
4 月第 2 例会〈家族会〉

ドネーショントピックス

伊藤　龍一　記念ゴルフ大会、日韓親善国際交流の夕べ、地区年次大会に
　　　　　　多数ご参加頂き有難うございました。
能瀬　伸一　先日の年次大会お疲れ様でした。また前日の日韓交流では
　　　　　　たくさんの方のご協力、大変有難うございました。
岡田　賢治　年次大会も終わりホッとしています。会長、幹事ご苦労様。
　　　　　　会員皆様もご協力感謝します。
永易　明洋　4 月の月例ゴルフで優勝しました。同伴者の神野さん、宇野
　　　　　　さん、加藤さんのおかげです。有難うございました。
後藤　達也　誕生日のお品有難うございます。4 月 6 日で 49 歳になりま
　　　　　　した。先日の年次大会ゴルフではとび賞をいただき、その夜
　　　　　　には日韓の夕べで司会という大変おいしい役割をいただい
　　　　　　て、いい誕生日になりました。司会を指名して下さった伊藤
　　　　　　会長ごちそうさまでした。
白石　誠一　年次大会お疲れ様でした。
佐伯　澄男　誕生祝いを頂き有難うございます。後藤ライオンと共に 49
　　　　　　歳になりました。
近藤　充徳　4/14 ダブルアクトに選挙とお忙しいと思いますが、献血の
　　　　　　ご協力お願いします。
徳村　　明　元号は令和に決まり未来志向で世の中を進めていくことに
　　　　　　なるでしょう。日韓交流も政治とは別に良かったと思います。
真鍋　憲夫　第 65 回地区年次大会出席できず申し訳ございませんでし
　　　　　　た。年号も変わりお札も新しくなるようですね。新入生の門
　　　　　　出を祝して！
有富　正治　地区年次大会も終わりました。執行部の皆様お疲れ様でした。
加藤　久博　年次大会ゴルフ参加しました。同伴メンバーの皆様ありが
　　　　　　とうございました。
伊藤　嘉秀　皆様、地区年次大会と記念ゴルフ、日韓交流の夕べとお疲れ
　　　　　　様でした。今年は出席とお手伝いが出来ず申し訳ありませ
　　　　　　んでした。
石川　　稔　3 月は別れの季節。4 月は出会いの季節。何はともあれ皆さ
　　　　　　んご自愛下さい。
青野　泰介　4月になって、新しい気分なのですが、なんとも体調がすぐ
　　　　　　れません。皆様ご自愛下さい。
伊藤　久門　日増しに暖かくなり、春の訪れを嬉しく思います。皆様季節
　　　　　　の変わり目、ご自愛頂き健やかにおすごし下さい。神野さん
　　　　　　ホールインワンおめでとうございます。石川 稔さんおめで
　　　　　　とうございます。
松浦　一雄　今年も桜を一杯見ました。桜に感謝です。
宇野　博文　花粉のスギが終わったのですが、ヒノキと黄砂で目がかわ
　　　　　　く、しょぼしょぼの毎日です。5月連休まで頑張ります。
高橋　尚毅　4 月 20 日の家族会でカクテルを作るという大役をいただき
　　　　　　日々考えてます。皆様に喜んでもらえる様にがんばります！
神野　雄太　年次大会ゴルフ７０位賞品いただきました。
福山　　宏　年次大会が終わりホッとするところが大どんでん返し。私
　　　　　　は継続となるのか？不安です。
譽田　幸弘　４月 14 日（日）第 3回献血・献眼を実施します。沢山の皆　
　　　　　　様の参加を宜しくお願い致します。
古川　貴章　地区年次大会お疲れ様でした。天気が良くて良かったです。
塩見　秀晴　日韓交流、年次大会お疲れ様でした。前代未聞のことが起こ
　　　　　　りましたね。
鈴木　雅志　日韓親善国際交流の夕べ、無事終了。短い時間でしたが友好
　　　　　　を高めることが出来ました。会長他役員の皆様ご苦労様で
　　　　　　した。

4 月第 1 例会
奥嶋啓一郎　地区年次大会に参加してきました。新しい発見が沢山有り
　　　　　　有意義な時間を過ごせました。
小野　周平　先日の地区年次大会お疲れ様でした。妻が季節外れのイン
　　　　　　フルエンザにかかりました。暖かくなってますが、まだまだ
　　　　　　ご自愛下さい。
村上　博昭　先日の地区年次大会皆様大変お疲れ様でした。
橋田信一郎　月曜日に娘が小学校に入学しました。先日仲良し友達と涙
　　　　　　の別れだったのに、もう新しい友達が出来たようです。子ど
　　　　　　もの新しい場所に溶け込む能力にびっくりしました。私も
　　　　　　見習わなければと思いました。
・・・地区年次大会、日韓国際交流の夕べご参加大変ご苦労様でした。・・・
檜垣孝志／真木泰彦／大石隆憲／近藤盛文／上野　剛／山下邦俊
大竹　崇夫　仕事のため早退します。申し訳ございません。
大上　幸雄　本日は遅刻をして申し訳ございませんでした。

伊藤　龍一　平成最後の例会、家族会に多数ご参加頂きありがとうござ
　　　　　　います。新元号の令和の時代も平和で健やかな時代になり
　　　　　　ます様に！！
能瀬　伸一　家族会の成功を祝して！！
岡田　賢治　脅威は家族会です。天気も良いし楽しくやりましょう。
後藤　達也　今日の家族会楽しんで下さい。
大竹　崇夫　家族会の設営有難うございます。計画財務委員会の皆さん
　　　　　　に感謝致します。
徳村　　明　平成最後の例会We Serve
佐伯　澄男　家族会の設営お疲れ様です。
青野　泰介　家族会、良い天気になりましたね。後藤委員長の日頃の行
　　　　　　いです。楽しく過ごしましょう。
宇野　博文　計画財務委員会の皆さん本日の家族会の対応ご苦労様です。
　　　　　　楽しみにしています。
塩見　秀晴　家族会は楽しくやりましょう。
神野　雄太　計画財務委員会、ご苦労様です。
檜垣　孝志　焼肉パーティー、役員の皆様ご苦労様です。
藤縄　洲二　家族会良い天気で良かったです！
村上順一郎　家族会楽しんで下さい。
山下　邦俊　家族会お世話になります。
大上　幸雄　後藤委員長を始め計画財務委員会の皆様設営ご苦労様です。
譽田　幸弘　家族 3人で参加です。宜しくお願い致します。
鈴木　雅志　平成最後の新居浜ライオンズクラブ家族会、会長中心に大
　　　　　　いに楽しみましょう。
古川　貴章　計画財務委員会さんお疲れ様。
真鍋　憲夫　平成最後の家族会を晴天の下で楽しみましょう。
松浦　一雄　長い桜を楽しんだ後、車に向かって沢山手を振り替えした
　　　　　　1週間でした。
・・・平成最後の家族会です。皆さん楽しんで下さい・・・
橋田信一郎／真木泰彦／小野周平／伊藤久門／金田智行／加藤久博／高
橋在錫
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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

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 

　         

　天皇陛下の御退位により、これからも平和で明るい社会であってほ
しいという願いを込めて、「平成」から「令和」へと大きく年号が改元され
ました。
　今月からまた学校歯科検診も始まり、新入生との出会いが楽しみで
す。どうか学校生活を有意義に送り、友情を育て末永く付き合ってほし
い。
今月号でこの記事の私の分担も終えることになります。
大変お世話になりました。　　感謝　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　眞鍋 憲夫

賛助会員
クラブの正会員として全面的に活動できないが、クラブとその奉仕活動を支持しており、クラ
ブへの賛助を希望する地域社会において優れた人物。
クラブ代議員数算出の対象になります。

転籍会員
他のクラブを退会したか、退会予定の会員は、前所属クラブを退会して 12 か月以内で転籍
クラブの理事会に承認されること。

再入会員
グットスタンディングで退会した会員は誰でも、12 か月以内であればクラブ
の理事会の承認を得て再入会できます。12 か月を越えた場合は、入会金
US＄35 を払う義務があります。

家族会員プログラム
2007 年から適用されており、一人目の家族会員（世帯主）は半期分国際
会費を全額支払い、二人目から五人目までの家族会員は、半期分国際会費
を半額支払います。有資格の家族会員は正会員としてすべての権利と権限を
持ちます。



ゾーン・地区・国際協会の動き

５月２５日（土）13:00 ～　レイグラッツェふじ
　ライオンズクエストセミナー
５月２６日（日）　総社市スポーツセンター 
　３３６複合地区 第６５回 年次大会

行  事  予  定
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2 N i i h a m a  L i o n s  C l u b

 4 月 理事・委員長会
4月 8日（月）1８：３０～ 商工会館3F
●会長挨拶　伊藤龍一会長
●審議事項
１．新会員について
２．会員退会（川嶋理之）に伴う記念品１万円贈呈、１年間会報送
　付について
３．１Ｚ合同ラッパ会登録料について　7,000 円 (3,500×2 名 )　
４．次期地区委員研修会登録料について　
　10,000 円　4月28日
５．会長アクト決算報告について
６．第３回愛リバー･愛ロード予算案について
７．第３回献血･献眼予算案について
８．事務局冷蔵庫修理代拠出について
　（コンプレッサー部品交換）　12,744 円　（税込）
９．委員会開催日の変更について　
・会員会則委員会　５月１日（水）→ ８日（金）11:45 ～ ユアーズ
・環境保全委員会　５月６日（月）→ ４月２２日（月）18:30 ～ 事務局
・計画財務委員会　５月７日（火）18:30 ～ → 18:00 ～ 事務局
●報告事項
１．第１６回キャビネット内局会議
　４月３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
２．平成３１年春の全国交通安全運動「人の輪作戦」
　４月５日（金）10:30 ～ 平形橋北側歩道
　参加者：L伊藤龍一、L後藤達也、L白石誠一、L土岐計一
３．第６５回 336-A 地区年次大会 　４月６日（土） 
・記念ゴルフ大会　　今治カントリー倶楽部　参加者１２名
　参加者：L岡田賢治、L新田久司、L後藤達也、L伊藤龍一、　
　L大石隆憲、L村上博昭、L古川貴章、L青野泰介、L神野雄太、
　L宇野博文、L永易明洋、L加藤久博
・前夜祭 日韓親善国際交流の夕べ
　４月６日（土）　18:30 ～　ユアーズ　参加者２０名
　参加者：L 青野泰介、L 天野　淳、L 伊藤龍一、L 宇野博文、
　L大上幸雄、L岡田賢治、L奥嶋啓一郎、L小野周平、L後藤達也、
　L近藤充徳、L塩見秀晴、L白石誠一 L鈴木雅志、L外山貴一、
　L徳村　明、L能瀬伸一、L橋田信一朗、L福山　宏、L古川貴章、
　L山下邦俊
・第 65回 336-A 地区年次大会式典
　４月７日（日） １１：００～　西条市総合文化会館　参加者２５名
　参加者：L 青野泰介、L 天野　淳、L 有富正治、L 石川敏則、
　L伊藤龍一、L宇野博文、　L大竹崇夫、L岡田賢治、L奥嶋啓
　一郎、L 小野周平、L 後藤達也、L 近藤充徳、L 近藤盛文、L
　佐伯澄男、L塩見秀晴、L白石誠一、L外山貴一、L能瀬伸一、
　L橋田信一朗、L福山　宏、L藤縄洲二、L古川貴章、L村上博昭、
　L山口　泰、L山下邦俊
４．第３回愛リバー・愛ロード清掃奉仕
　４月１４日（日）7:00～ 商工会館周辺

・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会　   ５月　７日（火）18:30 ～　商工会館 3F
５月第 1例会　  　５月　８日（水）12:15 ～　ユアーズ
５月第２例会　  　５月２２日（水）12:15 ～　ユアーズ
・委員会
計画財務委員会　  ５月　７日（火）18:00 ～　事務局
会員会則委員会　  ５月　８日（水）11:45 ～　ユアーズ
保健福祉委員会　  ５月１６日（木）18:30 ～　事務局
出席大会委員会　  ５月２３日（木）18:30 ～　事務局　
青少年委員会　　  ５月２８日（火）18:30 ～　事務局
環境保全委員会　  ４月２２日（月）18:30 ～　開催済
MC広報委員会　  ４月２６日（木）18:30 ～　開催済
・クラブ・その他行事予定
　なし
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　５月１２日（日）  　　　　      新居浜ＣＣ
　（神野雄太さんホールインワンコンペ）　　　
囲碁部会　　　　未定
つれづれの会　　６月開催予定　    
くらげの会　　　５月１５日（水）18:30 ～　　　太助
スポーツ部会　　５月１０･２４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

５月 誕生日おめでとうございます
有富正治、宇野博文、鈴木雅志、村上博昭

５月 結婚記念日おめでとうございます
石川　稔、大上幸雄、大竹崇夫、神野雄太
徳村　明、福山　宏、古川貴章、真木泰彦

4月 7 日(土)　　今治CC
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■開会ゴング
■会長挨拶　伊藤龍一会長
■審議事項　なし
■幹事報告
・報告事項
１．第３回愛リバー・愛ロード清掃奉仕
　４月１４日（日）7:00～ 商工会館周辺　（参加者）２７名
　L伊藤龍一、L古川貴章、L能瀬伸一、L青野泰介、L塩見秀晴、
　L藤縄洲二、L檜垣孝志、L後藤達也、L加藤久博、L石川　稔、
　L天野　淳、L小野周平、L真鍋憲夫、L金田智行、L伊藤久門、
　L 譽田幸弘、L 近藤充徳、L 田村征夫、L 宇野博文、L 橋田
　信一朗、L高橋在錫、L土岐計一、L大石隆憲、L徳村　明、
　L福山　宏、L村上順一郎、L外山貴一
２．第３回献血・献眼登録奉仕活動
　４月１４日（日）10:00 ～ イオンモール駐車場
　（献血者） 受付者：１４９名、採血者：１２９名、不採血者　２０
　名、（献眼登録者）３３名、（骨髄バンク登録者）１３ 名　
　（臓器提供意志カード配布数）２５０ 枚
　L伊藤龍一、L古川貴章、Ｌ伊藤嘉秀、L能瀬伸一、L檜垣孝志、
　L 後藤達也、L 石川　稔、L 奥嶋啓一郎、L 小野周平、L 金
　田智行、L譽田幸弘、L近藤充徳、Ｌ田村征夫、L宇野博文、
　L橋田信一朗、L外山貴一　　（参加者） １６名
３．第１７回キャビネット内局会議
　４月１６日（火）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
４．１Ｚ合同ラッパ会
　４月１７日（木）19:00 ～ ユアーズ
　出席者：古川貴章第一副会長、天野 淳副幹事
５．４月２７日（土）～５月６日（月）の間、事務局をお休みさせて
　頂きます。
■委員会報告　なし
■その他　なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■出席報告　
　会員数５６名、出席４０名、欠席１６名、出席率 71.4％

　近年私たち社会を取り巻く環境
は、人口減少に伴う働き手の減
少や高齢化にともない様々な業種
に於いて、人材不足またその育
成が問題となっています。
　そのような中、新居浜市でも外

国人労働者の重要は高まる一途を辿っています。
　現在、市が把握しているだけでも 1000 名を超
える海外の人たちが働き暮らしています。
　その人たちの多くは、異国の地で慣れない文化
や習慣が違う社会環境で日々困惑しながら生活し
ています。
　また受け入れている地域社会も同じく諸問題を
抱えて生活をしています。
　そのような両者の架け橋となりコミュニティーの一
助となる新居浜市国際交流協会が、この４月より行
政の働きかけのもと設立することになりました。
　この協会の設立は、これからの新居浜市の発
展、安心安全なまちづくりの観点に於いても必要
不可欠な分野だと思い、ライオンズクラブの活動が
奉仕、国の福祉、国際親善、世界平和を理念に
行っている社会奉仕団体であること、またライオン
ズクラブの考えである、友愛と相互理解の精神にも
通じている事から私のライオンズクラブに対する考
えとも共鳴してこの度、会長アクティビティとして、
事務備品及び案内サインを寄贈致しました。

会長アクティビティ
　新居浜市国際交流協会設立、事務備品等寄贈

会　長 伊 藤  龍 一　　　

■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥56,000
■閉会ゴング
■家族会

５．第３回献血・献眼登録奉仕活動
　４月１４日（日）10:00 ～ イオンモール駐車場
６．１Ｚ合同ラッパ会　４月１７日（木）19:00 ～ ユアーズ
　出席者：古川貴章第一副会長、天野淳副幹事
●委員会報告
計画財務委員会
　家族会　４月２０日（土）マリンパークご参加お願いします。
ＭＣ広報委員会
　原稿締切について
保健福祉委員会
　４月１４日（日）献血・献眼宜しくお願いします。
環境保全委員会
　４月１４日（日）愛リバー・愛ロード清掃奉仕参加お願いします。

寄贈品
事務机４台、椅子４脚、キャビネット１台
ローカウンター１台、ミーティングチェアー 4 脚
案内サイン１式
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■開会ゴング
■会長挨拶　伊藤龍一会長
■審議事項　なし
■幹事報告
・報告事項
１．第３回愛リバー・愛ロード清掃奉仕
　４月１４日（日）7:00～ 商工会館周辺　（参加者）２７名
　L伊藤龍一、L古川貴章、L能瀬伸一、L青野泰介、L塩見秀晴、
　L藤縄洲二、L檜垣孝志、L後藤達也、L加藤久博、L石川　稔、
　L天野　淳、L小野周平、L真鍋憲夫、L金田智行、L伊藤久門、
　L 譽田幸弘、L 近藤充徳、L 田村征夫、L 宇野博文、L 橋田
　信一朗、L高橋在錫、L土岐計一、L大石隆憲、L徳村　明、
　L福山　宏、L村上順一郎、L外山貴一
２．第３回献血・献眼登録奉仕活動
　４月１４日（日）10:00 ～ イオンモール駐車場
　（献血者） 受付者：１４９名、採血者：１２９名、不採血者　２０
　名、（献眼登録者）３３名、（骨髄バンク登録者）１３ 名　
　（臓器提供意志カード配布数）２５０ 枚
　L伊藤龍一、L古川貴章、Ｌ伊藤嘉秀、L能瀬伸一、L檜垣孝志、
　L 後藤達也、L 石川　稔、L 奥嶋啓一郎、L 小野周平、L 金
　田智行、L譽田幸弘、L近藤充徳、Ｌ田村征夫、L宇野博文、
　L橋田信一朗、L外山貴一　　（参加者） １６名
３．第１７回キャビネット内局会議
　４月１６日（火）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
４．１Ｚ合同ラッパ会
　４月１７日（木）19:00 ～ ユアーズ
　出席者：古川貴章第一副会長、天野 淳副幹事
５．４月２７日（土）～５月６日（月）の間、事務局をお休みさせて
　頂きます。
■委員会報告　なし
■その他　なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■出席報告　
　会員数５６名、出席４０名、欠席１６名、出席率 71.4％

日韓親善国際交流の夕べ
幹　事 能 瀬  伸 一　　　　　　　　　開催日：平成３１年４月６日（土）　場所：ユアーズ　

地区ガバナーズアワード　　　　新居浜ライオンズクラブ
◆クラブ表彰　（対象期間 2018 年 2 月～ 2019 年 1 月末）
○ 事業資金獲得賞　　　　　　　銀 賞　　　　
○ 公式行事出席優秀賞　　　　　銅 賞
○ クラブ会報誌優秀賞　　　　　銅 賞
○ 保健福祉賞
　  ・献眼協力部門　　　　　　　努力賞　　　　・臓器提供意思表示カード　　　優秀賞
　  ・献血協力部門　　　　　　　努力賞　　　　・骨髄バンク・骨髄提供部門　　優秀賞
○ 海外クラブとの姉妹クラブの締結　　特別友好賞
○ 同好会優秀賞　　　　　　　　
国際会長感謝状受賞者
　福山　宏　MC･ライオンズ情報・地区誌・大会参加委員長　　

　去る４月６日（土）、翌日開催さ
れる第６５回地区年次大会の前夜
祭として、大韓民国の３５４－D 地
区より丁老鎭（チョン・ノジン）総
裁をはじめとする３１名の訪問団を
迎え、日韓合わせて１３８名の参加

者にて「日韓親善国際交流の夕べ」がユアーズで
行われました。
　この交流会は、道前キャビネットより新居浜ＬＣに
設えを託され、我々が全ての設営を取り仕切って行
われました。開催前の３週間ほど、何かと大変では
ありましたが、クラブメンバーの方々のご協力により、
概ね無事に、また盛況のうちに終えることが出来ま
した。
参加、お手伝いくださった全てのメンバーに心から
感謝申し上げたいと思います。誠にありがとうござ

いました！
　いつもの年なら、「一泊二日の旅行」気分（私だ
けかな？）で参加する年次大会も今期は２Ｒでの開
催ということもあり、例年とは違った地区年次大会と
なりました。私も例年のように、ツアコンよろしく、美
味しい店を探し、楽しい二次会も設けたりしたかっ
たです。（笑）しかし、終わってみれば、次は１０
年くらい先と思われる“地元開催”や、更には日韓
交流会の取り仕切りを任されるなど、なかなか経験
出来ないことをさせて頂いたのだから、これはこれ
で良かったのだと、今は思っています。
　次回は松山の地で開催されます（たぶん）。次
回も比較的近い開催地ですが、前日から現地に乗
り込み、メンバーで懇親を深め、ちょっぴり“旅行
気分”で参加出来ることを今から楽しみにしていま
す。

■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥56,000
■閉会ゴング
■家族会

第65回336-A地区年次大会参加報告
副 幹 事　天  野  　淳　　　　　　開催日：平成３１年４月７日（日）　開催地：西条市総合文化会館

　本年度、西条の地にて行われま
した 336-A 地区年次大会に参加
してきました。
　前日には記念ゴルフと日韓親善
国際交流の夕べが開催されまし
た。前日の模様は、別述の記事を

御参照ください。
　７日は前日の懇親会での二日酔いの伊藤龍一会
長、能瀬伸一幹事、古川貴章第一副会長をお迎
えにあがり、午前８時前には会場であります西条市
総合文化会館に到着しました。
　そういう私も花粉症の薬がへんに効きすぎて体調
最悪での参加でした。
　受付を済ませ、指名選挙と代議員分
科会へ参加してきました。
　４月７日は県議会議員選挙投票日でも
ありましたので私、本日２回目の投票をし
ました。
　分科会では、第３分科会へ参加しこれ
まで行われた事業について３例ご報告が
ありましたが、その中でも児童朗読大会

のの発表内容が大変すばらしいと思いました。
　代議員総会では、例年にないことが起こりました
が気になる方は個人的にお聞きください。

　懇親会ではお昼ご飯に合わせてお弁
当、おかず、おつまみがあり、ビール
やお酒も提供され、参加した方々の懇
親を深めることができたと思います。
　次は５月行われる複合年次大会に参
加してまいります。
以上、ご報告いたします。
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ラッパ会に参加して
副幹事 天  野 　淳　　　開催日：平成 31 年 4 月 17 日（水）　場所：ユアーズ

　４月１４日日曜日、新居浜イオン
の駐車場において、新居浜ライオ
ンズクラブメインアクトである献血献
眼が行われました。新居浜ライオ
ンズクラブが実施する平成最後の
献血献眼を、保健福祉委員長と
いう立場で参加できたことに感謝し、

また、貴重な日曜日に多くのメンバーが参加して下
さったことに感謝いたします。
　当日は、１０時の受付開始から多くの人が献血に
訪れていただきました。私事ではありますが、今年
の２月に妻が悪性腫瘍の手術を受けました。献血
で集まった血液の多くは悪性腫瘍の治療に使用さ

れているそうで、私の妻は幸い輸血を行わなかっ
たのですが、献血の大切さをあらためて感じ、多
くの皆様が献血に来て下さっている姿を見て、皆
様の愛情、優しさに感動を覚えました。
　午後からは心配していた天候が悪化し、大雨に
なってしまいましたが、それでも多くの人が献血に
来て下さいました。本当に感謝いたします。
　第３回献血献眼、献血受付者１４９名、献血者
１２９名、不採血者２０名、骨髄バンク登録者１３名、
アイバンク登録者３３名、メンバー参加者１６名とい
う結果となりました。献血に来て下さった皆様、お
忙しい中参加して下さったメンバーの皆様、本当
にありがとうございました。

第3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３１年４月１４日（日）10:00 ～　場所：イオンモール新居浜

■開会ゴング
■会長挨拶　伊藤龍一会長
■審議事項　なし
■幹事報告
・報告事項
１．第３回愛リバー・愛ロード清掃奉仕
　４月１４日（日）7:00～ 商工会館周辺　（参加者）２７名
　L伊藤龍一、L古川貴章、L能瀬伸一、L青野泰介、L塩見秀晴、
　L藤縄洲二、L檜垣孝志、L後藤達也、L加藤久博、L石川　稔、
　L天野　淳、L小野周平、L真鍋憲夫、L金田智行、L伊藤久門、
　L 譽田幸弘、L 近藤充徳、L 田村征夫、L 宇野博文、L 橋田
　信一朗、L高橋在錫、L土岐計一、L大石隆憲、L徳村　明、
　L福山　宏、L村上順一郎、L外山貴一
２．第３回献血・献眼登録奉仕活動
　４月１４日（日）10:00 ～ イオンモール駐車場
　（献血者） 受付者：１４９名、採血者：１２９名、不採血者　２０
　名、（献眼登録者）３３名、（骨髄バンク登録者）１３ 名　
　（臓器提供意志カード配布数）２５０ 枚
　L伊藤龍一、L古川貴章、Ｌ伊藤嘉秀、L能瀬伸一、L檜垣孝志、
　L 後藤達也、L 石川　稔、L 奥嶋啓一郎、L 小野周平、L 金
　田智行、L譽田幸弘、L近藤充徳、Ｌ田村征夫、L宇野博文、
　L橋田信一朗、L外山貴一　　（参加者） １６名
３．第１７回キャビネット内局会議
　４月１６日（火）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
４．１Ｚ合同ラッパ会
　４月１７日（木）19:00 ～ ユアーズ
　出席者：古川貴章第一副会長、天野 淳副幹事
５．４月２７日（土）～５月６日（月）の間、事務局をお休みさせて
　頂きます。
■委員会報告　なし
■その他　なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■出席報告　
　会員数５６名、出席４０名、欠席１６名、出席率 71.4％

■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥56,000
■閉会ゴング
■家族会

愛リバー・愛ロード清掃奉仕お疲れ様でした
環境保全委員長 高 橋  在 錫　日時：平成３１年４月１４日（日）7:00 ～　場所：商工会館周辺

　４月１４日（日曜日）、第３回愛リ
バー愛ロード清掃作業を行いまし
た。
　数日前からずっと雨の予報が続
いていましたので「小雨決行大雨
中止」ということに決めていました。

　それでも人それぞれ雨の感覚も違いますから、
おにぎりや飲み物の準備もそこそこにしかできませ
んでした。
　そして当日。幸運にもくもり。２７名もの参加があ
りました。慌てて足りない分を買い出しに走ったわ
けです。

　今回も清掃場所は商工会議所の周辺。どうした
具合か前回よりとても汚れていて用意していたごみ
袋をすべて使ってしまったほどです。

　土手の草も道路にはみ出しハサミで刈っていく作業
をしました。雨が降り出さぬ間にという気持ちもありまし
たから皆さんてきぱきと動いてくれましたので、一時間
程で見違えるほどきれいになりました。
　本当にごくろうさま。ご協力有難うございました。
この後、本当はイオンへ献血献眼の応援に行かなけ
ればならなかったのですが、環境の仕事で燃焼しきっ
た私は趣味の釣りに出かけました。雨の中まずまずの
釣果だったことをご報告しておきます。

　新居浜中央ライオンズさん主催の
ラッパ会に参加してきました。
　初めてということもあり会議の趣
旨を聞いていると、長年続くスピー
チを主体とした会とのことでした。
　毎月一度、中央ライオンズさんで

開催されているそうです。
　そして、年１回、ゾーン内で呼びかけて合同開
催されているもので、ライオンズメンバーなら急に振
られてもある程度のスピーチはできるようになろうとい
うことです。
　当日は市内４クラブから 20 名
を超える方々が出席し、２時間
という時間内で全員がスピーチ
を行いました。
　持ち時間は３分 /１人というこ
とでしたが、その通りにできた

人は少なかったです。
　私もスピーチをさせていただきましたが、時間を
気にしながらも５分ちょっとしゃべっていました。
なかなかうまくいかないものです。
　古川第一副会長もやはり５分程度話されておりま
した。スピーチの難しさを実感したひと時でした。
まだまだ修行が足りません。
これからも精進したいと思いました。
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ラッパ会に参加して
副幹事 天  野 　淳　　　開催日：平成 31 年 4 月 17 日（水）　場所：ユアーズ

　４月１４日日曜日、新居浜イオン
の駐車場において、新居浜ライオ
ンズクラブメインアクトである献血献
眼が行われました。新居浜ライオ
ンズクラブが実施する平成最後の
献血献眼を、保健福祉委員長と
いう立場で参加できたことに感謝し、

また、貴重な日曜日に多くのメンバーが参加して下
さったことに感謝いたします。
　当日は、１０時の受付開始から多くの人が献血に
訪れていただきました。私事ではありますが、今年
の２月に妻が悪性腫瘍の手術を受けました。献血
で集まった血液の多くは悪性腫瘍の治療に使用さ

れているそうで、私の妻は幸い輸血を行わなかっ
たのですが、献血の大切さをあらためて感じ、多
くの皆様が献血に来て下さっている姿を見て、皆
様の愛情、優しさに感動を覚えました。
　午後からは心配していた天候が悪化し、大雨に
なってしまいましたが、それでも多くの人が献血に
来て下さいました。本当に感謝いたします。
　第３回献血献眼、献血受付者１４９名、献血者
１２９名、不採血者２０名、骨髄バンク登録者１３名、
アイバンク登録者３３名、メンバー参加者１６名とい
う結果となりました。献血に来て下さった皆様、お
忙しい中参加して下さったメンバーの皆様、本当
にありがとうございました。

第3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３１年４月１４日（日）10:00 ～　場所：イオンモール新居浜

■開会ゴング
■会長挨拶　伊藤龍一会長
■審議事項　なし
■幹事報告
・報告事項
１．第３回愛リバー・愛ロード清掃奉仕
　４月１４日（日）7:00～ 商工会館周辺　（参加者）２７名
　L伊藤龍一、L古川貴章、L能瀬伸一、L青野泰介、L塩見秀晴、
　L藤縄洲二、L檜垣孝志、L後藤達也、L加藤久博、L石川　稔、
　L天野　淳、L小野周平、L真鍋憲夫、L金田智行、L伊藤久門、
　L 譽田幸弘、L 近藤充徳、L 田村征夫、L 宇野博文、L 橋田
　信一朗、L高橋在錫、L土岐計一、L大石隆憲、L徳村　明、
　L福山　宏、L村上順一郎、L外山貴一
２．第３回献血・献眼登録奉仕活動
　４月１４日（日）10:00 ～ イオンモール駐車場
　（献血者） 受付者：１４９名、採血者：１２９名、不採血者　２０
　名、（献眼登録者）３３名、（骨髄バンク登録者）１３ 名　
　（臓器提供意志カード配布数）２５０ 枚
　L伊藤龍一、L古川貴章、Ｌ伊藤嘉秀、L能瀬伸一、L檜垣孝志、
　L 後藤達也、L 石川　稔、L 奥嶋啓一郎、L 小野周平、L 金
　田智行、L譽田幸弘、L近藤充徳、Ｌ田村征夫、L宇野博文、
　L橋田信一朗、L外山貴一　　（参加者） １６名
３．第１７回キャビネット内局会議
　４月１６日（火）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
４．１Ｚ合同ラッパ会
　４月１７日（木）19:00 ～ ユアーズ
　出席者：古川貴章第一副会長、天野 淳副幹事
５．４月２７日（土）～５月６日（月）の間、事務局をお休みさせて
　頂きます。
■委員会報告　なし
■その他　なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■出席報告　
　会員数５６名、出席４０名、欠席１６名、出席率 71.4％

■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥56,000
■閉会ゴング
■家族会

愛リバー・愛ロード清掃奉仕お疲れ様でした
環境保全委員長 高 橋  在 錫　日時：平成３１年４月１４日（日）7:00 ～　場所：商工会館周辺

　４月１４日（日曜日）、第３回愛リ
バー愛ロード清掃作業を行いまし
た。
　数日前からずっと雨の予報が続
いていましたので「小雨決行大雨
中止」ということに決めていました。

　それでも人それぞれ雨の感覚も違いますから、
おにぎりや飲み物の準備もそこそこにしかできませ
んでした。
　そして当日。幸運にもくもり。２７名もの参加があ
りました。慌てて足りない分を買い出しに走ったわ
けです。

　今回も清掃場所は商工会議所の周辺。どうした
具合か前回よりとても汚れていて用意していたごみ
袋をすべて使ってしまったほどです。

　土手の草も道路にはみ出しハサミで刈っていく作業
をしました。雨が降り出さぬ間にという気持ちもありまし
たから皆さんてきぱきと動いてくれましたので、一時間
程で見違えるほどきれいになりました。
　本当にごくろうさま。ご協力有難うございました。
この後、本当はイオンへ献血献眼の応援に行かなけ
ればならなかったのですが、環境の仕事で燃焼しきっ
た私は趣味の釣りに出かけました。雨の中まずまずの
釣果だったことをご報告しておきます。

　新居浜中央ライオンズさん主催の
ラッパ会に参加してきました。
　初めてということもあり会議の趣
旨を聞いていると、長年続くスピー
チを主体とした会とのことでした。
　毎月一度、中央ライオンズさんで

開催されているそうです。
　そして、年１回、ゾーン内で呼びかけて合同開
催されているもので、ライオンズメンバーなら急に振
られてもある程度のスピーチはできるようになろうとい
うことです。
　当日は市内４クラブから 20 名
を超える方々が出席し、２時間
という時間内で全員がスピーチ
を行いました。
　持ち時間は３分 /１人というこ
とでしたが、その通りにできた

人は少なかったです。
　私もスピーチをさせていただきましたが、時間を
気にしながらも５分ちょっとしゃべっていました。
なかなかうまくいかないものです。
　古川第一副会長もやはり５分程度話されておりま
した。スピーチの難しさを実感したひと時でした。
まだまだ修行が足りません。
これからも精進したいと思いました。
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■開会ゴング
■会長挨拶　伊藤龍一会長
■審議事項　なし
■幹事報告
・報告事項
１．第３回愛リバー・愛ロード清掃奉仕
　４月１４日（日）7:00～ 商工会館周辺　（参加者）２７名
　L伊藤龍一、L古川貴章、L能瀬伸一、L青野泰介、L塩見秀晴、
　L藤縄洲二、L檜垣孝志、L後藤達也、L加藤久博、L石川　稔、
　L天野　淳、L小野周平、L真鍋憲夫、L金田智行、L伊藤久門、
　L 譽田幸弘、L 近藤充徳、L 田村征夫、L 宇野博文、L 橋田
　信一朗、L高橋在錫、L土岐計一、L大石隆憲、L徳村　明、
　L福山　宏、L村上順一郎、L外山貴一
２．第３回献血・献眼登録奉仕活動
　４月１４日（日）10:00 ～ イオンモール駐車場
　（献血者） 受付者：１４９名、採血者：１２９名、不採血者　２０
　名、（献眼登録者）３３名、（骨髄バンク登録者）１３ 名　
　（臓器提供意志カード配布数）２５０ 枚
　L伊藤龍一、L古川貴章、Ｌ伊藤嘉秀、L能瀬伸一、L檜垣孝志、
　L 後藤達也、L 石川　稔、L 奥嶋啓一郎、L 小野周平、L 金
　田智行、L譽田幸弘、L近藤充徳、Ｌ田村征夫、L宇野博文、
　L橋田信一朗、L外山貴一　　（参加者） １６名
３．第１７回キャビネット内局会議
　４月１６日（火）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
４．１Ｚ合同ラッパ会
　４月１７日（木）19:00 ～ ユアーズ
　出席者：古川貴章第一副会長、天野 淳副幹事
５．４月２７日（土）～５月６日（月）の間、事務局をお休みさせて
　頂きます。
■委員会報告　なし
■その他　なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■出席報告　
　会員数５６名、出席４０名、欠席１６名、出席率 71.4％

日韓親善国際交流の夕べ
幹　事 能 瀬  伸 一　　　　　　　　　開催日：平成３１年４月６日（土）　場所：ユアーズ　

地区ガバナーズアワード　　　　新居浜ライオンズクラブ
◆クラブ表彰　（対象期間 2018 年 2 月～ 2019 年 1 月末）
○ 事業資金獲得賞　　　　　　　銀 賞　　　　
○ 公式行事出席優秀賞　　　　　銅 賞
○ クラブ会報誌優秀賞　　　　　銅 賞
○ 保健福祉賞
　  ・献眼協力部門　　　　　　　努力賞　　　　・臓器提供意思表示カード　　　優秀賞
　  ・献血協力部門　　　　　　　努力賞　　　　・骨髄バンク・骨髄提供部門　　優秀賞
○ 海外クラブとの姉妹クラブの締結　　特別友好賞
○ 同好会優秀賞　　　　　　　　
国際会長感謝状受賞者
　福山　宏　MC･ライオンズ情報・地区誌・大会参加委員長　　

　去る４月６日（土）、翌日開催さ
れる第６５回地区年次大会の前夜
祭として、大韓民国の３５４－D 地
区より丁老鎭（チョン・ノジン）総
裁をはじめとする３１名の訪問団を
迎え、日韓合わせて１３８名の参加

者にて「日韓親善国際交流の夕べ」がユアーズで
行われました。
　この交流会は、道前キャビネットより新居浜ＬＣに
設えを託され、我々が全ての設営を取り仕切って行
われました。開催前の３週間ほど、何かと大変では
ありましたが、クラブメンバーの方々のご協力により、
概ね無事に、また盛況のうちに終えることが出来ま
した。
参加、お手伝いくださった全てのメンバーに心から
感謝申し上げたいと思います。誠にありがとうござ

いました！
　いつもの年なら、「一泊二日の旅行」気分（私だ
けかな？）で参加する年次大会も今期は２Ｒでの開
催ということもあり、例年とは違った地区年次大会と
なりました。私も例年のように、ツアコンよろしく、美
味しい店を探し、楽しい二次会も設けたりしたかっ
たです。（笑）しかし、終わってみれば、次は１０
年くらい先と思われる“地元開催”や、更には日韓
交流会の取り仕切りを任されるなど、なかなか経験
出来ないことをさせて頂いたのだから、これはこれ
で良かったのだと、今は思っています。
　次回は松山の地で開催されます（たぶん）。次
回も比較的近い開催地ですが、前日から現地に乗
り込み、メンバーで懇親を深め、ちょっぴり“旅行
気分”で参加出来ることを今から楽しみにしていま
す。

■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥56,000
■閉会ゴング
■家族会

第65回336-A地区年次大会参加報告
副 幹 事　天  野  　淳　　　　　　開催日：平成３１年４月７日（日）　開催地：西条市総合文化会館

　本年度、西条の地にて行われま
した 336-A 地区年次大会に参加
してきました。
　前日には記念ゴルフと日韓親善
国際交流の夕べが開催されまし
た。前日の模様は、別述の記事を

御参照ください。
　７日は前日の懇親会での二日酔いの伊藤龍一会
長、能瀬伸一幹事、古川貴章第一副会長をお迎
えにあがり、午前８時前には会場であります西条市
総合文化会館に到着しました。
　そういう私も花粉症の薬がへんに効きすぎて体調
最悪での参加でした。
　受付を済ませ、指名選挙と代議員分
科会へ参加してきました。
　４月７日は県議会議員選挙投票日でも
ありましたので私、本日２回目の投票をし
ました。
　分科会では、第３分科会へ参加しこれ
まで行われた事業について３例ご報告が
ありましたが、その中でも児童朗読大会

のの発表内容が大変すばらしいと思いました。
　代議員総会では、例年にないことが起こりました
が気になる方は個人的にお聞きください。

　懇親会ではお昼ご飯に合わせてお弁
当、おかず、おつまみがあり、ビール
やお酒も提供され、参加した方々の懇
親を深めることができたと思います。
　次は５月行われる複合年次大会に参
加してまいります。
以上、ご報告いたします。
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平成３１年度 春の交通安全運動「人の輪作戦」に参加して
会  長 伊 藤  龍 一　　日時：平成 31 年 4 月 5 日（金）10:30 ～　場所：平形橋北側歩道

例会報告

第 1405 回 4 月第一例会
4月 10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
■年次大会記念ゴルフ授賞式
■会員卓話
　「どうすればホールインワンが出せるのか」　神野 雄太
■審議事項　
１．新会員について　河端信人さんの入会と3名の推薦
2．会員退会（川嶋理之）に伴う記念品１万円贈呈、１年間会報
　　送付について
3．１Ｚ合同ラッパ会登録料について　7,000 円（3,500×2 名）　
4．次期地区委員研修会登録料について
　　10,000 円　4月28日　ユアーズ
5．会長アクト決算報告について
6．第３回愛リバー･愛ロード予算案について
7．第３回献血･献眼予算案について
8．事務局冷蔵庫修理代拠出について
　　（コンプレッサー部品交換）　12,744 円（税込）
9．委員会開催日の変更について　
・会員会則委員会 ５月１日（水）→ ８日（金）11:45 ～ ユアーズ
・環境保全委員会５月６日（月）→ ４月２２日（月）18:30 ～ 事務局
・計画財務委員会５月７日（火）18:30 ～ → 18:00 ～ 事務局
※上記 9件　承認されました
■幹事報告
・報告事項
１．新会員について　3名の推薦
２．第１６回キャビネット内局会議　４月３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．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
　参加者：L伊藤龍一、L後藤達也、L白石誠一、L土岐計一
４．第６５回 336-A 地区年次大会   ４月６日（土） 
・記念ゴルフ大会　　今治カントリー倶楽部　参加者１２名
　参加者 L岡田賢治、L新田久司、L後藤達也、L伊藤龍一、
　L大石隆憲、L村上博昭、L古川貴章、L青野泰介、L神野雄太、
　L宇野博文、L永易明洋、L加藤久博
・前夜祭 日韓親善国際交流の夕べ 
　18:30 ～ ユアーズ　参加者２０名
　参加者：L青野泰介、L天野　淳、L伊藤龍一、L宇野博文、
　L 大上幸雄、L 岡田賢治、L 奥嶋啓一郎、L 小野周平、L 後
　藤達也、L近藤充徳、L塩見秀晴、L白石誠一 L鈴木雅志、
　L 外山貴一、L 徳村　明、L 能瀬伸一、L 橋田信一朗、L 福
　山 宏、L古川貴章、L山下邦俊
・第６５回年次大会式典
　４月７日（日）11:00 ～ 西条市総合文化会館　参加者２５名
　参加者：L青野泰介、L天野　淳、L有富正治、L石川敏則、
　L 伊藤龍一、L 宇野博文、　L 大竹崇夫、L 岡田賢治、L 奥
　嶋啓一郎、L小野周平、L後藤達也、L近藤充徳、L近藤盛文、
　L佐伯澄男、L塩見秀晴、L白石誠一、L外山貴一、L能瀬伸一、
　L 橋田信一朗、L 福山　宏、L 藤縄洲二、L 古川貴章、L 村
　上博昭、L山口　泰、L山下邦俊
５．第３回愛リバー・愛ロード清掃奉仕
　４月１４日（日）7:00～ 商工会館周辺
６．第３回献血・献眼登録奉仕活動
　４月１４日（日）10:00 ～ イオンモール駐車場

７．１Ｚ合同ラッパ会　４月１７日（木）19:00 ～ ユアーズ
　出席者　古川貴章第一副会長、天野 淳副幹事
８．第４期会費引落日　４月１５日（月）43,000 円
■委員会報告
会員会則委員会
　入会式　6月第 1例会　河端信人さん、　3名の新会員推薦
計画財務委員会
　家族会案内　4月20日（土）11:00 ～ マリンパーク
保健福祉委員会
　献血・献眼登録奉仕の参加要請　4月14日（日）イオンモール
環境保全委員会
　愛リバー・愛ロード清掃奉仕参加要請　4月14日（日）7:00～
■その他
　受賞　2017～ 2018 100 周年会員増強賞
　　　　直前会長 佐伯 澄男
■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　￥80,000　　ファイン￥500
■閉会ゴング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■開会ゴング
■会長挨拶　伊藤龍一会長
■審議事項　なし
■幹事報告
・報告事項
１．第３回愛リバー・愛ロード清掃奉仕
　４月１４日（日）7:00～ 商工会館周辺　（参加者）２７名
　L伊藤龍一、L古川貴章、L能瀬伸一、L青野泰介、L塩見秀晴、
　L藤縄洲二、L檜垣孝志、L後藤達也、L加藤久博、L石川　稔、
　L天野　淳、L小野周平、L真鍋憲夫、L金田智行、L伊藤久門、
　L 譽田幸弘、L 近藤充徳、L 田村征夫、L 宇野博文、L 橋田
　信一朗、L高橋在錫、L土岐計一、L大石隆憲、L徳村　明、
　L福山　宏、L村上順一郎、L外山貴一
２．第３回献血・献眼登録奉仕活動
　４月１４日（日）10:00 ～ イオンモール駐車場
　（献血者） 受付者：１４９名、採血者：１２９名、不採血者　２０
　名、（献眼登録者）３３名、（骨髄バンク登録者）１３ 名　
　（臓器提供意志カード配布数）２５０ 枚
　L伊藤龍一、L古川貴章、Ｌ伊藤嘉秀、L能瀬伸一、L檜垣孝志、
　L 後藤達也、L 石川　稔、L 奥嶋啓一郎、L 小野周平、L 金
　田智行、L譽田幸弘、L近藤充徳、Ｌ田村征夫、L宇野博文、
　L橋田信一朗、L外山貴一　　（参加者） １６名
３．第１７回キャビネット内局会議
　４月１６日（火）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
４．１Ｚ合同ラッパ会
　４月１７日（木）19:00 ～ ユアーズ
　出席者：古川貴章第一副会長、天野 淳副幹事
５．４月２７日（土）～５月６日（月）の間、事務局をお休みさせて
　頂きます。
■委員会報告　なし
■その他　なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■出席報告　
　会員数５６名、出席４０名、欠席１６名、出席率 71.4％

第 1406 回 4 月第二例会
〈 家 族 会 〉

4月 20日（土）11：00～ マリンパーク

　春の全国交通安全運動「人の
輪作戦」に、土岐計一さん、白
石誠一さん、後藤達也さん、私の
４名で参加して参りました。
　桜の咲き誇る気持ちの良い天気
の中、各種団体の方々と河川敷に
集合して約１時間、平形橋の南北
歩道で「シートベルトの着用」「早
めのライト点灯」を呼びかけました。

　４月号で、松山ホストライオンズ
クラブ結成６５周年記念例会に参
加させて頂いた折に、１Ｒ－２Ｚの
幹事さん方が新居浜でふぐを食べ
たいということで、ご一緒させて頂
くことになったという話をしました。

　この話に会報のネタに飢えている天野ＭＣ広報委
員長が食らいつき、記事を書く羽目になりました。
　４月１日（月）の１８時３０分より、名店「波満蝶」
にて開催。
　当クラブからは、伊藤龍一会長、古川貴章第一
副会長、天野　淳副幹事、そして私の、今期と
次期の会長・幹事でお迎えしました。
　松山ホストＬＣの周年行事の際にお合いしたのは
その中のお一人だけでしたので、ほとんどの方が
初顔合わせです。

　実際にお会いすると全員が私より年上で、年長
の方は６０代。中には、会長を２回、幹事も３回さ
れている方もいらっしゃり、構成員が少ないクラブの
大変さを知ると同時に、ライオンズに対する深い愛
情と責任感を強く感じました。
　ライオンズにおける経歴は様々なれど、今期は皆
さん幹事職、お互いに苦労を分かち合える間柄で
す。冗談を交えながらグチをこぼしたりして大いに
盛り上がりました。友愛と相互理解の精神を身につ
け、ライオンズ歴も年齢も上の皆さんが私を引き入
れてくださり、楽しいひとときはあっという間に過ぎて
いきました。
　お帰りの際には「次は松山に来て下さいね」と
お誘いを受け、またいつの日か皆さんとご一緒した
いなと本気で思える楽しい会食になりました。
　

336-A 地区 1R-2Z 幹事交流会に参加して
幹　事 能 瀬  伸 一　日付：平成 31 年 4 月 1 日（月）　場所：波満蝶

　新しい年度になった、４月１日開
催の 336-A 地区 1R-2Z の幹事
交流会に参加してきました。
　松山地区から６名の幹事さんが
参加され、当クラブからは伊藤龍
一会長、能瀬伸一幹事、古川貴

章第一副会長、私の４名が参加、合計１０名での
交流会となりました。
　会場は新居浜の「ふぐざく」発祥の老舗料亭“波
満蝶”です。
　古川第一副会長と一緒にワクワクしながら会場に
向かいました。
　会場前の駐車場で数名の方がいらっしゃったの
ですが、まさか２Ｒの幹事さんの方々とは思わず、
挨拶もなしのファーストコンタクト。

　会場に入
ってから謝り
ながらも御
挨 拶をすま
せ、会食しながらの交流会でした。
　来訪された幹事さんの方々は新居浜の“ふぐざ
く”を食べたかったらしく、でてきた料理に喜ばれ
ておりました。
　老舗料亭の非常においしい料理とお酒に会話も
弾み、２時間があっという間でした。
　幹事さんの集まりということで、ここには書けない
ような裏事情や会員を集める苦労、クラブ運営の御
苦労とかいろんなお話が聞けました。
　これからもこのような集まりがあれば積極的に参
加したいと思いました。

副 幹 事　天 野  　淳

■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥56,000
■閉会ゴング
■家族会
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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　

■■ レオクラブ：若者よ、悩め、燃えよ！ ■■　
　　　　　　　　　　　　高知ライオンズクラブ

（続きはライオン誌WEB版で）

ライオン誌WEB版
４月号より一部抜粋

　新しい年度になり、早１カ月が経過しました。
新しい元号も“令和”になり、令和元年になりま
した。
　年度も元号も新しくなり、気持ち新たにライオン
ズ活動に取り組んでいきましょう！
　私は昭和４３年生まれの５０歳となり、この元号
から３つの時代に生きたことになります。
昭和、平成、令和の３時代となります。
　私が生まれた年、昭和４３年（1968 年）日本
で最初となり、世界で 18 番目となる高知レオクラ
ブが結成されています。

　今月のライオン誌ピックアップでは、初期のころ
のレオクラブの振り返りの記事を御紹介したいと思
います。
詳しくは記事をご覧ください。
U

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。

　レオクラブは、ライオンズクラブの青少年健全育
成を目的とした奉仕活動の一つである。青少年にさ
まざまな経験を通じて、リーダーシップを育み、地
域及び国内、国際社会の一員として成長するため
の機会を提供する。
　「LEO」は、レオクラブのモットー Leadership（指
導力）、Experience（経験）、Opportunity（機
会）の頭文字を取ったものだ。
　世界で最初のレオクラブは、1957 年にアメリカ･
ペンシルべニア州に誕生した。その 10 年後の 67
年にはライオンズクラブの国際プログラムとなり、翌
68 年に日本で最初の、世界では 18 番目となる高
知レオクラブが結成された。
　この頃の日本のライオンズクラブは急成長中で、
その勢いにも引っ張られてレオクラブも 10 年間で約
220 クラブ、レオクラブメンバー（レオと呼ばれる）
は 5000 人にまで増えた。
　以来、レオは日本各地で様々な活動を続けてき
た、ここでは、初期の頃のレオクラブについて振り
返ってみたい。
　高知ライオンズクラブでは、レオクラブが 67 年に
国際プログラムになる前から、「ジュニア･ライオンズ
クラブ」を作ってはどうかという検討が始まっていた。
だから、国際協会が発表した同プログラムは願った

り叶ったりというもので、とんとんびょうしで結成にこ
ぎつけた。
　高知レオクラブの基盤となったのは、幼稚園から
短大までを擁する私立高知学園の高等学校で、学
園長が高知ライオンズクラブ・メンバーであったこと
から全面的な協力を得ることが出来た。
　この高知レオクラブ、規格外のスタートダッシュを
切っている。メインとなる活動の一つは、登校時の
交通整理だった。活動日は日曜祝日を除く毎朝 8
時から 8 時半。学校近くや駅前で、児童生徒だけ
でなく一般市民の右側通行を呼び掛けた。
　「交通戦争」真っ只中のこの時代、大いに感謝
され高知市市民憲章の推進協議会から表彰された
というのもうなづける。
　他にも市内清掃、鏡川の水質調査、海外レオク
ラブとの交流、高知ライオンズクラブの奉仕活動の
手伝いなども行っていた。更に 71 年には高知市内
の 4 ライオンズクラブが設置したばかりの交通安全
子どもセンターで、毎日曜祝日に子ども達にゴーカ
ートの交通指導も始め、老人ホーム訪問で披露す
るためギターと歌の練習にも着手した。

会員投稿テーマ『私のこだわり』

「こだわりにこだわる」これが私の悪い癖    松 浦  一 雄

　「こだわり」ってなんだろう？電子
辞書で調べてみると以下の通りで
した。
こだわり（明鏡国語辞典から）
①ささいなことを必要以上に気に
すること。

　ex 「胸中のこだわりを除く」
②（新しい言い方で）細かな点にまで気を使って価
　値を追求すること。
　ex 「食材へのこだわりをみせる」プラスに評価し
　ていう。
③（やや古い言い方で）難癖をつけること。
　文句を言うこと。
　ex ｢こだわりをつける｣

　ついでにインターネットでも調べました。
飲食店の紹介を見ると、どの店も「こだわり」という言
葉のオンパレードで、そのほとんどが「こだわりの〇
〇」と書かれているだけで具体的な中身は何もあり
ません。
　ぼんやりとですが、「こだわり」という言葉は、昔は
マイナスのイメージで、最近はプラスのイメージで使
われているようですが、まさに今は、手垢のついた決
まり文句になって、あってもなくてもいいような存在の
言葉になっています。
　私の場合、こだわるのは過去についてであり、将
来についてのこだわりは、遠い昔に無くしてしまった
気がします。
古希が過ぎたからでしょうか？

第65回336-A地区年次大会
　記念ゴルフ大会に参加して

計画財務委員会 永 易  明 洋　　日付：平成３１年４月６日（土）　場所：今治カントリークラブ　

　地区年次記念ゴルフ大会は、
４月６日に倶楽部の月例を兼ね
て、今治カントリークラブで開
催されました。そして、今回の
大会には、我がクラブから３組
１２名のエントリーがありまし

た。
　前年の徳島の地区年次大会ゴルフは、花冷え
で気温が非常に低く、しかも強風の中、冬装備
でプレーをした記憶がありましたが、今年は晴
天で、暖かく桜が満開の中で、しかも風もない
素晴らしいゴルフ日和になりました。
　私は、先日のゴルフで、自身のワースト記録
を更新する 117 という成績を出してしまいまし
た。これではいけないとその日から練習場に通
い、何とか 100 を切れたらという気持ちでこの
大会に臨みました。
　今回の同伴者は加藤久博さん、宇野博文さん、
そして３月の月例でホールインワンを達成した
神野雄太さんで気心の知れたメンバーでした。
　この日の私のゴルフは、1 番ホールのパー５
で 9 を叩き、今回も 100 オーバーかと不安が頭
を過ぎりました。ところが、OB と思ったティー
ショットが木に当たって跳ね返ってきたりと運
にも恵まれました。
　また少しは練習の成果が出たのかもしれませ

ん。終わってみれば、なんとなんとアウト４６、
イン４５のグロス９１という成績でした。しかも
今季のベストスコアでした。
　また、ハンディキャップにも恵まれ月例優勝
のオマケまでついてきました。この結果は何よ
りも、同伴者の皆様に楽しくプレーをさせて頂
いた賜と感謝しております。
　加藤さんは月例３位に入賞されました。おめ
でとうございました。
　また、神野さんと宇野さんには、若々しいパ
ワフルなゴルフを見せて頂きました。
　これからの私の目標にしたいです。本当に有
難うございました。
　これを契機に、もっと練習をして楽しいゴル
フが出来たらと思っています。ご指導の程宜し
くお願いします。ゴルフ部会皆様、お世話にな
りました。そしてお疲れ様でした。
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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　

■■ レオクラブ：若者よ、悩め、燃えよ！ ■■　
　　　　　　　　　　　　高知ライオンズクラブ

（続きはライオン誌WEB版で）

ライオン誌WEB版
４月号より一部抜粋

　新しい年度になり、早１カ月が経過しました。
新しい元号も“令和”になり、令和元年になりま
した。
　年度も元号も新しくなり、気持ち新たにライオン
ズ活動に取り組んでいきましょう！
　私は昭和４３年生まれの５０歳となり、この元号
から３つの時代に生きたことになります。
昭和、平成、令和の３時代となります。
　私が生まれた年、昭和４３年（1968 年）日本
で最初となり、世界で 18 番目となる高知レオクラ
ブが結成されています。

　今月のライオン誌ピックアップでは、初期のころ
のレオクラブの振り返りの記事を御紹介したいと思
います。
詳しくは記事をご覧ください。
URL  ht tps: / /www.thel ionmag. jp/1904hi01

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。

　レオクラブは、ライオンズクラブの青少年健全育
成を目的とした奉仕活動の一つである。青少年にさ
まざまな経験を通じて、リーダーシップを育み、地
域及び国内、国際社会の一員として成長するため
の機会を提供する。
　「LEO」は、レオクラブのモットー Leadership（指
導力）、Experience（経験）、Opportunity（機
会）の頭文字を取ったものだ。
　世界で最初のレオクラブは、1957 年にアメリカ･
ペンシルべニア州に誕生した。その 10 年後の 67
年にはライオンズクラブの国際プログラムとなり、翌
68 年に日本で最初の、世界では 18 番目となる高
知レオクラブが結成された。
　この頃の日本のライオンズクラブは急成長中で、
その勢いにも引っ張られてレオクラブも 10 年間で約
220 クラブ、レオクラブメンバー（レオと呼ばれる）
は 5000 人にまで増えた。
　以来、レオは日本各地で様々な活動を続けてき
た、ここでは、初期の頃のレオクラブについて振り
返ってみたい。
　高知ライオンズクラブでは、レオクラブが 67 年に
国際プログラムになる前から、「ジュニア･ライオンズ
クラブ」を作ってはどうかという検討が始まっていた。
だから、国際協会が発表した同プログラムは願った

り叶ったりというもので、とんとんびょうしで結成にこ
ぎつけた。
　高知レオクラブの基盤となったのは、幼稚園から
短大までを擁する私立高知学園の高等学校で、学
園長が高知ライオンズクラブ・メンバーであったこと
から全面的な協力を得ることが出来た。
　この高知レオクラブ、規格外のスタートダッシュを
切っている。メインとなる活動の一つは、登校時の
交通整理だった。活動日は日曜祝日を除く毎朝 8
時から 8 時半。学校近くや駅前で、児童生徒だけ
でなく一般市民の右側通行を呼び掛けた。
　「交通戦争」真っ只中のこの時代、大いに感謝
され高知市市民憲章の推進協議会から表彰された
というのもうなづける。
　他にも市内清掃、鏡川の水質調査、海外レオク
ラブとの交流、高知ライオンズクラブの奉仕活動の
手伝いなども行っていた。更に 71 年には高知市内
の 4 ライオンズクラブが設置したばかりの交通安全
子どもセンターで、毎日曜祝日に子ども達にゴーカ
ートの交通指導も始め、老人ホーム訪問で披露す
るためギターと歌の練習にも着手した。

会員投稿テーマ『私のこだわり』

「こだわりにこだわる」これが私の悪い癖    松 浦  一 雄

　「こだわり」ってなんだろう？電子
辞書で調べてみると以下の通りで
した。
こだわり（明鏡国語辞典から）
①ささいなことを必要以上に気に
すること。

　ex 「胸中のこだわりを除く」
②（新しい言い方で）細かな点にまで気を使って価
　値を追求すること。
　ex 「食材へのこだわりをみせる」プラスに評価し
　ていう。
③（やや古い言い方で）難癖をつけること。
　文句を言うこと。
　ex ｢こだわりをつける｣

　ついでにインターネットでも調べました。
飲食店の紹介を見ると、どの店も「こだわり」という言
葉のオンパレードで、そのほとんどが「こだわりの〇
〇」と書かれているだけで具体的な中身は何もあり
ません。
　ぼんやりとですが、「こだわり」という言葉は、昔は
マイナスのイメージで、最近はプラスのイメージで使
われているようですが、まさに今は、手垢のついた決
まり文句になって、あってもなくてもいいような存在の
言葉になっています。
　私の場合、こだわるのは過去についてであり、将
来についてのこだわりは、遠い昔に無くしてしまった
気がします。
古希が過ぎたからでしょうか？

第65回336-A地区年次大会
　記念ゴルフ大会に参加して

計画財務委員会 永 易  明 洋　　日付：平成３１年４月６日（土）　場所：今治カントリークラブ　

　地区年次記念ゴルフ大会は、
４月６日に倶楽部の月例を兼ね
て、今治カントリークラブで開
催されました。そして、今回の
大会には、我がクラブから３組
１２名のエントリーがありまし

た。
　前年の徳島の地区年次大会ゴルフは、花冷え
で気温が非常に低く、しかも強風の中、冬装備
でプレーをした記憶がありましたが、今年は晴
天で、暖かく桜が満開の中で、しかも風もない
素晴らしいゴルフ日和になりました。
　私は、先日のゴルフで、自身のワースト記録
を更新する 117 という成績を出してしまいまし
た。これではいけないとその日から練習場に通
い、何とか 100 を切れたらという気持ちでこの
大会に臨みました。
　今回の同伴者は加藤久博さん、宇野博文さん、
そして３月の月例でホールインワンを達成した
神野雄太さんで気心の知れたメンバーでした。
　この日の私のゴルフは、1 番ホールのパー５
で 9 を叩き、今回も 100 オーバーかと不安が頭
を過ぎりました。ところが、OB と思ったティー
ショットが木に当たって跳ね返ってきたりと運
にも恵まれました。
　また少しは練習の成果が出たのかもしれませ

ん。終わってみれば、なんとなんとアウト４６、
イン４５のグロス９１という成績でした。しかも
今季のベストスコアでした。
　また、ハンディキャップにも恵まれ月例優勝
のオマケまでついてきました。この結果は何よ
りも、同伴者の皆様に楽しくプレーをさせて頂
いた賜と感謝しております。
　加藤さんは月例３位に入賞されました。おめ
でとうございました。
　また、神野さんと宇野さんには、若々しいパ
ワフルなゴルフを見せて頂きました。
　これからの私の目標にしたいです。本当に有
難うございました。
　これを契機に、もっと練習をして楽しいゴル
フが出来たらと思っています。ご指導の程宜し
くお願いします。ゴルフ部会皆様、お世話にな
りました。そしてお疲れ様でした。
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平成３１年度 春の交通安全運動「人の輪作戦」に参加して
会  長 伊 藤  龍 一　　日時：平成 31 年 4 月 5 日（金）10:30 ～　場所：平形橋北側歩道

例会報告

第 1405 回 4 月第一例会
4月 10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
■年次大会記念ゴルフ授賞式
■会員卓話
　「どうすればホールインワンが出せるのか」　神野 雄太
■審議事項　
１．新会員について　河端信人さんの入会と3名の推薦
2．会員退会（川嶋理之）に伴う記念品１万円贈呈、１年間会報
　　送付について
3．１Ｚ合同ラッパ会登録料について　7,000 円（3,500×2 名）　
4．次期地区委員研修会登録料について
　　10,000 円　4月28日　ユアーズ
5．会長アクト決算報告について
6．第３回愛リバー･愛ロード予算案について
7．第３回献血･献眼予算案について
8．事務局冷蔵庫修理代拠出について
　　（コンプレッサー部品交換）　12,744 円（税込）
9．委員会開催日の変更について　
・会員会則委員会 ５月１日（水）→ ８日（金）11:45 ～ ユアーズ
・環境保全委員会５月６日（月）→ ４月２２日（月）18:30 ～ 事務局
・計画財務委員会５月７日（火）18:30 ～ → 18:00 ～ 事務局
※上記 9件　承認されました
■幹事報告
・報告事項
１．新会員について　3名の推薦
２．第１６回キャビネット内局会議　４月３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．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
　参加者：L伊藤龍一、L後藤達也、L白石誠一、L土岐計一
４．第６５回 336-A 地区年次大会   ４月６日（土） 
・記念ゴルフ大会　　今治カントリー倶楽部　参加者１２名
　参加者 L岡田賢治、L新田久司、L後藤達也、L伊藤龍一、
　L大石隆憲、L村上博昭、L古川貴章、L青野泰介、L神野雄太、
　L宇野博文、L永易明洋、L加藤久博
・前夜祭 日韓親善国際交流の夕べ 
　18:30 ～ ユアーズ　参加者２０名
　参加者：L青野泰介、L天野　淳、L伊藤龍一、L宇野博文、
　L 大上幸雄、L 岡田賢治、L 奥嶋啓一郎、L 小野周平、L 後
　藤達也、L近藤充徳、L塩見秀晴、L白石誠一 L鈴木雅志、
　L 外山貴一、L 徳村　明、L 能瀬伸一、L 橋田信一朗、L 福
　山 宏、L古川貴章、L山下邦俊
・第６５回年次大会式典
　４月７日（日）11:00 ～ 西条市総合文化会館　参加者２５名
　参加者：L青野泰介、L天野　淳、L有富正治、L石川敏則、
　L 伊藤龍一、L 宇野博文、　L 大竹崇夫、L 岡田賢治、L 奥
　嶋啓一郎、L小野周平、L後藤達也、L近藤充徳、L近藤盛文、
　L佐伯澄男、L塩見秀晴、L白石誠一、L外山貴一、L能瀬伸一、
　L 橋田信一朗、L 福山　宏、L 藤縄洲二、L 古川貴章、L 村
　上博昭、L山口　泰、L山下邦俊
５．第３回愛リバー・愛ロード清掃奉仕
　４月１４日（日）7:00～ 商工会館周辺
６．第３回献血・献眼登録奉仕活動
　４月１４日（日）10:00 ～ イオンモール駐車場

７．１Ｚ合同ラッパ会　４月１７日（木）19:00 ～ ユアーズ
　出席者　古川貴章第一副会長、天野 淳副幹事
８．第４期会費引落日　４月１５日（月）43,000 円
■委員会報告
会員会則委員会
　入会式　6月第 1例会　河端信人さん、　3名の新会員推薦
計画財務委員会
　家族会案内　4月20日（土）11:00 ～ マリンパーク
保健福祉委員会
　献血・献眼登録奉仕の参加要請　4月14日（日）イオンモール
環境保全委員会
　愛リバー・愛ロード清掃奉仕参加要請　4月14日（日）7:00～
■その他
　受賞　2017～ 2018 100 周年会員増強賞
　　　　直前会長 佐伯 澄男
■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　￥80,000　　ファイン￥500
■閉会ゴング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■開会ゴング
■会長挨拶　伊藤龍一会長
■審議事項　なし
■幹事報告
・報告事項
１．第３回愛リバー・愛ロード清掃奉仕
　４月１４日（日）7:00～ 商工会館周辺　（参加者）２７名
　L伊藤龍一、L古川貴章、L能瀬伸一、L青野泰介、L塩見秀晴、
　L藤縄洲二、L檜垣孝志、L後藤達也、L加藤久博、L石川　稔、
　L天野　淳、L小野周平、L真鍋憲夫、L金田智行、L伊藤久門、
　L 譽田幸弘、L 近藤充徳、L 田村征夫、L 宇野博文、L 橋田
　信一朗、L高橋在錫、L土岐計一、L大石隆憲、L徳村　明、
　L福山　宏、L村上順一郎、L外山貴一
２．第３回献血・献眼登録奉仕活動
　４月１４日（日）10:00 ～ イオンモール駐車場
　（献血者） 受付者：１４９名、採血者：１２９名、不採血者　２０
　名、（献眼登録者）３３名、（骨髄バンク登録者）１３ 名　
　（臓器提供意志カード配布数）２５０ 枚
　L伊藤龍一、L古川貴章、Ｌ伊藤嘉秀、L能瀬伸一、L檜垣孝志、
　L 後藤達也、L 石川　稔、L 奥嶋啓一郎、L 小野周平、L 金
　田智行、L譽田幸弘、L近藤充徳、Ｌ田村征夫、L宇野博文、
　L橋田信一朗、L外山貴一　　（参加者） １６名
３．第１７回キャビネット内局会議
　４月１６日（火）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
４．１Ｚ合同ラッパ会
　４月１７日（木）19:00 ～ ユアーズ
　出席者：古川貴章第一副会長、天野 淳副幹事
５．４月２７日（土）～５月６日（月）の間、事務局をお休みさせて
　頂きます。
■委員会報告　なし
■その他　なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■出席報告　
　会員数５６名、出席４０名、欠席１６名、出席率 71.4％

第 1406 回 4 月第二例会
〈 家 族 会 〉

4月 20日（土）11：00～ マリンパーク

　春の全国交通安全運動「人の
輪作戦」に、土岐計一さん、白
石誠一さん、後藤達也さん、私の
４名で参加して参りました。
　桜の咲き誇る気持ちの良い天気
の中、各種団体の方々と河川敷に
集合して約１時間、平形橋の南北
歩道で「シートベルトの着用」「早
めのライト点灯」を呼びかけました。

　４月号で、松山ホストライオンズ
クラブ結成６５周年記念例会に参
加させて頂いた折に、１Ｒ－２Ｚの
幹事さん方が新居浜でふぐを食べ
たいということで、ご一緒させて頂
くことになったという話をしました。

　この話に会報のネタに飢えている天野ＭＣ広報委
員長が食らいつき、記事を書く羽目になりました。
　４月１日（月）の１８時３０分より、名店「波満蝶」
にて開催。
　当クラブからは、伊藤龍一会長、古川貴章第一
副会長、天野　淳副幹事、そして私の、今期と
次期の会長・幹事でお迎えしました。
　松山ホストＬＣの周年行事の際にお合いしたのは
その中のお一人だけでしたので、ほとんどの方が
初顔合わせです。

　実際にお会いすると全員が私より年上で、年長
の方は６０代。中には、会長を２回、幹事も３回さ
れている方もいらっしゃり、構成員が少ないクラブの
大変さを知ると同時に、ライオンズに対する深い愛
情と責任感を強く感じました。
　ライオンズにおける経歴は様々なれど、今期は皆
さん幹事職、お互いに苦労を分かち合える間柄で
す。冗談を交えながらグチをこぼしたりして大いに
盛り上がりました。友愛と相互理解の精神を身につ
け、ライオンズ歴も年齢も上の皆さんが私を引き入
れてくださり、楽しいひとときはあっという間に過ぎて
いきました。
　お帰りの際には「次は松山に来て下さいね」と
お誘いを受け、またいつの日か皆さんとご一緒した
いなと本気で思える楽しい会食になりました。
　

336-A 地区 1R-2Z 幹事交流会に参加して
幹　事 能 瀬  伸 一　日付：平成 31 年 4 月 1 日（月）　場所：波満蝶

　新しい年度になった、４月１日開
催の 336-A 地区 1R-2Z の幹事
交流会に参加してきました。
　松山地区から６名の幹事さんが
参加され、当クラブからは伊藤龍
一会長、能瀬伸一幹事、古川貴

章第一副会長、私の４名が参加、合計１０名での
交流会となりました。
　会場は新居浜の「ふぐざく」発祥の老舗料亭“波
満蝶”です。
　古川第一副会長と一緒にワクワクしながら会場に
向かいました。
　会場前の駐車場で数名の方がいらっしゃったの
ですが、まさか２Ｒの幹事さんの方々とは思わず、
挨拶もなしのファーストコンタクト。

　会場に入
ってから謝り
ながらも御
挨 拶をすま
せ、会食しながらの交流会でした。
　来訪された幹事さんの方々は新居浜の“ふぐざ
く”を食べたかったらしく、でてきた料理に喜ばれ
ておりました。
　老舗料亭の非常においしい料理とお酒に会話も
弾み、２時間があっという間でした。
　幹事さんの集まりということで、ここには書けない
ような裏事情や会員を集める苦労、クラブ運営の御
苦労とかいろんなお話が聞けました。
　これからもこのような集まりがあれば積極的に参
加したいと思いました。

副 幹 事　天 野  　淳

■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥56,000
■閉会ゴング
■家族会



ゾーン・地区・国際協会の動き

５月２５日（土）13:00 ～　レイグラッツェふじ
　ライオンズクエストセミナー
５月２６日（日）　総社市スポーツセンター 
　３３６複合地区 第６５回 年次大会

行  事  予  定
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 4 月 理事・委員長会
4月 8日（月）1８：３０～ 商工会館3F
●会長挨拶　伊藤龍一会長
●審議事項
１．新会員について
２．会員退会（川嶋理之）に伴う記念品１万円贈呈、１年間会報送
　付について
３．１Ｚ合同ラッパ会登録料について　7,000 円 (3,500×2 名 )　
４．次期地区委員研修会登録料について　
　10,000 円　4月28日
５．会長アクト決算報告について
６．第３回愛リバー･愛ロード予算案について
７．第３回献血･献眼予算案について
８．事務局冷蔵庫修理代拠出について
　（コンプレッサー部品交換）　12,744 円　（税込）
９．委員会開催日の変更について　
・会員会則委員会　５月１日（水）→ ８日（金）11:45 ～ ユアーズ
・環境保全委員会　５月６日（月）→ ４月２２日（月）18:30 ～ 事務局
・計画財務委員会　５月７日（火）18:30 ～ → 18:00 ～ 事務局
●報告事項
１．第１６回キャビネット内局会議
　４月３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
２．平成３１年春の全国交通安全運動「人の輪作戦」
　４月５日（金）10:30 ～ 平形橋北側歩道
　参加者：L伊藤龍一、L後藤達也、L白石誠一、L土岐計一
３．第６５回 336-A 地区年次大会 　４月６日（土） 
・記念ゴルフ大会　　今治カントリー倶楽部　参加者１２名
　参加者：L岡田賢治、L新田久司、L後藤達也、L伊藤龍一、　
　L大石隆憲、L村上博昭、L古川貴章、L青野泰介、L神野雄太、
　L宇野博文、L永易明洋、L加藤久博
・前夜祭 日韓親善国際交流の夕べ
　４月６日（土）　18:30 ～　ユアーズ　参加者２０名
　参加者：L 青野泰介、L 天野　淳、L 伊藤龍一、L 宇野博文、
　L大上幸雄、L岡田賢治、L奥嶋啓一郎、L小野周平、L後藤達也、
　L近藤充徳、L塩見秀晴、L白石誠一 L鈴木雅志、L外山貴一、
　L徳村　明、L能瀬伸一、L橋田信一朗、L福山　宏、L古川貴章、
　L山下邦俊
・第 65回 336-A 地区年次大会式典
　４月７日（日） １１：００～　西条市総合文化会館　参加者２５名
　参加者：L 青野泰介、L 天野　淳、L 有富正治、L 石川敏則、
　L伊藤龍一、L宇野博文、　L大竹崇夫、L岡田賢治、L奥嶋啓
　一郎、L 小野周平、L 後藤達也、L 近藤充徳、L 近藤盛文、L
　佐伯澄男、L塩見秀晴、L白石誠一、L外山貴一、L能瀬伸一、
　L橋田信一朗、L福山　宏、L藤縄洲二、L古川貴章、L村上博昭、
　L山口　泰、L山下邦俊
４．第３回愛リバー・愛ロード清掃奉仕
　４月１４日（日）7:00～ 商工会館周辺

・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会　   ５月　７日（火）18:30 ～　商工会館 3F
５月第 1例会　  　５月　８日（水）12:15 ～　ユアーズ
５月第２例会　  　５月２２日（水）12:15 ～　ユアーズ
・委員会
計画財務委員会　  ５月　７日（火）18:00 ～　事務局
会員会則委員会　  ５月　８日（水）11:45 ～　ユアーズ
保健福祉委員会　  ５月１６日（木）18:30 ～　事務局
出席大会委員会　  ５月２３日（木）18:30 ～　事務局　
青少年委員会　　  ５月２８日（火）18:30 ～　事務局
環境保全委員会　  ４月２２日（月）18:30 ～　開催済
MC広報委員会　  ４月２６日（木）18:30 ～　開催済
・クラブ・その他行事予定
　なし
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　５月１２日（日）  　　　　      新居浜ＣＣ
　（神野雄太さんホールインワンコンペ）　　　
囲碁部会　　　　未定
つれづれの会　　６月開催予定　    
くらげの会　　　５月１５日（水）18:30 ～　　　太助
スポーツ部会　　５月１０･２４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

BIRTHDAY&MARRIAGE

５月 誕生日おめでとうございます
有富正治、宇野博文、鈴木雅志、村上博昭

５月 結婚記念日おめでとうございます
石川　稔、大上幸雄、大竹崇夫、神野雄太
徳村　明、福山　宏、古川貴章、真木泰彦

4月 7 日(土)　　今治CC

後 藤 達 也

村 上 博 昭

永 易 明 洋

加 藤 久 博

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

45

49

57

66

46

55

55

61

91

104

112

127

36.0

27.0

29.0

30.0

77.0

77.0

83.0

97.0

■開会ゴング
■会長挨拶　伊藤龍一会長
■審議事項　なし
■幹事報告
・報告事項
１．第３回愛リバー・愛ロード清掃奉仕
　４月１４日（日）7:00～ 商工会館周辺　（参加者）２７名
　L伊藤龍一、L古川貴章、L能瀬伸一、L青野泰介、L塩見秀晴、
　L藤縄洲二、L檜垣孝志、L後藤達也、L加藤久博、L石川　稔、
　L天野　淳、L小野周平、L真鍋憲夫、L金田智行、L伊藤久門、
　L 譽田幸弘、L 近藤充徳、L 田村征夫、L 宇野博文、L 橋田
　信一朗、L高橋在錫、L土岐計一、L大石隆憲、L徳村　明、
　L福山　宏、L村上順一郎、L外山貴一
２．第３回献血・献眼登録奉仕活動
　４月１４日（日）10:00 ～ イオンモール駐車場
　（献血者） 受付者：１４９名、採血者：１２９名、不採血者　２０
　名、（献眼登録者）３３名、（骨髄バンク登録者）１３ 名　
　（臓器提供意志カード配布数）２５０ 枚
　L伊藤龍一、L古川貴章、Ｌ伊藤嘉秀、L能瀬伸一、L檜垣孝志、
　L 後藤達也、L 石川　稔、L 奥嶋啓一郎、L 小野周平、L 金
　田智行、L譽田幸弘、L近藤充徳、Ｌ田村征夫、L宇野博文、
　L橋田信一朗、L外山貴一　　（参加者） １６名
３．第１７回キャビネット内局会議
　４月１６日（火）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
４．１Ｚ合同ラッパ会
　４月１７日（木）19:00 ～ ユアーズ
　出席者：古川貴章第一副会長、天野 淳副幹事
５．４月２７日（土）～５月６日（月）の間、事務局をお休みさせて
　頂きます。
■委員会報告　なし
■その他　なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■出席報告　
　会員数５６名、出席４０名、欠席１６名、出席率 71.4％

　近年私たち社会を取り巻く環境
は、人口減少に伴う働き手の減
少や高齢化にともない様々な業種
に於いて、人材不足またその育
成が問題となっています。
　そのような中、新居浜市でも外

国人労働者の重要は高まる一途を辿っています。
　現在、市が把握しているだけでも 1000 名を超
える海外の人たちが働き暮らしています。
　その人たちの多くは、異国の地で慣れない文化
や習慣が違う社会環境で日々困惑しながら生活し
ています。
　また受け入れている地域社会も同じく諸問題を
抱えて生活をしています。
　そのような両者の架け橋となりコミュニティーの一
助となる新居浜市国際交流協会が、この４月より行
政の働きかけのもと設立することになりました。
　この協会の設立は、これからの新居浜市の発
展、安心安全なまちづくりの観点に於いても必要
不可欠な分野だと思い、ライオンズクラブの活動が
奉仕、国の福祉、国際親善、世界平和を理念に
行っている社会奉仕団体であること、またライオン
ズクラブの考えである、友愛と相互理解の精神にも
通じている事から私のライオンズクラブに対する考
えとも共鳴してこの度、会長アクティビティとして、
事務備品及び案内サインを寄贈致しました。

会長アクティビティ
　新居浜市国際交流協会設立、事務備品等寄贈

会　長 伊 藤  龍 一　　　

■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥56,000
■閉会ゴング
■家族会

５．第３回献血・献眼登録奉仕活動
　４月１４日（日）10:00 ～ イオンモール駐車場
６．１Ｚ合同ラッパ会　４月１７日（木）19:00 ～ ユアーズ
　出席者：古川貴章第一副会長、天野淳副幹事
●委員会報告
計画財務委員会
　家族会　４月２０日（土）マリンパークご参加お願いします。
ＭＣ広報委員会
　原稿締切について
保健福祉委員会
　４月１４日（日）献血・献眼宜しくお願いします。
環境保全委員会
　４月１４日（日）愛リバー・愛ロード清掃奉仕参加お願いします。

寄贈品
事務机４台、椅子４脚、キャビネット１台
ローカウンター１台、ミーティングチェアー 4 脚
案内サイン１式



4 月第 2 例会〈家族会〉

ドネーショントピックス

伊藤　龍一　記念ゴルフ大会、日韓親善国際交流の夕べ、地区年次大会に
　　　　　　多数ご参加頂き有難うございました。
能瀬　伸一　先日の年次大会お疲れ様でした。また前日の日韓交流では
　　　　　　たくさんの方のご協力、大変有難うございました。
岡田　賢治　年次大会も終わりホッとしています。会長、幹事ご苦労様。
　　　　　　会員皆様もご協力感謝します。
永易　明洋　4 月の月例ゴルフで優勝しました。同伴者の神野さん、宇野
　　　　　　さん、加藤さんのおかげです。有難うございました。
後藤　達也　誕生日のお品有難うございます。4 月 6 日で 49 歳になりま
　　　　　　した。先日の年次大会ゴルフではとび賞をいただき、その夜
　　　　　　には日韓の夕べで司会という大変おいしい役割をいただい
　　　　　　て、いい誕生日になりました。司会を指名して下さった伊藤
　　　　　　会長ごちそうさまでした。
白石　誠一　年次大会お疲れ様でした。
佐伯　澄男　誕生祝いを頂き有難うございます。後藤ライオンと共に 49
　　　　　　歳になりました。
近藤　充徳　4/14 ダブルアクトに選挙とお忙しいと思いますが、献血の
　　　　　　ご協力お願いします。
徳村　　明　元号は令和に決まり未来志向で世の中を進めていくことに
　　　　　　なるでしょう。日韓交流も政治とは別に良かったと思います。
真鍋　憲夫　第 65 回地区年次大会出席できず申し訳ございませんでし
　　　　　　た。年号も変わりお札も新しくなるようですね。新入生の門
　　　　　　出を祝して！
有富　正治　地区年次大会も終わりました。執行部の皆様お疲れ様でした。
加藤　久博　年次大会ゴルフ参加しました。同伴メンバーの皆様ありが
　　　　　　とうございました。
伊藤　嘉秀　皆様、地区年次大会と記念ゴルフ、日韓交流の夕べとお疲れ
　　　　　　様でした。今年は出席とお手伝いが出来ず申し訳ありませ
　　　　　　んでした。
石川　　稔　3 月は別れの季節。4 月は出会いの季節。何はともあれ皆さ
　　　　　　んご自愛下さい。
青野　泰介　4月になって、新しい気分なのですが、なんとも体調がすぐ
　　　　　　れません。皆様ご自愛下さい。
伊藤　久門　日増しに暖かくなり、春の訪れを嬉しく思います。皆様季節
　　　　　　の変わり目、ご自愛頂き健やかにおすごし下さい。神野さん
　　　　　　ホールインワンおめでとうございます。石川 稔さんおめで
　　　　　　とうございます。
松浦　一雄　今年も桜を一杯見ました。桜に感謝です。
宇野　博文　花粉のスギが終わったのですが、ヒノキと黄砂で目がかわ
　　　　　　く、しょぼしょぼの毎日です。5月連休まで頑張ります。
高橋　尚毅　4 月 20 日の家族会でカクテルを作るという大役をいただき
　　　　　　日々考えてます。皆様に喜んでもらえる様にがんばります！
神野　雄太　年次大会ゴルフ７０位賞品いただきました。
福山　　宏　年次大会が終わりホッとするところが大どんでん返し。私
　　　　　　は継続となるのか？不安です。
譽田　幸弘　４月 14 日（日）第 3回献血・献眼を実施します。沢山の皆　
　　　　　　様の参加を宜しくお願い致します。
古川　貴章　地区年次大会お疲れ様でした。天気が良くて良かったです。
塩見　秀晴　日韓交流、年次大会お疲れ様でした。前代未聞のことが起こ
　　　　　　りましたね。
鈴木　雅志　日韓親善国際交流の夕べ、無事終了。短い時間でしたが友好
　　　　　　を高めることが出来ました。会長他役員の皆様ご苦労様で
　　　　　　した。

4 月第 1 例会
奥嶋啓一郎　地区年次大会に参加してきました。新しい発見が沢山有り
　　　　　　有意義な時間を過ごせました。
小野　周平　先日の地区年次大会お疲れ様でした。妻が季節外れのイン
　　　　　　フルエンザにかかりました。暖かくなってますが、まだまだ
　　　　　　ご自愛下さい。
村上　博昭　先日の地区年次大会皆様大変お疲れ様でした。
橋田信一郎　月曜日に娘が小学校に入学しました。先日仲良し友達と涙
　　　　　　の別れだったのに、もう新しい友達が出来たようです。子ど
　　　　　　もの新しい場所に溶け込む能力にびっくりしました。私も
　　　　　　見習わなければと思いました。
・・・地区年次大会、日韓国際交流の夕べご参加大変ご苦労様でした。・・・
檜垣孝志／真木泰彦／大石隆憲／近藤盛文／上野　剛／山下邦俊
大竹　崇夫　仕事のため早退します。申し訳ございません。
大上　幸雄　本日は遅刻をして申し訳ございませんでした。

伊藤　龍一　平成最後の例会、家族会に多数ご参加頂きありがとうござ
　　　　　　います。新元号の令和の時代も平和で健やかな時代になり
　　　　　　ます様に！！
能瀬　伸一　家族会の成功を祝して！！
岡田　賢治　脅威は家族会です。天気も良いし楽しくやりましょう。
後藤　達也　今日の家族会楽しんで下さい。
大竹　崇夫　家族会の設営有難うございます。計画財務委員会の皆さん
　　　　　　に感謝致します。
徳村　　明　平成最後の例会We Serve
佐伯　澄男　家族会の設営お疲れ様です。
青野　泰介　家族会、良い天気になりましたね。後藤委員長の日頃の行
　　　　　　いです。楽しく過ごしましょう。
宇野　博文　計画財務委員会の皆さん本日の家族会の対応ご苦労様です。
　　　　　　楽しみにしています。
塩見　秀晴　家族会は楽しくやりましょう。
神野　雄太　計画財務委員会、ご苦労様です。
檜垣　孝志　焼肉パーティー、役員の皆様ご苦労様です。
藤縄　洲二　家族会良い天気で良かったです！
村上順一郎　家族会楽しんで下さい。
山下　邦俊　家族会お世話になります。
大上　幸雄　後藤委員長を始め計画財務委員会の皆様設営ご苦労様です。
譽田　幸弘　家族 3人で参加です。宜しくお願い致します。
鈴木　雅志　平成最後の新居浜ライオンズクラブ家族会、会長中心に大
　　　　　　いに楽しみましょう。
古川　貴章　計画財務委員会さんお疲れ様。
真鍋　憲夫　平成最後の家族会を晴天の下で楽しみましょう。
松浦　一雄　長い桜を楽しんだ後、車に向かって沢山手を振り替えした
　　　　　　1週間でした。
・・・平成最後の家族会です。皆さん楽しんで下さい・・・
橋田信一郎／真木泰彦／小野周平／伊藤久門／金田智行／加藤久博／高
橋在錫

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

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

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 

　               

　天皇陛下の御退位により、これからも平和で明るい社会であってほ
しいという願いを込めて、「平成」から「令和」へと大きく年号が改元され
ました。
　今月からまた学校歯科検診も始まり、新入生との出会いが楽しみで
す。どうか学校生活を有意義に送り、友情を育て末永く付き合ってほし
い。
今月号でこの記事の私の分担も終えることになります。
大変お世話になりました。　　感謝　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　眞鍋 憲夫

賛助会員
クラブの正会員として全面的に活動できないが、クラブとその奉仕活動を支持しており、クラ
ブへの賛助を希望する地域社会において優れた人物。
クラブ代議員数算出の対象になります。

転籍会員
他のクラブを退会したか、退会予定の会員は、前所属クラブを退会して 12 か月以内で転籍
クラブの理事会に承認されること。

再入会員
グットスタンディングで退会した会員は誰でも、12 か月以内であればクラブ
の理事会の承認を得て再入会できます。12 か月を越えた場合は、入会金
US＄35 を払う義務があります。

家族会員プログラム
2007 年から適用されており、一人目の家族会員（世帯主）は半期分国際
会費を全額支払い、二人目から五人目までの家族会員は、半期分国際会費
を半額支払います。有資格の家族会員は正会員としてすべての権利と権限を
持ちます。


