
伊藤　龍一　日々の寒暖の差が激しいですね。体調管理には十分お気を
　　　　　　付けて下さい。
能瀬　伸一　年次大会が近くなりました。前日の日韓交流、ご参加とご協力
　　　　　　をお願いします。

伊藤　龍一　神野雄太さんホールインワンおめでとうございます。会長ア 
　　　　　　クティビティご承認ありがとうございました。
　　　　　　大切に使わせて戴きます。
能瀬　伸一　新居浜市国際交流協会の設立を祝して！
岡田　賢治　新居浜市国際交流協会の成功を祈っています。
神野　雄太　ライオンズ月例ゴルフコンペでホールインワン達成しました。
白石　誠一　神野さんホールインワンおめでとうございます。
後藤　達也　3 月 10 日定例ゴルフコンペにて冷たい雨の中、土岐さんが
　　　　　　優勝されました。そして、OUT8 番にて神野さんが見事に　
　　　　　　ホールインワンを達成されました。土岐さん、神野さんおめ
　　　　　　でとうございます。
真鍋　憲夫　来訪者、宝田直樹様の卓話に感謝致します。花粉症の時期、
　　　　　　どうぞお身体ご自愛下さい。
青野　泰介　神野さんのホールインワンおめでとうございます。そして、
　　　　　　土岐さん優勝おめでとうございます。
福山　　宏　神野さんホールイン１おめでとうございます。5/12 のコン
　　　　　　ペが楽しみです。
佐伯　澄男　雄太さん！ホールインワン達成！おめでとうございます！
　　　　　　ホールインワンコンペ開催を楽しみにしています。
大上　幸雄　神野さんホールイン１おめでとうございます。　
加藤　久博　神野雄太さんホールインワンおめでとうございます。
有富　正治　少し温かくなりましたが花粉に負け、ダウンしそうです。
徳村　　明　岡部歩乃佳さんのパラリンピック出場に向けて応援しま
　　　　　　しょう。
土岐　計一　３月ライオンズコンペにて優勝致しました。神野様のホー
　　　　　　ルインワンも見ました。
伊藤　嘉秀　宝田さん、卓話有難うございました。子供達のためにも国際
　　　　　　交流協会が発展されることを祈念いたします。
宇野　博文　神野雄太さまホールインワンおめでとうございます。前日、
　　　　　　タカラゴルフで奥様と仲良く練習されていましたが、こう
　　　　　　いった積み重ねがこういう成果につながるのですね。見習
　　　　　　いたいと思います。
藤縄　洲二　神野さんホールインワンしたそうでおめでとうございます。
古川　貴章　神野さんホールインワンおめでとうございます。
奥嶋啓一郎　今年は花粉がひどいです。皆様はいかがでしょうか。春先は
　　　　　　体調も崩しやすいのでご自愛下さい。
塩見　秀晴　６月第２例会を100％出席例会とします。宜しくお願いします。
外山　貴一　委員会時に歓迎会をして頂きました。大変お世話になりま
　　　　　　した。有難うございました。
高橋　尚毅　市役所より宝田さんのご来場心から歓迎致します。国際交
　　　　　　流のお話、興味深く聞かせて頂きます。
松浦　一雄　散歩コースに彼岸桜や白もくれんが咲いています。春は確
　　　　　　実にやってきています。ソメイヨシノの満開が待たれます。
檜垣　孝志　最近、平々凡々すぎて、話題がありません。皆さんどうして
　　　　　　いますか・・・・？
・・・国際交流協会の設立を祝して！　
　　　　神野雄太さんホールインワンおめでとうございます。・・・
高橋在錫／永易明洋／上野　剛／大石隆憲／大竹崇夫／岡田浩二／鈴木
雅志／土岐敏勝／近藤充徳／近藤盛文／金田智行／真木泰彦／村上博昭
／村上順一郎
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。

岡田　賢治　年次大会前夜祭、日韓国際交流の夕べに会員皆様ご協力を
　　　　　　お願いします。
有富　正治　一昨日、広瀬公園の桜を見に行きましたが、全く咲いてい
　　　　　　ませんでしたが、この温かさで一気に咲くようです。今週
　　　　　　の日曜頃が最高かも。
後藤　達也　今日は職人魂をかき立ててくれる様な難解な作業をして
　　　　　　おりますので、ドネーションだけ置かせて頂き早退させて
　　　　　　もらいます。すみません。五輪の会の皆様、今晩は宜しくお
　　　　　　願い致します。
加藤　久博　だいぶ暖かくなりました。桜の満開ももうすぐですね。
佐伯　澄男　次期役員が決まりました。伊藤会長はラストスパート、古
　　　　　　川第 1副会長はいよいよスタートですね。頑張って下さい。
福山　　宏　4/7 年次大会での分科会で一人で 30 分位しゃべることに
　　　　　　なります。プレッシャーがたまりません。
徳村　　明　いよいよ春本番となり花見のシーズンとなりました。日本
　　　　　　の桜は世界で有名であり色々な意味で楽しんで下さい。
青野　泰介　先日、ＮＨＫに出ました。いい人と思われています。宜しく
　　　　　　お願い致します。
真鍋　憲夫　春休みも始まり人の移動も多くなりますネ！孫達もまた
　　　　　　帰省して賑やかになりそうです。花見も楽しみです。
近藤　充徳　桜の季節となりました。平成最後の花見がしたい。
宇野　博文　新居浜ライオンズクラブ誌２月号を広島の孫娘に送りま
　　　　　　した。さっそく、喜びの返信がラインで届きました。12 歳の
　　　　　　孫がスマホデビューしたようで、びっくりです。
伊藤　嘉秀　暖かくなってきましたが、まだまだ朝晩冷え込む日もあり
　　　　　　ます。皆さんお身体ご自愛下さい。
石川　　稔　桜花爛漫の時期を迎えます。それにしても今日の花粉はす
　　　　　　ごいですね。
石川　敏則　花見の季節になりました。31 日の日曜日は五分咲きから六分
　　　　　　咲きでしょう。見頃でしょう。
鈴木　雅志　日韓親善国際交流の夕べの成功を祈って。
神野　雄太　2R親善ゴルフ大会、十位の商品いただきました。
塩見　秀晴　H2 年２月に入会して今月から 30 年目に入りました。これ
　　　　　　からも頑張ります。
高橋　尚毅　桜の開花ももうすぐですね。今年は桜の写真を沢山撮って
　　　　　　みたいので、ここぞという場所があればぜひ教えて下さい。
外山　貴一　花粉症がひどい日ですがマスクでしっかり予防していま
　　　　　　す。話しにくいですが宜しくお願い致します。
土岐　敏勝　少しづつ暖かくなりました。私共の孫二人が社会人に成長
　　　　　　しました。
橋田信一郎　本日、娘の卒園式でした。ついこの前生まれたのにもうこ
　　　　　　んなに大きくなったなと感激しました。おてんば娘の面倒
　　　　　　を見てくれた先生方に感謝の気持ちで一杯です。
檜垣　孝志　明日からお伊勢さんです。お参りして来ます。
藤縄　洲二　桜の花が咲き始めました。良い季節です。
松浦　一雄　垣生の弁財天公園や八幡神社の桜が開花を始めました。明
　　　　　　日から 10 日間、毎日花見に挑戦してみようと思います。
古川　貴章　桜も咲き始め暖かくなりました。
・・・桜の開花ももうすぐです。
　　　　　　　良い季節となりましたが、お身体ご自愛下さい。・・・
永易明洋／小野周平／伊藤久門／上野　剛／大石隆憲／近藤盛文／
高橋在錫／中田君江／真木泰彦／村上順一郎／村上博昭／山下邦俊
／大上幸雄

Ｃドラゴン先生
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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

3 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 

　         

　春は桜と新芽と共に夢と希望を連れて来る。
とりわけ4月は、新年度、新学期、新入生、新学年に新社会人と「新」
が付く事が多い。
　みんな夢と希望を持って出発する。親元を離れ新天地で一人暮らし
を始める人もいるでしょう。心細く、不安でしょうが、早く環境に慣れて
学業に仕事に頑張ってください。
　周りの大人や先輩たちも新しく希望に満ちた若い芽を摘み取る事無
く、見守って欲しい。
頑張れフレッシュマン。 　　　　　　　　　　　石川 敏則

不在会員
クラブの所在地から転出したり、健康上やその他の理由で規則正しく会合に出席できない会員。
不在会員の資格は６か月ごとに理事会で検討します。

名誉会員
クラブが活動する地域社会に著しく貢献し名誉会員を希望した者、正会員の特権は持たない。
クラブの正会員数の５％を超えてはならない。入会金、地区会費、国際会費は所属クラブが支払う。

優待会員
１５年以上クラブ会員であって、病気、老齢その他クラブが認める正当な理由により
正会員であることを放棄した者。優待会員は、クラブ会費を納入しなければならない。

終身会員
２０年以上クラブの正会員であり、かつクラブ、地域社会、あるいは国際協会に対して
功績が著しい者。又は重病人、あるいは在籍１５年以上で７０歳に達している者は以下
の手続きにより終身会員になることができます。
①所属クラブが協会に推薦　②今後の国際会費全額の代わりにUS＄６５０を所属クラブが納入。
クラブは終身会員に対して適当とみなされる額の会費を課すことができます。
終身会員は正会員のすべての特権が与えられます。



・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会　   ４月　８日（月）18:30 ～　商工会館 3F
４月第 1例会　  　４月１０日（水）12:15 ～　ユアーズ
４月第２例会（家族会）４月２０日（土）11:00 ～　マリンパーク
・委員会
環境保全委員会　  ４月　１日（月）18:30 ～　事務局
計画財務委員会　  ４月　２日（火）18:30 ～　事務局
会員会則委員会　  ４月　３日（水）18:30 ～　事務局
MC広報委員会　  ４月　４日（木）18:30 ～　事務局
保健福祉委員会　  ４月１８日（金）18:30 ～　事務局
青少年委員会　　  ４月２３日（火）18:30 ～　事務局　
出席大会委員会　  ４月２５日（木）18:30 ～　花　篝
（5月）MC広報委員会４月２６日（金）18:30 ～　事務局
・クラブ・その他行事予定
４月　１日（月）13:00 ～　文化センター
　会長アクティビティ
　　（新居浜市国際交流協会設立支援）目録贈呈
４月１４日（日）7:00 ～　商工会館周辺
　第 3回愛リバー・愛ロード清掃奉仕
４月１４日（日）10:00 ～　イオンモール新居浜
　第 3回献血・献眼登録奉仕活動
４月２０日（土）11:00 ～　マリンパーク
　家族会（４月第二例会）
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　４月　６日（土）  7:46 ～　     今治ＣＣ
囲碁部会　　　　未定
つれづれの会　　４月１６日（火）18:30 ～　    すし捨
くらげの会　　　奇数月の予定
スポーツ部会　　４月１２･２６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
４月　６日（土）３３６－Ａ地区年次大会
　・記念ゴルフ大会　7:46 スタート　今治カントリークラブ
　・前夜祭　日韓親善国際交流の夕べ　18:30 ～　ユアーズ
４月　７日（日）11:00 ～　西条市総合文化会館
　・３３６－Ａ地区年次大会式典　

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 (3月分 )

５７
２５
２５
４２
１４９

65
 97
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236
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7,657

0
161,186

81.6
78.9
73.9
73.8
77.0

91.3
88.5
89.1
90.5
89.9

名 ％ ％ Ｈ 円

4月 誕生日おめでとうございます
後藤達也、杉田友裕、佐伯澄男

4 月 結婚記念日おめでとうございます
宇野博文、土岐計一、檜垣孝志、山口　泰
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3月 10 日(日)　　新居浜CC

後 藤 達 也

青 野 泰 介

土 岐 計 一

古 川 貴 章

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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 3 月 理事・委員長会
3月 11日 (月 )1８：３０～ 商工会館3F

早朝清掃は気分が良い！

福 山 　宏　日時：平成３１年３月１７日（日）6:30 ～　場所：旧国道 中萩萩生庵～大生院桜井バス停
２Ｒ－MCライオンズ情報・地区誌・大会参加委員長

●会長挨拶
●審議事項
１．新会員について　推薦状 3名届け出 
２．会員退会について　川嶋理之さん　3月末にて
３．会長アクトについて
４．GMT･GLT･FWT研修会登録料について
　３月２１日（木・祝）3,000 円　1,000 円／人
５．４月第２例会、家族会の変更について
　４月２４日（水）→２０日（土） マリンパーク
６．委員会開催日の変更について
　MC広報委員会 
　　５月２日（木） → ４月２６日（金）18:30 ～　事務局
●報告事項 
１．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
２．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
３．平成３１年新居浜市消防観閲式
　３月３日（日）10:30 ～　新居浜市民文化センター
　出席者：伊藤龍一会長
４．第１４回キャビネット内局会議
　３月６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
５．岡部歩乃佳後援会総会
　３月１３日（水）18:30 ～　ユアーズ
６．松山ホストＬＣ６５周年記念
　３月１６日（土）16:00 ～　国際ホテル松山
　出席者：伊藤龍一会長、能瀬伸一幹事、岡田賢治会計
７．３３６－Ａ地区合同遍路道清掃（変更）
　３月１７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）
　※１７日悪天候の場合は中止となります。
８．２Ｒ親善ゴルフ大会
　３月２１日（木･祝）　今治カントリー倶楽部　参加者：８名
９．336-A 地区 GMT･GLT･FWT研修会
　３月２１日（木･祝）13:30 ～　テクスポート今治
　出席者：伊藤龍一会長、古川貴章第一副会長、大竹会
　員会則理事
10．次期役員選挙会を３月第二例会で行うことを通知致します。
●委員会報告
会員会則委員会
　会員退会と新会員 3名の推薦について
出席大会委員会
　6月第 2例会は100％例会を目指します。
計画財務委員会
　家族会は4月第 2例会 4月20日（土）マリンパーク新居浜
青少年委員会
　岡部歩乃佳後援会総会の案内
●その他
　指名委員会について
　年次大会日韓交流会について

　当初は先週の３月１０日に予定し
ていた遍路道清掃でしたが雨天の
為、順延となり３月１7日に決行とな
りました。
　私は先週も前日に仕事の懇親会
が松山であり、じっくり腰をすえて飲

みたいところを我慢をして帰って来ましたが雨天で
延期。
　実は昨日も今治で仕事の飲み会がありましたがノ
ンアルコールビールで我慢して早々に帰ってきまし
た。何故なら早朝６：３０には集合しなければならな
い。私はお酒を飲むと現地で泊まってしまったり翌朝
起きれないので用心の為、こういう時はお酒を飲ま
ないようにしております。
　キャビネットに出向している身
としてガバナーの決めた事に絶
対参加せねばならないというプ
レッシャーもありまして目覚ましを
朝の５：３０にしていたのですが
４：３０には目が覚めてしまいま
した。
　近くだからバイクで行くつもり
でしたが朝から風が強く寒い寒
い。車で行く事にしました。

遍路道清掃
環境保全委員長 川 嶋  理 之　

　3 月 10日（日）に行われる予定
の「遍路道清掃」天気予報が雨天
のため 1 週間延期となりました。
実際にはその時間には雨も降って
おらず、できたと思うんですが
ね・・・笑

　まぁ、さておき一週間延期の 3 月 17日（日）に実
施されました。この日の朝はとても冷え込みました。
のと延期になったのことで２０名ほどで会員数の半
分以下の参加となりました。
　お遍路道、お遍路さんと弘法大師さんが同行二
人で通る道。
　地域の皆様のお遍路さんへの気持ちかどうか、
弘法大師さんへの気持ちかどうか、はたまた住宅地
という場所柄かどうか、比較的ごみはあまりなく約３
０分程の奉仕活動で終了となりました。
　去年プレで清掃を行い、今年ホンチャンで清掃を

行い、さて来年はどうなるものか。
　来年以降、その地域の自治会も声掛けして、参加
型でしてやってみても面白いのではないでしょうか？
最後に新居浜って遍路道はあるけど８８か所のお寺
ってないよね・・・笑
　この原稿が掲載される頃には、私は退会していま
すが 15 年間お世話になりました。
　これからも皆様方のご健康とご多幸をお祈りしつ
つ、奉仕活動にご精進されてくださいますようお願い
申し上げて締めとさせていただきます。

　集合場所では早
朝から新居浜４ク
ラブの方々が続々
と集まってきました。
　秋山克幸 1ZCP
の挨拶のあと、それ
ぞれ担当場所に別
れます。
　我々は中萩あた
りの旧国道を担当。
新居浜ライオンズク
ラブは約２０名の参
加者。
　ゴミ袋を持って

往復２.５ｋｍをゴミを拾いながら
歩きます。なんやかんやとメンバ
ーと話をしながら作業をする。
　清掃途中で歩き遍路の方と
「おはようございます。」と挨拶を
交わす。
これが本当に気分が良い。
ライオンズクラブのメンバーで良
かったと、改めて思った早朝で
した。

■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
■大会案内
　第 65回 336-A 区年次大会
　日韓親善国際交流の夕べ開催の案内
■審議事項
　なし
■幹事報告
・報告事項
１．岡部歩乃佳後援会総会
　３月１３日（水）18:30 ～ ユアーズ
　参加者：５９名
２．松山ホストＬＣ６５周年記念
　３月１６日（土）16:00 ～ 国際ホテル松山
　出席者：伊藤龍一会長、能瀬伸一幹事、岡田賢治会計
３．３３６－Ａ地区合同遍路道清掃
　３月１７日（日）6:30～ 開会式、7:00～ 遍路道清掃
　参加者：L伊藤龍一、L能瀬伸一、L後藤達也、L伊藤嘉秀、
　L 伊藤久門、L 古川貴章、L 高橋在錫、L 高橋尚毅、
　L 福山　宏、L 塩見秀晴、L 外山貴一、L 奥嶋啓一郎、
　L 橋田信一朗、L 土岐敏勝、L 金田智行、L 鈴木雅志、
　L 天野　淳、L 山下邦俊、L 徳村　明、L 宇野博文、
　L小野周平、L永易明洋、L川嶋理之　　計２３名
４．２Ｒ親善ゴルフ大会
　３月２１日（木･祝）　今治カントリー倶楽部
　参加者：８名　結果：団体２位
５．336-A 地区 GMT･GLT･FWT研修会
　３月２１日（木･祝）13:30 ～ テクスポート今治
　出席者：伊藤龍一会長、古川貴章第一副会長、大竹会
　員理事
６．新居浜市国際交流会設立総会
　３月２４日（日）13:00 ～ 新居浜市コミュニティ防災センター
　出席者：伊藤龍一会長
７．平成３１年春の全国交通安全運動「人の輪」
　４月５日（金）10:30 ～ 平形橋北側歩道
８．第６５回 336-A 地区年次大会 
   ・４月６日（土） 
　　記念ゴルフ大会　参加者：１３名　今治カントリー倶楽部
　　前夜祭 日韓親善国際交流の夕べ  18:30 ～ ユアーズ　
　・４月７日（日）11:00 ～ 西条市総合文化会館
　　第 65回 336-A 地区年次大会式典 
■委員会報告
計画財務委員会
　家族会について　4月20日（土）11:00 ～ マリンパーク
環境保全委員会
　第 3回愛リバー・愛ロード清掃奉仕について
　　4月14日（日）7:00～ 商工会館周辺
ゴルフ部会
　神野雄太ホールインワンコンペについて　5月12日（日）

■次期役員選挙会
　　次期役員決定
■出席報告
　会員数５７名、出席４６名、欠席１１名、出席率 80.7％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥73,000　　ファイン　500
■閉会ゴング
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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に出席して
幹 事 能 瀬  伸 一　日時：平成 31 年 3 月 2 日（土）14:00 ～　場所：ユアーズ

会員投稿テーマ『私のこだわり』

　私自身、これと言った「こだわり」
は有りません。
「こだわり」の無いのが「こだわり」
でしょうか。
　これで終わってしまうと委員長の
困った顔が浮かんできます。そこ

で、11 月 22 日～ 25 日にかけて旅行をしましたので
報告したいと思います。
　【観光予定】‥・その日に行けなかった所は太字
で翌日に繰越。
１１月２２日 新居浜（夕刻）⇒千光寺⇒尾道（泊）
１１月２３日 千光寺⇒お好み村⇒宮島⇒錦帯橋⇒岩
　国城⇒岩国（泊）
１１月２４日 錦帯橋⇒岩国城⇒秋吉台⇒萩城⇒萩
　市探索（泊）
１１月２５日 仙崎港⇒元之隅稲荷神社⇒角島大橋
　⇒道の駅・豊北
　初日、仕事で出発が遅くなり千光寺に行けなく尾
道を探索。二日目、千光寺の後、広島市内のお好み
村へ、ところが途中交通事故で 10 キロ超渋滞、やっ
とこせ、お好み村に着きましたが全館満杯状態、周
辺のお好み屋で食べた所、美味しく家内も喜んでく
れました。さあ本日のメイン、宮島へ。
ところが廿日市付近で約１キロの渋滞、山陽自動車
道より降りましたが国道２号線も渋滞、まったく動く気
配もなく寝ている運転手も居ました。
　駐車が出来ない、フェリーに乗れない、乗っても何
時帰れるか？諦めて錦帯橋へ。結局、暗くなり明日に
延期。
　三日目、ホテルを 7 時過ぎに出発し錦帯橋の駐車
場に行った所、準備が出来ていない為、駐車料金が
無料になりました。『早起きは三文の得』！
　観光客は相変わらず多かったのですが無事に行
程をクリアしました。
　四日目、今日もホテルを早く出て、仙崎港へ。
家内の好物「仙崎イカ」を食べたかったが早朝より

空いている店が無くパス。家内は大ショック。
　元乃隅神社に到着。
なんと「海の青・山の緑・123 基の鳥居の赤」素晴
しい景色に圧倒されました。
そして、大鳥居の 6M 頭上に設置された賓銭箱に
向けて観光客が躍起になって賽銭を投げていました
が一人も入らず、元バスケット部員として腕の見せ所
と挑戦。
　100 円玉を 6 回投げて入らず諦めた所、家内が
10 円玉を渡してくれましたので再挑戦。なんと、1 回
で入りました。お蔭で 90 円得をしました。
　次の角島大橋に到着。無料で渡れる橋として日本
で最長だそうです。
　またまた、「日本一」流行っている道の駅・豊北に
着きましたが、国道から渋滞、やっと、駐車し店内に
入り食事をしようとしたが食券売機まで長蛇の列、イ
ライラも最高潮。
“もうやめや～新居浜へ帰るぞ”結局、山口県の西
の端・下関から一気に帰ってきました。
　私は、年末年始・ゴールデンウイーク・お盆等、
連休には出歩かない主義でしたが、観光シーズンの
三連休をなめてました。
今後、どのような連休も旅行は絶対しないと固く心に
誓いました。
これを、私の「こだわり」にしたいと思います。

私のこだわり？　  有 富  正 治

新 会 員 紹 介

氏　　名　外 山  貴 一
生年月日　昭和５２年２月２１日
スポンサー　伊藤 龍一会長
所　　属　環境保全委員会
住　　所　〒７９２

０００４新居浜市北新町 2-31
Ｔ Ｅ  Ｌ　(0897)32-5331

勤　務　先　（有）外山運輸
勤務先住所　〒７９２

０００４新居浜市北新町 2-31　　
勤務先TEL　(0897)33-5444
勤務先FAX　(0897)33-5364
役　　　職　専務取締役
趣　　  味　ゴルフ
結婚記念日　平成 18 年 11 月 5 日

そとやま　たかかず

　2019 年 2 月 27日付けで、歴史ある新居浜ライオ
ンズクラブへ入会をさせていただきました外山貴一と
申します。宜しくお願い致します。
　十数年来親しくさせて頂いております、伊藤龍一
会長にお誘いをいただき、入会をさせて頂くことを決
意させて頂きました。
　58 年もの長い歴史を持つ新居浜ライオンズクラブ
に入会するにあたり、緊張と不安と共に多くの諸先
輩方と知り合える楽しみや活動への期待でいっぱい
です。今まで社会貢献活動に積極的に携わったこと

が少なかったのですが、今後は、新居浜ライオンズク
ラブの活動を通じて、育ってきたこの地域に、少しで
も恩返しができるように社会貢献活動に積極的に携
わっていきたいと思っております。
　まだまだ若造ではございますが、諸先輩方お話し
をお聞きしながら日々精進し、誇りを持って新居浜ラ
イオンズの一員であると言えるよう一歩ずつ成長して
いきたいと思っております。
　今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお
願い致します。

　３月２１日（木）に 2R 親善ゴ
ルフ大会が、約 100 名のメンバ
ーの参加のもと今治カントリー
クラブにて行われました。
　新居浜ライオンズクラブから
は、土岐計一さん、大石隆憲さ

ん、神野雄太さん、宇野博文さん、松浦一雄さん、
岡田賢治さん、白石誠一さんと私の計８名で参
加しました。
　当日は長期予報でずっと雨でしたので久しぶ
りのゴルフでしたが、気持ちが乗らぬまま朝を
迎えますと案の定雨。プライベートならキャン

セルもありますが、2R のコンペなので迷惑を
かける訳にもいかず車に乗り込み出発。
　ゴルフ場に着いた時が雨もひどく益々憂鬱。

　去る３月２日（土）、ユアーズに
て「ゾーンレベル会員委員会」な
らびに「地区ガバナ－諮問委員会」
に出席してまいりました。
　この会議も今回で３回目です。
次回は６月に行われる１Ｚ年次会合

ですが、引継ぎ事項が中心になると思われるので、
今回が実質的に最後の会議ということになります。
　第１回に出席した際には、「まだ残り３回もあるの
か」と思ったりもしましたが、昨年の今頃は既に次
期の準備でバタバタし始めていたことを考えると、
一年という月日の流れの速さを感じています。
　諮問委員会の内容は毎回ほぼ同じです。各クラ
ブの運営状況に関すること、アクティビティへの取り
組み方、ＬＣＩＦやＭＪＦ献金に関すること、そして会
員増強に関すること、などです。
　毎度のことですが、他のクラブの取り組みが分か
るので、大変参考になります。

　その中で、会員増強は各クラブ、更には各ゾー
ンとも大変苦戦しており、ゾーン単位で見ると、1Ｚ
から３Ｚは全て期首を下回る結果となっています。
（２月末現在。ガバナー輩出の 4Ｚのみ６増となって
います）各クラブ共に、会員増強には鋭意取り組ま
れていると思いますが、なかなか成果が出ていない
現状を知りました。
　会員の会費やドネーションで運営されている組織
ですから、会員の減少はアクティビティの減少、そ
れに伴うライオニズムの減退、そして組織の衰退に
つながります。
　我がクラブも現状に甘んじることなく、常に危機
感を持って、会員増強に取り組んでいかねばならな
いと強く感じた会議でした。
　今期も残すところ３ヶ月程度となってまいりました。
会員増強をはじめ、残りのアクティビティも完遂し、
より良い形で次期に引き継ぎたいと思っていますの
で、最後までご協力をよろしくお願い致します。

しかし、意を決して練習グリーンに向かう頃に
は雨も小降りになり、日頃の行いが良いから？
と勝手に思い込みスタート。
　久しぶりのゴルフで練習不足も手伝い朝一の
ドライバーはいきなりチーピン。バンカーも一
度で出ずダボスタート。
　そんなこんなでお天気も回復、午後からは気

温も２０度を超えスコアにも汗をかき、気温に
も汗をかき・・・。
　なんだかんだ言いながら同伴競技者と楽しく
プレー。松浦さん、岡田さん、白石さん、あり
がとうございました。
　４月の年次大会のゴルフも今治カントリーク
ラブという事で年次大会３度目の優勝めざして
リベンジしたいと思います。

■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
■大会案内
　第 65回 336-A 区年次大会
　日韓親善国際交流の夕べ開催の案内
■審議事項
　なし
■幹事報告
・報告事項
１．岡部歩乃佳後援会総会
　３月１３日（水）18:30 ～ ユアーズ
　参加者：５９名
２．松山ホストＬＣ６５周年記念
　３月１６日（土）16:00 ～ 国際ホテル松山
　出席者：伊藤龍一会長、能瀬伸一幹事、岡田賢治会計
３．３３６－Ａ地区合同遍路道清掃
　３月１７日（日）6:30～ 開会式、7:00～ 遍路道清掃
　参加者：L伊藤龍一、L能瀬伸一、L後藤達也、L伊藤嘉秀、
　L 伊藤久門、L 古川貴章、L 高橋在錫、L 高橋尚毅、
　L 福山　宏、L 塩見秀晴、L 外山貴一、L 奥嶋啓一郎、
　L 橋田信一朗、L 土岐敏勝、L 金田智行、L 鈴木雅志、
　L 天野　淳、L 山下邦俊、L 徳村　明、L 宇野博文、
　L小野周平、L永易明洋、L川嶋理之　　計２３名
４．２Ｒ親善ゴルフ大会
　３月２１日（木･祝）　今治カントリー倶楽部
　参加者：８名　結果：団体２位
５．336-A 地区 GMT･GLT･FWT研修会
　３月２１日（木･祝）13:30 ～ テクスポート今治
　出席者：伊藤龍一会長、古川貴章第一副会長、大竹会
　員理事
６．新居浜市国際交流会設立総会
　３月２４日（日）13:00 ～ 新居浜市コミュニティ防災センター
　出席者：伊藤龍一会長
７．平成３１年春の全国交通安全運動「人の輪」
　４月５日（金）10:30 ～ 平形橋北側歩道
８．第６５回 336-A 地区年次大会 
   ・４月６日（土） 
　　記念ゴルフ大会　参加者：１３名　今治カントリー倶楽部
　　前夜祭 日韓親善国際交流の夕べ  18:30 ～ ユアーズ　
　・４月７日（日）11:00 ～ 西条市総合文化会館
　　第 65回 336-A 地区年次大会式典 
■委員会報告
計画財務委員会
　家族会について　4月20日（土）11:00 ～ マリンパーク
環境保全委員会
　第 3回愛リバー・愛ロード清掃奉仕について
　　4月14日（日）7:00～ 商工会館周辺
ゴルフ部会
　神野雄太ホールインワンコンペについて　5月12日（日）

■次期役員選挙会
　　次期役員決定
■出席報告
　会員数５７名、出席４６名、欠席１１名、出席率 80.7％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥73,000　　ファイン　500
■閉会ゴング
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松山ホストライオンズクラブ結成６５周年記念例会に出席して
幹 事 能 瀬  伸 一　開催日：平成 31 年 3 月 16 日（土）　場所：国際ホテル松山

岡部歩乃佳ちゃんの後援会総会に参加して
青少年委員会 大 上  幸 雄　日時：平成 31 年 3 月 13 日（水）18:30 ～　場所：ユアーズ

３３６－Ａ地区 ＧＭＴ・ＧＬＴ・ＦＷＴ研修会に参加して
第 1副会長 古 川  貴 章　開催日：平成 31 年 3 月21 日（木・祝）　開催地：テクスポート今治

　３月２１日（春分の日）13:30 か
ら 16:00 まで、テクスポート今治に
て、３３６－Ａ地区ＧＭＴ・ＧＬＴ・ＦＷＴ
研修会が行われました。
　当クラブからは、伊藤龍一会長、
大竹崇夫会員会則委員長と参加

致しました。
　始めに、ライオンズクラブ国際協会ＦＷＴ日本エリ
アリーダーの長澤千鶴子さんの講演があり、ＦＷＴ
（家族及び女性チーム /Family ＆ Woman Team）
についての必要性、目的の説明がありました。
　家族、女性会員の増強をはかり、より多い奉仕
活動の担い手を作り女性ならではの新しい奉仕活
動を取り入れて行く。
目標として４人に１人は女性会員と言うことでした。
　各クラブで５人から２０人の支部を作り女性会員
並びに会員増強をはかって行く内容でした。
　次に、３３６複合地区コーディネーター・３３６－Ａ
地区ＧＭＴ・ＧＬＴコーディネーター元地区ガバナー地

区名誉顧問の真鍋 隆ライ
オンの講演があり、ライオンズ

国際協会に添った、各クラブに合った新しい楽しい
例会づくりなど考えてはどうか・優れたリーダーとは・
会員の意見に耳を傾ける・心豊かでいつも謙虚で
あることを心かける・次のリーダーをつくる。
　会員増強については、自分がライオンズクラブに
入って良かったことなどを伝え入会を促す。
等々のお話を聞くことが出来ました。
　これから、もっと理解していきたいと思います。
ありがとうございました。

２Ｒ親善ゴルフ大会に参加して
青少年委員会 村 上  博 昭　　日付：平成３１年３月２１日（木・祝）　場所：今治カントリークラブ　

　３月２１日（木）に 2R 親善ゴ
ルフ大会が、約 100 名のメンバ
ーの参加のもと今治カントリー
クラブにて行われました。
　新居浜ライオンズクラブから
は、土岐計一さん、大石隆憲さ

ん、神野雄太さん、宇野博文さん、松浦一雄さん、
岡田賢治さん、白石誠一さんと私の計８名で参
加しました。
　当日は長期予報でずっと雨でしたので久しぶ
りのゴルフでしたが、気持ちが乗らぬまま朝を
迎えますと案の定雨。プライベートならキャン

セルもありますが、2R のコンペなので迷惑を
かける訳にもいかず車に乗り込み出発。
　ゴルフ場に着いた時が雨もひどく益々憂鬱。

　３月１６日（土）、国際ホテル松
山にて、松山ホストライオンズクラ
ブの結成６５周年記念例会が行わ
れ、伊藤会長、岡田会計とともに
出席してまいりました。
　ご存じのとおり、松山ホストＬＣ

はわれわれ新居浜ＬＣのスポンサークラブです。今
回初めて知りましたが、エクステンションクラブ（そ
のクラブにスポンサーをして頂いたクラブ）は６クラ
ブもあり（宇和島ＬＣ、松山道後ＬＣ、新居浜ＬＣ、
今治ＬＣ、川之江ＬＣ、松山城山ＬＣ）、その中で
新居浜ＬＣは３番目にスポンサーをして頂いたクラブ
であることも知りました。
　粛々と行われた記念例会の後は祝宴が開かれ、
我々のテーブルはエクステンションクラブの宇和島Ｌ
Ｃと松山道後ＬＣの３クラブでした。
　各クラブに知っている方が在籍していたりしたの
で大いに盛り上がり、なんと二次会までご一緒させ
て頂きました。
　その中で、愛媛のふぐの本場（自称）新居浜で
ふぐを食べたいという話が出て、軽い気持ちで「ぜ
ひお越し下さい」と答えたのですが、その三日後に

早速連絡が来て、４月１日に 1Ｒ－２Ｚの各クラブ幹
事さんを中心とした８名と、ご一緒することになりま
した。
　（1Ｒ-２Ｚには「幹事会」なるものがあるようです。
この原稿はご連絡頂いた日に書いています…笑）
この原稿が載る頃には会食は終わっていると思いま
すが、せっかくの機会なので、楽しく、懇親を深め
てこようと思っています。
　数年に一度のホストクラブとの交流機会。
そういった年に幹事を経験出来たことは大変良かっ
たと思っています。
　次回は二年後の新居浜ＬＣ６０周年。メンバー全
員で温かくお迎えしたいと思っています。

　３月１３日に岡部歩乃
佳ちゃんの後援会総
会が６３名の出席のも
と開催されました。
当日は総会議案が滞り
なく終了した後、パラ

リンピック日本代表監督兼ヘッドコーチ
の峰村史世（みねむらふみよ）先生の
基調講演、そして懇親会と三部構成で
行われました。
　今回の総会は運営側として携わっており、受付
業務等が大変忙しく、せっかくの基調講演が後半
の数分しか聞くことができなかったのが非常に残念
でなりません。
　ただその後の峰村先生との会話の中で、先生が
熱意を持って指導されているのがわかり、歩乃佳ち
ゃんを何とか育てたいという情熱も感じることができ
たので大変うれしく思いました。
　最後の挨拶では、喋る度にスピーチがうまくなっ
ていく歩乃佳ちゃんと、いつまでたっても進歩しない
お父さんのご挨拶を微笑ましく見守りながら盛会の

うちに会は終了いたしました。
　歩乃佳ちゃん自身はこの春から、筑波
大学に進学され、環境も変わる中でパラ
リンピックを目指すことになると思います。
　１年後の３月にはパラリンピック選考会
が開催されるということでこれからの一年
間の過ごし方が大変重要になってくると
思います。
　我々、後援会のバックアップを重圧に感

じることなく、自分の「夢」に向かって邁進されま
すことを、いちファンとして切に願うばかりです。

しかし、意を決して練習グリーンに向かう頃に
は雨も小降りになり、日頃の行いが良いから？
と勝手に思い込みスタート。
　久しぶりのゴルフで練習不足も手伝い朝一の
ドライバーはいきなりチーピン。バンカーも一
度で出ずダボスタート。
　そんなこんなでお天気も回復、午後からは気

温も２０度を超えスコアにも汗をかき、気温に
も汗をかき・・・。
　なんだかんだ言いながら同伴競技者と楽しく
プレー。松浦さん、岡田さん、白石さん、あり
がとうございました。
　４月の年次大会のゴルフも今治カントリーク
ラブという事で年次大会３度目の優勝めざして
リベンジしたいと思います。

で

■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
■大会案内
　第 65回 336-A 区年次大会
　日韓親善国際交流の夕べ開催の案内
■審議事項
　なし
■幹事報告
・報告事項
１．岡部歩乃佳後援会総会
　３月１３日（水）18:30 ～ ユアーズ
　参加者：５９名
２．松山ホストＬＣ６５周年記念
　３月１６日（土）16:00 ～ 国際ホテル松山
　出席者：伊藤龍一会長、能瀬伸一幹事、岡田賢治会計
３．３３６－Ａ地区合同遍路道清掃
　３月１７日（日）6:30～ 開会式、7:00～ 遍路道清掃
　参加者：L伊藤龍一、L能瀬伸一、L後藤達也、L伊藤嘉秀、
　L 伊藤久門、L 古川貴章、L 高橋在錫、L 高橋尚毅、
　L 福山　宏、L 塩見秀晴、L 外山貴一、L 奥嶋啓一郎、
　L 橋田信一朗、L 土岐敏勝、L 金田智行、L 鈴木雅志、
　L 天野　淳、L 山下邦俊、L 徳村　明、L 宇野博文、
　L小野周平、L永易明洋、L川嶋理之　　計２３名
４．２Ｒ親善ゴルフ大会
　３月２１日（木･祝）　今治カントリー倶楽部
　参加者：８名　結果：団体２位
５．336-A 地区 GMT･GLT･FWT研修会
　３月２１日（木･祝）13:30 ～ テクスポート今治
　出席者：伊藤龍一会長、古川貴章第一副会長、大竹会
　員理事
６．新居浜市国際交流会設立総会
　３月２４日（日）13:00 ～ 新居浜市コミュニティ防災センター
　出席者：伊藤龍一会長
７．平成３１年春の全国交通安全運動「人の輪」
　４月５日（金）10:30 ～ 平形橋北側歩道
８．第６５回 336-A 地区年次大会 
   ・４月６日（土） 
　　記念ゴルフ大会　参加者：１３名　今治カントリー倶楽部
　　前夜祭 日韓親善国際交流の夕べ  18:30 ～ ユアーズ　
　・４月７日（日）11:00 ～ 西条市総合文化会館
　　第 65回 336-A 地区年次大会式典 
■委員会報告
計画財務委員会
　家族会について　4月20日（土）11:00 ～ マリンパーク
環境保全委員会
　第 3回愛リバー・愛ロード清掃奉仕について
　　4月14日（日）7:00～ 商工会館周辺
ゴルフ部会
　神野雄太ホールインワンコンペについて　5月12日（日）

■次期役員選挙会
　　次期役員決定
■出席報告
　会員数５７名、出席４６名、欠席１１名、出席率 80.7％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥73,000　　ファイン　500
■閉会ゴング
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松山ホストライオンズクラブ結成６５周年記念例会に出席して
幹 事 能 瀬  伸 一　開催日：平成 31 年 3 月 16 日（土）　場所：国際ホテル松山

岡部歩乃佳ちゃんの後援会総会に参加して
青少年委員会 大 上  幸 雄　日時：平成 31 年 3 月 13 日（水）18:30 ～　場所：ユアーズ

３３６－Ａ地区 ＧＭＴ・ＧＬＴ・ＦＷＴ研修会に参加して
第 1副会長 古 川  貴 章　開催日：平成 31 年 3 月21 日（木・祝）　開催地：テクスポート今治

　３月２１日（春分の日）13:30 か
ら 16:00 まで、テクスポート今治に
て、３３６－Ａ地区ＧＭＴ・ＧＬＴ・ＦＷＴ
研修会が行われました。
　当クラブからは、伊藤龍一会長、
大竹崇夫会員会則委員長と参加

致しました。
　始めに、ライオンズクラブ国際協会ＦＷＴ日本エリ
アリーダーの長澤千鶴子さんの講演があり、ＦＷＴ
（家族及び女性チーム /Family ＆ Woman Team）
についての必要性、目的の説明がありました。
　家族、女性会員の増強をはかり、より多い奉仕
活動の担い手を作り女性ならではの新しい奉仕活
動を取り入れて行く。
目標として４人に１人は女性会員と言うことでした。
　各クラブで５人から２０人の支部を作り女性会員
並びに会員増強をはかって行く内容でした。
　次に、３３６複合地区コーディネーター・３３６－Ａ
地区ＧＭＴ・ＧＬＴコーディネーター元地区ガバナー地

区名誉顧問の真鍋 隆ライ
オンの講演があり、ライオンズ

国際協会に添った、各クラブに合った新しい楽しい
例会づくりなど考えてはどうか・優れたリーダーとは・
会員の意見に耳を傾ける・心豊かでいつも謙虚で
あることを心かける・次のリーダーをつくる。
　会員増強については、自分がライオンズクラブに
入って良かったことなどを伝え入会を促す。
等々のお話を聞くことが出来ました。
　これから、もっと理解していきたいと思います。
ありがとうございました。

２Ｒ親善ゴルフ大会に参加して
青少年委員会 村 上  博 昭　　日付：平成３１年３月２１日（木・祝）　場所：今治カントリークラブ　

　３月２１日（木）に 2R 親善ゴ
ルフ大会が、約 100 名のメンバ
ーの参加のもと今治カントリー
クラブにて行われました。
　新居浜ライオンズクラブから
は、土岐計一さん、大石隆憲さ

ん、神野雄太さん、宇野博文さん、松浦一雄さん、
岡田賢治さん、白石誠一さんと私の計８名で参
加しました。
　当日は長期予報でずっと雨でしたので久しぶ
りのゴルフでしたが、気持ちが乗らぬまま朝を
迎えますと案の定雨。プライベートならキャン

セルもありますが、2R のコンペなので迷惑を
かける訳にもいかず車に乗り込み出発。
　ゴルフ場に着いた時が雨もひどく益々憂鬱。

　３月１６日（土）、国際ホテル松
山にて、松山ホストライオンズクラ
ブの結成６５周年記念例会が行わ
れ、伊藤会長、岡田会計とともに
出席してまいりました。
　ご存じのとおり、松山ホストＬＣ

はわれわれ新居浜ＬＣのスポンサークラブです。今
回初めて知りましたが、エクステンションクラブ（そ
のクラブにスポンサーをして頂いたクラブ）は６クラ
ブもあり（宇和島ＬＣ、松山道後ＬＣ、新居浜ＬＣ、
今治ＬＣ、川之江ＬＣ、松山城山ＬＣ）、その中で
新居浜ＬＣは３番目にスポンサーをして頂いたクラブ
であることも知りました。
　粛々と行われた記念例会の後は祝宴が開かれ、
我々のテーブルはエクステンションクラブの宇和島Ｌ
Ｃと松山道後ＬＣの３クラブでした。
　各クラブに知っている方が在籍していたりしたの
で大いに盛り上がり、なんと二次会までご一緒させ
て頂きました。
　その中で、愛媛のふぐの本場（自称）新居浜で
ふぐを食べたいという話が出て、軽い気持ちで「ぜ
ひお越し下さい」と答えたのですが、その三日後に

早速連絡が来て、４月１日に 1Ｒ－２Ｚの各クラブ幹
事さんを中心とした８名と、ご一緒することになりま
した。
　（1Ｒ-２Ｚには「幹事会」なるものがあるようです。
この原稿はご連絡頂いた日に書いています…笑）
この原稿が載る頃には会食は終わっていると思いま
すが、せっかくの機会なので、楽しく、懇親を深め
てこようと思っています。
　数年に一度のホストクラブとの交流機会。
そういった年に幹事を経験出来たことは大変良かっ
たと思っています。
　次回は二年後の新居浜ＬＣ６０周年。メンバー全
員で温かくお迎えしたいと思っています。

　３月１３日に岡部歩乃
佳ちゃんの後援会総
会が６３名の出席のも
と開催されました。
当日は総会議案が滞り
なく終了した後、パラ

リンピック日本代表監督兼ヘッドコーチ
の峰村史世（みねむらふみよ）先生の
基調講演、そして懇親会と三部構成で
行われました。
　今回の総会は運営側として携わっており、受付
業務等が大変忙しく、せっかくの基調講演が後半
の数分しか聞くことができなかったのが非常に残念
でなりません。
　ただその後の峰村先生との会話の中で、先生が
熱意を持って指導されているのがわかり、歩乃佳ち
ゃんを何とか育てたいという情熱も感じることができ
たので大変うれしく思いました。
　最後の挨拶では、喋る度にスピーチがうまくなっ
ていく歩乃佳ちゃんと、いつまでたっても進歩しない
お父さんのご挨拶を微笑ましく見守りながら盛会の

うちに会は終了いたしました。
　歩乃佳ちゃん自身はこの春から、筑波
大学に進学され、環境も変わる中でパラ
リンピックを目指すことになると思います。
　１年後の３月にはパラリンピック選考会
が開催されるということでこれからの一年
間の過ごし方が大変重要になってくると
思います。
　我々、後援会のバックアップを重圧に感

じることなく、自分の「夢」に向かって邁進されま
すことを、いちファンとして切に願うばかりです。

しかし、意を決して練習グリーンに向かう頃に
は雨も小降りになり、日頃の行いが良いから？
と勝手に思い込みスタート。
　久しぶりのゴルフで練習不足も手伝い朝一の
ドライバーはいきなりチーピン。バンカーも一
度で出ずダボスタート。
　そんなこんなでお天気も回復、午後からは気

温も２０度を超えスコアにも汗をかき、気温に
も汗をかき・・・。
　なんだかんだ言いながら同伴競技者と楽しく
プレー。松浦さん、岡田さん、白石さん、あり
がとうございました。
　４月の年次大会のゴルフも今治カントリーク
ラブという事で年次大会３度目の優勝めざして
リベンジしたいと思います。

で

■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
■大会案内
　第 65回 336-A 区年次大会
　日韓親善国際交流の夕べ開催の案内
■審議事項
　なし
■幹事報告
・報告事項
１．岡部歩乃佳後援会総会
　３月１３日（水）18:30 ～ ユアーズ
　参加者：５９名
２．松山ホストＬＣ６５周年記念
　３月１６日（土）16:00 ～ 国際ホテル松山
　出席者：伊藤龍一会長、能瀬伸一幹事、岡田賢治会計
３．３３６－Ａ地区合同遍路道清掃
　３月１７日（日）6:30～ 開会式、7:00～ 遍路道清掃
　参加者：L伊藤龍一、L能瀬伸一、L後藤達也、L伊藤嘉秀、
　L 伊藤久門、L 古川貴章、L 高橋在錫、L 高橋尚毅、
　L 福山　宏、L 塩見秀晴、L 外山貴一、L 奥嶋啓一郎、
　L 橋田信一朗、L 土岐敏勝、L 金田智行、L 鈴木雅志、
　L 天野　淳、L 山下邦俊、L 徳村　明、L 宇野博文、
　L小野周平、L永易明洋、L川嶋理之　　計２３名
４．２Ｒ親善ゴルフ大会
　３月２１日（木･祝）　今治カントリー倶楽部
　参加者：８名　結果：団体２位
５．336-A 地区 GMT･GLT･FWT研修会
　３月２１日（木･祝）13:30 ～ テクスポート今治
　出席者：伊藤龍一会長、古川貴章第一副会長、大竹会
　員理事
６．新居浜市国際交流会設立総会
　３月２４日（日）13:00 ～ 新居浜市コミュニティ防災センター
　出席者：伊藤龍一会長
７．平成３１年春の全国交通安全運動「人の輪」
　４月５日（金）10:30 ～ 平形橋北側歩道
８．第６５回 336-A 地区年次大会 
   ・４月６日（土） 
　　記念ゴルフ大会　参加者：１３名　今治カントリー倶楽部
　　前夜祭 日韓親善国際交流の夕べ  18:30 ～ ユアーズ　
　・４月７日（日）11:00 ～ 西条市総合文化会館
　　第 65回 336-A 地区年次大会式典 
■委員会報告
計画財務委員会
　家族会について　4月20日（土）11:00 ～ マリンパーク
環境保全委員会
　第 3回愛リバー・愛ロード清掃奉仕について
　　4月14日（日）7:00～ 商工会館周辺
ゴルフ部会
　神野雄太ホールインワンコンペについて　5月12日（日）

■次期役員選挙会
　　次期役員決定
■出席報告
　会員数５７名、出席４６名、欠席１１名、出席率 80.7％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥73,000　　ファイン　500
■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

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に出席して
幹 事 能 瀬  伸 一　日時：平成 31 年 3 月 2 日（土）14:00 ～　場所：ユアーズ

会員投稿テーマ『私のこだわり』

　私自身、これと言った「こだわり」
は有りません。
「こだわり」の無いのが「こだわり」
でしょうか。
　これで終わってしまうと委員長の
困った顔が浮かんできます。そこ

で、11 月 22 日～ 25 日にかけて旅行をしましたので
報告したいと思います。
　【観光予定】‥・その日に行けなかった所は太字
で翌日に繰越。
１１月２２日 新居浜（夕刻）⇒千光寺⇒尾道（泊）
１１月２３日 千光寺⇒お好み村⇒宮島⇒錦帯橋⇒岩
　国城⇒岩国（泊）
１１月２４日 錦帯橋⇒岩国城⇒秋吉台⇒萩城⇒萩
　市探索（泊）
１１月２５日 仙崎港⇒元之隅稲荷神社⇒角島大橋
　⇒道の駅・豊北
　初日、仕事で出発が遅くなり千光寺に行けなく尾
道を探索。二日目、千光寺の後、広島市内のお好み
村へ、ところが途中交通事故で 10 キロ超渋滞、やっ
とこせ、お好み村に着きましたが全館満杯状態、周
辺のお好み屋で食べた所、美味しく家内も喜んでく
れました。さあ本日のメイン、宮島へ。
ところが廿日市付近で約１キロの渋滞、山陽自動車
道より降りましたが国道２号線も渋滞、まったく動く気
配もなく寝ている運転手も居ました。
　駐車が出来ない、フェリーに乗れない、乗っても何
時帰れるか？諦めて錦帯橋へ。結局、暗くなり明日に
延期。
　三日目、ホテルを 7 時過ぎに出発し錦帯橋の駐車
場に行った所、準備が出来ていない為、駐車料金が
無料になりました。『早起きは三文の得』！
　観光客は相変わらず多かったのですが無事に行
程をクリアしました。
　四日目、今日もホテルを早く出て、仙崎港へ。
家内の好物「仙崎イカ」を食べたかったが早朝より

空いている店が無くパス。家内は大ショック。
　元乃隅神社に到着。
なんと「海の青・山の緑・123 基の鳥居の赤」素晴
しい景色に圧倒されました。
そして、大鳥居の 6M 頭上に設置された賓銭箱に
向けて観光客が躍起になって賽銭を投げていました
が一人も入らず、元バスケット部員として腕の見せ所
と挑戦。
　100 円玉を 6 回投げて入らず諦めた所、家内が
10 円玉を渡してくれましたので再挑戦。なんと、1 回
で入りました。お蔭で 90 円得をしました。
　次の角島大橋に到着。無料で渡れる橋として日本
で最長だそうです。
　またまた、「日本一」流行っている道の駅・豊北に
着きましたが、国道から渋滞、やっと、駐車し店内に
入り食事をしようとしたが食券売機まで長蛇の列、イ
ライラも最高潮。
“もうやめや～新居浜へ帰るぞ”結局、山口県の西
の端・下関から一気に帰ってきました。
　私は、年末年始・ゴールデンウイーク・お盆等、
連休には出歩かない主義でしたが、観光シーズンの
三連休をなめてました。
今後、どのような連休も旅行は絶対しないと固く心に
誓いました。
これを、私の「こだわり」にしたいと思います。

私のこだわり？　  有 富  正 治

新 会 員 紹 介

氏　　名　外 山  貴 一
生年月日　昭和５２年２月２１日
スポンサー　伊藤 龍一会長
所　　属　環境保全委員会
住　　所　〒７９２

０００４新居浜市北新町 2-31
Ｔ Ｅ  Ｌ (0897)32-5331

勤　務　先　（有）外山運輸
勤務先住所　〒７９２

０００４新居浜市北新町 2-31　　
勤務先TEL　(0897)33-5444
勤務先FAX　(0897)33-5364
役　　　職　専務取締役
趣　　  味　ゴルフ
結婚記念日　平成 18 年 11 月 5 日

そとやま　たかかず

　2019 年 2 月 27日付けで、歴史ある新居浜ライオ
ンズクラブへ入会をさせていただきました外山貴一と
申します。宜しくお願い致します。
　十数年来親しくさせて頂いております、伊藤龍一
会長にお誘いをいただき、入会をさせて頂くことを決
意させて頂きました。
　58 年もの長い歴史を持つ新居浜ライオンズクラブ
に入会するにあたり、緊張と不安と共に多くの諸先
輩方と知り合える楽しみや活動への期待でいっぱい
です。今まで社会貢献活動に積極的に携わったこと

が少なかったのですが、今後は、新居浜ライオンズク
ラブの活動を通じて、育ってきたこの地域に、少しで
も恩返しができるように社会貢献活動に積極的に携
わっていきたいと思っております。
　まだまだ若造ではございますが、諸先輩方お話し
をお聞きしながら日々精進し、誇りを持って新居浜ラ
イオンズの一員であると言えるよう一歩ずつ成長して
いきたいと思っております。
　今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお
願い致します。

　３月２１日（木）に 2R 親善ゴ
ルフ大会が、約 100 名のメンバ
ーの参加のもと今治カントリー
クラブにて行われました。
　新居浜ライオンズクラブから
は、土岐計一さん、大石隆憲さ

ん、神野雄太さん、宇野博文さん、松浦一雄さん、
岡田賢治さん、白石誠一さんと私の計８名で参
加しました。
　当日は長期予報でずっと雨でしたので久しぶ
りのゴルフでしたが、気持ちが乗らぬまま朝を
迎えますと案の定雨。プライベートならキャン

セルもありますが、2R のコンペなので迷惑を
かける訳にもいかず車に乗り込み出発。
　ゴルフ場に着いた時が雨もひどく益々憂鬱。

　去る３月２日（土）、ユアーズに
て「ゾーンレベル会員委員会」な
らびに「地区ガバナ－諮問委員会」
に出席してまいりました。
　この会議も今回で３回目です。
次回は６月に行われる１Ｚ年次会合

ですが、引継ぎ事項が中心になると思われるので、
今回が実質的に最後の会議ということになります。
　第１回に出席した際には、「まだ残り３回もあるの
か」と思ったりもしましたが、昨年の今頃は既に次
期の準備でバタバタし始めていたことを考えると、
一年という月日の流れの速さを感じています。
　諮問委員会の内容は毎回ほぼ同じです。各クラ
ブの運営状況に関すること、アクティビティへの取り
組み方、ＬＣＩＦやＭＪＦ献金に関すること、そして会
員増強に関すること、などです。
　毎度のことですが、他のクラブの取り組みが分か
るので、大変参考になります。

　その中で、会員増強は各クラブ、更には各ゾー
ンとも大変苦戦しており、ゾーン単位で見ると、1Ｚ
から３Ｚは全て期首を下回る結果となっています。
（２月末現在。ガバナー輩出の 4Ｚのみ６増となって
います）各クラブ共に、会員増強には鋭意取り組ま
れていると思いますが、なかなか成果が出ていない
現状を知りました。
　会員の会費やドネーションで運営されている組織
ですから、会員の減少はアクティビティの減少、そ
れに伴うライオニズムの減退、そして組織の衰退に
つながります。
　我がクラブも現状に甘んじることなく、常に危機
感を持って、会員増強に取り組んでいかねばならな
いと強く感じた会議でした。
　今期も残すところ３ヶ月程度となってまいりました。
会員増強をはじめ、残りのアクティビティも完遂し、
より良い形で次期に引き継ぎたいと思っていますの
で、最後までご協力をよろしくお願い致します。

しかし、意を決して練習グリーンに向かう頃に
は雨も小降りになり、日頃の行いが良いから？
と勝手に思い込みスタート。
　久しぶりのゴルフで練習不足も手伝い朝一の
ドライバーはいきなりチーピン。バンカーも一
度で出ずダボスタート。
　そんなこんなでお天気も回復、午後からは気

温も２０度を超えスコアにも汗をかき、気温に
も汗をかき・・・。
　なんだかんだ言いながら同伴競技者と楽しく
プレー。松浦さん、岡田さん、白石さん、あり
がとうございました。
　４月の年次大会のゴルフも今治カントリーク
ラブという事で年次大会３度目の優勝めざして
リベンジしたいと思います。

■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
■大会案内
　第 65回 336-A 区年次大会
　日韓親善国際交流の夕べ開催の案内
■審議事項
　なし
■幹事報告
・報告事項
１．岡部歩乃佳後援会総会
　３月１３日（水）18:30 ～ ユアーズ
　参加者：５９名
２．松山ホストＬＣ６５周年記念
　３月１６日（土）16:00 ～ 国際ホテル松山
　出席者：伊藤龍一会長、能瀬伸一幹事、岡田賢治会計
３．３３６－Ａ地区合同遍路道清掃
　３月１７日（日）6:30～ 開会式、7:00～ 遍路道清掃
　参加者：L伊藤龍一、L能瀬伸一、L後藤達也、L伊藤嘉秀、
　L 伊藤久門、L 古川貴章、L 高橋在錫、L 高橋尚毅、
　L 福山　宏、L 塩見秀晴、L 外山貴一、L 奥嶋啓一郎、
　L 橋田信一朗、L 土岐敏勝、L 金田智行、L 鈴木雅志、
　L 天野　淳、L 山下邦俊、L 徳村　明、L 宇野博文、
　L小野周平、L永易明洋、L川嶋理之　　計２３名
４．２Ｒ親善ゴルフ大会
　３月２１日（木･祝）　今治カントリー倶楽部
　参加者：８名　結果：団体２位
５．336-A 地区 GMT･GLT･FWT研修会
　３月２１日（木･祝）13:30 ～ テクスポート今治
　出席者：伊藤龍一会長、古川貴章第一副会長、大竹会
　員理事
６．新居浜市国際交流会設立総会
　３月２４日（日）13:00 ～ 新居浜市コミュニティ防災センター
　出席者：伊藤龍一会長
７．平成３１年春の全国交通安全運動「人の輪」
　４月５日（金）10:30 ～ 平形橋北側歩道
８．第６５回 336-A 地区年次大会 
   ・４月６日（土） 
　　記念ゴルフ大会　参加者：１３名　今治カントリー倶楽部
　　前夜祭 日韓親善国際交流の夕べ  18:30 ～ ユアーズ　
　・４月７日（日）11:00 ～ 西条市総合文化会館
　　第 65回 336-A 地区年次大会式典 
■委員会報告
計画財務委員会
　家族会について　4月20日（土）11:00 ～ マリンパーク
環境保全委員会
　第 3回愛リバー・愛ロード清掃奉仕について
　　4月14日（日）7:00～ 商工会館周辺
ゴルフ部会
　神野雄太ホールインワンコンペについて　5月12日（日）

■次期役員選挙会
　　次期役員決定
■出席報告
　会員数５７名、出席４６名、欠席１１名、出席率 80.7％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥73,000　　ファイン　500
■閉会ゴング



今月のライオン誌ピックアップ
MC広報委員長 天 野 　淳　

■ 知っているようで知らない糖尿病予防の講演会 ■　
334-A 地区 7R1Z　名古屋名南 LC・名古屋サウス LC・名古屋葵 LC・名古屋緑 LC・名古屋樟 LC

（続きはライオン誌WEB版で）

ライオン誌WEB版
３月号より一部抜粋

「日本人最初の糖尿病患者は誰だと思いますか？」
　そんな歴史ネタからスタートしたのは、1 月２７日
に行われた「糖尿病予防講演会ワークショップ」。
　これは糖尿病の理解を深め、予防の実践を促す
ことを目的に、名古屋名南、名古屋サウス、名古
屋葵、名古屋緑、名古屋樟の五つのライオンズク
ラブが合同で開催したものだ。
　会場となった JR 南大高駅（名古屋市緑区）に
隣接する南生協病院の大会議室には、糖尿病に
関心を持つ市民 160 人が集まった。
　ライオンズクラブ国際協会は重点奉仕分野とし
て、視力保護や飢餓、環境、小児がん、そして
糖尿病予防を掲げている。世界的に増え続けてい
る糖尿病の蔓延を押さえ、糖尿病と診断された人々
の暮らしを充実したものにするのが目的だ。　　　
　こうした方針に呼応して企画されたのが今回の講
演会だ。

「糖尿病は他の病気との合併症も多く現代人が抱え
る身近な問題でありながら、知らぬ間にじわりじわり
と身体をむしばんでいる怖い病気です。
　本や雑誌、テレビ番組などで触れる機会はあるも
のの、実際のところよく分かっていないのではない
かと気づきました」そう話すのは、講演会開催の発
案者で、今年度五つのクラブを束ねる役職を担っ
ている下村直巳さん。
　糖尿病について理解を深め、効果的な予防法を
知るための勉強会の様なものを開いてはどうかと、
自身が所属する名古屋名南ライオンズクラブを含む
5 クラブに提案した。そして、クラブの例会で健康
に関するスピーチをお願いするなど以前から付き合
いのある南生協病院にアドバイスを求めたところ、
病院側も興味を示して協力に手を上げてくれた。こ
うして、五つのクラブと南生協病院とのコラボレーシ
ョン企画がスタートした。
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We Serve友愛・団結・継承

　早いもので 4 月になりました。
年度末もおわり、新しい年度が始
まりました。
新入学されるお子さんがいるご家
庭もたくさんあると思います。桜が
咲き、お花見シーズン到来です。

年度末、年度始め、引き継ぎ、飲み食いの多いシ
ーズンですね。
　季節の変わり目ということもあり、体調管理には気
を使うシーズンです。
　今月の Web 版ライオン誌ピックアップでは、愛知
県名古屋市で行われた糖尿病予防講演会につい
て御案内します。
334-A 地区 7R1Z の事業として行われたこの講演
会では、糖尿病の理解を深め、予防の実践を促す

ことを目的に、名古屋名南・名古屋サウス・名古
屋葵・名古屋緑・名古屋樟の五つのライオンズク
ラブが合同で開催したもの。会場となった JR 南大
高駅（名古屋市緑区）に隣接する南生協病院の
大会議室には、糖尿病に関心を持つ市民 160 人
が集まりました。詳しくは記事をご覧ください。
記事 URL https://www.thelion-mag.jp/1903sa02

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。

■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
■大会案内
　第 65回 336-A 区年次大会
　日韓親善国際交流の夕べ開催の案内
■審議事項
　なし
■幹事報告
・報告事項
１．岡部歩乃佳後援会総会
　３月１３日（水）18:30 ～ ユアーズ
　参加者：５９名
２．松山ホストＬＣ６５周年記念
　３月１６日（土）16:00 ～ 国際ホテル松山
　出席者：伊藤龍一会長、能瀬伸一幹事、岡田賢治会計
３．３３６－Ａ地区合同遍路道清掃
　３月１７日（日）6:30～ 開会式、7:00～ 遍路道清掃
　参加者：L伊藤龍一、L能瀬伸一、L後藤達也、L伊藤嘉秀、
　L 伊藤久門、L 古川貴章、L 高橋在錫、L 高橋尚毅、
　L 福山　宏、L 塩見秀晴、L 外山貴一、L 奥嶋啓一郎、
　L 橋田信一朗、L 土岐敏勝、L 金田智行、L 鈴木雅志、
　L 天野　淳、L 山下邦俊、L 徳村　明、L 宇野博文、
　L小野周平、L永易明洋、L川嶋理之　　計２３名
４．２Ｒ親善ゴルフ大会
　３月２１日（木･祝）　今治カントリー倶楽部
　参加者：８名　結果：団体２位
５．336-A 地区 GMT･GLT･FWT研修会
　３月２１日（木･祝）13:30 ～ テクスポート今治
　出席者：伊藤龍一会長、古川貴章第一副会長、大竹会
　員理事
６．新居浜市国際交流会設立総会
　３月２４日（日）13:00 ～ 新居浜市コミュニティ防災センター
　出席者：伊藤龍一会長
７．平成３１年春の全国交通安全運動「人の輪」
　４月５日（金）10:30 ～ 平形橋北側歩道
８．第６５回 336-A 地区年次大会 
   ・４月６日（土） 
　　記念ゴルフ大会　参加者：１３名　今治カントリー倶楽部
　　前夜祭 日韓親善国際交流の夕べ  18:30 ～ ユアーズ　
　・４月７日（日）11:00 ～ 西条市総合文化会館
　　第 65回 336-A 地区年次大会式典 
■委員会報告
計画財務委員会
　家族会について　4月20日（土）11:00 ～ マリンパーク
環境保全委員会
　第 3回愛リバー・愛ロード清掃奉仕について
　　4月14日（日）7:00～ 商工会館周辺
ゴルフ部会
　神野雄太ホールインワンコンペについて　5月12日（日）

■次期役員選挙会
　　次期役員決定
■出席報告
　会員数５７名、出席４６名、欠席１１名、出席率 80.7％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥73,000　　ファイン　500
■閉会ゴング
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■開会ゴング
■来訪者紹介　佐伯澄男 直前会長
　新居浜市市民部地域コミュニティ課　宝田直樹様
■会長挨拶　伊藤龍一会長
■卓話　「新居浜市国際交流協会の設立について」
　宝田 直樹様
■次期役員選挙会　次年度役員発表　
■審議事項
１．会長アクトについて
　新居浜市国際協会設立の支援　
２．GMT･GLT･FWT研修会登録料について
　３月２１日（木・祝）3,000 円　1,000 円／人
３．４月第２例会、家族会の変更について
　４月２４日（水） → ２０日（土） マリンパーク
４．委員会開催日の変更について
　ＭＣ広報委員会
　５月２日（木） → ４月２６日（金）18:30 ～ 事務局
■幹事報告
・報告事項
１．新会員について　推薦状 3名　
２．会員退会について　川嶋理之さん　
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）10:30 ～ 新居浜市民文化センター
　出席者　伊藤龍一会長
６．第１４回キャビネット内局会議
　３月６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
７．岡部歩乃佳後援会総会
　３月１３日（水）18:30 ～ ユアーズ
８．松山ホストＬＣ６５周年記念
　３月１６日（土）16:00 ～ 国際ホテル松山
　出席者　伊藤龍一会長、能瀬伸一幹事、岡田賢治会計
９．３３６－Ａ地区合同遍路道清掃（変更）
　３月１７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）
　※１７日悪天候の場合は中止となります。
10．２Ｒ親善ゴルフ大会
　３月２１日（木･祝）　今治カントリー倶楽部
　参加者：８名
11．336-A 地区 GMT･GLT･FWT研修会
　３月２１日（木･祝）13:30 ～ テクスポート今治
　出席者：伊藤龍一会長、古川貴章第一副会長、大竹会
　員理事
12．次期役員選挙会を３月第二例会で行うことを通知致します。
■委員会報告
会員会則委員会
　退会者と新会員 3名の推薦について
出席大会委員会
　100％例会を目指して　6月第 2例会予定　
計画財務委員会
　家族会　4月20日（土）マリンパーク新居浜

青少年委員会
　岡部歩乃佳後援会総会の案内
環境保全委員会
　遍路道清掃出席の案内
ゴルフ部会
　神野雄太さんホールインワンコンペのご案内
■出席報告
　会員数５７名、出席４７名、欠席１０名、出席率82.5％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥81,000
■閉会ゴング

例会報告

第 1403 回 3 月第一例会
3月 13日（水）12：15～ ユアーズ

第 1404 回 3 月第二例会
3 月 27 日（水）12：15 ～ ユアーズ

ライオンズ情報

■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
■大会案内
　第 65回 336-A 区年次大会
　日韓親善国際交流の夕べ開催の案内
■審議事項
　なし
■幹事報告
・報告事項
１．岡部歩乃佳後援会総会
　３月１３日（水）18:30 ～ ユアーズ
　参加者：５９名
２．松山ホストＬＣ６５周年記念
　３月１６日（土）16:00 ～ 国際ホテル松山
　出席者：伊藤龍一会長、能瀬伸一幹事、岡田賢治会計
３．３３６－Ａ地区合同遍路道清掃
　３月１７日（日）6:30～ 開会式、7:00～ 遍路道清掃
　参加者：L伊藤龍一、L能瀬伸一、L後藤達也、L伊藤嘉秀、
　L 伊藤久門、L 古川貴章、L 高橋在錫、L 高橋尚毅、
　L 福山　宏、L 塩見秀晴、L 外山貴一、L 奥嶋啓一郎、
　L 橋田信一朗、L 土岐敏勝、L 金田智行、L 鈴木雅志、
　L 天野　淳、L 山下邦俊、L 徳村　明、L 宇野博文、
　L小野周平、L永易明洋、L川嶋理之　　計２３名
４．２Ｒ親善ゴルフ大会
　３月２１日（木･祝）　今治カントリー倶楽部
　参加者：８名　結果：団体２位
５．336-A 地区 GMT･GLT･FWT研修会
　３月２１日（木･祝）13:30 ～ テクスポート今治
　出席者：伊藤龍一会長、古川貴章第一副会長、大竹会
　員理事
６．新居浜市国際交流会設立総会
　３月２４日（日）13:00 ～ 新居浜市コミュニティ防災センター
　出席者：伊藤龍一会長
７．平成３１年春の全国交通安全運動「人の輪」
　４月５日（金）10:30 ～ 平形橋北側歩道
８．第６５回 336-A 地区年次大会 
   ・４月６日（土） 
　　記念ゴルフ大会　参加者：１３名　今治カントリー倶楽部
　　前夜祭 日韓親善国際交流の夕べ  18:30 ～ ユアーズ　
　・４月７日（日）11:00 ～ 西条市総合文化会館
　　第 65回 336-A 地区年次大会式典 
■委員会報告
計画財務委員会
　家族会について　4月20日（土）11:00 ～ マリンパーク
環境保全委員会
　第 3回愛リバー・愛ロード清掃奉仕について
　　4月14日（日）7:00～ 商工会館周辺
ゴルフ部会
　神野雄太ホールインワンコンペについて　5月12日（日）

■次期役員選挙会
　　次期役員決定
■出席報告
　会員数５７名、出席４６名、欠席１１名、出席率 80.7％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥73,000　　ファイン　500
■閉会ゴング



・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会　   ４月　８日（月）18:30 ～　商工会館 3F
４月第 1例会　  　４月１０日（水）12:15 ～　ユアーズ
４月第２例会（家族会）４月２０日（土）11:00 ～　マリンパーク
・委員会
環境保全委員会　  ４月　１日（月）18:30 ～　事務局
計画財務委員会　  ４月　２日（火）18:30 ～　事務局
会員会則委員会　  ４月　３日（水）18:30 ～　事務局
MC広報委員会　  ４月　４日（木）18:30 ～　事務局
保健福祉委員会　  ４月１８日（金）18:30 ～　事務局
青少年委員会　　  ４月２３日（火）18:30 ～　事務局　
出席大会委員会　  ４月２５日（木）18:30 ～　花　篝
（5月）MC広報委員会４月２６日（金）18:30 ～　事務局
・クラブ・その他行事予定
４月　１日（月）13:00 ～　文化センター
　会長アクティビティ
　　（新居浜市国際交流協会設立支援）目録贈呈
４月１４日（日）7:00 ～　商工会館周辺
　第 3回愛リバー・愛ロード清掃奉仕
４月１４日（日）10:00 ～　イオンモール新居浜
　第 3回献血・献眼登録奉仕活動
４月２０日（土）11:00 ～　マリンパーク
　家族会（４月第二例会）
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　４月　６日（土）  7:46 ～　     今治ＣＣ
囲碁部会　　　　未定
つれづれの会　　４月１６日（火）18:30 ～　    すし捨
くらげの会　　　奇数月の予定
スポーツ部会　　４月１２･２６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
４月　６日（土）３３６－Ａ地区年次大会
　・記念ゴルフ大会　7:46 スタート　今治カントリークラブ
　・前夜祭　日韓親善国際交流の夕べ　18:30 ～　ユアーズ
４月　７日（日）11:00 ～　西条市総合文化会館
　・３３６－Ａ地区年次大会式典　

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 (3月分 )

５７
２５
２５
４２
１４９

65
 97
28
 46
236

12,550
140,979
7,657

0
161,186

81.6
78.9
73.9
73.8
77.0

91.3
88.5
89.1
90.5
89.9

名 ％ ％ Ｈ 円

BIRTHDAY&MARRIAGE

4月 誕生日おめでとうございます
後藤達也、杉田友裕、佐伯澄男

4 月 結婚記念日おめでとうございます
宇野博文、土岐計一、檜垣孝志、山口　泰

We Serve友愛・団結・継承
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3月 10 日(日)　　新居浜CC

後 藤 達 也

青 野 泰 介

土 岐 計 一

古 川 貴 章

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

56

49

57

66

57

55

55

61

113

104

112

127

36.0

27.0

29.0

30.0

77.0

77.0

83.0

97.0

 3 月 理事・委員長会
3月 11日 (月 )1８：３０～ 商工会館3F

早朝清掃は気分が良い！

福 山 　宏　日時：平成３１年３月１７日（日）6:30 ～　場所：旧国道 中萩萩生庵～大生院桜井バス停
２Ｒ－MCライオンズ情報・地区誌・大会参加委員長

●会長挨拶
●審議事項
１．新会員について　推薦状 3名届け出 
２．会員退会について　川嶋理之さん　3月末にて
３．会長アクトについて
４．GMT･GLT･FWT研修会登録料について
　３月２１日（木・祝）3,000 円　1,000 円／人
５．４月第２例会、家族会の変更について
　４月２４日（水）→２０日（土） マリンパーク
６．委員会開催日の変更について
　MC広報委員会 
　　５月２日（木） → ４月２６日（金）18:30 ～　事務局
●報告事項 
１．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
２．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
３．平成３１年新居浜市消防観閲式
　３月３日（日）10:30 ～　新居浜市民文化センター
　出席者：伊藤龍一会長
４．第１４回キャビネット内局会議
　３月６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
５．岡部歩乃佳後援会総会
　３月１３日（水）18:30 ～　ユアーズ
６．松山ホストＬＣ６５周年記念
　３月１６日（土）16:00 ～　国際ホテル松山
　出席者：伊藤龍一会長、能瀬伸一幹事、岡田賢治会計
７．３３６－Ａ地区合同遍路道清掃（変更）
　３月１７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）
　※１７日悪天候の場合は中止となります。
８．２Ｒ親善ゴルフ大会
　３月２１日（木･祝）　今治カントリー倶楽部　参加者：８名
９．336-A 地区 GMT･GLT･FWT研修会
　３月２１日（木･祝）13:30 ～　テクスポート今治
　出席者：伊藤龍一会長、古川貴章第一副会長、大竹会
　員会則理事
10．次期役員選挙会を３月第二例会で行うことを通知致します。
●委員会報告
会員会則委員会
　会員退会と新会員 3名の推薦について
出席大会委員会
　6月第 2例会は100％例会を目指します。
計画財務委員会
　家族会は4月第 2例会 4月20日（土）マリンパーク新居浜
青少年委員会
　岡部歩乃佳後援会総会の案内
●その他
　指名委員会について
　年次大会日韓交流会について

　当初は先週の３月１０日に予定し
ていた遍路道清掃でしたが雨天の
為、順延となり３月１7日に決行とな
りました。
　私は先週も前日に仕事の懇親会
が松山であり、じっくり腰をすえて飲

みたいところを我慢をして帰って来ましたが雨天で
延期。
　実は昨日も今治で仕事の飲み会がありましたがノ
ンアルコールビールで我慢して早々に帰ってきまし
た。何故なら早朝６：３０には集合しなければならな
い。私はお酒を飲むと現地で泊まってしまったり翌朝
起きれないので用心の為、こういう時はお酒を飲ま
ないようにしております。
　キャビネットに出向している身
としてガバナーの決めた事に絶
対参加せねばならないというプ
レッシャーもありまして目覚ましを
朝の５：３０にしていたのですが
４：３０には目が覚めてしまいま
した。
　近くだからバイクで行くつもり
でしたが朝から風が強く寒い寒
い。車で行く事にしました。

遍路道清掃
環境保全委員長 川 嶋  理 之　

　3 月 10日（日）に行われる予定
の「遍路道清掃」天気予報が雨天
のため 1 週間延期となりました。
実際にはその時間には雨も降って
おらず、できたと思うんですが
ね・・・笑

　まぁ、さておき一週間延期の 3 月 17日（日）に実
施されました。この日の朝はとても冷え込みました。
のと延期になったのことで２０名ほどで会員数の半
分以下の参加となりました。
　お遍路道、お遍路さんと弘法大師さんが同行二
人で通る道。
　地域の皆様のお遍路さんへの気持ちかどうか、
弘法大師さんへの気持ちかどうか、はたまた住宅地
という場所柄かどうか、比較的ごみはあまりなく約３
０分程の奉仕活動で終了となりました。
　去年プレで清掃を行い、今年ホンチャンで清掃を

行い、さて来年はどうなるものか。
　来年以降、その地域の自治会も声掛けして、参加
型でしてやってみても面白いのではないでしょうか？
最後に新居浜って遍路道はあるけど８８か所のお寺
ってないよね・・・笑
　この原稿が掲載される頃には、私は退会していま
すが 15 年間お世話になりました。
　これからも皆様方のご健康とご多幸をお祈りしつ
つ、奉仕活動にご精進されてくださいますようお願い
申し上げて締めとさせていただきます。

　集合場所では早
朝から新居浜４ク
ラブの方々が続々
と集まってきました。
　秋山克幸 1ZCP
の挨拶のあと、それ
ぞれ担当場所に別
れます。
　我々は中萩あた
りの旧国道を担当。
新居浜ライオンズク
ラブは約２０名の参
加者。
　ゴミ袋を持って

往復２.５ｋｍをゴミを拾いながら
歩きます。なんやかんやとメンバ
ーと話をしながら作業をする。
　清掃途中で歩き遍路の方と
「おはようございます。」と挨拶を
交わす。
これが本当に気分が良い。
ライオンズクラブのメンバーで良
かったと、改めて思った早朝で
した。

■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
■大会案内
　第 65回 336-A 区年次大会
　日韓親善国際交流の夕べ開催の案内
■審議事項
　なし
■幹事報告
・報告事項
１．岡部歩乃佳後援会総会
　３月１３日（水）18:30 ～ ユアーズ
　参加者：５９名
２．松山ホストＬＣ６５周年記念
　３月１６日（土）16:00 ～ 国際ホテル松山
　出席者：伊藤龍一会長、能瀬伸一幹事、岡田賢治会計
３．３３６－Ａ地区合同遍路道清掃
　３月１７日（日）6:30～ 開会式、7:00～ 遍路道清掃
　参加者：L伊藤龍一、L能瀬伸一、L後藤達也、L伊藤嘉秀、
　L 伊藤久門、L 古川貴章、L 高橋在錫、L 高橋尚毅、
　L 福山　宏、L 塩見秀晴、L 外山貴一、L 奥嶋啓一郎、
　L 橋田信一朗、L 土岐敏勝、L 金田智行、L 鈴木雅志、
　L 天野　淳、L 山下邦俊、L 徳村　明、L 宇野博文、
　L小野周平、L永易明洋、L川嶋理之　　計２３名
４．２Ｒ親善ゴルフ大会
　３月２１日（木･祝）　今治カントリー倶楽部
　参加者：８名　結果：団体２位
５．336-A 地区 GMT･GLT･FWT研修会
　３月２１日（木･祝）13:30 ～ テクスポート今治
　出席者：伊藤龍一会長、古川貴章第一副会長、大竹会
　員理事
６．新居浜市国際交流会設立総会
　３月２４日（日）13:00 ～ 新居浜市コミュニティ防災センター
　出席者：伊藤龍一会長
７．平成３１年春の全国交通安全運動「人の輪」
　４月５日（金）10:30 ～ 平形橋北側歩道
８．第６５回 336-A 地区年次大会 
   ・４月６日（土） 
　　記念ゴルフ大会　参加者：１３名　今治カントリー倶楽部
　　前夜祭 日韓親善国際交流の夕べ  18:30 ～ ユアーズ　
　・４月７日（日）11:00 ～ 西条市総合文化会館
　　第 65回 336-A 地区年次大会式典 
■委員会報告
計画財務委員会
　家族会について　4月20日（土）11:00 ～ マリンパーク
環境保全委員会
　第 3回愛リバー・愛ロード清掃奉仕について
　　4月14日（日）7:00～ 商工会館周辺
ゴルフ部会
　神野雄太ホールインワンコンペについて　5月12日（日）

■次期役員選挙会
　　次期役員決定
■出席報告
　会員数５７名、出席４６名、欠席１１名、出席率 80.7％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥73,000　　ファイン　500
■閉会ゴング



伊藤　龍一　日々の寒暖の差が激しいですね。体調管理には十分お気を
　　　　　　付けて下さい。
能瀬　伸一　年次大会が近くなりました。前日の日韓交流、ご参加とご協力
　　　　　　をお願いします。

伊藤　龍一　神野雄太さんホールインワンおめでとうございます。会長ア 
　　　　　　クティビティご承認ありがとうございました。
　　　　　　大切に使わせて戴きます。
能瀬　伸一　新居浜市国際交流協会の設立を祝して！
岡田　賢治　新居浜市国際交流協会の成功を祈っています。
神野　雄太　ライオンズ月例ゴルフコンペでホールインワン達成しました。
白石　誠一　神野さんホールインワンおめでとうございます。
後藤　達也　3 月 10 日定例ゴルフコンペにて冷たい雨の中、土岐さんが
　　　　　　優勝されました。そして、OUT8 番にて神野さんが見事に　
　　　　　　ホールインワンを達成されました。土岐さん、神野さんおめ
　　　　　　でとうございます。
真鍋　憲夫　来訪者、宝田直樹様の卓話に感謝致します。花粉症の時期、
　　　　　　どうぞお身体ご自愛下さい。
青野　泰介　神野さんのホールインワンおめでとうございます。そして、
　　　　　　土岐さん優勝おめでとうございます。
福山　　宏　神野さんホールイン１おめでとうございます。5/12 のコン
　　　　　　ペが楽しみです。
佐伯　澄男　雄太さん！ホールインワン達成！おめでとうございます！
　　　　　　ホールインワンコンペ開催を楽しみにしています。
大上　幸雄　神野さんホールイン１おめでとうございます。　
加藤　久博　神野雄太さんホールインワンおめでとうございます。
有富　正治　少し温かくなりましたが花粉に負け、ダウンしそうです。
徳村　　明　岡部歩乃佳さんのパラリンピック出場に向けて応援しま
　　　　　　しょう。
土岐　計一　３月ライオンズコンペにて優勝致しました。神野様のホー
　　　　　　ルインワンも見ました。
伊藤　嘉秀　宝田さん、卓話有難うございました。子供達のためにも国際
　　　　　　交流協会が発展されることを祈念いたします。
宇野　博文　神野雄太さまホールインワンおめでとうございます。前日、
　　　　　　タカラゴルフで奥様と仲良く練習されていましたが、こう
　　　　　　いった積み重ねがこういう成果につながるのですね。見習
　　　　　　いたいと思います。
藤縄　洲二　神野さんホールインワンしたそうでおめでとうございます。
古川　貴章　神野さんホールインワンおめでとうございます。
奥嶋啓一郎　今年は花粉がひどいです。皆様はいかがでしょうか。春先は
　　　　　　体調も崩しやすいのでご自愛下さい。
塩見　秀晴　６月第２例会を100％出席例会とします。宜しくお願いします。
外山　貴一　委員会時に歓迎会をして頂きました。大変お世話になりま
　　　　　　した。有難うございました。
高橋　尚毅　市役所より宝田さんのご来場心から歓迎致します。国際交
　　　　　　流のお話、興味深く聞かせて頂きます。
松浦　一雄　散歩コースに彼岸桜や白もくれんが咲いています。春は確
　　　　　　実にやってきています。ソメイヨシノの満開が待たれます。
檜垣　孝志　最近、平々凡々すぎて、話題がありません。皆さんどうして
　　　　　　いますか・・・・？
・・・国際交流協会の設立を祝して！　
　　　　神野雄太さんホールインワンおめでとうございます。・・・
高橋在錫／永易明洋／上野　剛／大石隆憲／大竹崇夫／岡田浩二／鈴木
雅志／土岐敏勝／近藤充徳／近藤盛文／金田智行／真木泰彦／村上博昭
／村上順一郎
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。

岡田　賢治　年次大会前夜祭、日韓国際交流の夕べに会員皆様ご協力を
　　　　　　お願いします。
有富　正治　一昨日、広瀬公園の桜を見に行きましたが、全く咲いてい
　　　　　　ませんでしたが、この温かさで一気に咲くようです。今週
　　　　　　の日曜頃が最高かも。
後藤　達也　今日は職人魂をかき立ててくれる様な難解な作業をして
　　　　　　おりますので、ドネーションだけ置かせて頂き早退させて
　　　　　　もらいます。すみません。五輪の会の皆様、今晩は宜しくお
　　　　　　願い致します。
加藤　久博　だいぶ暖かくなりました。桜の満開ももうすぐですね。
佐伯　澄男　次期役員が決まりました。伊藤会長はラストスパート、古
　　　　　　川第 1副会長はいよいよスタートですね。頑張って下さい。
福山　　宏　4/7 年次大会での分科会で一人で 30 分位しゃべることに
　　　　　　なります。プレッシャーがたまりません。
徳村　　明　いよいよ春本番となり花見のシーズンとなりました。日本
　　　　　　の桜は世界で有名であり色々な意味で楽しんで下さい。
青野　泰介　先日、ＮＨＫに出ました。いい人と思われています。宜しく
　　　　　　お願い致します。
真鍋　憲夫　春休みも始まり人の移動も多くなりますネ！孫達もまた
　　　　　　帰省して賑やかになりそうです。花見も楽しみです。
近藤　充徳　桜の季節となりました。平成最後の花見がしたい。
宇野　博文　新居浜ライオンズクラブ誌２月号を広島の孫娘に送りま
　　　　　　した。さっそく、喜びの返信がラインで届きました。12 歳の
　　　　　　孫がスマホデビューしたようで、びっくりです。
伊藤　嘉秀　暖かくなってきましたが、まだまだ朝晩冷え込む日もあり
　　　　　　ます。皆さんお身体ご自愛下さい。
石川　　稔　桜花爛漫の時期を迎えます。それにしても今日の花粉はす
　　　　　　ごいですね。
石川　敏則　花見の季節になりました。31 日の日曜日は五分咲きから六分

咲きでしょう。見頃でしょう。
鈴木　雅志　日韓親善国際交流の夕べの成功を祈って。
神野　雄太　2R親善ゴルフ大会、十位の商品いただきました。
塩見　秀晴　H2 年２月に入会して今月から 30 年目に入りました。これ
　　　　　　からも頑張ります。
高橋　尚毅　桜の開花ももうすぐですね。今年は桜の写真を沢山撮って

みたいので、ここぞという場所があればぜひ教えて下さい。
外山　貴一　花粉症がひどい日ですがマスクでしっかり予防していま
　　　　　　す。話しにくいですが宜しくお願い致します。
土岐　敏勝　少しづつ暖かくなりました。私共の孫二人が社会人に成長
　　　　　　しました。
橋田信一郎　本日、娘の卒園式でした。ついこの前生まれたのにもうこ
　　　　　　んなに大きくなったなと感激しました。おてんば娘の面倒
　　　　　　を見てくれた先生方に感謝の気持ちで一杯です。
檜垣　孝志　明日からお伊勢さんです。お参りして来ます。
藤縄　洲二　桜の花が咲き始めました。良い季節です。
松浦　一雄　垣生の弁財天公園や八幡神社の桜が開花を始めました。明
　　　　　　日から 10 日間、毎日花見に挑戦してみようと思います。
古川　貴章　桜も咲き始め暖かくなりました。
・・・桜の開花ももうすぐです。
　　　　　　　良い季節となりましたが、お身体ご自愛下さい。・・・
永易明洋／小野周平／伊藤久門／上野　剛／大石隆憲／近藤盛文／
高橋在錫／中田君江／真木泰彦／村上順一郎／村上博昭／山下邦俊
／大上幸雄

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

3 月第 1 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

3 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 

　               

　春は桜と新芽と共に夢と希望を連れて来る。
とりわけ4月は、新年度、新学期、新入生、新学年に新社会人と「新」
が付く事が多い。
　みんな夢と希望を持って出発する。親元を離れ新天地で一人暮らし
を始める人もいるでしょう。心細く、不安でしょうが、早く環境に慣れて
学業に仕事に頑張ってください。
　周りの大人や先輩たちも新しく希望に満ちた若い芽を摘み取る事無
く、見守って欲しい。
頑張れフレッシュマン。 　　　　　　　　　　　石川 敏則

不在会員
クラブの所在地から転出したり、健康上やその他の理由で規則正しく会合に出席できない会員。
不在会員の資格は６か月ごとに理事会で検討します。

名誉会員
クラブが活動する地域社会に著しく貢献し名誉会員を希望した者、正会員の特権は持たない。
クラブの正会員数の５％を超えてはならない。入会金、地区会費、国際会費は所属クラブが支払う。

優待会員
１５年以上クラブ会員であって、病気、老齢その他クラブが認める正当な理由により
正会員であることを放棄した者。優待会員は、クラブ会費を納入しなければならない。

終身会員
２０年以上クラブの正会員であり、かつクラブ、地域社会、あるいは国際協会に対して
功績が著しい者。又は重病人、あるいは在籍１５年以上で７０歳に達している者は以下
の手続きにより終身会員になることができます。
①所属クラブが協会に推薦　②今後の国際会費全額の代わりにUS＄６５０を所属クラブが納入。
クラブは終身会員に対して適当とみなされる額の会費を課すことができます。
終身会員は正会員のすべての特権が与えられます。


