くことが出来ました。
　昨今、生涯スポーツとしてボーリングブームが高まる中、
参加したメンバーの方と楽しい時間を過ごすことが出来ま
した。お疲れ様でした！

団体戦　（上位 5名のアベレージ）
優勝　新居浜 LC 　　　Avg 137.25
２位　 新居浜別子 LC　 Avg 126.00
３位　 新居浜ひうちLC　Avg 117.56
４位　 新居浜中央 LC　 Avg 110.05
個人戦
優勝  伊藤龍一　168・201　TOTAL 369
４位　高橋尚毅　313    10 位　能瀬伸一　274　
11位  永易明洋　266    23 位　藤縄洲二　217
25位  塩見秀晴　208

　伊藤会長のたっての願い、例会
出席 100% を実現するために８月
から例会で発表し理事会でのお願
い、例会ごとに皆さんに告知して準
備をしてきた。
　時は２月の第１例会しかも４クラ

ブの夜間合同例会。シチュエーションとしては申し分
ない。
　この合同例会で 100％達成を報告できればますま
す新居浜ライオンズの士気は上がること間違いな
し。さて１月に入りＴさんＭさん２人が入院、手術する
ことが判明してあぶない雰囲気。
　しかも１人は片方の腎臓摘出という大手術。しか
し結局摘出せずに痛んだところだけ除けるということ
ですんで「例会も出れるよ」との電話をもらった時に
は本当に嬉しかった。
　３日前まで誰一人として欠席の連絡がなかったの
で「至難の技」と覚悟していながら「あるいはひょっと
して」というほんの少し楽観的な気持ちに変わり始め
ていた。
　しかし好事魔多し。例会２日前になってＭさんの身
内の葬儀とＨさんの奥さんの松山の病院への緊急
入院、手術という連絡が入り風雲急を告げる。

　100% 達成は急に怪しくなってきた。ピンチ到来。
例会当日の出席報告では６名欠席の 89.28% との
報告をしたがその後、懇親会までに３名の出席を得
て結局３名欠席の出席率 94.64% で終わった。
　100％を達成できず残念な気持ちもある一方、皆
さん用事を早く終わらせ、あるいは他の会議や仕事
をキャンセルしてでもライオンズを優先してくれたメン
バーの心意気を思うとき「本当にありがとうございま
した」と感謝の気持ちで一杯になった。
　会長はすぐさま年度内にもう一度チャレンジした
いと言っております。６月の第２例会、夜間引継ぎ会
あたりでリベンジはいかがでしょうか。

目指せ１００％例会出席
出席大会委員長 塩 見  秀 晴　　　日付：平成 31 年 2 月 15 日（金）　場所：ユアーズ　

■開会ゴング
■会長挨拶　伊藤龍一会長
■ライオンズ・ローア　能瀬伸一幹事
■新会員入会式
　外山貴一さん
■審議事項
１． 第２回新会員オリエンテーション登録料について
　6,000 円　2,000 円×3名　2月17日(日)
２．第３回地区ガバナー諮問委員会・ゾーンレベル会員委員会
　登録料について　6,000 円 1,500 円×4人　3月2日（土）
３．高橋在錫さん入院お見舞金について　１０,０００円
４．第２回献血・献眼決算報告について
５．年末商戦資金獲得事業決算報告について
６．委員会開催の変更について　
　青少年委員会
　　２月２６日（火）１８:３０～ 事務局 → 呑えもん
　環境保全委員会
　　３月  ４日（月）１８:３０～ 事務局 → 旬感
■幹事報告
・報告事項
１．第２回新会員オリエンテーション
　２月１７日（日）１４:４５～ 今治地域地場産業振興センター
　　出席者：L奥嶋啓一郎、L橋田信一朗
　　引率者：大竹崇夫会員理事
２．第１３回キャビネット内局会議
　２月２０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．第３回 1Z地区ガバナー諮問委員会、ゾーンレベル会員委員
　会 ３月２日（土）　14:00 ～ 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、大竹崇夫会員会則理事
４．ガバナーズアワード最終選考会
　３月２日（土）１３:００～ 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
５．平成３１年新居浜市消防観閲式
　３月３日（日）９:００～ 山根市民グラウンド
　出席者：伊藤龍一会長
６．３３６－Ａ地区合同遍路道清掃
　３月１０日（日）６:３０～ 開会式
　開会式：角野新田保育園前河川敷
　清掃場所：昨年同場所　
　JA上部西支店から桜井バス停前（ローソン）まで（東行き）
　JA上部西支店から中萩小学校近く萩生庵まで（西行き）
７．次期役員指名会を３月第一例会で行うことを通知致します。

■委員会報告
出席大会委員会　100％例会ご協力有難うございました。
計画財務委員会　年末商戦決算報告、4月家族会について
環境保全委員会　3/10 遍路道清掃のお願い
■その他
　岡部歩乃佳後援会理事会
　　総会のご案内　3/13（水）18:30 ～ユアーズ
　年次大会　日韓交流会について
　　4/6（土）19:00 ～ユアーズ
■出席報告
　会員数５７名、出席４５名、欠席１２名、出席率 78.9％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥76,000
■閉会ゴング　　　　　　　
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今月のライオン誌ピックアップ
MC広報委員長 天 野 　淳　

トイレのこだわり   宇野 博文
会員投稿テーマ『私のこだわり』

（続きはライオン誌WEB版で）

ライオン誌WEB版
２月号より一部抜粋

　今月のライオン誌ピックアップ
早いもので１月が終わり、２月節分
の時期になってきました。
　年明けから３月までは、めちゃくち
ゃ早く感じます。
　今月のデジタル版ライオン誌では

食を通じた青少年育成に取り組む方がフォーカスさ
れています。札幌市で“食と学びにワクワクを”をスロ
ーガンにした NPO 法人 Efyさんの活動紹介です。
この活動を始めたきっかけは、現代表を務める坂本
さん、大竹さんが在籍する大学で教授から食育企
画の運営に関わってみないかっていうお誘いだった
そうです。
　大学生活では子供に接する機会がなく、栄養学

科で学んだ食について子供たちに伝えるという経験
ができたそうです。これをきっかけに 2017 年３月、団
体を設立され活動を開始されたそうです。
詳しくは記事をご覧ください。
記事

　
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。

　私達は札幌市内の大学生を中心メンバーとし
て、「食と学びにワクワクを」というスローガン
の下、特定非営利活動法人Ｅfy（エフィ）の名で
活動しています。Ｅfy のＥは Education（学
び）、F は Food（食）、Y は Yell（応援）の頭文字
から取りました。活動の目的は、食を切り口に子
供の体験を増やすこと。同時に子ども、学生、そ
して地域の方、皆の学び愛の場を作っていくこ
とです。
　私達がこの活動を始めたのは 2016 年 11 月
のことです。Efy の共同代表を務める坂本と大
竹の二人が在学する天使大学で、当時教授をさ
れていた方から、食育企画の運営に関わってみ
ないか、と声を掛けて頂いたのがきっかけでし
た。内容は中学生向けの朝型生活習慣を応援し
ようというもので、コープさっぽろの広報誌を
制作している会社の企画でした。
　大学生活では、それまで子どもに接する機会
は無く、そこで初めて栄養学科で学んできた食
について、子供達に伝えるという経験が出来ま
した。その中で、伝える楽しさを知ると同時に、

なかなか伝わらないもどかしさも実感しまし
た。そして、もっとやってみたい、どうせなら自
分たちで企画したい、と思うようになり、17 年
3 月に団体を設立、6 月に NPO 法人格を取得し
ました。
　Efy として行っているプログラムは基本的に
三つあります。一つは、食材の旬・年中行事・調
理学などをテーマに、皆で作って・食べて・学
び合う「いろは塾」。二つ目は、子供達がカフェ
店員になりきって地域の方々をおもてなしする
「りらカフェ」です。「りら」というのは札幌の
木・ライラックのフランス語「リラ」にちなんで
います。三つ目が、野菜を育て食の循環を学ぶ
「Efy farm（エフィ･ファーム）」というもので、
札幌市東区にある北光児童会館の前にある畑を
使っています。・・・・
その後、講師役やサポート役、札幌トラストライ
オンズクラブ（今村尚司会長／ 65 人）のメンバ
ーの方が参加、応援している。

食を通じた青少年育成と世代間交流に取り組む
坂本星美・大竹春香（北海道・札幌トラスト LCさっぽろ食と学びにワクワク支部）

　ホテル、飲食店等のトイレを利用
した経緯から、自分の家を建てる際
にはこのようなトイレにしたいの夢が
ありました。
　トイレでゆっくり新聞が読め、考え
事、頭の整理ができる空間にしよ

う。そのためにトイレは二カ所、清潔でゆったり座れ、
手足が伸ばせる広めの部屋にしよう。
　昭和 62 年建築時、最低限の思いを叶えることが
でき、毎朝 30 分の一人の空間を持てるようになりま
した。

　5 時起床、洗顔後マッサージ機にて整体、5 時半
から食事、6 時から 30 分間のトイレ、6 時 35 分出発
の繰り返しの日々ですがこの 30 分間が貴重で有意
義な時間となっています。
文句を言わず許してくれる家族にも感謝です。
　平成 25 年リフォーム時にトイレの部屋を広げ、通
常の大きさの扇風機の置ける場所を確保し（冬場は
温風機）さらに快適な空間となりました。
　トイレが清潔に保たれていることに感謝し今日もゆ
ったり自分一人の時間を楽しんでいます。

言いたい事はお品書きで　 青野 泰介

　高校二年生の娘に毎朝お弁当
を作っています。
そして、そのお弁当には必ず『お品
書き』を同封させています。迷惑な
話です（笑）自分が高校生だったら
と思うとゾッとします。

　しかし、それはとても大切なコミュニケーションツー
ルなのです。
　最近の高校生は忙しい。塾や部活、友達との時
間。父親と話す時間なんてありません。
それを埋めてくれるのが毎日の『お品書き』
　昼には必ず僕からの言葉を目にするのです、お品
書きなんて言う名前ですが、完全に内容は『手紙』
毎日父親からの手紙があるのです。これもかなり鬱

陶しい（笑）ところが、うちの娘はそれを面白がってく
れます。友達も回し読み。
　毎日のお昼ごはんの恒例行事になっているようで
す。嬉しいことです。あと高校生活は一年ちょっと。
僕からの手紙は続きます。
　卒業の時にはクラス全員を号泣させる『お品書
き』を号泣しながら書こうと思っています。
　素晴らしい娘に育ってくれています。その教育の
一部をこの『お品書き』が担ってくれていると僕は信
じています。
　お弁当も自分で作っているのですが、そっちにあ
んまりこだわりはありません。顔を合わせなくても、毎
日コミュニケーションをとる。
これが僕のこだわりです。

第2回新入会員オリエンテーションに参加して
計画財務委員会 奥嶋  啓一郎　開催日：平成 31 年 2 月17 日（日）　開催地：今治地域地場産業センター

　2 月 17 日に今治地域地場産業
振興センターで行われた第２回新
入会員オリエンテーションへ参加し
てきました。
　大竹会員会則委員長引率のも
と、L 橋田信一朗君や各ライオンズ

クラブの新入会員と共に学んでまいりました。
　今回のオリエンテーションでは元地区ガバナー・
地区名誉顧問が講師としてライオンズクラブ創立者
のメルビン・ジョーンズが行ってきた創成期からの活
動やライオンズクラブが行ってきた、奉仕活動につい
て説明を受けました。

　また、日本においての歴史を踏まえて３３６複合地
区の成り立ちもお話いただきました。
　今までなかなか理解できなかった、地区・ゾーン・
ガバナー・キャビネットなどの説明もいただき、ようや
く理解できてきました。
　最後にロバート議事法の説明についても、まだ先
の事と前置きがありましたが覚えておくようにとお話
をいただきました。
　今回参加した新入会員オリエンテーションで学ん
だことを、新居浜ライオンズクラブへ貢献できるよう努
めてまいります。
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We Serve友愛・団結・継承

今月のライオン誌ピックアップ
MC広報委員長 天 野 　淳　

トイレのこだわり   宇野 博文
会員投稿テーマ『私のこだわり』

（続きはライオン誌WEB版で）

ライオン誌WEB版
２月号より一部抜粋

　今月のライオン誌ピックアップ
早いもので１月が終わり、２月節分
の時期になってきました。
　年明けから３月までは、めちゃくち
ゃ早く感じます。
　今月のデジタル版ライオン誌では

食を通じた青少年育成に取り組む方がフォーカスさ
れています。札幌市で“食と学びにワクワクを”をスロ
ーガンにした NPO 法人 Efyさんの活動紹介です。
この活動を始めたきっかけは、現代表を務める坂本
さん、大竹さんが在籍する大学で教授から食育企
画の運営に関わってみないかっていうお誘いだった
そうです。
　大学生活では子供に接する機会がなく、栄養学

科で学んだ食について子供たちに伝えるという経験
ができたそうです。これをきっかけに 2017 年３月、団
体を設立され活動を開始されたそうです。
詳しくは記事をご覧ください。
記事
URL　https: / /www.thel ion-mag. jp/1902fo01

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。

　私達は札幌市内の大学生を中心メンバーとし
て、「食と学びにワクワクを」というスローガン
の下、特定非営利活動法人Ｅfy（エフィ）の名で
活動しています。Ｅfy のＥは Education（学
び）、F は Food（食）、Y は Yell（応援）の頭文字
から取りました。活動の目的は、食を切り口に子
供の体験を増やすこと。同時に子ども、学生、そ
して地域の方、皆の学び愛の場を作っていくこ
とです。
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のことです。Efy の共同代表を務める坂本と大
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坂本星美・大竹春香（北海道・札幌トラスト LCさっぽろ食と学びにワクワク支部）
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言いたい事はお品書きで　 青野 泰介

　高校二年生の娘に毎朝お弁当
を作っています。
そして、そのお弁当には必ず『お品
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陶しい（笑）ところが、うちの娘はそれを面白がってく
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僕からの手紙は続きます。
　卒業の時にはクラス全員を号泣させる『お品書
き』を号泣しながら書こうと思っています。
　素晴らしい娘に育ってくれています。その教育の
一部をこの『お品書き』が担ってくれていると僕は信
じています。
　お弁当も自分で作っているのですが、そっちにあ
んまりこだわりはありません。顔を合わせなくても、毎
日コミュニケーションをとる。
これが僕のこだわりです。

第2回新入会員オリエンテーションに参加して
計画財務委員会 奥嶋  啓一郎　開催日：平成 31 年 2 月17 日（日）　開催地：今治地域地場産業センター

　2 月 17 日に今治地域地場産業
振興センターで行われた第２回新
入会員オリエンテーションへ参加し
てきました。
　大竹会員会則委員長引率のも
と、L 橋田信一朗君や各ライオンズ

クラブの新入会員と共に学んでまいりました。
　今回のオリエンテーションでは元地区ガバナー・
地区名誉顧問が講師としてライオンズクラブ創立者
のメルビン・ジョーンズが行ってきた創成期からの活
動やライオンズクラブが行ってきた、奉仕活動につい
て説明を受けました。

　また、日本においての歴史を踏まえて３３６複合地
区の成り立ちもお話いただきました。
　今までなかなか理解できなかった、地区・ゾーン・
ガバナー・キャビネットなどの説明もいただき、ようや
く理解できてきました。
　最後にロバート議事法の説明についても、まだ先
の事と前置きがありましたが覚えておくようにとお話
をいただきました。
　今回参加した新入会員オリエンテーションで学ん
だことを、新居浜ライオンズクラブへ貢献できるよう努
めてまいります。
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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

優勝しちゃいました（笑）
会　長 伊 藤  龍 一　　　開催日：平成 31 年 2 月 2 日（土）　開催地：ナムコワンダーボウル西条　

■開会ゴング・開催宣言　
　千葉 英明 中央 LC会長
■物故会員に黙祷
■ライオンズの誓い　
　伊藤 龍一 新居浜 LC会長
■来訪者紹介　
　2R-1ZC 秋山 克幸
　GMT･GLT･FWT会則委員会委員長　松本 清
　MC･ライオンズ情報･地区誌･大会参加委員長　福山 宏
　YCE･ライオンズレオ･国際関係委員　田坂 嘉朗
■ホストクラブ会長挨拶
　新居浜中央 LC会長　千葉 英明
■来訪者挨拶　
　2R-1ZC　秋山克幸ライ

オン

　2R役員　松本 清ライ
オン、福山宏ライ

オン、田坂嘉朗ライ
オン

■幹事報告
　新居浜 LC幹事 能瀬 伸一
・審議事項
１．第２回新会員オリエンテーション登録料について
　6,000 円　2,000 円×3名　2月17日（日）
２．第３回地区ガバナー諮問委員会・ゾーンレベル会員委員会
　登録料について　6,000 円 1,500 円×4人 3月2日（土）
３．高橋在錫さん入院お見舞金について　１０,０００円
４．第２回献血・献眼決算報告について
５．年末商戦資金獲得事業決算報告について
６．委員会開催の変更について　
　青少年委員会
　　２月２６日（火）１８:３０～ 事務局　→ 呑えもん
　環境保全委員会
　　３月４日（月）１８:３０～ 事務局　→ 旬感
・報告事項
１．１Ｚ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：L伊藤龍一、L塩見秀晴、L高橋尚毅、L永易明洋、
　L藤縄洲二、L能瀬伸一
２．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
３．第１回岡部歩乃佳後援会理事会
　２月１３日（水）１８:３０～ ユアーズ
　出席者：後援会理事者、オブザーバー（青少年委員会、第１・
　第２副会長、幹事、会計）
４．第２回新会員オリエンテーション
　２月１７日（日）１４:４５～ 今治地域地場産業振興センター
　出席者：L奥嶋啓一郎、L橋田信一朗
　引率者：大竹崇夫 会員理事
５．３３６－A地区合同遍路道清掃
　３月１０日（日）時間、場所は未定
■委員会報告
■出席報告
　会員数５６名、出席５３名、欠席３名、出席率 94.6％
■テールツイスター･タイム
　ドネーション　￥81,000

■ライオンズ・ローア
　新居浜別子 LC会長　川上 博司
■閉会ゴング
　新居浜ひうちLC会長　藤田 修生
■懇親会　

例会報告

第 1401 回 2 月第一例会
1Z合同夜間例会

2月15日（金）18：00～ ユアーズ

第 1402 回 2 月第二例会
2 月 27 日（水）12：15 ～ ユアーズ

ライオンズ情報

　平成最後の 1Z 親善ボーリング大会が
開催され、新居浜ライオンズクラブからは、
塩見キャプテンをはじめ、藤縄洲二さん、
永易明洋さん、高橋尚毅さん、能瀬幹事、
そして私の６名で参加してきました。
　今年は、二年連続個人優勝を果たし三

連覇をめざしていた高橋在錫さんが参加できなくなり、また
当クラブのエース級のメンバーも不参加という非常に先行
き不安な大会となりました。
　その様な中、となりのレーンでいきなり別子ライオンズクラ
ブ会長の川上さんが 210 点のハイスコアーをだし、それに
触発されたのか私も２年ぶりのボーリングでしたが、自分で
もびっくり、２ゲーム目に 201 点を叩き出して個人優勝する
ことが出来ました。
　団体戦も６名の持てる力を結集して、３年ぶりの団体優
勝に返り咲くことが出来ました。
　昨今、生涯スポーツとしてボーリングブームが高まる中、
参加したメンバーの方と楽しい時間を過ごすことが出来ま
した。お疲れ様でした！

団体戦　（上位 5名のアベレージ）
優勝　新居浜 LC 　　　Avg 137.25
２位　 新居浜別子 LC　 Avg 126.00
３位　 新居浜ひうちLC　Avg 117.56
４位　 新居浜中央 LC　 Avg 110.05
個人戦
優勝  伊藤龍一　168・201　TOTAL 369
４位　高橋尚毅　313    10 位　能瀬伸一　274　
11位  永易明洋　266    23 位　藤縄洲二　217
25位  塩見秀晴　208

　伊藤会長のたっての願い、例会
出席 100% を実現するために８月
から例会で発表し理事会でのお願
い、例会ごとに皆さんに告知して準
備をしてきた。
　時は２月の第１例会しかも４クラ

ブの夜間合同例会。シチュエーションとしては申し分
ない。
　この合同例会で 100％達成を報告できればますま
す新居浜ライオンズの士気は上がること間違いな
し。さて１月に入りＴさんＭさん２人が入院、手術する
ことが判明してあぶない雰囲気。
　しかも１人は片方の腎臓摘出という大手術。しか
し結局摘出せずに痛んだところだけ除けるということ
ですんで「例会も出れるよ」との電話をもらった時に
は本当に嬉しかった。
　３日前まで誰一人として欠席の連絡がなかったの
で「至難の技」と覚悟していながら「あるいはひょっと
して」というほんの少し楽観的な気持ちに変わり始め
ていた。
　しかし好事魔多し。例会２日前になってＭさんの身
内の葬儀とＨさんの奥さんの松山の病院への緊急
入院、手術という連絡が入り風雲急を告げる。

　100% 達成は急に怪しくなってきた。ピンチ到来。
例会当日の出席報告では６名欠席の 89.28% との
報告をしたがその後、懇親会までに３名の出席を得
て結局３名欠席の出席率 94.64% で終わった。
　100％を達成できず残念な気持ちもある一方、皆
さん用事を早く終わらせ、あるいは他の会議や仕事
をキャンセルしてでもライオンズを優先してくれたメン
バーの心意気を思うとき「本当にありがとうございま
した」と感謝の気持ちで一杯になった。
　会長はすぐさま年度内にもう一度チャレンジした
いと言っております。６月の第２例会、夜間引継ぎ会
あたりでリベンジはいかがでしょうか。

目指せ１００％例会出席
出席大会委員長 塩 見  秀 晴　　　日付：平成 31 年 2 月 15 日（金）　場所：ユアーズ　

■開会ゴング
■会長挨拶　伊藤龍一会長
■ライオンズ・ローア　能瀬伸一幹事
■新会員入会式
　外山貴一さん
■審議事項
１． 第２回新会員オリエンテーション登録料について
　6,000 円　2,000 円×3名　2月17日(日)
２．第３回地区ガバナー諮問委員会・ゾーンレベル会員委員会
　登録料について　6,000 円 1,500 円×4人　3月2日（土）
３．高橋在錫さん入院お見舞金について　１０,０００円
４．第２回献血・献眼決算報告について
５．年末商戦資金獲得事業決算報告について
６．委員会開催の変更について　
　青少年委員会
　　２月２６日（火）１８:３０～ 事務局 → 呑えもん
　環境保全委員会
　　３月  ４日（月）１８:３０～ 事務局 → 旬感
■幹事報告
・報告事項
１．第２回新会員オリエンテーション
　２月１７日（日）１４:４５～ 今治地域地場産業振興センター
　　出席者：L奥嶋啓一郎、L橋田信一朗
　　引率者：大竹崇夫会員理事
２．第１３回キャビネット内局会議
　２月２０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．第３回 1Z地区ガバナー諮問委員会、ゾーンレベル会員委員
　会 ３月２日（土）　14:00 ～ 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、大竹崇夫会員会則理事
４．ガバナーズアワード最終選考会
　３月２日（土）１３:００～ 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
５．平成３１年新居浜市消防観閲式
　３月３日（日）９:００～ 山根市民グラウンド
　出席者：伊藤龍一会長
６．３３６－Ａ地区合同遍路道清掃
　３月１０日（日）６:３０～ 開会式
　開会式：角野新田保育園前河川敷
　清掃場所：昨年同場所　
　JA上部西支店から桜井バス停前（ローソン）まで（東行き）
　JA上部西支店から中萩小学校近く萩生庵まで（西行き）
７．次期役員指名会を３月第一例会で行うことを通知致します。

■委員会報告
出席大会委員会　100％例会ご協力有難うございました。
計画財務委員会　年末商戦決算報告、4月家族会について
環境保全委員会　3/10 遍路道清掃のお願い
■その他
　岡部歩乃佳後援会理事会
　　総会のご案内　3/13（水）18:30 ～ユアーズ
　年次大会　日韓交流会について
　　4/6（土）19:00 ～ユアーズ
■出席報告
　会員数５７名、出席４５名、欠席１２名、出席率 78.9％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥76,000
■閉会ゴング　　　　　　　



・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会　   ３月１１日（月）18:30 ～　商工会館 3F
３月第 1例会　  　３月１３日（水）12:15 ～　ユアーズ
３月第２例会　  　３月２７日（水）12:15 ～　ユアーズ
・委員会
環境保全委員会　  ３月　４日（月）18:30 ～　旬　感
計画財務委員会　  ３月　５日（火）18:30 ～　事務局
会員会則委員会　  ３月　６日（水）18:30 ～　事務局
MC広報委員会　  ３月　７日（木）18:30 ～　事務局
保健福祉委員会　  ３月２２日（金）18:30 ～　事務局
青少年委員会　　  ３月２６日（火）18:30 ～　事務局　
出席大会委員会　  ３月２８日（木）18:30 ～　事務局
・クラブ・その他行事予定
３月１３日（水）18:30 ～　ユアーズ
　岡部歩乃佳後援会総会
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　３月１０日（日）  10:53 ～      新居浜ＣＣ
囲碁部会　　　　未定
つれづれの会　　偶数月の予定
くらげの会　　　奇数月の予定
スポーツ部会　　３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
３月　２日（土）13:00 ～　道前キャビネット事務局
　ガバナーズアワード選考会
３月　２日（土）14:00 ～　ユアーズ
　第 3回地区ガバナー諮問委員会・ゾーンレベル会員委員会
３月１０日（日）336-A 地区合同遍路道清掃
　6:30 ～開会式　角野保育園前河川敷
　7:00 ～清掃 JA上部西支店から桜井バス停前まで（東行き）
　　　　　　  JA上部西支店から中萩小学校近く萩生庵まで
３月１６日（土）16:00 ～　国際ホテル松山
　松山ホストライオンズクラブ 65 周年記念例会
３月２１日（木･祝）　今治カントリー倶楽部
　2R親善ゴルフ大会
３月２１日（木･祝）13:30 ～　テクスポート今治
　336-A 地区 GMT･GLT･FWT研修会

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 (2月分 )

５７
２６
２５
４２
１５０

0
 4
30
 90
124

0
10,000
25,760
52,313
88,073

86.8
78.9
78.3
73.3
79.3

90.3
92.3
86.9
93.0
90.6

名 ％ ％ Ｈ 円

BIRTHDAY&MARRIAGE

3月 誕生日おめでとうございます
伊藤久門、大上幸雄、近藤眞而、妹尾光章、高橋在錫

中田君江、新田久司、林　幸央、譽田幸弘
3 月 結婚記念日おめでとうございます
有富正治、近藤眞而、近藤充徳、佐伯澄男、妹尾光章

We Serve友愛・団結・継承
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2月 10 日(日)　　新居浜CC

古 川 貴 章

宇 野 博 文

白 石 誠 一

青 野 泰 介

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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77.0

80.1

82.0

91.0

 2 月 理事・委員長会
2月 12日 (火 )1８：３０～ 商工会館3F

２Ｒ－１Ｚボーリング大会開催される
スポーツ部会長 塩 見  秀 晴　日時：平成３１年２月２０日（土）10:00 ～ナムコワンダーボウル西条

●会長挨拶　伊藤龍一会長
●審議事項
１． 第２回新会員オリエンテーション登録料について
　6,000円　2,000円×3名　2月17日（日）
２．第３回地区ガバナー諮問委員会・ゾーンレベル会員委員会
　登録料について　6,000円  1 ,500 円×4人　3月2日（土）
３．高橋在錫さん入院お見舞金について　１０,０００円
４．第２回献血・献眼決算報告について
５．年末商戦資金獲得事業決算報告について
６．委員会開催の変更について　
　青少年委員会
　　２月２６日（火）１８:３０～ 事務局　→  呑えもん
　環境保全委員会
　　３月   ４日（月）１８:３０～ 事務局　→  旬感
●報告事項
１．１Ｚ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：Ｌ伊藤龍一、Ｌ塩見秀晴、Ｌ高橋尚毅、Ｌ永易明洋、 
　Ｌ藤縄洲二、Ｌ能瀬伸一
２．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
３．第１回岡部歩乃佳後援会理事会
　２月１３日（水） １８:３０～ ユアーズ
　出席者：後援会理事者、オブザーバー（青少年委員会、第１、
　第２副会長、幹事、会計）
４．第２回新会員オリエンテーション
　２月１７日（日） １４:４５～ 今治地域地場産業振興センター
　出席者：L奥嶋啓一郎、L橋田信一朗
　引率者：大竹崇夫会員理事
５．３３６－A地区合同遍路道清掃
　３月１０日（日）時間、場所は未定
●委員会報告
　会員会則委員会
　　2月第 2例会新入会員入会式予定
　出席大会委員会
　　2月第 1例会（合同例会）100％出席のお願い
　計画財務委員会
　　4月第 2例会 4/20は（土） 家族会の予定、マリンパーク
　ＭＣ広報委員会
　　会報原稿のお願い
●その他
　地区年次大会　日韓交流会について
　　4/6（土）　ユアーズ　35 名来日　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　

（西行き）

　首記の大会が今年は
2 月 2日（土）西条市ナム
コ・ワンダーボウルで午
前 10 時から開催された。
　総勢 30 名の小さな大
会ではありましたが各チ
ームごとに別れゲームを
楽しむことができました。

　結果は 2 月 15 日の 1Z 合同夜間例会まで判りま
せんでした。
　本年は日頃からトレーニングに励み、万を持して向
かえる高橋尚毅選手がいるものの、常勝高橋在籍
選手と村上博昭選手の入院手術というもはや災難
ともいうべきアクシデントに見舞われ、参加者わずか
６名という少数精鋭チームとなりました。
　しかしやはりわが新居浜ライオンズの底力はすば
らしいものがあります。上位５名のアベレージ戦で団
体優勝を果たし、個人優勝部門でも伊藤龍一会長
が２ゲームトータル 369 点で栄えある栄冠を勝ち取

ったのです。
　まあ言ってみれば完全優勝です。
一番エントリーの少ないチームでの優勝は価値があ
ると思います。
他の３クラブの方々、誠に申し訳ございません。
　来年も懲りずにお相手お願い致します。世間では
サザンの桑田杯でボーリングが復活し話題になって
参りました。
　今後しばらくは若い人たちにも受け入れられそう
です。来年が楽しみですね。
参考までに結果を記載しておきます。
　 1 位：伊藤龍一　　369 点
　 4 位： 高橋尚毅　　313 点
　10 位：能瀬伸一　　274 点
　11 位：永易明洋　　266 点
　23 位：藤縄州二　　217 点
　25 位：塩見秀晴　　208 点

■開会ゴング
■会長挨拶　伊藤龍一会長
■ライオンズ・ローア　能瀬伸一幹事
■新会員入会式
　外山貴一さん
■審議事項
１． 第２回新会員オリエンテーション登録料について
　6,000 円　2,000 円×3名　2月17日(日)
２．第３回地区ガバナー諮問委員会・ゾーンレベル会員委員会
　登録料について　6,000 円 1,500 円×4人　3月2日（土）
３．高橋在錫さん入院お見舞金について　１０,０００円
４．第２回献血・献眼決算報告について
５．年末商戦資金獲得事業決算報告について
６．委員会開催の変更について　
　青少年委員会
　　２月２６日（火）１８:３０～ 事務局 → 呑えもん
　環境保全委員会
　　３月  ４日（月）１８:３０～ 事務局 → 旬感
■幹事報告
・報告事項
１．第２回新会員オリエンテーション
　２月１７日（日）１４:４５～ 今治地域地場産業振興センター
　　出席者：L奥嶋啓一郎、L橋田信一朗
　　引率者：大竹崇夫会員理事
２．第１３回キャビネット内局会議
　２月２０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．第３回 1Z地区ガバナー諮問委員会、ゾーンレベル会員委員
　会 ３月２日（土）　14:00 ～ 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、大竹崇夫会員会則理事
４．ガバナーズアワード最終選考会
　３月２日（土）１３:００～ 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
５．平成３１年新居浜市消防観閲式
　３月３日（日）９:００～ 山根市民グラウンド
　出席者：伊藤龍一会長
６．３３６－Ａ地区合同遍路道清掃
　３月１０日（日）６:３０～ 開会式
　開会式：角野新田保育園前河川敷
　清掃場所：昨年同場所　
　JA上部西支店から桜井バス停前（ローソン）まで（東行き）
　JA上部西支店から中萩小学校近く萩生庵まで（西行き）
７．次期役員指名会を３月第一例会で行うことを通知致します。

■委員会報告
出席大会委員会　100％例会ご協力有難うございました。
計画財務委員会　年末商戦決算報告、4月家族会について
環境保全委員会　3/10 遍路道清掃のお願い
■その他
　岡部歩乃佳後援会理事会
　　総会のご案内　3/13（水）18:30 ～ユアーズ
　年次大会　日韓交流会について
　　4/6（土）19:00 ～ユアーズ
■出席報告
　会員数５７名、出席４５名、欠席１２名、出席率 78.9％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥76,000
■閉会ゴング　　　　　　　



伊藤　龍一　外山貴一君の入会を心より歓迎致します。
　　　　　　一緒にWe Serve で頑張りましょう。
能瀬　伸一　外山さんの入会を祝して！！
大竹　崇夫　外山貴一さんの入会を心より歓迎致します。

伊藤　龍一　２月第一例会、１Ｚ合同夜間例会にて変速にも拘わらず　
　　　　　　100％出席に向けて多数ご出席頂き有難うございました。感謝
　　　　　　です。
白石　誠一　ゴルフ優勝してしまいました！皆さん頑張って下さい。
能瀬　伸一　合同例会を祝して。
後藤　達也　1Z4 クラブ合同例会を祝して。
大上　幸雄　合同例会の開催を祝して。
有富　正治　4クラブ合同例会を祝して。
徳村　　明　寒暖差が激しくストレスの元になります。しっかりと体調
　　　　　　管理に努めましょう。
大竹　崇夫　1Z合同夜間例会の開催を祝して。
加藤　久博　合同例会に感謝して。
福山　　宏　100％例会残念。年次大会参加宜しくお願いします。　
佐伯　澄男　合同例会の開催を祝して
永易　明洋　1Z合同夜間例会の開催を祝して
真鍋　憲夫　立春も過ぎましたが、寒さはまだまだ続きそうです。合同例
　　　　　　会を祝して。
伊藤　嘉秀　1ゾーン合同例会の開催おめでとうございます。
塩見　秀晴　合同例会開催おめでとうございます。
高橋　尚毅　本年度最初の合同例会開催おめでとうございます。先日の
　　　　　　1Z 合リング大会では伊藤会長の鬼の様なボールで我が新
　　　　　　居浜ライオンズは優勝なのでしょうか？僕自身はイマイチ
　　　　　　でしたが、また 1年更に頑張ります。
宇野　博文　4クラブ合同例会を祝して！！
檜垣　孝志　100％例会残念！
古川　貴章　100％例会です。
奥嶋啓一郎　合同例会おめでとうございます。
神野　雄太　100％例会残念！
橋田信一郎　合同例会の開催おめでとうございます。
松浦　一雄　今年もバレンタインのチョコレートが沢山届きました。娘
　　　　　　が三人います。チョコレートで「まんぷく｝しました。
・・・合同例会を祝して！　
　　　　　寒さ厳しきおり体調管理には十分に気をつけて下さい・・・
石川敏則／小野周平／高橋在錫／藤縄洲二／金田智行／伊藤久門／岡田
浩二／上野　剛／近藤充徳／新田久司／青野泰介／杉田友裕／真木泰彦
／鈴木雅志／中田君江
石川　　稔　本日は所用のため早退させて頂きます。申し訳ありません。

古川　貴章　今回つれづれの会の飲み代、返金がありましたので、併せ
　　　　　　てドネーション致します。
後藤　達也　外山さんご入会おめでとうございます。我らがキングカズ
　　　　　　こと三浦知良さんが 52 歳の誕生日を迎えられました。52
　　　　　　歳で現役 Jリーガー！かっこいい！
白石　誠一　外山君入会おめでとう。
真鍋　憲夫　合同例会は久しぶりにゾーンのメンバーが集まり楽しい
　　　　　　例会でした。カラオケ大会盛り上がりましたネ！新入会員
　　　　　　を歓迎申し上げます。共に頑張りましょう。
有富　正治　新会員、外山貴一様のご入会を歓迎します。今後のご活躍
　　　　　　期待して！
福山　　宏　新会員さん、入会おめでとうございます。
加藤　久博　外山三の入会を歓迎して。
金田　智行　外山君、ご入会おめでとうございます。
永易　明洋　新会員の外山さんを歓迎します。
佐伯　澄男　外山さんの入会を心より歓迎します。
徳村　　明　日々暖かくなりましたが、花粉が飛び交う季節となりました。
　　　　　　花粉はなかなか対策は難しそうですがつらい時期を乗り越え
　　　　　　春を迎えましょう。
村上順一郎　新会員の外山さんを歓迎致します。
高橋　在錫　外山貴一さんの入会を歓迎して！
塩見　秀晴　2月第 1例会、出席 100％は出来ませんでしたが、ご協力戴
　　　　　　きまして有難うございます。
高橋　尚毅　昨日は青少年委員会の親睦会でした。楽しく良いお酒が飲
　　　　　　めました。任期はもうしばらくありますが、更に協力して
　　　　　　頑張ります。
松浦　一雄　久しぶりに東京で、はとバスに乗りました。築地場外市場
　　　　　　や帝国ホテル、スカイツリーなど回りましたが東京はダイ
　　　　　　ナミックに変貌しているのを確認できました。
藤縄　洲二　先の 1Z ボーリング大会では塩見さんと低得点争いしまし
　　　　　　た！外山さんの入会を祝って。
小野　周平　外山君の入会を歓迎します。共に頑張りましょう。
青野　泰介　花粉ひどいですね！外山君の入会を歓迎します。
鈴木　雅志　入会を祝して。
奥嶋啓一郎　外山貴一君ご入会おめでとうございます。
伊藤　嘉秀　外山貴一さんのご入会を心より歓迎致します。
宇野　博文　新会員さんを歓迎します！
譽田　幸弘　外山さん御入会おめでとうございます。宜しくお願い致し
　　　　　　ます。
近藤　充徳　入会を祝して。
山下　邦俊　新会員を歓迎します。
檜垣　孝志　外山氏の入会を歓迎致します。
近藤　盛文　新会員さん、おめでとうございます。歓迎します。
神野　雄太　新会員の入会を歓迎します。
村上　博昭　新会員、外山さんの入会を歓迎致します。
・・・新会員、外山貴一さんの御入会を歓迎致します。・・・
岡田浩二／大石隆憲／真木泰彦

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

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

ドネーショントピックス

2 月第 1 例会（1Z 合同例会）

N i i h a m a  L i o n s  C l u b

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

2 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 

　               

　この時期になると花粉症の方は目や鼻の異常に悩まされるの
ではないでしょうか？
　中学校の学校保健委員会に学校歯科医として出席しました。
本年のメインテーマは、「ＣＤ対策（教室内の二酸化炭素濃度と
換気）・歯磨きにてインフルエンザを防ぐ」でした。
　今期はインフルエンザが大流行し会社を休まれる方も多かっ
たようです。
　保健委員が全生徒と協力して給食後の歯磨きに取り組み、口
腔内を清潔に保ちました。結果として今期のインフルエンザの流
行を大幅に減少させました。
　市内の学校も頑張っていますよ！  前途有望　　眞鍋 憲夫

地区グローバル指導力育成チーム　ＧＬＴ
有能なリーダーとしての必要なスキルを会員に身につけさせる。新会員オリエンテーションや
役員研修会を開催して参加を促すなど。

地区グローバル会員増強チーム　ＧＭＴ
質の高い会員増強に取り組む。クラブのない地域や新たなクラブの立ち上げを見いだす。
退会者を５％減少させる。女性会員を増強するなど。

地区グローバル奉仕チーム　ＧＳＴ
影響力ある奉仕を増加させることを通じて会員の満足度を高める。
国際協会の取り組みである糖尿病関連事業を実施するようクラブに奨励する。
所属意識と誇りを生み出すよう地域の奉仕事業を支援するなど。

家族及び女性チーム　ＦＷＴ
女性会員、家族会員の勧誘、定着、育成を推進する。家族及び女性会員の
ための研修プログラムやセミナーを企画実施、女性リーダーの育成など。


