
ライオンズクラブ国際協会 336-A 地区・地区ガバナー　関野 邦夫 様
第 65 回地区年次大会副委員長・事務局長　倉田 哲男 様
第 65 回地区年次大会副委員長・事務局次長　織田 秀樹 様
伊藤　龍一　関野邦夫地区ガバナーのご来訪に感謝致します。高木泰斉さん
　　　　　　本日はご入会おめでとうございます。
能瀬　伸一　ガバナーご訪問と高木さんのご入会を祝して！
大竹　崇夫　高木泰斉さんの入会を心から歓迎致します。どうぞ宜しくお願
　　　　　　い致します。
田村　征夫　家族会でお世話になりました。
天野　　淳　先日の家族会お疲れ様でした。楽しかったです。
永易　明洋　高木さん入会おめでとうございます。ご活躍を祈念します。先月
　　　　　　４人目の孫が生まれました。健やかに育って下さい。
有富　正治　令和元年、最初の例会です。平成同様、宜しくお願い致します。新
　　　　　　会員、高木泰斉さんの入会を歓迎します。
佐伯　澄男　新会員の入会を心より歓迎します。
徳村　　明　令和元年、高木泰斉さん、いらっしゃい。夢と希望を持って進み
　　　　　　ましょう。
大上　幸雄　高木泰斉さんの入会を心より歓迎します。関野ガバナーはじめ
　　　　　　ご来訪者の皆様を歓迎します。
真木　泰彦　新元号令和を祝して。　
加藤　久博　関野ガバナーはじめ来訪者の皆様を歓迎して。高木さんの入会
　　　　　　を歓迎します。
真鍋　憲夫　令和の最初の記念例会を祝して！新入会員の入会と来訪者を歓
　　　　　　迎して！
青野　泰介　気持ちよい季節になりました。久しぶりにランニングをしてみ
　　　　　　たらお腹が揺れてしんどかったです。
伊藤　嘉秀　関野ガバナー、倉田事務局長、織田事務局次長のご来訪を心より
　　　　　　歓迎致します。
石川　　稔　新緑がまぶしく目に映る良い季節となりました。皆さんご自愛
　　　　　　下さい。
奥嶋啓一郎　令和元年になり、GW も過ぎましたが気持ちも新たに新会員の
　　　　　　高木さん入会おめでとうございます。
小野　周平　家族会お疲れ様でした。幼い娘を連れての参加でしたが、伊藤会
　　　　　　長には最後までお世話になり、娘との良い想い出となりました。
　　　　　　ありがとうございました。
後藤　達也　4/20 天候に恵まれ家族会が開催されました。海の眺めも良く、
　　　　　　最高のロケーションでした。参加頂いた方々有難うございまし
　　　　　　た。まかないに汗を流した委員会メンバーの皆様お疲れ様でした。
近藤　充徳　入会を祝して。第 3 回献血・献眼登録奉仕にご協力有難うござ
　　　　　　いました。
塩見　秀晴　令和を新しい気持ちで参ります。家族会出席報告できずすみません。
近藤　盛文　新会員さんを歓迎します。
鈴木　雅志　令和元年おめでとうございます。きっと良い時代になると思い
　　　　　　ます。また石川　稔さん、伊藤嘉秀さんおめでとうございます。
　　　　　　そして、高木泰斉さん入会おめでとうございます。ウイ・サーブ
　　　　　　で頑張りましょう。
神野　雄太　高木さんのスポンサーをさせて頂きました。
外山　貴一　高木様入会おめでとうございます。
藤縄　洲二　令和になって初めての例会ですが特に変わったことないですネ！
　　　　　　良い時代になりますように。
橋田信一郎　新入会員の高木さんの入会を心からお喜び申し上げます。
高木　泰斉　本日からお世話になります。宜しくお願い致します。
高橋　尚毅　日付に「R1」と書くのは未来っぽくてワクワクしますね。今日は
　　　　　　令和最初の新会員高木さんを心から歓迎します。
古川　貴章　ガバナー訪問に感謝します。
松浦　一雄　平成から令和への 10 連休、楽しく元気に過ごせました。夏野菜
　　　　　　の植え付けも済ませ夏の暑さに向けて体力増進も行いました。
　　　　　　皆様令和に時代も宜しくお願い致します。
山下　邦俊　新会員の入会と来訪者を歓迎します。
村上　博昭　令和元年最初の例会ですが、仕事のため早退します。すみません。
　　　　　　新会員、高木さんの入会を歓迎致します。
・・・新入会員の高木泰斉さん入会を歓迎致します。　
　　　　関野邦夫地区ガバナーはじめご来訪の皆様に感謝します。・・・
伊藤久門／上野　剛／大石隆憲／土岐敏勝／高橋在錫／村上順一郎

伊藤　龍一　5 月の月例コンペ、神野雄太さんホールインワンコンペにて
　　　　　　大上さんＷ優勝！！おめでとうございます。一緒の組でまわ
　　　　　　らせて頂き大変光栄でした。宇野さん、大変ご迷惑おかけし
　　　　　　ました。
能瀬　伸一　卓話に感謝！
岡田　賢治　卓話に感謝します。
大上　幸雄　先日、神野雄太さんのホールインワンコンペとライオンズ月
　　　　　　例コンペでＷ優勝してしまいました。2 回目の参加で空気の
　　　　　　読めないことをしてしまいました。同判者の伊藤会長、宇野
　　　　　　さん、高木さんありがとうございました。当日は母の日と言
　　　　　　うこともあり、優勝賞品を奥さんに渡したら大喜びでした。
　　　　　　神野さんありがとうございました。
大竹　崇夫　三谷先生の卓話に感謝致します。
佐伯　澄男　卓話に感謝します。
神野　雄太　ホールインワンコンペ多数のご参加ありがとうございました。
　　　　　　盛チャン立派な花束ありがとう感謝してます。
有富　正治　今日我が家の上空をドローンが飛んでおり近所の人と誰が飛
　　　　　　ばしているのかと不審に思っていましたが、前の家の屋根を
　　　　　　補修するために業者が飛ばしていました。すごい時代になり
　　　　　　ましたね！
青野　泰介　伊藤会長大成もあと 1ヶ月となりましたね。最後まで元気に
　　　　　　まいりましょう。あ、大上さんゴルフ上手なんですね。優勝
　　　　　　おめでとうございます。
永易　明洋　卓話に感謝します。
後藤　達也　例会欠席すみません。五輪の会は出席します。
徳村　　明　いきなり夏になりました。春はどこへとの気分です。体調管
　　　　　　理に努めましょう。
福山　　宏　三谷先生の卓話に感謝します。
加藤　久博　卓話に感謝！
石川　　稔　去る 5 月 18 日に我が家の愚息が結婚披露宴を行いました。や
　　　　　　っと一人片付きました。
藤縄　洲二　神野さんのホールインワンコンペとクラブ月例ゴルフ共に二位で
　　　　　　した。伏兵、大上氏優勝おめでとう！
宇野　博文　神野雄太さんホールインワン記念ゴルフコンペお世話になり
　　　　　　ました。リーガの料理もおいしかった！さすがは事前試食さ
　　　　　　れご指示された成果が出ていました。
石川　敏則　猛すでに夏。身体に気をつけて下さい。
高木　泰斉　大上さん、コンペ優勝おめでとうございます。
村上　博昭　先日の神野雄太さんのホールインワンコンペ大変お世話になり
　　　　　　ました。お陰様で賞品も沢山いただきありがとうございました。
塩見　秀晴　楽天塩見が1勝を挙げました。怪我を乗り越え頑張りました。
　　　　　　これからもやりますよ。
田村　征夫　倉庫の片付けお世話になりました。
高橋　尚毅　先週の日曜日、松山星稜高校出身アドゥワ君が先発のカープ
　　　　　　戦を見に行ってきました。アドゥワ君プロ初完投８対１で快
　　　　　　勝しました。相席しました永易さんお世話になりました。カ
　　　　　　ープ最強！
古川　貴章　三谷先生卓話ありがとうございます。
伊藤　嘉秀　三谷様素晴らしい卓話をありがとうございました。
松浦　一雄　三谷先生の糖尿病入門の卓話ありがとうございました。糖尿
　　　　　　病予防に努めます。
譽田　幸弘　娘が溶連菌なるものに感染してしまいました。保育園がお休
　　　　　　みできて楽しそうです。
檜垣　孝志　ちょっと調子が悪くて入院していました。もうすっかり大丈
　　　　　　夫です！ご心配をおかけ致しました。
橋田信一郎　三谷先生卓話ありがとうございます。
近藤　充徳　卓話に感謝します。
奥嶋啓一郎　三谷先生卓話ありがとうございます。
鈴木　雅志　卓話に感謝して
・・・三谷先生の糖尿病予防の卓話に感謝致します・・・
真木泰彦／近藤盛文／中田君江／岡田浩二／伊藤久門／大石隆憲
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キーワード

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

5 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 

　        

　平成も終わり令和へ、ライオンズクラブも６月で伊藤龍一会長も終わり、
次期会長の古川さんへ、当然私にとってもこれが最後の編集後記とな
りました。真鍋憲夫さんと交互に書いていたのだが今回で終わり。
伊藤会長、真鍋さん１年間ご苦労さまでした。
　また、MＣ広報委員の皆様ご苦労様でした。７月からはそれぞれ新
しい委員会でのご活躍を祈念いたします。伊藤会長はじめ役員の皆様
ご苦労様でした。
古川貴章次期会長のご活躍を期待しています。　　　　石川 敏則

ＬＩＯＮＳの略

Ｌ(Liberty) Ｉ（Interlligence） Ｏ（Our） Ｎ（Nation`s） Ｓ（Safety）

～自由を守り、知性を重んじ、われわれの国の安全をはかる～

ライオンズ・マーク

会員とクラブが共に一つになって進む事を意味しています。円の中にあるＬの文字は、

法 (Law)､自由 (Liberty)､労働 (Labor)､忠誠 (Loyalty)､愛 (Love)､

生命 (Life)､ライオン (Lion) を象徴しています。ライオンの顔が２方向に

向いているのは、非利己的な奉仕をあらゆる方向に向かって行う事を

意味して、一頭は過去の輝かしいライオンズの歴史を見守り、もう一頭は

前途遼遠たるライオンズの未来を見つめています。

また、ライオンズクラブに於いて「紫」は国家、友人及び自己､さらに

自己の良心に忠実な事を意味しており、「金色」は清廉な生き方、真摯な志､

偏らない判断、寛容な心をもって人に接し、援助を惜しまない事を意味しています。



・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会　     　 ６月１０日（月）18:30 ～  みなと
６月第1例会　  　  　 ６月１２日（水）12:15 ～  ユアーズ
６月第２例会　  　  　 ６月２６日（水）18:00 ～  ユアーズ
準備理事･委員長会   　 ６月１８日（火）18:30 ～  商工会館 3F
・委員会
環境保全委員会　　　  　６月　３日（月）18:30 ～　事務局
計画財務委員会　  　　　６月　４日（火）18:30 ～　事務局
会員会則委員会　  　　　６月　５日（水）18:30 ～　事務局
MC広報委員会　  　 　 ６月　６日（木）18:30 ～　事務局
保健福祉委員会　  　　　６月１３日（木）18:30 ～　事務局
青少年委員会　　  　　　６月２５日（火）18:30 ～　事務局
出席大会委員会　　　　  ６月２７日（木）18:30 ～　事務局
・クラブ・その他行事予定
６月１２日（水）19:00 ～　ユアーズ
　クラブ新会員オリエンテーション
６月１３日（木）13:00 ～　えひめ学園
　令和元年度
　えひめ学園・ひびき分校・わかば教室関係機関連絡会議
６月２６日（水）15:00 ～　新居浜市庁舎
　令和元年度中学生英語スピーチコンテスト実行委員会
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　６月　９日（日）   9 :29 ～　    新居浜ＣＣ
囲碁部会　　　　未定
つれづれの会　　６月１２日（水）18:30 ～　    花園
くらげの会　　　奇数月の予定
スポーツ部会　　６月２８日（金）19:30 ～　    川東中学校
ネットの会　　　　　　　　　　　　　　　  　随時活動中
しまなみ海道をいつか走破する会　　　　　　   随時活動中

ゾーン・地区・国際協会の動き
６月　１日（土）15:00 ～　今治国際ホテル
　２リジョン年次会合並びに懇親会
６月　２日（日）14:00 ～　ウェルピア伊予
　次期クラブ三役オリエンテーション
６月　８日（土）14:30 ～　ユアーズ
　１Ｚ準備ゾーン会議
６月　８日（土）15:00 ～　ユアーズ
　１+Ｚ諮問委員会・年次会合並びに引継会
６月２２日（土）10:00 ～　西条市総合文化会館
　次期リジョン会議
６月２２日（土）11:10 ～　西条市総合文化会館
　準備リジョン会議
６月２２日（土）14:00 ～　西条市総合文化会館
　献血･献眼推進セミナー・次期クラブ委員長スクール

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 (5月分 )

５７
２５
２５
４３
１５０

1
 0
42
 78
121

3,042
0
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51,343
113,385

78.1
70.0
74.1
81.4
75.9

83.3
84.0
91.4
89.5
87.0

名 ％ ％ Ｈ 円

6月 誕生日おめでとうございます
近藤盛文、土岐計一、古川貴章

6 月 結婚記念日おめでとうございます
伊藤久門、杉田友裕、林　幸央

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

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

　　〈キーワード〉和 「Wa」

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

〈ライオンズクラブスローガン〉

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

〈モットー〉

We Serve
［われわれは奉仕する］
〈地区スローガン〉

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

201８.7 ～ 201９.6

N i i h a m a  L i o n s  C l u b 友愛・団結・継承

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

5月 12 日(日)　　新居浜CC
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ゴルフ部会報告

52

47

40

67

49

43

38

61

101

90

78

128

30.0

16.7

3.4

30.0

71.0

73.3

74.6

98.0

 5 月 理事・委員長会
5月 8日 (火 )1８：３０～ 商工会館3F

●会長挨拶　伊藤龍一会長
●審議事項
１．各会議登録料について
　・ライオンズクエストセミナー
　　２,０００（1,000 円×2）　5月25日（土）
　・準備リジョン会議
　　６,０００円（1,500 円×4名）　6月1日（土）
　・２Ｒ年次会合並びに懇親会
　　５６,０００円（8,000 円×7名）
　・１Ｚ年次会合並びに引継ぎ会
　　３５,０００円（5,000 円×７名）　 6月8日（土）
２．第３回愛リバー･愛ロード決算報告について
３．第３回献血・献眼決算報告について
４．日本笑い学会四国支部主催
　｢Dr.カタリア来日記念講演 in 四国」後援について
●報告事項
１．次期地区役員研修会　　延期となりました
　４月２８日（日）１３:３０～ ウェルピア伊予
　出席者：次期大竹青少年･LCIF･ライオンズクエスト委員
２．５月第１例会来訪者３名
　ライオンズクラブ国際協会 336-A 地区
　　関野邦夫 地区ガバナー
　第６５回地区年次大会
　　倉田哲男 副委員長･事務局長
　第６５回地区年次大会
　　織田秀樹 副委員長･事務局次長･日韓親善交流の夕べ
　　担当部長
●委員会報告
　計画財務委員会
　　4/20 家族会多数の参加ありがとうございました。
　ＭＣ広報委員会
　　会報誌原稿のお願い
　保健福祉委員会
　　第３回献血・献眼登録奉仕活動への参加ありがとうござ
　　いました。
　環境保全委員会
　　第３回愛リバー・愛ロード清掃奉仕の参加ありがとうござ
　　いました。
●その他　なし　

　月日が過ぎるのは本当に早いも
のです。
昨年７月に伝統ある新居浜ライオン
ズクラブの第５９代会長に就任させ
て頂いたのがつい昨日のように感じ
られます。

　実際にこの一年は、私の人生の中で一番早く感
じた一年間だったように思います。経験も知識も未
熟な私は、会長職に就任するにあたり自信もなく、
自分自身を奮起させるために富士山登山や愛媛マ
ラソンなど、果ては読書まで今までにしたこともない
苦手なことにチャレンジしましたが、残念なことに不
安とプレッシャーを払拭できないまま７月の就任の時
を迎えました。
　そのような私ですが、本年度スローガンに「友愛・
団結・継承」と掲げさせて頂き、２年後に迎える６
０周年に向け新居浜ライオンズクラブのメンバー全
員一致団結出来るように、私自身がどんな時も明る
く元気に笑顔で会長職に努めることだけを心掛けま
した。
　次期の準備段階では役員さん委員長さんの組閣

を考えるにあたり、私なりに適材適所、ベテラン会
員さん、若手会員さんのバランスを考えて一人一人
の方にお会いしてお願いに回らせていただいた際
には、すべての方にその場にて快諾頂いた事にす
ごく感謝感激した事を今でも覚えております。
　そしてその方々が手綱を緩めることなく、この一
年間私のわがままや無茶振りに嫌な顔一つせず一
生懸命支えてくれたことに、ライオンズクラブの「友
愛と相互理解の精神」を深く感じ、心より感謝と御
礼の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうござ
いました。
　委員会活動では、年間を通して特に新しい委員

会事業は立ち上げませんでしたが、継続している
事業を着実に行うこと、すべての事業をスキルアッ
プしてメンバーの方はもちろん市民の方、関係各位
の方にも喜んで頂ける事業を目指して取り組みまし
た。
　その結果や評価は賛否両論があると思います
が、私自身も実際にやってみて手応えがあったもの、
そうでないものを感じましたし、単年度の職務の中
で成しえることの難しさやもどかしさを感じました。

　本年度の会長アクティビティとしては、これからの
地域社会にマッチした「新居浜市国際交流協会」
へ事務備品贈呈が出来ました。
　すべての委員会メンバーの皆様には休日やお仕
事終わりに関わりなく、委員会出席、事業へのご
参加ありがとうございました。
　私にとり新居浜ライオンズクラブの会長の職責を
遂行出来た事は、とても感慨深く何より自分自身が
成長できた唯一無二の経験となりました。
　この経験をこれからの活かし、来るべく６０周年
またその先の未来に向けて、微力ながら新居浜ラ
イオンズクラブに貢献できればと思います。
　すべての事を振り返り、私の傍でいつも支えて頂
いた能瀬伸一幹事、岡田賢治会計、お世話になり
ました。
　この３人だったから私は一年間楽しくする事が出
来ました本当にありがとうございました。
　最後になりますが、新居浜ライオンズクラブすべ
てのメンバーの皆様と白石事務局員さんに心より感
謝申し上げまして、退任の挨拶とさせていただきま
す。一年間ありがとうございました。

■開会ゴング
■会長挨拶　伊藤龍一会長
■ライオンズ･ローア　三役
■来訪者紹介　佐伯澄男前会長
　循環器科 林病院　副院長 三谷英信様
■卓話　「糖尿病予防入門」
　　　三谷英信先生
■審議事項　なし
■幹事報告　　
・報告事項
１．次年度用会員手帳作成打合せ会
　５月１５日（水）14:00 ～ 別子 LC事務局
　出席者　白石誠一次期会員理事
２．第４回キャビネット会議
　５月１９日（日）13:00 ～ ホテルユニバース
　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．ライオンズ・クエスト「ライフスキル教育」
　　　プログラム愛媛セミナー
　５月２５日（土）13:00 ～ レイグラッツェふじ
　出席者：大竹崇夫次期青少年･LCIF･ライオンズクエスト委
　員、後藤達也次期青少年委員長
４．３３６複合地区年次大会
　５月２５日（土）～２６日（日）総社市スポーツセンター
　出席者： 伊藤龍一会長、能瀬伸一幹事、岡田賢治会計
　古川貴章第一副会長、天野  淳副幹事、福山  宏副会計
６．２R年次会合並びに懇親会
　６月１日（土）15:00 ～ 今治国際ホテル
　出席者：伊藤龍一会長、能瀬伸一幹事、岡田賢治会計
　大竹崇夫次期青少年･LCIF･ライオンズクエスト委員
　 古川貴章第一副会長、天野  淳副幹事、福山  宏副会計
７．次期三役オリエンテーション（予定）
　６月２日（日）13:00 ～ ウェルピア伊予
　出席者：古川貴章第一副会長、天野　淳副幹事、福山
　宏副会計
８．６月８日（土）ユアーズ
　・１Ｚ準備ゾーン会議　14:30 ～　
　出席者：大竹次期青少年･LCIF･ライオンズクエスト委員
　古川貴章第一副会長、天野淳副幹事、福山宏副会計、　
　鈴木雅志次期会員会則委員 ( 代 )
　・第４回地区ガバナー諮問委員会及び
　　年次会合並びに引継ぎ会　15:00 ～
　出席者：伊藤龍一会長、能瀬伸一幹事、古川貴章第一
　副会長、天野淳副幹事、福山宏副会計、L松浦一雄（代）
　鈴木雅志次期会員会則委員（代）
９．クラブ新会員オリエンテーション
　６月１２日（水）19:00 ～ ユアーズ
　出席者：新会員 L奥嶋啓一郎、L橋田信一朗、L外山貴一、
　L高木泰斉、L河端信人（６月入会予定）
　三役、第一副会長、各委員会委員長、会員会則委員
■委員会報告
　出席大会委員会　６月第 2例会は100％出席を目指します。
■出席報告
　会員数５７名、出席４5 名、欠席１2 名、出席率 78.9％　　

（懇親会）

（引継例会）

（現･次期）
（現･次期）
（現･次期）
（現･次期）
（現･次期）

（現･次期）
（現･次期）

■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥64,000
■閉会ゴング

（次期）

会長退任挨拶
会　長 伊 藤  龍 一　

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 (4月分 )

５６
２５
２５
４３
１４９

165
 48
0

 23
236

127,500
43,271

0
1,681

172,452

75.0
64.0
76.1
71.0
71.5

84.9
86.0
86.9
90.7
87.1

名 ％ ％ Ｈ 円
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We Serve友愛・団結・継承

幹事退任挨拶
幹　事 能 瀬  伸 一　

　年間通して寄稿してきたデジタル版ライオン誌ピッ
クアップも今月が最後となりました。
　書き初めは MyLion への登録お願いとMyLion
とは何ぞやから始まりました。

紙面調整という噂もありましたが、本人けっこう勉強
しながら書いてきました。
　QR コードの作成方法に始まり、実際 Web 記事
を読んでどれがいいか悩んでみたり。
　さてさて、今月のライオン誌のご紹介です。

　月日が過ぎるのは本当に早いも
のです。
昨年７月に伝統ある新居浜ライオン
ズクラブの第５９代会長に就任させ
て頂いたのがつい昨日のように感じ
られます。

　実際にこの一年は、私の人生の中で一番早く感
じた一年間だったように思います。経験も知識も未
熟な私は、会長職に就任するにあたり自信もなく、
自分自身を奮起させるために富士山登山や愛媛マ
ラソンなど、果ては読書まで今までにしたこともない
苦手なことにチャレンジしましたが、残念なことに不
安とプレッシャーを払拭できないまま７月の就任の時
を迎えました。
　そのような私ですが、本年度スローガンに「友愛・
団結・継承」と掲げさせて頂き、２年後に迎える６
０周年に向け新居浜ライオンズクラブのメンバー全
員一致団結出来るように、私自身がどんな時も明る
く元気に笑顔で会長職に努めることだけを心掛けま
した。
　次期の準備段階では役員さん委員長さんの組閣

を考えるにあたり、私なりに適材適所、ベテラン会
員さん、若手会員さんのバランスを考えて一人一人
の方にお会いしてお願いに回らせていただいた際
には、すべての方にその場にて快諾頂いた事にす
ごく感謝感激した事を今でも覚えております。
　そしてその方々が手綱を緩めることなく、この一
年間私のわがままや無茶振りに嫌な顔一つせず一
生懸命支えてくれたことに、ライオンズクラブの「友
愛と相互理解の精神」を深く感じ、心より感謝と御
礼の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうござ
いました。
　委員会活動では、年間を通して特に新しい委員

会事業は立ち上げませんでしたが、継続している
事業を着実に行うこと、すべての事業をスキルアッ
プしてメンバーの方はもちろん市民の方、関係各位
の方にも喜んで頂ける事業を目指して取り組みまし
た。
　その結果や評価は賛否両論があると思います
が、私自身も実際にやってみて手応えがあったもの、
そうでないものを感じましたし、単年度の職務の中
で成しえることの難しさやもどかしさを感じました。

　本年度の会長アクティビティとしては、これからの
地域社会にマッチした「新居浜市国際交流協会」
へ事務備品贈呈が出来ました。
　すべての委員会メンバーの皆様には休日やお仕
事終わりに関わりなく、委員会出席、事業へのご
参加ありがとうございました。
　私にとり新居浜ライオンズクラブの会長の職責を
遂行出来た事は、とても感慨深く何より自分自身が
成長できた唯一無二の経験となりました。
　この経験をこれからの活かし、来るべく６０周年
またその先の未来に向けて、微力ながら新居浜ラ
イオンズクラブに貢献できればと思います。
　すべての事を振り返り、私の傍でいつも支えて頂
いた能瀬伸一幹事、岡田賢治会計、お世話になり
ました。
　この３人だったから私は一年間楽しくする事が出
来ました本当にありがとうございました。
　最後になりますが、新居浜ライオンズクラブすべ
てのメンバーの皆様と白石事務局員さんに心より感
謝申し上げまして、退任の挨拶とさせていただきま
す。一年間ありがとうございました。

ホールインワンコンペ
出席大会委員会 神 野  雄 太　開催日：平成 31 年 5 月12 日（日）　開催地：新居浜カントリークラブ

　幸運にもホールインワンをした３
月１０日、新居浜カントリークラブは
雨おまけに霧もかかり、最悪のコン
ディションでした。
　普通であれば強い雨の日はキャ
ンセルするのですが、

たまたまプレーし幸運の女神が微笑ん
でくれました。
　聞くところによると、2000 ラウンドに１
回の割合でホールインワンが出るそう
です。私はゴルフを始めて今年４７年目
になります。
　月平均２回として、少ない年もあるの
で、大体 1000 ラウンドしております。
非常にラッキーでした。
　五月晴れの最高のコンディションの
下、５月１２日新居浜カントリークラブ
で、ホールインワンコンペを行いました。
総勢３３名も参加していただきありがと

うございました。
　当日現地に到着すると新居浜カントリークラブ支
配人加藤様より、ホールインワン証明書と記念品で
表彰式をしていただき、「続けて本日もう一回してく
ださい。」と言われて「ヨシ」と意気込んで行ったので

すが、そんなに甘くはなかったです。
　ゴルフコンペの成績発表は、リーガ
ロイヤルホテル新居浜の懇親会の席
上で行いました。
　ライオンズクラブゴルフ部会５月例
会と兼ねて行われ、大上様が見事ダ
ブル優勝しました。
　準優勝は前回ホールインワンをした
藤縄様、３位村上様でした。
　おめでとうございました。
２度あることは３度あると言います、ゴ
ルフ部月例会でぜひ３度目のホールイ
ンワンを達成して欲しいものです。

新 会 員 紹 介

氏　　名　高 木  泰 斉
生年月日　昭和５４年１月１１日
スポンサー　神野雄太ライ

オン

所　　属　青少年委員会
住　　所　〒７９２

００４２新居浜市本郷 1丁目 12-1
Mob i l e　090-2890-8887

勤　務　先　妻鳥孝行税理士事務所
勤務先住所　〒７９２

００２１新居浜市泉宮町 1-5　　
勤務先TEL　(0897)34-1766
勤務先FAX　(0897)33-3557
役　　　職　税理士
趣　　  味　ゴルフ・卓球

たかぎ      ひろなり

入会させていただき、有難うございます。伝統と格
式ある新居浜ライオンズクラブへ入会させていただ
きました高木泰斉（ひろなり）と申します。
宜しくお願い致します。
私の父親と親交があります（株）神野忠夫商店

の神野雄太社長のお導きで、この度入会させてい
ただく運びとなりました。本当に感謝しております。
有難うございます。
私事で恐縮ですが、大学卒業後、妻鳥孝行税

理士事務所で職員として働きながら、税理士を目指

して参りました。
そして今年の２月に晴れて税理士登録をすること

ができまして現在、当事務所において税理士として
活動させていただいております。
長い歴史のある新居浜ライオンズクラブの活動に

つきましては、私自身まだまだ知識も経験も不足し
ておりますので、諸先輩方に教えていただきながら、
自分ができることを精一杯頑張って行こうと思ってお
りますので、何卒ご指導ご鞭撻を賜りますよう、宜
しくお願い申し上げます。

■開会ゴング
■会長挨拶　伊藤龍一会長
■ライオンズ･ローア　三役
■来訪者紹介　佐伯澄男前会長
　循環器科 林病院　副院長 三谷英信様
■卓話　「糖尿病予防入門」
　　　三谷英信先生
■審議事項　なし
■幹事報告　　
・報告事項
１．次年度用会員手帳作成打合せ会
　５月１５日（水）14:00 ～ 別子 LC事務局
　出席者　白石誠一次期会員理事
２．第４回キャビネット会議
　５月１９日（日）13:00 ～ ホテルユニバース
　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．ライオンズ・クエスト「ライフスキル教育」
　　　プログラム愛媛セミナー
　５月２５日（土）13:00 ～ レイグラッツェふじ
　出席者：大竹崇夫次期青少年･LCIF･ライオンズクエスト委
　員、後藤達也次期青少年委員長
４．３３６複合地区年次大会
　５月２５日（土）～２６日（日）総社市スポーツセンター
　出席者： 伊藤龍一会長、能瀬伸一幹事、岡田賢治会計
　古川貴章第一副会長、天野  淳副幹事、福山  宏副会計
６．２R年次会合並びに懇親会
　６月１日（土）15:00 ～ 今治国際ホテル
　出席者：伊藤龍一会長、能瀬伸一幹事、岡田賢治会計
　大竹崇夫次期青少年･LCIF･ライオンズクエスト委員
　 古川貴章第一副会長、天野  淳副幹事、福山  宏副会計
７．次期三役オリエンテーション（予定）
　６月２日（日）13:00 ～ ウェルピア伊予
　出席者：古川貴章第一副会長、天野　淳副幹事、福山
　宏副会計
８．６月８日（土）ユアーズ
　・１Ｚ準備ゾーン会議　14:30 ～　
　出席者：大竹次期青少年･LCIF･ライオンズクエスト委員
　古川貴章第一副会長、天野淳副幹事、福山宏副会計、　
　鈴木雅志次期会員会則委員 ( 代 )
　・第４回地区ガバナー諮問委員会及び
　　年次会合並びに引継ぎ会　15:00 ～
　出席者：伊藤龍一会長、能瀬伸一幹事、古川貴章第一
　副会長、天野淳副幹事、福山宏副会計、L松浦一雄（代）
　鈴木雅志次期会員会則委員（代）
９．クラブ新会員オリエンテーション
　６月１２日（水）19:00 ～ ユアーズ
　出席者：新会員 L奥嶋啓一郎、L橋田信一朗、L外山貴一、
　L高木泰斉、L河端信人（６月入会予定）
　三役、第一副会長、各委員会委員長、会員会則委員
■委員会報告
　出席大会委員会　６月第 2例会は100％出席を目指します。
■出席報告
　会員数５７名、出席４5 名、欠席１2 名、出席率 78.9％　　

今月のライオン誌ピックアップ
MC広報委員長 天 野 　淳　

私が生まれた年、１９６８年に沖縄
にて全国大会が行われました。その
時に全国合同奉仕活動として「沖
縄救ライ」が決定されました。
日本のライオンズがハンセン病対策
を取り上げたのは、「インド救ライ」
（59 年～）以来のこととなります。

沖縄救ライ協力金としてライオンズ・メンバー一人
1000 円、合計 7600 万円が集められ、69 年に東京
で開催されたライオンズクラブ国際大会で、財団法
人沖縄らい予防協会へ贈呈されたことが記事とし
て UPされています。

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。

　昨年７月、「さぁやるぞ」という
意気込みと、「ちゃんと務めること
が出来るだろうか」という不安が
入り交じるなかスタートした平成最
後の年。
　平成から令和へと時代をまたぎ、

なんとか無事に役目を終えようとしています。
　幹事は会長以下メンバーの皆さんをサポートする
のが役目でありながら、多くの場面で皆さんに支え
られ、本来の幹事の姿からはほど遠いものであった
かも知れません。
　失敗も多くありました。そんな時も寛容の精神で
温かく見守ってくださりました。日頃、何気に掛けて
くださった励ましの言葉もどれだけ力や勇気になっ
たかわかりません。
　事前に聞いて覚悟はしていましたが、想像以上
に多忙な一年でした。
　仕事との両立が大変だったとき、また、体調が
すぐれなかったときもありました。そんな時もなんと
か乗り切れたのは、皆さんが常に私にエネルギーを
与え続けてくださったからです。
　お声がけのみならず、日頃笑顔で接してくれる、
これだけで十分エネルギーをもらっていました。
メンバーの皆さんには本当に感謝しています。
　また、多忙ながらも充実した、そして楽しかった

一年を経験させて頂いた伊藤会長にも心から感謝
しています。
　ライオンズは基本的に単年度制ですが、不連続
ではなく連続性を持った組織です。
年輪を重ねる大樹のごとく、より良いクラブへと成長
し続ける為に、まずはこの一年の僅かばかりの知
識や経験を必要とするメンバーの方々にフィードバッ
ク出来ればと思っています。
　ライオンとしては、私もまだまだ半人前。幹事を
一年務めたくらいでライオンズを理解出来るはずも
ありません。
　これからも「Ｗｅ Ｓｅｒｖｅ」の精神を培い、我が
クラブの発展に貢献出来るメンバーになれるよう、
今後も奮励努力してまいります。
　一年間、ありがとうございました！

■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥64,000
■閉会ゴング
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N i i h a m a  L i o n s  C l u b 友愛・団結・継承

会計退任、令和元年に迎えて
会　計 岡 田  賢 治　

恒例の家族会が開催されて
計画財務委員長 後 藤  達 也　開催日：平成 31 年 4 月14 日（土）　開催地：マリンパーク新居浜

　４月２０日マリンパークにて４月第
二例会と家族会を開催しました。
　土曜日ということもあって参加人
数が例年より少なめと予想されまし
たが副委員長の加藤久博さんに実
行委員長を務めていただき、若手

を中心に食材で盛り上げようと準備をしていました。
　朝９時からテント設営やテーブルセッティングを始
めて、家族会開始前には炭を焼いて準備も万全で
す。そして第二例会が終了してメンバーの方々、
ご家族の方々もほぼ集まって伊藤龍一会長のご発
声で乾杯して家族会のスタートです。
　計画財務委員会のメンバーでお肉を焼いて、今
回は伊藤龍一会長のご提案で高級海鮮を伊藤会
長自ら段取りと、当日は海鮮の調理までして頂きま
した。
　メンバー、ご家族の方々に伊勢海老やアワビを
堪能していただけたと思います。
　お肉も良質でしたので、美味しい海鮮とあわせ
てお酒も進んだのではないかと思います。
　そして今回、メンバーの高橋尚毅さんにお願いし
て青空 BAR を開いて頂き、高級フルーツを使用し
たフルーツカクテル、奥様方にはノンアルコールのフ

ルーツカクテルを振る舞って頂きました。
　私もいただきましたがめちゃくちゃ美味しかったで
す！ 高橋さんお世話になりました！
　終焉は全員で輪になって青空の元、また逢う日ま
でを斉唱して気持ち良く閉会できました。
　この日は朝から天候に恵まれ快晴でした。
そよ風が気持ち良く、海が眺められる場所が取れ
たのもラッキーでロケーションが抜群で参加人数が
少なめではありましたが、最高の BBQ 家族会だっ
たと思います。
　賄いに徹して頂いた伊藤龍一会長、高橋尚毅さ
ん、そして計画財務委員会メンバーの皆さん大変
お世話になりました。

　平成の終わりと令和の始まりの
一年間、会計を拝命させて頂き大
変記念となり一生の思い出になる
でしょう。
　また、若さ溢れる伊藤龍一会長
と能瀬伸一幹事と共に何とか無事

に会計を務めさせて頂きました。そして会長、幹事
共ライオンズの事を良く勉強され、実行に移す行動
力には感心し改めて私も見習わなければと自覚させ

られた次第です。
　令和となってどの様な未来が待っているのでしょ
うか。
新居浜ライオンズクラブにおいては「Ｗｅ Ｓｅｒｖｅ」
への思いがある限り素晴らしい未来が待っていると
確信しています。
　最後に伊藤龍一会長、能瀬伸一幹事、御礼申
し上げます。
“可愛がってくれてありがとう！！”

　この度、第二副会長を仰せつか
り、少しずつ自覚を持たないといけ
ないと思っています。
　私も平成１６年１１月に新居浜ラ
イオンズクラブに入会させていただ
いて早いもので約１５年もの年月が

経ちました。
　そして、二年後に歴史と伝統ある新居浜ライオン
ズクラブの会長を務めることを考えますと いろいろ
とプレッシャーを感じております。
　そして、二年後は ちょうど６０周年の翌年と言う
ことで、メンバーの皆さんも一息つきたい１年間では

ないでしょうか？
　私も歴代の会長さんのような立派なことは出来な
いと思いますので、ゆっくりと自分が出来ることをメン
バーの皆さんと「こつこつ」と行っていきたいと思っ
ています。
　又、周年の翌年は、退会者が増えると聞いていま
すので、是非、今の人数から減らないように お声か
けをしていきたいと思います。
　いろいろといたらない所も多数あるとは思います
が、これから第二副会長として二年間しっかり勉強
させていただきますので 是非、皆様のご協力のほ
どよろしくお願い致します。

第二副会長の自覚をもって･･･
次期第二副会長 新 田  久 司　

　年間通して寄稿してきたデジタル版ライオン誌ピッ
クアップも今月が最後となりました。
　書き初めは MyLion への登録お願いとMyLion
とは何ぞやから始まりました。

紙面調整という噂もありましたが、本人けっこう勉強
しながら書いてきました。
　QR コードの作成方法に始まり、実際 Web 記事
を読んでどれがいいか悩んでみたり。
　さてさて、今月のライオン誌のご紹介です。

■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
■来訪者紹介　佐伯澄男前会長
　循環器科 林病院　副院長 三谷英信様
■卓話　「糖尿病予防入門」
　　　三谷英信先生
■審議事項　なし
■幹事報告　　
・報告事項
１．次年度用会員手帳作成打合せ会
　５月１５日（水）14:00 ～ 別子 LC事務局
　出席者　白石誠一次期会員理事
２．第４回キャビネット会議
　５月１９日（日）13:00 ～ ホテルユニバース
　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．ライオンズ・クエスト「ライフスキル教育」
　　　プログラム愛媛セミナー
　５月２５日（土）13:00 ～ レイグラッツェふじ
　出席者：大竹崇夫次期青少年･LCIF･ライオンズクエスト委
　員、後藤達也次期青少年委員長
４．３３６複合地区年次大会
　５月２５日（土）～２６日（日）総社市スポーツセンター
　出席者： 伊藤龍一会長、能瀬伸一幹事、岡田賢治会計
　古川貴章第一副会長、天野  淳副幹事、福山  宏副会計
６．２R年次会合並びに懇親会
　６月１日（土）15:00 ～ 今治国際ホテル
　出席者：伊藤龍一会長、能瀬伸一幹事、岡田賢治会計
　大竹崇夫次期青少年･LCIF･ライオンズクエスト委員
　 古川貴章第一副会長、天野  淳副幹事、福山  宏副会計
７．次期三役オリエンテーション（予定）
　６月２日（日）13:00 ～ ウェルピア伊予
　出席者：古川貴章第一副会長、天野　淳副幹事、福山
　宏副会計
８．６月８日（土）ユアーズ
　・１Ｚ準備ゾーン会議　14:30 ～　
　出席者：大竹次期青少年･LCIF･ライオンズクエスト委員
　古川貴章第一副会長、天野淳副幹事、福山宏副会計、　
　鈴木雅志次期会員会則委員 ( 代 )
　・第４回地区ガバナー諮問委員会及び
　　年次会合並びに引継ぎ会　15:00 ～
　出席者：伊藤龍一会長、能瀬伸一幹事、古川貴章第一
　副会長、天野淳副幹事、福山宏副会計、L松浦一雄（代）
　鈴木雅志次期会員会則委員（代）
９．クラブ新会員オリエンテーション
　６月１２日（水）19:00 ～ ユアーズ
　出席者：新会員 L奥嶋啓一郎、L橋田信一朗、L外山貴一、
　L高木泰斉、L河端信人（６月入会予定）
　三役、第一副会長、各委員会委員長、会員会則委員
■委員会報告
　出席大会委員会　６月第 2例会は100％出席を目指します。
■出席報告
　会員数５７名、出席４5 名、欠席１2 名、出席率 78.9％　　

私が生まれた年、１９６８年に沖縄
にて全国大会が行われました。その
時に全国合同奉仕活動として「沖
縄救ライ」が決定されました。
日本のライオンズがハンセン病対策
を取り上げたのは、「インド救ライ」
（59 年～）以来のこととなります。

沖縄救ライ協力金としてライオンズ・メンバー一人
1000 円、合計 7600 万円が集められ、69 年に東京
で開催されたライオンズクラブ国際大会で、財団法
人沖縄らい予防協会へ贈呈されたことが記事とし
て UPされています。

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。

■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥64,000
■閉会ゴング
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会計退任、令和元年に迎えて
会　計 岡 田  賢 治　

恒例の家族会が開催されて
計画財務委員長 後 藤  達 也　開催日：平成 31 年 4 月14 日（土）　開催地：マリンパーク新居浜

　４月２０日マリンパークにて４月第
二例会と家族会を開催しました。
　土曜日ということもあって参加人
数が例年より少なめと予想されまし
たが副委員長の加藤久博さんに実
行委員長を務めていただき、若手

を中心に食材で盛り上げようと準備をしていました。
　朝９時からテント設営やテーブルセッティングを始
めて、家族会開始前には炭を焼いて準備も万全で
す。そして第二例会が終了してメンバーの方々、
ご家族の方々もほぼ集まって伊藤龍一会長のご発
声で乾杯して家族会のスタートです。
　計画財務委員会のメンバーでお肉を焼いて、今
回は伊藤龍一会長のご提案で高級海鮮を伊藤会
長自ら段取りと、当日は海鮮の調理までして頂きま
した。
　メンバー、ご家族の方々に伊勢海老やアワビを
堪能していただけたと思います。
　お肉も良質でしたので、美味しい海鮮とあわせ
てお酒も進んだのではないかと思います。
　そして今回、メンバーの高橋尚毅さんにお願いし
て青空 BAR を開いて頂き、高級フルーツを使用し
たフルーツカクテル、奥様方にはノンアルコールのフ

ルーツカクテルを振る舞って頂きました。
　私もいただきましたがめちゃくちゃ美味しかったで
す！ 高橋さんお世話になりました！
　終焉は全員で輪になって青空の元、また逢う日ま
でを斉唱して気持ち良く閉会できました。
　この日は朝から天候に恵まれ快晴でした。
そよ風が気持ち良く、海が眺められる場所が取れ
たのもラッキーでロケーションが抜群で参加人数が
少なめではありましたが、最高の BBQ 家族会だっ
たと思います。
　賄いに徹して頂いた伊藤龍一会長、高橋尚毅さ
ん、そして計画財務委員会メンバーの皆さん大変
お世話になりました。

　平成の終わりと令和の始まりの
一年間、会計を拝命させて頂き大
変記念となり一生の思い出になる
でしょう。
　また、若さ溢れる伊藤龍一会長
と能瀬伸一幹事と共に何とか無事

に会計を務めさせて頂きました。そして会長、幹事
共ライオンズの事を良く勉強され、実行に移す行動
力には感心し改めて私も見習わなければと自覚させ

られた次第です。
　令和となってどの様な未来が待っているのでしょ
うか。
新居浜ライオンズクラブにおいては「Ｗｅ Ｓｅｒｖｅ」
への思いがある限り素晴らしい未来が待っていると
確信しています。
　最後に伊藤龍一会長、能瀬伸一幹事、御礼申
し上げます。
“可愛がってくれてありがとう！！”

　この度、第二副会長を仰せつか
り、少しずつ自覚を持たないといけ
ないと思っています。
　私も平成１６年１１月に新居浜ラ
イオンズクラブに入会させていただ
いて早いもので約１５年もの年月が

経ちました。
　そして、二年後に歴史と伝統ある新居浜ライオン
ズクラブの会長を務めることを考えますと いろいろ
とプレッシャーを感じております。
　そして、二年後は ちょうど６０周年の翌年と言う
ことで、メンバーの皆さんも一息つきたい１年間では

ないでしょうか？
　私も歴代の会長さんのような立派なことは出来な
いと思いますので、ゆっくりと自分が出来ることをメン
バーの皆さんと「こつこつ」と行っていきたいと思っ
ています。
　又、周年の翌年は、退会者が増えると聞いていま
すので、是非、今の人数から減らないように お声か
けをしていきたいと思います。
　いろいろといたらない所も多数あるとは思います
が、これから第二副会長として二年間しっかり勉強
させていただきますので 是非、皆様のご協力のほ
どよろしくお願い致します。

第二副会長の自覚をもって･･･
次期第二副会長 新 田  久 司　

　年間通して寄稿してきたデジタル版ライオン誌ピッ
クアップも今月が最後となりました。
　書き初めは MyLion への登録お願いとMyLion
とは何ぞやから始まりました。

紙面調整という噂もありましたが、本人けっこう勉強
しながら書いてきました。
　QR コードの作成方法に始まり、実際 Web 記事
を読んでどれがいいか悩んでみたり。
　さてさて、今月のライオン誌のご紹介です。

■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
■来訪者紹介　佐伯澄男前会長
　循環器科 林病院　副院長 三谷英信様
■卓話　「糖尿病予防入門」
　　　三谷英信先生
■審議事項　なし
■幹事報告　　
・報告事項
１．次年度用会員手帳作成打合せ会
　５月１５日（水）14:00 ～ 別子 LC事務局
　出席者　白石誠一次期会員理事
２．第４回キャビネット会議
　５月１９日（日）13:00 ～ ホテルユニバース
　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．ライオンズ・クエスト「ライフスキル教育」
　　　プログラム愛媛セミナー
　５月２５日（土）13:00 ～ レイグラッツェふじ
　出席者：大竹崇夫次期青少年･LCIF･ライオンズクエスト委
　員、後藤達也次期青少年委員長
４．３３６複合地区年次大会
　５月２５日（土）～２６日（日）総社市スポーツセンター
　出席者： 伊藤龍一会長、能瀬伸一幹事、岡田賢治会計
　古川貴章第一副会長、天野  淳副幹事、福山  宏副会計
６．２R年次会合並びに懇親会
　６月１日（土）15:00 ～ 今治国際ホテル
　出席者：伊藤龍一会長、能瀬伸一幹事、岡田賢治会計
　大竹崇夫次期青少年･LCIF･ライオンズクエスト委員
　 古川貴章第一副会長、天野  淳副幹事、福山  宏副会計
７．次期三役オリエンテーション（予定）
　６月２日（日）13:00 ～ ウェルピア伊予
　出席者：古川貴章第一副会長、天野　淳副幹事、福山
　宏副会計
８．６月８日（土）ユアーズ
　・１Ｚ準備ゾーン会議　14:30 ～　
　出席者：大竹次期青少年･LCIF･ライオンズクエスト委員
　古川貴章第一副会長、天野淳副幹事、福山宏副会計、　
　鈴木雅志次期会員会則委員 ( 代 )
　・第４回地区ガバナー諮問委員会及び
　　年次会合並びに引継ぎ会　15:00 ～
　出席者：伊藤龍一会長、能瀬伸一幹事、古川貴章第一
　副会長、天野淳副幹事、福山宏副会計、L松浦一雄（代）
　鈴木雅志次期会員会則委員（代）
９．クラブ新会員オリエンテーション
　６月１２日（水）19:00 ～ ユアーズ
　出席者：新会員 L奥嶋啓一郎、L橋田信一朗、L外山貴一、
　L高木泰斉、L河端信人（６月入会予定）
　三役、第一副会長、各委員会委員長、会員会則委員
■委員会報告
　出席大会委員会　６月第 2例会は100％出席を目指します。
■出席報告
　会員数５７名、出席４5 名、欠席１2 名、出席率 78.9％　　

私が生まれた年、１９６８年に沖縄
にて全国大会が行われました。その
時に全国合同奉仕活動として「沖
縄救ライ」が決定されました。
日本のライオンズがハンセン病対策
を取り上げたのは、「インド救ライ」
（59 年～）以来のこととなります。

沖縄救ライ協力金としてライオンズ・メンバー一人
1000 円、合計 7600 万円が集められ、69 年に東京
で開催されたライオンズクラブ国際大会で、財団法
人沖縄らい予防協会へ贈呈されたことが記事とし
て UPされています。

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。

■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥64,000
■閉会ゴング
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N i i h a m a  L i o n s  C l u b 友愛・団結・継承

幹事退任挨拶
幹　事 能 瀬  伸 一　

　年間通して寄稿してきたデジタル版ライオン誌ピッ
クアップも今月が最後となりました。
　書き初めは MyLion への登録お願いとMyLion
とは何ぞやから始まりました。

紙面調整という噂もありましたが、本人けっこう勉強
しながら書いてきました。
　QR コードの作成方法に始まり、実際 Web 記事
を読んでどれがいいか悩んでみたり。
　さてさて、今月のライオン誌のご紹介です。

　月日が過ぎるのは本当に早いも
のです。
昨年７月に伝統ある新居浜ライオン
ズクラブの第５９代会長に就任させ
て頂いたのがつい昨日のように感じ
られます。

　実際にこの一年は、私の人生の中で一番早く感
じた一年間だったように思います。経験も知識も未
熟な私は、会長職に就任するにあたり自信もなく、
自分自身を奮起させるために富士山登山や愛媛マ
ラソンなど、果ては読書まで今までにしたこともない
苦手なことにチャレンジしましたが、残念なことに不
安とプレッシャーを払拭できないまま７月の就任の時
を迎えました。
　そのような私ですが、本年度スローガンに「友愛・
団結・継承」と掲げさせて頂き、２年後に迎える６
０周年に向け新居浜ライオンズクラブのメンバー全
員一致団結出来るように、私自身がどんな時も明る
く元気に笑顔で会長職に努めることだけを心掛けま
した。
　次期の準備段階では役員さん委員長さんの組閣

を考えるにあたり、私なりに適材適所、ベテラン会
員さん、若手会員さんのバランスを考えて一人一人
の方にお会いしてお願いに回らせていただいた際
には、すべての方にその場にて快諾頂いた事にす
ごく感謝感激した事を今でも覚えております。
　そしてその方々が手綱を緩めることなく、この一
年間私のわがままや無茶振りに嫌な顔一つせず一
生懸命支えてくれたことに、ライオンズクラブの「友
愛と相互理解の精神」を深く感じ、心より感謝と御
礼の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうござ
いました。
　委員会活動では、年間を通して特に新しい委員

会事業は立ち上げませんでしたが、継続している
事業を着実に行うこと、すべての事業をスキルアッ
プしてメンバーの方はもちろん市民の方、関係各位
の方にも喜んで頂ける事業を目指して取り組みまし
た。
　その結果や評価は賛否両論があると思います
が、私自身も実際にやってみて手応えがあったもの、
そうでないものを感じましたし、単年度の職務の中
で成しえることの難しさやもどかしさを感じました。

　本年度の会長アクティビティとしては、これからの
地域社会にマッチした「新居浜市国際交流協会」
へ事務備品贈呈が出来ました。
　すべての委員会メンバーの皆様には休日やお仕
事終わりに関わりなく、委員会出席、事業へのご
参加ありがとうございました。
　私にとり新居浜ライオンズクラブの会長の職責を
遂行出来た事は、とても感慨深く何より自分自身が
成長できた唯一無二の経験となりました。
　この経験をこれからの活かし、来るべく６０周年
またその先の未来に向けて、微力ながら新居浜ラ
イオンズクラブに貢献できればと思います。
　すべての事を振り返り、私の傍でいつも支えて頂
いた能瀬伸一幹事、岡田賢治会計、お世話になり
ました。
　この３人だったから私は一年間楽しくする事が出
来ました本当にありがとうございました。
　最後になりますが、新居浜ライオンズクラブすべ
てのメンバーの皆様と白石事務局員さんに心より感
謝申し上げまして、退任の挨拶とさせていただきま
す。一年間ありがとうございました。

ホールインワンコンペ
出席大会委員会 神 野  雄 太　開催日：平成 31 年 5 月12 日（日）　開催地：新居浜カントリークラブ

　幸運にもホールインワンをした３
月１０日、新居浜カントリークラブは
雨おまけに霧もかかり、最悪のコン
ディションでした。
　普通であれば強い雨の日はキャ
ンセルするのですが、

たまたまプレーし幸運の女神が微笑ん
でくれました。
　聞くところによると、2000 ラウンドに１
回の割合でホールインワンが出るそう
です。私はゴルフを始めて今年４７年目
になります。
　月平均２回として、少ない年もあるの
で、大体 1000 ラウンドしております。
非常にラッキーでした。
　五月晴れの最高のコンディションの
下、５月１２日新居浜カントリークラブ
で、ホールインワンコンペを行いました。
総勢３３名も参加していただきありがと

うございました。
　当日現地に到着すると新居浜カントリークラブ支
配人加藤様より、ホールインワン証明書と記念品で
表彰式をしていただき、「続けて本日もう一回してく
ださい。」と言われて「ヨシ」と意気込んで行ったので

すが、そんなに甘くはなかったです。
　ゴルフコンペの成績発表は、リーガ
ロイヤルホテル新居浜の懇親会の席
上で行いました。
　ライオンズクラブゴルフ部会５月例
会と兼ねて行われ、大上様が見事ダ
ブル優勝しました。
　準優勝は前回ホールインワンをした
藤縄様、３位村上様でした。
　おめでとうございました。
２度あることは３度あると言います、ゴ
ルフ部月例会でぜひ３度目のホールイ
ンワンを達成して欲しいものです。

新 会 員 紹 介

氏　　名　高 木  泰 斉
生年月日　昭和５４年１月１１日
スポンサー　神野雄太ライ

オン

所　　属　青少年委員会
住　　所　〒７９２

００４２新居浜市本郷 1丁目 12-1
Mob i l e　090-2890-8887

勤　務　先　妻鳥孝行税理士事務所
勤務先住所　〒７９２

００２１新居浜市泉宮町 1-5　　
勤務先TEL　(0897)34-1766
勤務先FAX　(0897)33-3557
役　　　職　税理士
趣　　  味　ゴルフ・卓球

たかぎ      ひろなり

入会させていただき、有難うございます。伝統と格
式ある新居浜ライオンズクラブへ入会させていただ
きました高木泰斉（ひろなり）と申します。
宜しくお願い致します。
私の父親と親交があります（株）神野忠夫商店

の神野雄太社長のお導きで、この度入会させてい
ただく運びとなりました。本当に感謝しております。
有難うございます。
私事で恐縮ですが、大学卒業後、妻鳥孝行税

理士事務所で職員として働きながら、税理士を目指

して参りました。
そして今年の２月に晴れて税理士登録をすること

ができまして現在、当事務所において税理士として
活動させていただいております。
長い歴史のある新居浜ライオンズクラブの活動に

つきましては、私自身まだまだ知識も経験も不足し
ておりますので、諸先輩方に教えていただきながら、
自分ができることを精一杯頑張って行こうと思ってお
りますので、何卒ご指導ご鞭撻を賜りますよう、宜
しくお願い申し上げます。

■開会ゴング
■会長挨拶　伊藤龍一会長
■ライオンズ･ローア　三役
■来訪者紹介　佐伯澄男前会長
　循環器科 林病院　副院長 三谷英信様
■卓話　「糖尿病予防入門」
　　　三谷英信先生
■審議事項　なし
■幹事報告　　
・報告事項
１．次年度用会員手帳作成打合せ会
　５月１５日（水）14:00 ～ 別子 LC事務局
　出席者　白石誠一次期会員理事
２．第４回キャビネット会議
　５月１９日（日）13:00 ～ ホテルユニバース
　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．ライオンズ・クエスト「ライフスキル教育」
　　　プログラム愛媛セミナー
　５月２５日（土）13:00 ～ レイグラッツェふじ
　出席者：大竹崇夫次期青少年･LCIF･ライオンズクエスト委
　員、後藤達也次期青少年委員長
４．３３６複合地区年次大会
　５月２５日（土）～２６日（日）総社市スポーツセンター
　出席者： 伊藤龍一会長、能瀬伸一幹事、岡田賢治会計
　古川貴章第一副会長、天野  淳副幹事、福山  宏副会計
６．２R年次会合並びに懇親会
　６月１日（土）15:00 ～ 今治国際ホテル
　出席者：伊藤龍一会長、能瀬伸一幹事、岡田賢治会計
　大竹崇夫次期青少年･LCIF･ライオンズクエスト委員
　 古川貴章第一副会長、天野  淳副幹事、福山  宏副会計
７．次期三役オリエンテーション（予定）
　６月２日（日）13:00 ～ ウェルピア伊予
　出席者：古川貴章第一副会長、天野　淳副幹事、福山
　宏副会計
８．６月８日（土）ユアーズ
　・１Ｚ準備ゾーン会議　14:30 ～　
　出席者：大竹次期青少年･LCIF･ライオンズクエスト委員
　古川貴章第一副会長、天野淳副幹事、福山宏副会計、　
　鈴木雅志次期会員会則委員 ( 代 )
　・第４回地区ガバナー諮問委員会及び
　　年次会合並びに引継ぎ会　15:00 ～
　出席者：伊藤龍一会長、能瀬伸一幹事、古川貴章第一
　副会長、天野淳副幹事、福山宏副会計、L松浦一雄（代）
　鈴木雅志次期会員会則委員（代）
９．クラブ新会員オリエンテーション
　６月１２日（水）19:00 ～ ユアーズ
　出席者：新会員 L奥嶋啓一郎、L橋田信一朗、L外山貴一、
　L高木泰斉、L河端信人（６月入会予定）
　三役、第一副会長、各委員会委員長、会員会則委員
■委員会報告
　出席大会委員会　６月第 2例会は100％出席を目指します。
■出席報告
　会員数５７名、出席４5 名、欠席１2 名、出席率 78.9％　　

今月のライオン誌ピックアップ
MC広報委員長 天 野 　淳　

私が生まれた年、１９６８年に沖縄
にて全国大会が行われました。その
時に全国合同奉仕活動として「沖
縄救ライ」が決定されました。
日本のライオンズがハンセン病対策
を取り上げたのは、「インド救ライ」
（59 年～）以来のこととなります。

沖縄救ライ協力金としてライオンズ・メンバー一人
1000 円、合計 7600 万円が集められ、69 年に東京
で開催されたライオンズクラブ国際大会で、財団法
人沖縄らい予防協会へ贈呈されたことが記事とし
て UPされています。

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。

　昨年７月、「さぁやるぞ」という
意気込みと、「ちゃんと務めること
が出来るだろうか」という不安が
入り交じるなかスタートした平成最
後の年。
　平成から令和へと時代をまたぎ、

なんとか無事に役目を終えようとしています。
　幹事は会長以下メンバーの皆さんをサポートする
のが役目でありながら、多くの場面で皆さんに支え
られ、本来の幹事の姿からはほど遠いものであった
かも知れません。
　失敗も多くありました。そんな時も寛容の精神で
温かく見守ってくださりました。日頃、何気に掛けて
くださった励ましの言葉もどれだけ力や勇気になっ
たかわかりません。
　事前に聞いて覚悟はしていましたが、想像以上
に多忙な一年でした。
　仕事との両立が大変だったとき、また、体調が
すぐれなかったときもありました。そんな時もなんと
か乗り切れたのは、皆さんが常に私にエネルギーを
与え続けてくださったからです。
　お声がけのみならず、日頃笑顔で接してくれる、
これだけで十分エネルギーをもらっていました。
メンバーの皆さんには本当に感謝しています。
　また、多忙ながらも充実した、そして楽しかった

一年を経験させて頂いた伊藤会長にも心から感謝
しています。
　ライオンズは基本的に単年度制ですが、不連続
ではなく連続性を持った組織です。
年輪を重ねる大樹のごとく、より良いクラブへと成長
し続ける為に、まずはこの一年の僅かばかりの知
識や経験を必要とするメンバーの方々にフィードバッ
ク出来ればと思っています。
　ライオンとしては、私もまだまだ半人前。幹事を
一年務めたくらいでライオンズを理解出来るはずも
ありません。
　これからも「Ｗｅ Ｓｅｒｖｅ」の精神を培い、我が
クラブの発展に貢献出来るメンバーになれるよう、
今後も奮励努力してまいります。
　一年間、ありがとうございました！

■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥64,000
■閉会ゴング



■ 沖縄救ライ：最大の敵は無知と偏見 ■　

（続きはライオン誌WEB版で）

ライオン誌WEB版
５月号より一部抜粋
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We Serve友愛・団結・継承

　年間通して寄稿してきたデジタル版ライオン誌ピッ
クアップも今月が最後となりました。
　書き初めは MyLion への登録お願いとMyLion
とは何ぞやから始まりました。

紙面調整という噂もありましたが、本人けっこう勉強
しながら書いてきました。
　QR コードの作成方法に始まり、実際 Web 記事
を読んでどれがいいか悩んでみたり。
　さてさて、今月のライオン誌のご紹介です。

１９６８年６月、北海道札幌市で行われた日本
ライオンズの第１４回全国大会で、全国合同奉
仕活動として「沖縄救ライ」が決定した。
日本のライオンズがハンセン病対策を取り上げ
たのは、「インド救ライ」（59 年～）依頼のこ
とだ。沖縄救ライ協力金としてライオンズ・メ
ンバー一人 1000 円、合計 7600 万円が集められ、
69 年に東京で開催されたライオンズクラブ国
際大会で、財団法人沖縄らい予防協会へ贈呈さ
れた。
合同奉仕のきっかけとなったのは、６７年に日
本政府によって行われた沖縄県宮古・八重山諸
島のハンセン病集団検診だ。学童検診では 47
人の患者が発見され、沖縄全土では新患者が
170 人を超えた。
この結果は沖縄の地元紙だけで無く全国紙でも
「沖縄離島にハンセン氏病流行」などの見出し
で報道され、全国的に沖縄のハンセン氏病に対
する関心が高まった。
当時、日本ライオンズは１４の地区に分かれて
いたが、各地区のリーダーの半数が医師だった
ことも有り、「１０年も前からインド救ライに
取り組んできた日本ライオンズが、沖縄を看過
できるか。我々の時代に取り上げて、成功させ

よう」となった。
　ハンセン病は「らい菌」によって主に皮膚や
末梢神経が侵される感染症である。顔面や手足
などに残る後遺症が目立つことなどから、古く
から恐ろしい伝染病、不治の病と忌み嫌われ、
天刑病などと呼ばれることもあった。
　しかし実際には、らい菌は日常生活の中で感
染することはまずないほど感染力が弱く、感染
したとしても発症に至ることはまれだ。
　そして４３年に治療薬が発見され、早期発見、
早期治療によって完治する病気となった。治療
中及び治療後に感染することもない。

1969 年大阪府・高槻 LC はバザーと画展を開催し、沖縄
救ライ事業の資金調達に協力した

ライオンズの協力金で増改築された那覇市のスキン･クリ
ニック

■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
■来訪者紹介　佐伯澄男前会長
　循環器科 林病院　副院長 三谷英信様
■卓話　「糖尿病予防入門」
　　　三谷英信先生
■審議事項　なし
■幹事報告　　
・報告事項
１．次年度用会員手帳作成打合せ会
　５月１５日（水）14:00 ～ 別子 LC事務局
　出席者　白石誠一次期会員理事
２．第４回キャビネット会議
　５月１９日（日）13:00 ～ ホテルユニバース
　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．ライオンズ・クエスト「ライフスキル教育」
　　　プログラム愛媛セミナー
　５月２５日（土）13:00 ～ レイグラッツェふじ
　出席者：大竹崇夫次期青少年･LCIF･ライオンズクエスト委
　員、後藤達也次期青少年委員長
４．３３６複合地区年次大会
　５月２５日（土）～２６日（日）総社市スポーツセンター
　出席者： 伊藤龍一会長、能瀬伸一幹事、岡田賢治会計
　古川貴章第一副会長、天野  淳副幹事、福山  宏副会計
６．２R年次会合並びに懇親会
　６月１日（土）15:00 ～ 今治国際ホテル
　出席者：伊藤龍一会長、能瀬伸一幹事、岡田賢治会計
　大竹崇夫次期青少年･LCIF･ライオンズクエスト委員
　 古川貴章第一副会長、天野  淳副幹事、福山  宏副会計
７．次期三役オリエンテーション（予定）
　６月２日（日）13:00 ～ ウェルピア伊予
　出席者：古川貴章第一副会長、天野　淳副幹事、福山
　宏副会計
８．６月８日（土）ユアーズ
　・１Ｚ準備ゾーン会議　14:30 ～　
　出席者：大竹次期青少年･LCIF･ライオンズクエスト委員
　古川貴章第一副会長、天野淳副幹事、福山宏副会計、　
　鈴木雅志次期会員会則委員 ( 代 )
　・第４回地区ガバナー諮問委員会及び
　　年次会合並びに引継ぎ会　15:00 ～
　出席者：伊藤龍一会長、能瀬伸一幹事、古川貴章第一
　副会長、天野淳副幹事、福山宏副会計、L松浦一雄（代）
　鈴木雅志次期会員会則委員（代）
９．クラブ新会員オリエンテーション
　６月１２日（水）19:00 ～ ユアーズ
　出席者：新会員 L奥嶋啓一郎、L橋田信一朗、L外山貴一、
　L高木泰斉、L河端信人（６月入会予定）
　三役、第一副会長、各委員会委員長、会員会則委員
■委員会報告
　出席大会委員会　６月第 2例会は100％出席を目指します。
■出席報告
　会員数５７名、出席４5 名、欠席１2 名、出席率 78.9％　　

私が生まれた年、１９６８年に沖縄
にて全国大会が行われました。その
時に全国合同奉仕活動として「沖
縄救ライ」が決定されました。
日本のライオンズがハンセン病対策
を取り上げたのは、「インド救ライ」
（59 年～）以来のこととなります。

沖縄救ライ協力金としてライオンズ・メンバー一人
1000 円、合計 7600 万円が集められ、69 年に東京
で開催されたライオンズクラブ国際大会で、財団法
人沖縄らい予防協会へ贈呈されたことが記事とし
て UPされています。

詳しくは記事をご覧ください。
記事 URL　https://www.thelion-mag.jp/1905hi01

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。

ハンセン病療養施設・愛楽園の入居者住宅

■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥64,000
■閉会ゴング
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■開会ゴング
■会長挨拶　伊藤龍一会長
■来訪者紹介　佐伯澄男直前会長
　ライオンズ国際協会 336-A 地区
　　地区ガバナー　関野邦夫ライ

オン

　第 65回地区年次大会 大会
　　織田秀樹 副委員長・事務局長
　第 65回地区年次大会 
　　倉田哲男 大会副委員長・事務局次長・日韓親善交　
　　　　　　  流夕べ担当部長
■来訪者挨拶
　地区ガバナー　関野邦夫ライ

オン

■入会式
　高木泰斉（たかぎやすなり）さん

■会員増強賞受賞
　佐伯澄男ライ

オン　岡田賢治ライ
オン　

■審議事項
１．各会議登録料について
　・ライオンズクエストセミナー２,０００（1,000 円×2）　　　　
　　　5月25日（土）　
　・準備リジョン会議　６,０００円（1,500 円×4 名）　　　　
　　　6月1日（土）
　・２Ｒ年次会合並びに懇親会　
　　　５６,０００円（8,000 円×7名）
　・１Ｚ年次会合並びに引継ぎ会
　　　３５,０００円（5,000 円×７名）　 6月8日（土）
２．第３回愛リバー･愛ロード決算報告について
３．第３回献血・献眼決算報告について
４．日本笑い学会四国支部主催｢Dr．カタリア来日記念講演　
　　in 四国」後援について
■幹事報告
・報告事項
１．次期地区役員研修会　延期となりました
　４月２８日（日）１３:３０～ ウェルピア伊予　　
　出席者：次期大竹青少年･LCIF･ライオンズクエスト委員
■委員会報告
出席大会委員会
　６月第２例会　１００％出席を目指します。
ＭＣ広報委員会
　今期最後となりました会報誌原稿を宜しくお願い致します。
保健福祉委員会
　第 3回献血・献眼登録奉仕活動の参加お礼と決算報告
環境保全委員会
　第３回愛リバー・愛ロード清掃奉仕のお礼と決算報告
■その他
　古川貴章第二副会長
　　次期委員会構成表について

■開会ゴング
■会長挨拶　伊藤龍一会長
■ライオンズ･ローア　三役
■来訪者紹介　佐伯澄男前会長
　循環器科 林病院　副院長 三谷英信様
■卓話　「糖尿病予防入門」
　　　三谷英信先生
■審議事項　なし
■幹事報告　　
・報告事項
１．次年度用会員手帳作成打合せ会
　５月１５日（水）14:00 ～ 別子 LC事務局
　出席者　白石誠一次期会員理事
２．第４回キャビネット会議
　５月１９日（日）13:00 ～ ホテルユニバース
　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．ライオンズ・クエスト「ライフスキル教育」
　　　プログラム愛媛セミナー
　５月２５日（土）13:00 ～ レイグラッツェふじ
　出席者：大竹崇夫次期青少年･LCIF･ライオンズクエスト委
　員、後藤達也次期青少年委員長
４．３３６複合地区年次大会
　５月２５日（土）～２６日（日）総社市スポーツセンター
　出席者： 伊藤龍一会長、能瀬伸一幹事、岡田賢治会計
　古川貴章第一副会長、天野  淳副幹事、福山  宏副会計
６．２R年次会合並びに懇親会
　６月１日（土）15:00 ～ 今治国際ホテル
　出席者：伊藤龍一会長、能瀬伸一幹事、岡田賢治会計
　大竹崇夫次期青少年･LCIF･ライオンズクエスト委員
　 古川貴章第一副会長、天野  淳副幹事、福山  宏副会計
７．次期三役オリエンテーション（予定）
　６月２日（日）13:00 ～ ウェルピア伊予
　出席者：古川貴章第一副会長、天野　淳副幹事、福山
　宏副会計
８．６月８日（土）ユアーズ
　・１Ｚ準備ゾーン会議　14:30 ～　
　出席者：大竹次期青少年･LCIF･ライオンズクエスト委員
　古川貴章第一副会長、天野淳副幹事、福山宏副会計、　
　鈴木雅志次期会員会則委員 ( 代 )
　・第４回地区ガバナー諮問委員会及び
　　年次会合並びに引継ぎ会　15:00 ～
　出席者：伊藤龍一会長、能瀬伸一幹事、古川貴章第一
　副会長、天野淳副幹事、福山宏副会計、L松浦一雄（代）
　鈴木雅志次期会員会則委員（代）
９．クラブ新会員オリエンテーション
　６月１２日（水）19:00 ～ ユアーズ
　出席者：新会員 L奥嶋啓一郎、L橋田信一朗、L外山貴一、
　L高木泰斉、L河端信人（６月入会予定）
　三役、第一副会長、各委員会委員長、会員会則委員
■委員会報告
　出席大会委員会　６月第 2例会は100％出席を目指します。
■出席報告
　会員数５７名、出席４5 名、欠席１2 名、出席率 78.9％　　

■出席報告
　会員数５７名、出席４４名、欠席１３名、出席率 77.2％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥95,000
■閉会ゴング

■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥64,000
■閉会ゴング

例会報告

第 1407 回 5 月第一例会
5月 8日（水）12：15～ ユアーズ

第 1408 回 5 月第二例会
5 月 22 日（水）12：15 ～ ユアーズ

ライオンズ情報



・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会　     　 ６月１０日（月）18:30 ～  みなと
６月第1例会　  　  　 ６月１２日（水）12:15 ～  ユアーズ
６月第２例会　  　  　 ６月２６日（水）18:00 ～  ユアーズ
準備理事･委員長会   　 ６月１８日（火）18:30 ～  商工会館 3F
・委員会
環境保全委員会　　　  　６月　３日（月）18:30 ～　事務局
計画財務委員会　  　　　６月　４日（火）18:30 ～　事務局
会員会則委員会　  　　　６月　５日（水）18:30 ～　事務局
MC広報委員会　  　 　 ６月　６日（木）18:30 ～　事務局
保健福祉委員会　  　　　６月１３日（木）18:30 ～　事務局
青少年委員会　　  　　　６月２５日（火）18:30 ～　事務局
出席大会委員会　　　　  ６月２７日（木）18:30 ～　事務局
・クラブ・その他行事予定
６月１２日（水）19:00 ～　ユアーズ
　クラブ新会員オリエンテーション
６月１３日（木）13:00 ～　えひめ学園
　令和元年度
　えひめ学園・ひびき分校・わかば教室関係機関連絡会議
６月２６日（水）15:00 ～　新居浜市庁舎
　令和元年度中学生英語スピーチコンテスト実行委員会
・部会・同好会
ゴルフ部会　　　６月　９日（日）   9 :29 ～　    新居浜ＣＣ
囲碁部会　　　　未定
つれづれの会　　６月１２日（水）18:30 ～　    花園
くらげの会　　　奇数月の予定
スポーツ部会　　６月２８日（金）19:30 ～　    川東中学校
ネットの会　　　　　　　　　　　　　　　  　随時活動中
しまなみ海道をいつか走破する会　　　　　　   随時活動中

ゾーン・地区・国際協会の動き
６月　１日（土）15:00 ～　今治国際ホテル
　２リジョン年次会合並びに懇親会
６月　２日（日）14:00 ～　ウェルピア伊予
　次期クラブ三役オリエンテーション
６月　８日（土）14:30 ～　ユアーズ
　１Ｚ準備ゾーン会議
６月　８日（土）15:00 ～　ユアーズ
　１+Ｚ諮問委員会・年次会合並びに引継会
６月２２日（土）10:00 ～　西条市総合文化会館
　次期リジョン会議
６月２２日（土）11:10 ～　西条市総合文化会館
　準備リジョン会議
６月２２日（土）14:00 ～　西条市総合文化会館
　献血･献眼推進セミナー・次期クラブ委員長スクール

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 (5月分 )

５７
２５
２５
４３
１５０

1
 0
42
 78
121

3,042
0

59,000
51,343
113,385

78.1
70.0
74.1
81.4
75.9

83.3
84.0
91.4
89.5
87.0

名 ％ ％ Ｈ 円

BIRTHDAY&MARRIAGE

6月 誕生日おめでとうございます
近藤盛文、土岐計一、古川貴章

6 月 結婚記念日おめでとうございます
伊藤久門、杉田友裕、林　幸央

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

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

　　〈キーワード〉和 「Wa」

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

〈ライオンズクラブスローガン〉

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

〈モットー〉

We Serve
［われわれは奉仕する］
〈地区スローガン〉

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

201８.7 ～ 201９.6

We Serve友愛・団結・継承
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5月 12 日(日)　　新居浜CC

中 田 君 江

藤 縄 洲 二

大 上 幸 雄

村 上 博 昭

準優勝

3　位

ＢＢ賞

アウト イン グロス ハンディ ネット氏　   名
優　勝

ゴルフ部会報告

52

47

40

67

49

43

38

61

101

90

78

128

30.0

16.7

3.4

30.0

71.0

73.3

74.6

98.0

 5 月 理事・委員長会
5月 8日 (火 )1８：３０～ 商工会館3F

●会長挨拶　伊藤龍一会長
●審議事項
１．各会議登録料について
　・ライオンズクエストセミナー
　　２,０００（1,000 円×2）　5月25日（土）
　・準備リジョン会議
　　６,０００円（1,500 円×4名）　6月1日（土）
　・２Ｒ年次会合並びに懇親会
　　５６,０００円（8,000 円×7名）
　・１Ｚ年次会合並びに引継ぎ会
　　３５,０００円（5,000 円×７名）　 6月8日（土）
２．第３回愛リバー･愛ロード決算報告について
３．第３回献血・献眼決算報告について
４．日本笑い学会四国支部主催
　｢Dr.カタリア来日記念講演 in 四国」後援について
●報告事項
１．次期地区役員研修会　　延期となりました
　４月２８日（日）１３:３０～ ウェルピア伊予
　出席者：次期大竹青少年･LCIF･ライオンズクエスト委員
２．５月第１例会来訪者３名
　ライオンズクラブ国際協会 336-A 地区
　　関野邦夫 地区ガバナー
　第６５回地区年次大会
　　倉田哲男 副委員長･事務局長
　第６５回地区年次大会
　　織田秀樹 副委員長･事務局次長･日韓親善交流の夕べ
　　担当部長
●委員会報告
　計画財務委員会
　　4/20 家族会多数の参加ありがとうございました。
　ＭＣ広報委員会
　　会報誌原稿のお願い
　保健福祉委員会
　　第３回献血・献眼登録奉仕活動への参加ありがとうござ
　　いました。
　環境保全委員会
　　第３回愛リバー・愛ロード清掃奉仕の参加ありがとうござ
　　いました。
●その他　なし　

　月日が過ぎるのは本当に早いも
のです。
昨年７月に伝統ある新居浜ライオン
ズクラブの第５９代会長に就任させ
て頂いたのがつい昨日のように感じ
られます。

　実際にこの一年は、私の人生の中で一番早く感
じた一年間だったように思います。経験も知識も未
熟な私は、会長職に就任するにあたり自信もなく、
自分自身を奮起させるために富士山登山や愛媛マ
ラソンなど、果ては読書まで今までにしたこともない
苦手なことにチャレンジしましたが、残念なことに不
安とプレッシャーを払拭できないまま７月の就任の時
を迎えました。
　そのような私ですが、本年度スローガンに「友愛・
団結・継承」と掲げさせて頂き、２年後に迎える６
０周年に向け新居浜ライオンズクラブのメンバー全
員一致団結出来るように、私自身がどんな時も明る
く元気に笑顔で会長職に努めることだけを心掛けま
した。
　次期の準備段階では役員さん委員長さんの組閣

を考えるにあたり、私なりに適材適所、ベテラン会
員さん、若手会員さんのバランスを考えて一人一人
の方にお会いしてお願いに回らせていただいた際
には、すべての方にその場にて快諾頂いた事にす
ごく感謝感激した事を今でも覚えております。
　そしてその方々が手綱を緩めることなく、この一
年間私のわがままや無茶振りに嫌な顔一つせず一
生懸命支えてくれたことに、ライオンズクラブの「友
愛と相互理解の精神」を深く感じ、心より感謝と御
礼の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうござ
いました。
　委員会活動では、年間を通して特に新しい委員

会事業は立ち上げませんでしたが、継続している
事業を着実に行うこと、すべての事業をスキルアッ
プしてメンバーの方はもちろん市民の方、関係各位
の方にも喜んで頂ける事業を目指して取り組みまし
た。
　その結果や評価は賛否両論があると思います
が、私自身も実際にやってみて手応えがあったもの、
そうでないものを感じましたし、単年度の職務の中
で成しえることの難しさやもどかしさを感じました。

　本年度の会長アクティビティとしては、これからの
地域社会にマッチした「新居浜市国際交流協会」
へ事務備品贈呈が出来ました。
　すべての委員会メンバーの皆様には休日やお仕
事終わりに関わりなく、委員会出席、事業へのご
参加ありがとうございました。
　私にとり新居浜ライオンズクラブの会長の職責を
遂行出来た事は、とても感慨深く何より自分自身が
成長できた唯一無二の経験となりました。
　この経験をこれからの活かし、来るべく６０周年
またその先の未来に向けて、微力ながら新居浜ラ
イオンズクラブに貢献できればと思います。
　すべての事を振り返り、私の傍でいつも支えて頂
いた能瀬伸一幹事、岡田賢治会計、お世話になり
ました。
　この３人だったから私は一年間楽しくする事が出
来ました本当にありがとうございました。
　最後になりますが、新居浜ライオンズクラブすべ
てのメンバーの皆様と白石事務局員さんに心より感
謝申し上げまして、退任の挨拶とさせていただきま
す。一年間ありがとうございました。

■開会ゴング
■会長挨拶　伊藤龍一会長
■ライオンズ･ローア　三役
■来訪者紹介　佐伯澄男前会長
　循環器科 林病院　副院長 三谷英信様
■卓話　「糖尿病予防入門」
　　　三谷英信先生
■審議事項　なし
■幹事報告　　
・報告事項
１．次年度用会員手帳作成打合せ会
　５月１５日（水）14:00 ～ 別子 LC事務局
　出席者　白石誠一次期会員理事
２．第４回キャビネット会議
　５月１９日（日）13:00 ～ ホテルユニバース
　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．ライオンズ・クエスト「ライフスキル教育」
　　　プログラム愛媛セミナー
　５月２５日（土）13:00 ～ レイグラッツェふじ
　出席者：大竹崇夫次期青少年･LCIF･ライオンズクエスト委
　員、後藤達也次期青少年委員長
４．３３６複合地区年次大会
　５月２５日（土）～２６日（日）総社市スポーツセンター
　出席者： 伊藤龍一会長、能瀬伸一幹事、岡田賢治会計
　古川貴章第一副会長、天野  淳副幹事、福山  宏副会計
６．２R年次会合並びに懇親会
　６月１日（土）15:00 ～ 今治国際ホテル
　出席者：伊藤龍一会長、能瀬伸一幹事、岡田賢治会計
　大竹崇夫次期青少年･LCIF･ライオンズクエスト委員
　 古川貴章第一副会長、天野  淳副幹事、福山  宏副会計
７．次期三役オリエンテーション（予定）
　６月２日（日）13:00 ～ ウェルピア伊予
　出席者：古川貴章第一副会長、天野　淳副幹事、福山
　宏副会計
８．６月８日（土）ユアーズ
　・１Ｚ準備ゾーン会議　14:30 ～　
　出席者：大竹次期青少年･LCIF･ライオンズクエスト委員
　古川貴章第一副会長、天野淳副幹事、福山宏副会計、　
　鈴木雅志次期会員会則委員 ( 代 )
　・第４回地区ガバナー諮問委員会及び
　　年次会合並びに引継ぎ会　15:00 ～
　出席者：伊藤龍一会長、能瀬伸一幹事、古川貴章第一
　副会長、天野淳副幹事、福山宏副会計、L松浦一雄（代）
　鈴木雅志次期会員会則委員（代）
９．クラブ新会員オリエンテーション
　６月１２日（水）19:00 ～ ユアーズ
　出席者：新会員 L奥嶋啓一郎、L橋田信一朗、L外山貴一、
　L高木泰斉、L河端信人（６月入会予定）
　三役、第一副会長、各委員会委員長、会員会則委員
■委員会報告
　出席大会委員会　６月第 2例会は100％出席を目指します。
■出席報告
　会員数５７名、出席４5 名、欠席１2 名、出席率 78.9％　　

（懇親会）

（引継例会）

（現･次期）
（現･次期）
（現･次期）
（現･次期）
（現･次期）

（現･次期）
（現･次期）

■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥64,000
■閉会ゴング

（次期）

会長退任挨拶
会　長 伊 藤  龍 一　

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 (4月分 )

５６
２５
２５
４３
１４９

165
 48
0

 23
236

127,500
43,271

0
1,681

172,452

75.0
64.0
76.1
71.0
71.5

84.9
86.0
86.9
90.7
87.1

名 ％ ％ Ｈ 円



ライオンズクラブ国際協会 336-A 地区・地区ガバナー　関野 邦夫 様
第 65 回地区年次大会副委員長・事務局長　倉田 哲男 様
第 65 回地区年次大会副委員長・事務局次長　織田 秀樹 様
伊藤　龍一　関野邦夫地区ガバナーのご来訪に感謝致します。高木泰斉さん
　　　　　　本日はご入会おめでとうございます。
能瀬　伸一　ガバナーご訪問と高木さんのご入会を祝して！
大竹　崇夫　高木泰斉さんの入会を心から歓迎致します。どうぞ宜しくお願
　　　　　　い致します。
田村　征夫　家族会でお世話になりました。
天野　　淳　先日の家族会お疲れ様でした。楽しかったです。
永易　明洋　高木さん入会おめでとうございます。ご活躍を祈念します。先月
　　　　　　４人目の孫が生まれました。健やかに育って下さい。
有富　正治　令和元年、最初の例会です。平成同様、宜しくお願い致します。新
　　　　　　会員、高木泰斉さんの入会を歓迎します。
佐伯　澄男　新会員の入会を心より歓迎します。
徳村　　明　令和元年、高木泰斉さん、いらっしゃい。夢と希望を持って進み
　　　　　　ましょう。
大上　幸雄　高木泰斉さんの入会を心より歓迎します。関野ガバナーはじめ
　　　　　　ご来訪者の皆様を歓迎します。
真木　泰彦　新元号令和を祝して。　
加藤　久博　関野ガバナーはじめ来訪者の皆様を歓迎して。高木さんの入会
　　　　　　を歓迎します。
真鍋　憲夫　令和の最初の記念例会を祝して！新入会員の入会と来訪者を歓
　　　　　　迎して！
青野　泰介　気持ちよい季節になりました。久しぶりにランニングをしてみ
　　　　　　たらお腹が揺れてしんどかったです。
伊藤　嘉秀　関野ガバナー、倉田事務局長、織田事務局次長のご来訪を心より
　　　　　　歓迎致します。
石川　　稔　新緑がまぶしく目に映る良い季節となりました。皆さんご自愛
　　　　　　下さい。
奥嶋啓一郎　令和元年になり、GW も過ぎましたが気持ちも新たに新会員の
　　　　　　高木さん入会おめでとうございます。
小野　周平　家族会お疲れ様でした。幼い娘を連れての参加でしたが、伊藤会
　　　　　　長には最後までお世話になり、娘との良い想い出となりました。
　　　　　　ありがとうございました。
後藤　達也　4/20 天候に恵まれ家族会が開催されました。海の眺めも良く、
　　　　　　最高のロケーションでした。参加頂いた方々有難うございまし
　　　　　　た。まかないに汗を流した委員会メンバーの皆様お疲れ様でした。
近藤　充徳　入会を祝して。第 3 回献血・献眼登録奉仕にご協力有難うござ
　　　　　　いました。
塩見　秀晴　令和を新しい気持ちで参ります。家族会出席報告できずすみません。
近藤　盛文　新会員さんを歓迎します。
鈴木　雅志　令和元年おめでとうございます。きっと良い時代になると思い
　　　　　　ます。また石川　稔さん、伊藤嘉秀さんおめでとうございます。
　　　　　　そして、高木泰斉さん入会おめでとうございます。ウイ・サーブ
　　　　　　で頑張りましょう。
神野　雄太　高木さんのスポンサーをさせて頂きました。
外山　貴一　高木様入会おめでとうございます。
藤縄　洲二　令和になって初めての例会ですが特に変わったことないですネ！
　　　　　　良い時代になりますように。
橋田信一郎　新入会員の高木さんの入会を心からお喜び申し上げます。
高木　泰斉　本日からお世話になります。宜しくお願い致します。
高橋　尚毅　日付に「R1」と書くのは未来っぽくてワクワクしますね。今日は
　　　　　　令和最初の新会員高木さんを心から歓迎します。
古川　貴章　ガバナー訪問に感謝します。
松浦　一雄　平成から令和への 10 連休、楽しく元気に過ごせました。夏野菜
　　　　　　の植え付けも済ませ夏の暑さに向けて体力増進も行いました。
　　　　　　皆様令和に時代も宜しくお願い致します。
山下　邦俊　新会員の入会と来訪者を歓迎します。
村上　博昭　令和元年最初の例会ですが、仕事のため早退します。すみません。
　　　　　　新会員、高木さんの入会を歓迎致します。
・・・新入会員の高木泰斉さん入会を歓迎致します。　
　　　　関野邦夫地区ガバナーはじめご来訪の皆様に感謝します。・・・
伊藤久門／上野　剛／大石隆憲／土岐敏勝／高橋在錫／村上順一郎

伊藤　龍一　5 月の月例コンペ、神野雄太さんホールインワンコンペにて
　　　　　　大上さんＷ優勝！！おめでとうございます。一緒の組でまわ
　　　　　　らせて頂き大変光栄でした。宇野さん、大変ご迷惑おかけし
　　　　　　ました。
能瀬　伸一　卓話に感謝！
岡田　賢治　卓話に感謝します。
大上　幸雄　先日、神野雄太さんのホールインワンコンペとライオンズ月
　　　　　　例コンペでＷ優勝してしまいました。2 回目の参加で空気の
　　　　　　読めないことをしてしまいました。同判者の伊藤会長、宇野
　　　　　　さん、高木さんありがとうございました。当日は母の日と言
　　　　　　うこともあり、優勝賞品を奥さんに渡したら大喜びでした。
　　　　　　神野さんありがとうございました。
大竹　崇夫　三谷先生の卓話に感謝致します。
佐伯　澄男　卓話に感謝します。
神野　雄太　ホールインワンコンペ多数のご参加ありがとうございました。
　　　　　　盛チャン立派な花束ありがとう感謝してます。
有富　正治　今日我が家の上空をドローンが飛んでおり近所の人と誰が飛
　　　　　　ばしているのかと不審に思っていましたが、前の家の屋根を
　　　　　　補修するために業者が飛ばしていました。すごい時代になり
　　　　　　ましたね！
青野　泰介　伊藤会長大成もあと 1ヶ月となりましたね。最後まで元気に
　　　　　　まいりましょう。あ、大上さんゴルフ上手なんですね。優勝
　　　　　　おめでとうございます。
永易　明洋　卓話に感謝します。
後藤　達也　例会欠席すみません。五輪の会は出席します。
徳村　　明　いきなり夏になりました。春はどこへとの気分です。体調管
　　　　　　理に努めましょう。
福山　　宏　三谷先生の卓話に感謝します。
加藤　久博　卓話に感謝！
石川　　稔　去る 5 月 18 日に我が家の愚息が結婚披露宴を行いました。や
　　　　　　っと一人片付きました。
藤縄　洲二　神野さんのホールインワンコンペとクラブ月例ゴルフ共に二位で
　　　　　　した。伏兵、大上氏優勝おめでとう！
宇野　博文　神野雄太さんホールインワン記念ゴルフコンペお世話になり
　　　　　　ました。リーガの料理もおいしかった！さすがは事前試食さ
　　　　　　れご指示された成果が出ていました。
石川　敏則　猛すでに夏。身体に気をつけて下さい。
高木　泰斉　大上さん、コンペ優勝おめでとうございます。
村上　博昭　先日の神野雄太さんのホールインワンコンペ大変お世話になり
　　　　　　ました。お陰様で賞品も沢山いただきありがとうございました。
塩見　秀晴　楽天塩見が1勝を挙げました。怪我を乗り越え頑張りました。
　　　　　　これからもやりますよ。
田村　征夫　倉庫の片付けお世話になりました。
高橋　尚毅　先週の日曜日、松山星稜高校出身アドゥワ君が先発のカープ
　　　　　　戦を見に行ってきました。アドゥワ君プロ初完投８対１で快
　　　　　　勝しました。相席しました永易さんお世話になりました。カ
　　　　　　ープ最強！
古川　貴章　三谷先生卓話ありがとうございます。
伊藤　嘉秀　三谷様素晴らしい卓話をありがとうございました。
松浦　一雄　三谷先生の糖尿病入門の卓話ありがとうございました。糖尿
　　　　　　病予防に努めます。
譽田　幸弘　娘が溶連菌なるものに感染してしまいました。保育園がお休
　　　　　　みできて楽しそうです。
檜垣　孝志　ちょっと調子が悪くて入院していました。もうすっかり大丈
　　　　　　夫です！ご心配をおかけ致しました。
橋田信一郎　三谷先生卓話ありがとうございます。
近藤　充徳　卓話に感謝します。
奥嶋啓一郎　三谷先生卓話ありがとうございます。
鈴木　雅志　卓話に感謝して
・・・三谷先生の糖尿病予防の卓話に感謝致します・・・
真木泰彦／近藤盛文／中田君江／岡田浩二／伊藤久門／大石隆憲

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

5 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

5 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 

　              

　平成も終わり令和へ、ライオンズクラブも６月で伊藤龍一会長も終わり、
次期会長の古川さんへ、当然私にとってもこれが最後の編集後記とな
りました。真鍋憲夫さんと交互に書いていたのだが今回で終わり。
伊藤会長、真鍋さん１年間ご苦労さまでした。
　また、MＣ広報委員の皆様ご苦労様でした。７月からはそれぞれ新
しい委員会でのご活躍を祈念いたします。伊藤会長はじめ役員の皆様
ご苦労様でした。
古川貴章次期会長のご活躍を期待しています。　　　　石川 敏則

ＬＩＯＮＳの略

Ｌ(Liberty) Ｉ（Interlligence） Ｏ（Our） Ｎ（Nation`s） Ｓ（Safety）

～自由を守り、知性を重んじ、われわれの国の安全をはかる～

ライオンズ・マーク

会員とクラブが共に一つになって進む事を意味しています。円の中にあるＬの文字は、

法 (Law)､自由 (Liberty)､労働 (Labor)､忠誠 (Loyalty)､愛 (Love)､

生命 (Life)､ライオン (Lion) を象徴しています。ライオンの顔が２方向に

向いているのは、非利己的な奉仕をあらゆる方向に向かって行う事を

意味して、一頭は過去の輝かしいライオンズの歴史を見守り、もう一頭は

前途遼遠たるライオンズの未来を見つめています。

また、ライオンズクラブに於いて「紫」は国家、友人及び自己､さらに

自己の良心に忠実な事を意味しており、「金色」は清廉な生き方、真摯な志､

偏らない判断、寛容な心をもって人に接し、援助を惜しまない事を意味しています。


