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古川　貴章　会長を務めさせていただきます。皆様一年間宜しくお
　　　　　　願いいたします。
福山　　宏　今年度もどうぞ古川会長をお願いします。
岡田　賢治　古川会長以下役員の方々の今期のご活躍をお祈りし
　　　　　　ます。
伊藤　嘉秀　古川さん、天野さん、福山さんお身体ご自愛いただき
　　　　　　一年間ご活躍されます様に、素晴らしい今年度のスタ
　　　　　　ートをお慶び申し上げます。
大竹　崇夫　古川丸の出航を心より祝福致します。
天野　　淳　今年一年宜しくお願い致します。
白石　誠一　古川会長はじめ三役の皆様一年間宜しくお願いします。
伊藤　龍一　古川会長の門出を祝して、一年間頑張って下さい。
後藤　達也　古川会長、一年間頑張りましょう。
有富　正治　令和初代の会長です。古川船団の出航を祝し、ご活躍
　　　　　　を祈念いたします。
大上　幸雄　古川会長一年間頑張って下さい。
永易　明洋　古川会長の船出を祝福いたします。
佐伯　澄男　古川会長はじめ三役の皆様一年間宜しくお願い致し
　　　　　　ます。
加藤　久博　本年度テーマーを努めさせていただきます。宜しくお
　　　　　　願い致します。
高橋　在錫　今期は出席大会委員長になりました。古川会長のもと
　　　　　　一年間頑張ります。
能瀬　伸一　前期は大変お世話になりました。今期も頑張ります。
徳村　　明　新年度のスタートです。役員、委員長の方々ご苦労様
　　　　　　です。一年間宜しくお願い致します。
真鍋　憲夫　古川会長の船出を祝して！どうぞお身体を大切に一
　　　　　　年間宜しくお願い致します。ウイサーブ！
金田　智行　古川会長今年一年宜しくお願い致します。
神野　雄太　古川会長他三役一年間宜しく。
塩見　秀晴　新しい年度が輝かしいものになるよう期待しています。
小野　周平　古川会長のご活躍を応援します。
山下　邦俊　古川会長一年間宜しくお願い致します。
近藤　充徳　古川会長さん役員の皆様お世話になります。
高木　泰斉　古川新会長おめでとうございます。
奥嶋啓一郎　今期古川会長のもと頑張ってまいります。
檜垣　孝志　新役員のご活躍を期待しております！
土岐　計一　伊藤龍一前会長及び二役の方一年間ご苦労様でした。
新田　久司　古川会長、今日からスタートですね。一年間頑張って
　　　　　　下さい。
青野　泰介　古川さん、天野さん、福山さん一年間頑張って下さい。
鈴木　雅志　今年度も古川会長を中心に素晴らしいウイ･サーブ活
　　　　　　動を展開していきましょう。
藤縄　洲二　古川会長のもと「絆」のスローガンのもと頑張ってい
　　　　　　きましょう。
土岐　計一　古川会長へ体力・気力・努力で一年間頑張って下さい。
石川　　稔　梅雨の雨も農家にとっては大事な恵みの雨。災害が発
　　　　　　生しない程度に降って欲しいものですね。
高橋　尚毅　本日は新体制での第一例会開催おめでとうございま
　　　　　　す。古川会長並びに新三役の皆様ご苦労様です。微力
　　　　　　ではございますが力になれます様努力します。
外山　貴一　本年度一年間宜しくお願い致します。
松浦　一雄　新役員と新委員長の皆様一年間のご健闘を期待して
　　　　　　おります。
田村　征夫　今期も始まりました。宜しく！
石川　敏則　新役員の皆さん一年間ご苦労さんです。頑張って下さい。
橋田信一郎　古川新会長をはじめ新委員長の皆様今年度も宜しく
　　　　　　お願い致します。
宇野　博文　新年度のスタートの月となりました。古川丸の順調な

　この時期決まって京都祇園祭です。
前祭りの宵々山へ行ってきました。雨でしたが長刀鉾をはじめ前祭りの鉾
と山、殆どまわることができました。拠点が室町で目の前に山伏山、少し
下がれば菊水鉾、下がって四条へ曲がれば函谷鉾、四条を渡れば月
鉾・・・・少し歩けば全てへ行けます。この拠点を見つけて十数年、
来年の予約もしましたが来年は山建、鉾建が見えそうです。　　yam

2R-1Z･ZC　白石公成ライ
オン　2R-1Z･ZCA藤田成雄ライ

オン　
古川　貴章　白石公成 1ZCご来訪有難うございます。
福山　　宏　白石 ZCご来訪有難うございます。
岡田　賢治　暑くなってきました水分補充は十分にしましょう。　
　　　　　　ZCの訪問歓迎します。
大石　隆憲　（株）大石工作所、創業 80 周年式典が無事に終わりま
　　　　　　した。
真鍋　憲夫　来訪者を歓迎して！ 7月度ゴルフでは準優勝、馬券も
　　　　　　大当たりでびっくりしたのでドネーションします。
神野　雄太　新居浜ライオンズ月例ゴルフ取切戦優勝しました。
加藤　久博　白石公成 1ZCの訪問を歓迎して。
白石　誠一　白石 1ZC有難うございます。
伊藤　龍一　白石公成 ZC のご来訪を心より歓迎致します。梅雨明
　　　　　　けしました暑くなります . 体調管理には充分気をつけ
　　　　　　て下さい。
能瀬　伸一　蒸し暑い日が続きます。お身体には十分お気を付けて
　　　　　　下さい。
有富　正治　出席大会委員会の理事でありながら間違って 11 時 30
　　　　　　分に来ました。鈴木支配人より”有富さ～ん”と言いな
　　　　　　がら軽蔑の眼差しが私のハートに突き刺さりました。
　　　　　　すごく痛みます。
後藤　達也　白石 ZCのご来訪に感謝します。
大竹　崇夫　白石 1ZCのご来訪を歓迎して。
金田　智行　1ZCご来訪有難うございます。
村上　博昭　来訪者を歓迎して。
奥嶋啓一郎　本日は白石公成 1ZC ようこそお越し下さいました。　
　　　　　　ぶしつけでしたが会報へのご寄稿宜しくお願い致し
　　　　　　ます。
佐伯　澄男　白石公成 1ZCの来訪を心より歓迎します。
新田　久司　例会訪問を歓迎します。
外山　貴一　白石公成様のご来訪心より感謝致します。本日も宜し
　　　　　　くお願いします。
石川　敏則　ZCの来訪を歓迎します。
青野　泰介　来訪者の訪問に感謝します。
藤縄　洲二　白石 ZCを歓迎して！
小野　周平　白石さんの来訪を感謝します。
鈴木　雅志　来訪者白石 ZCを歓迎して！
永易　明洋　来訪者を歓迎します。
石川　　稔　例年よりずいぶん遅くに梅雨があけました。これから
　　　　　　暑さが本格的になりますが皆様お気を付け下さい。
塩見　秀晴　暑い夏はうなぎでも食べて吹き飛ばしましょう。
松浦　一雄　梅雨が開けました東京オリンピックの開会式まで一
　　　　　　年になりました。猛暑に負けず 1 年後の今日を元気で
　　　　　　迎えましょう。
徳村　　明　暑い日々となりました。暑さに慣れて熱中症に気をつ
　　　　　　けましょう。
高橋　尚毅　やっと梅雨が開けてむちゃくちゃ暑くなりました。皆
　　　　　　様体調に気をつけて社会奉仕しましょう。
大上　幸雄　梅雨があけたようです。暑い夏がやってきます。
檜垣　孝志　今週は梅雨があけそうですネ！今年は本当に日照時
　　　　　　間が無かったですネ！これからが夏本番です・・・。
橋田信一郎　娘がインフルエンザになっています。皆さんお体気を
　　　　　　つけましょう。
宇野　博文　白石様、藤田様のご来訪に感謝します。
・・・白石公成1ZCのご来訪を歓迎致します。・・・
岡田浩二／近藤盛文／上野　剛／近藤充徳
・・・梅雨も開け暑い夏です。皆様お身体ご自愛下さい・・・
槇木泰彦／高橋在錫／河端信人／村上順一郎

2. ライオン･テーマー就任挨拶
　テール・ツイスター就任挨拶　　　　　　
3. 各委員長就任挨拶　　　　　　　
5. 献血・献眼推進セミナーに参加して

　クラブ委員長スクールに参加して
6. 祝！例会出席率 100％達成 　
　月例ゴルフ取切戦に参加して
7. ライオンズ情報・行事予定
10. ドネーショントピックス
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●会長挨拶　古川貴章会長
●伝達事項
１．国際会長方針及び３３６－A地区ガバナー方針
２．会長方針
●審議事項
①理事委員長会、定例会の開催日時について　
・理事会　第一例会の週の月曜日
　　　　　１８:３０～　新居浜商工会館３階
・委員長会　理事会と同時開催
・第一例会　第２水曜日　１２:１５～１３:３０　ユアーズ
・第二例会　第４水曜日　１２:１５～１３:３０　ユアーズ
②取引銀行の件　愛媛銀行新居浜東支店とします。
③事務局員雇用について
　白石康代さんを令和元年７月１日～令和２年６月３０日まで雇用します。
　消費税アップ等の状況を鑑み基本給を２,０００円昇給します。
　給料支払日、雇用通知書に従い、月末締め、翌１０日支給とします。
④ 前年度決算報告と監査報告について
　７月第一例会で決算および監査報告をいたします。

⑤ 本年度予算について
　７月第一例会で審議願います。
⑥ 会費等納入時期について
　年４回、徴収させていただきます。（７月、１０月、１月、４月）
⑦ 各種支払いについて　　月末締め翌月５日払いとします。
⑧ 前年度三役への感謝状、記念品贈呈について
　７月第一例会で贈呈します。（１人１万円程度）
⑨ 会計監査委員への委嘱について
　７月第一例会で委嘱状をお渡しいたします。
⑩ クラブ発行領収書等会計以外の連署人決定について
　規約通り連署人は幹事といたします。
　（ライオンズクラブ国際協会役員必携クラブ会計第６章会計実務）
⑪ 委員会費について
　委員会内の親睦を図り、奉仕活動の原動力としてください。　
　3,000 円／人
⑫ 例会時の服装について　クールビズ導入を推奨いたします。
　７、８、９、１０月および翌年５、６月の上着なし、ノーネクタイＯＫ。
　但し、バッジ着用。
　クールビズ以外の期間（１１月～翌年４月）は正装とします。
⑬ 理事・委員長会へのオブザーバー参加について。
⑭ ２０１９年～２０２０年度地区緊急援助引当金補填について

　年度末に積立基準額 1,000 万円に対する不足額の補填
　年１,０００円／会員１名　（前期５００円、後期５００円）
⑮ 複合地区緊急援助資金不足額補填について　
　平成３０年度７月豪雨災害による支援金の拠出に伴う積立基準額
　１,０００万円に対する不足額の補填　　年４００円／会員１名
⑯ 愛媛アイバンク賛助会費について　　　　２０,０００円
⑰「ダメ。ゼッタイ」
　国連支援募金運動への協力について　５,０００円
⑱新居浜ユネスコ協会賛助会費について　１０,０００円
⑲ 岡部歩乃佳後援会会費に就いて　３０,０００円
⑳ あかがねミュージアムサポータークラブ会費について
 　１０,０００円
㉑ 新居浜市国際交流協会会費について　１０,０００円
㉒新居浜ユネスコ寄席（7/13）チケット購入について
　１６,０００円（800円×20 枚）
㉓８月理事･委員長会、８月第一例会日の変更について
　（８月第２週はお盆期間のため）
・８月理事･委員長会　８月１３日（火）から５日（月）
・８月第一例会　　　 ８月１４日（水）から７日（水）
㉔ 委員会開催日の変更について　
　会員会則委員会　第１水曜日から第４月曜日に変更
　青少年委員会　　第 4火曜日から第 1水曜日に変更
　保健福祉委員会　第 3木曜日から第 2木曜日に変更
　環境保全委員会　８月５日（月）18:30 から18:00

　計画財務委員会　８月６日（火）事務局から「旬感」に変更
㉕第１回愛リバー・愛ロード清掃予算案について
㉖７月第２夜間例会予算案について
㉗平和ポスター予算案について
㉘山口　泰さん、檜垣孝志さん入院お見舞い金の支出について
　20,000 円（10,000/ 人）　
●確認事項
１．役員及び委員会構成表
２．行事予定表
●幹事報告
　１．７月第一例会で「ダメ。ゼッタイ」国連支援募金を行います。
　２．第１期会費引き落としについて　７月16日（火）43,000円
　３．7月第二夜間例会ZC例会訪問（例会のみ）
●委員会報告
　会員会則委員会　新会員の推薦について
　出席大会委員会　出席率の向上にご協力を
　計画財務委員会　夜間例会・年末商戦について
　MC広報委員会　 今年度一年間の取り組みについて
　青少年委員会　　平和ポスターについて
　環境保全委員会　今年度4回の清掃奉仕について
●その他
　防災講演について

　　　　　　船出を祈念いたします。　
・・古川会長はじめ三役の皆様のご活躍を祈念いたします・・
真木泰彦／近藤盛文／大石隆憲
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8月 誕生日おめでとうございます
 小野 周平、奥嶋 啓一郎、岡田 賢治、神野 雄太
 田村 征夫、今村 　忍

行  事  予  定
・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会　 　８月　５日（月）18:30 ～　商工会館 3F
８月第 1例会　　　８月　７日（水）12:15 ～　ユアーズ
８月第２例会 　　　８月２８日（水）12:15 ～　ユアーズ
・委員会
MC広報委員会　　８月　１日（木）18:30 ～　事務局
環境保全委員会　　８月　５日（月）18:00 ～　事務局
計画財務委員会　　８月　６日（火）18:30 ～　旬　感
青少年委員会　　　８月　７日（水）18:30 ～　事務局
保健福祉委員会　　８月　８日（木）18:30 ～　事務局
会員会則委員会　　８月２６日（月）18:30 ～　事務局
出席大会委員会     ８月２９日（木）18:30 ～　事務局

・クラブ・その他行事予定
８月　7日（水）　12:15 ～　ユアーズ
　８月第一例会　2RC、RCA例会訪問
８月１８日（日）   10 :00 ～　イオンモール新居浜駐車場
第 1回献血・献眼登録奉仕活動

・部会・同好会
ゴルフ部会　　　　８月１１日（日）10:18 ～  新居浜ＣＣ
囲碁部会　　　　　未定
つれづれの会　　　８月２３日（金）18:30 ～  おかがわ
くらげの会　　　　奇数月の予定   
スポーツ部会　　　８月９、２３（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　

国際会長　ジュンヨル・チョイ
　　〈テーマ〉「We Serve」 
３３６－Ａ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）

３３６－Ａ地区ガバナー　高岡  英治
　　〈スローガン〉We Serve　　　〈キーワード〉「真心」
２Ｒ－１Ｚ新居浜ライオンズクラブ 会長　古川  貴章
　　〈スローガン〉「絆」

〈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］

2019.7 ～ 2020.6

第 1回献血・献眼登録奉仕は 8 月 18日（日）10:00 ～　
イオンモール新居浜駐車場です。ご参加宜しく！

ライオン･テーマー就任挨拶
ライオン･テーマー　加 藤  久博　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

　本年度、ライオン・テーマーを
務めさせて頂きます。
　２００９年に初めてテーマーをし
て、10 年ぶりです。当時のテーマ
ーの資料を見ると分単位で細かい
スケジュールと、決められた文言

が書かれていました。
　決められたルールがあり、来訪者紹介は会長挨
拶の前に行うとか、ライオンズローアは閉会ゴングの
後に行うとか、いろいろありました。
　６月２２日に開催された委員長スクールでは、テー

マーの機能と任務は以前とあまり変わっていません
が、クラブ退会者に退会理由のアンケ―ト結果で、
例会が面白くないという回答が一番だったそうです。
　新居浜ライオンズクラブでは、メンバーの為になる
卓話や誕生日のお祝い、長寿のお祝い、年４回の
夜間例会など、いろんな角度でメンバーの交流を行
っていると思います。
　例会を進行するテーマーとして、ライオンズクラブ
の会則に基づいて、魅力ある例会運営に努めたい
と思いますので、メンバーの皆様のご協力をお願い
申し上げます。

テール・ツイスター就任ご挨拶
テール・ツイスター　宇 野  博 文　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

　古川貴章会長からテール・ツイ
スターを任命されました。
　大役を拝命し不安の方が大きい
のですが例会の締めの部分を大
切に努めたいと思っています。
　誕生日、結婚記念日の紹介から

ドネーションの内容の披瀝まで会員の方々の事実を
丁寧にお知らせするのが大切な役割だと思っていま

す。
　テール・ツイスタータイムもある時は簡潔に、時に
詳細に会員の皆さま方の慶事、弔意、記念事、など
特別な出来事を紹介していきたいと思います。
　結果的に会員の皆さま方の自発的な寄付金（ドネ
ーション）活動の活性化に貢献できれば嬉しく思いま
す。

●会長挨拶　古川貴章会長
●伝達事項
１．国際会長方針及び３３６－A地区ガバナー方針
２．会長方針
●審議事項
①理事委員長会、定例会の開催日時について　
・理事会　第一例会の週の月曜日
　　　　　１８:３０～　新居浜商工会館３階
・委員長会　理事会と同時開催
・第一例会　第２水曜日　１２:１５～１３:３０　ユアーズ
・第二例会　第４水曜日　１２:１５～１３:３０　ユアーズ
②取引銀行の件　愛媛銀行新居浜東支店とします。
③事務局員雇用について
　白石康代さんを令和元年７月１日～令和２年６月３０日まで雇用します。
　消費税アップ等の状況を鑑み基本給を２,０００円昇給します。
　給料支払日、雇用通知書に従い、月末締め、翌１０日支給とします。
④ 前年度決算報告と監査報告について
　７月第一例会で決算および監査報告をいたします。

⑤ 本年度予算について
　７月第一例会で審議願います。
⑥ 会費等納入時期について
　年４回、徴収させていただきます。（７月、１０月、１月、４月）
⑦ 各種支払いについて　　月末締め翌月５日払いとします。
⑧ 前年度三役への感謝状、記念品贈呈について
　７月第一例会で贈呈します。（１人１万円程度）
⑨ 会計監査委員への委嘱について
　７月第一例会で委嘱状をお渡しいたします。
⑩ クラブ発行領収書等会計以外の連署人決定について
　規約通り連署人は幹事といたします。
　（ライオンズクラブ国際協会役員必携クラブ会計第６章会計実務）
⑪ 委員会費について
　委員会内の親睦を図り、奉仕活動の原動力としてください。　
　3,000 円／人
⑫ 例会時の服装について　クールビズ導入を推奨いたします。
　７、８、９、１０月および翌年５、６月の上着なし、ノーネクタイＯＫ。
　但し、バッジ着用。
　クールビズ以外の期間（１１月～翌年４月）は正装とします。
⑬ 理事・委員長会へのオブザーバー参加について。
⑭ ２０１９年～２０２０年度地区緊急援助引当金補填について

　年度末に積立基準額 1,000 万円に対する不足額の補填
　年１,０００円／会員１名　（前期５００円、後期５００円）
⑮ 複合地区緊急援助資金不足額補填について　
　平成３０年度７月豪雨災害による支援金の拠出に伴う積立基準額
　１,０００万円に対する不足額の補填　　年４００円／会員１名
⑯ 愛媛アイバンク賛助会費について　　　　２０,０００円
⑰「ダメ。ゼッタイ」
　国連支援募金運動への協力について　５,０００円
⑱新居浜ユネスコ協会賛助会費について　１０,０００円
⑲ 岡部歩乃佳後援会会費に就いて　３０,０００円
⑳ あかがねミュージアムサポータークラブ会費について
 　１０,０００円
㉑ 新居浜市国際交流協会会費について　１０,０００円
㉒新居浜ユネスコ寄席（7/13）チケット購入について
　１６,０００円（800円×20 枚）
㉓８月理事･委員長会、８月第一例会日の変更について
　（８月第２週はお盆期間のため）
・８月理事･委員長会　８月１３日（火）から５日（月）
・８月第一例会　　　 ８月１４日（水）から７日（水）
㉔ 委員会開催日の変更について　
　会員会則委員会　第１水曜日から第４月曜日に変更
　青少年委員会　　第 4火曜日から第 1水曜日に変更
　保健福祉委員会　第 3木曜日から第 2木曜日に変更
　環境保全委員会　８月５日（月）18:30 から18:00

　計画財務委員会　８月６日（火）事務局から「旬感」に変更
㉕第１回愛リバー・愛ロード清掃予算案について
㉖７月第２夜間例会予算案について
㉗平和ポスター予算案について
㉘山口　泰さん、檜垣孝志さん入院お見舞い金の支出について
　20,000 円（10,000/ 人）　
●確認事項
１．役員及び委員会構成表
２．行事予定表
●幹事報告
　１．７月第一例会で「ダメ。ゼッタイ」国連支援募金を行います。
　２．第１期会費引き落としについて　７月16日（火）43,000円
　３．7月第二夜間例会ZC例会訪問（例会のみ）
●委員会報告
　会員会則委員会　新会員の推薦について
　出席大会委員会　出席率の向上にご協力を
　計画財務委員会　夜間例会・年末商戦について
　MC広報委員会　 今年度一年間の取り組みについて
　青少年委員会　　平和ポスターについて
　環境保全委員会　今年度4回の清掃奉仕について
●その他
　防災講演について



会長スローガン「絆」
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新居浜 LC 月例ゴルフ取切戦に参加して
計画財務委員会　神 野  雄 太　　開催日：令和元年 7月 14 日（日）　　場所：新居浜カントリー倶楽部　　　　
　　　　　　　　　　　　　　        　

白 石  誠 一　会員会則委員長

委員長就任ご挨拶

高 橋  在 錫　出席大会委員長

能 瀬  伸 一　計画財務委員長

　今期、計画財務委員長を仰せつ
かりました能瀬です。
当委員会は、私が入会二年目の年
に一度委員長をさせて頂いており、
今回で二回目となります。
　二年目から今日まで毎年委員長

や何らかの役職で理事・委員長会にも出させて頂
いたので、今期は少しお暇をいただけるかなと思っ
ておりましたが、考えが甘かったです。（笑）
年中、何かしらの役目がある忙しい委員会ですが、
指名して頂いた以上、新たな気持ちで、しっかりと務
めを果たしてまいりたいと思います。
　年数回の夜間例会や、年に二回の家族会、プレッ
シャーが半端ない年末商戦などが主たる事業です
が、どれをとっても会員皆さまのご協力なくしては成り
立たないものばかりです。
　特に年末商戦は会員皆さまお一人おひとりのご理

解と、ご協力なくしては目標を達成することは出来ま
せん。友愛と相互理解の精神で、積極的なご協力を
切にお願い申し上げます。
　委員会運営としましては、忙しいなかにも笑顔ある
委員会を目指したいと思います。
　全てにおいてそう出来るものではないかも知れま
せんが、ある程度、楽しさや面白みがないと、しんど
いだけです。
　事業を淡々と遂行するのではなく、委員長として
は、委員会メンバーや当クラブ会員の皆さまに、各事
業を少しでも楽しく感じて頂けるような工夫、しいて
は例会や各アクティビティの出席・参加率向上に繋
げることが出来ればと思っています。
　時には的外れや勇み足があるかも知れませんが、
温かい目で見守って頂ければ幸いです。
　一年間、どうぞよろしくお願い致します。

　6 月 26 日に開催された夜間例
会で見事に 100％出席を達成でき
たこと会員お一人お一人の例会出
席への意識の向上と熱意に心から
感謝いたします。
二月の合同例会で挑戦したものの

後わずかのところで達成にいたらず忸怩たる想い
でした。
　再度本年最後の例会に挑みたいとの伊藤会長
の想いは十分に理解できました。3ヶ月前からあつ
かましくも毎度毎度例会でのお願いをいたしまし

た。直前では受け持ち担当を決めての声がけが功
を奏したのか欠席との連絡はありませんでした。
「これはひょっとして」との期待が膨らみましたが「い
やいやそんなに甘くない、甘くない」と心の声がいつ
も聞こえておりました。
　懇親会で診療を終えて駆けつけてくれた林さん
の顔を見ると本当に 100％達成できたんだという喜
びが心底沸きあがってきたのです。私自身この挑戦
は 3 度目でした。
　三度目の正直。本当にありがとうございました。
ただ、反省すべきは 100％を目指す時は食事の量
に配慮しておかないと足らなくなるということでした。
食事も100％ですね。
　

祝6月第二例会100％出席達成
前出席大会委員長　塩 見  秀 晴　　例会日：令和元年 6月 26 日（水）　ユアーズ　　　　　　　　　　　　
　　　　        　

●会長挨拶　古川貴章会長
●伝達事項
１．国際会長方針及び３３６－A地区ガバナー方針
２．会長方針
●審議事項
①理事委員長会、定例会の開催日時について　
・理事会　第一例会の週の月曜日
　　　　　１８:３０～　新居浜商工会館３階
・委員長会　理事会と同時開催
・第一例会　第２水曜日　１２:１５～１３:３０　ユアーズ
・第二例会　第４水曜日　１２:１５～１３:３０　ユアーズ
②取引銀行の件　愛媛銀行新居浜東支店とします。
③事務局員雇用について
　白石康代さんを令和元年７月１日～令和２年６月３０日まで雇用します。
　消費税アップ等の状況を鑑み基本給を２,０００円昇給します。
　給料支払日、雇用通知書に従い、月末締め、翌１０日支給とします。
④ 前年度決算報告と監査報告について
　７月第一例会で決算および監査報告をいたします。

⑤ 本年度予算について
　７月第一例会で審議願います。
⑥ 会費等納入時期について
　年４回、徴収させていただきます。（７月、１０月、１月、４月）
⑦ 各種支払いについて　　月末締め翌月５日払いとします。
⑧ 前年度三役への感謝状、記念品贈呈について
　７月第一例会で贈呈します。（１人１万円程度）
⑨ 会計監査委員への委嘱について
　７月第一例会で委嘱状をお渡しいたします。
⑩ クラブ発行領収書等会計以外の連署人決定について
　規約通り連署人は幹事といたします。
　（ライオンズクラブ国際協会役員必携クラブ会計第６章会計実務）
⑪ 委員会費について
　委員会内の親睦を図り、奉仕活動の原動力としてください。　
　3,000 円／人
⑫ 例会時の服装について　クールビズ導入を推奨いたします。
　７、８、９、１０月および翌年５、６月の上着なし、ノーネクタイＯＫ。
　但し、バッジ着用。
　クールビズ以外の期間（１１月～翌年４月）は正装とします。
⑬ 理事・委員長会へのオブザーバー参加について。
⑭ ２０１９年～２０２０年度地区緊急援助引当金補填について

　年度末に積立基準額 1,000 万円に対する不足額の補填
　年１,０００円／会員１名　（前期５００円、後期５００円）
⑮ 複合地区緊急援助資金不足額補填について　
　平成３０年度７月豪雨災害による支援金の拠出に伴う積立基準額
　１,０００万円に対する不足額の補填　　年４００円／会員１名
⑯ 愛媛アイバンク賛助会費について　　　　２０,０００円
⑰「ダメ。ゼッタイ」
　国連支援募金運動への協力について　５,０００円
⑱新居浜ユネスコ協会賛助会費について　１０,０００円
⑲ 岡部歩乃佳後援会会費に就いて　３０,０００円
⑳ あかがねミュージアムサポータークラブ会費について
 　１０,０００円
㉑ 新居浜市国際交流協会会費について　１０,０００円
㉒新居浜ユネスコ寄席（7/13）チケット購入について
　１６,０００円（800円×20 枚）
㉓８月理事･委員長会、８月第一例会日の変更について
　（８月第２週はお盆期間のため）
・８月理事･委員長会　８月１３日（火）から５日（月）
・８月第一例会　　　 ８月１４日（水）から７日（水）
㉔ 委員会開催日の変更について　
　会員会則委員会　第１水曜日から第４月曜日に変更
　青少年委員会　　第 4火曜日から第 1水曜日に変更
　保健福祉委員会　第 3木曜日から第 2木曜日に変更
　環境保全委員会　８月５日（月）18:30 から18:00

　計画財務委員会　８月６日（火）事務局から「旬感」に変更
㉕第１回愛リバー・愛ロード清掃予算案について
㉖７月第２夜間例会予算案について
㉗平和ポスター予算案について
㉘山口　泰さん、檜垣孝志さん入院お見舞い金の支出について
　20,000 円（10,000/ 人）　
●確認事項
１．役員及び委員会構成表
２．行事予定表
●幹事報告
　１．７月第一例会で「ダメ。ゼッタイ」国連支援募金を行います。
　２．第１期会費引き落としについて　７月16日（火）43,000円
　３．7月第二夜間例会ZC例会訪問（例会のみ）
●委員会報告
　会員会則委員会　新会員の推薦について
　出席大会委員会　出席率の向上にご協力を
　計画財務委員会　夜間例会・年末商戦について
　MC広報委員会　 今年度一年間の取り組みについて
　青少年委員会　　平和ポスターについて
　環境保全委員会　今年度4回の清掃奉仕について
●その他
　防災講演について

　本年度、会員会則委員長を仰せ
つかりました白石です。
　古川貴章会長の今年度の目標
であります純増２名以上会員数６０
名以上を達成し、来年度の６０周年
に繋げるよう頑張ってまいります。

　会員増強、会員維持、退会防止はクラブの組織存
在にとって避けて通れない永遠の課題であり、容易

なことではありません。
その為にもライオニズムの高揚（目的や道徳綱領）、
友愛と相互理解の精神、笑顔で奉仕できるようなクラ
ブ作りを目指したいと思います。
　また、新会員オリエンテーションを実施してクラブの
理解と親睦を図ってまいります。
会員の皆様のご指導、ご協力をよろしくお願い致しま
す。

　7 月 14日、朝起きてみ
ると、しとしと降るあいにく
の梅雨空、しかし月例ゴ
ルフコンペと、前年度の優
勝者のチャンピオンを決
める取切戦が行われまし
た。
４年ぶりに参加することが
でき、前日から飲み会も自
制し晩酌でのアルコール
も断ち、当日に備えまし

た。　ライオンズのゴルフは特に今年雨の日が多い
ので、雨の日専用のゴルフ帽子と手袋を前日から準
備しました。
　当日１５名参加予定が、急遽 1 名欠席で１４名出
席、取切戦有資格者が６名しか参加しておりません
でした。
　同組メンバーは同世代の真木さん、藤縄さん、そ
して若手の高木さんでキャディーが付かなかった
が、新車のカートでアウトコースよりスタートしました。
　８番ホールまでは近年最高の出来でほぼ完璧で

したが、９番ホールのドラコンホールでドラコンを確保
すると魔が差したのか、３打目から普段通りの実力
が出たのか落とし穴に入り込み９点の大タタキで前
半４４点でした。
　後半も前半最後のホールからのショックから抜け
出せず、ショットがぶれだしたけど途中から勝負を諦
め楽しく廻りました。
　表彰式と懇親会は上部の「藤福」で行いました。
その席上で取切戦優勝と表彰されました。
取切戦４年ぶりに出場、４年ぶりの優勝非常に嬉し
かったです。

まさかの私が出席率 100％を目指します！
　今期出席大会委員長という大役
を仰せつかりまして大変困惑してお
ります。そろそろ責任のある役から
離れてご隠居組に入るつもりでいた
のですが、ピンチヒッターということも
あり引き受けることにしました。

　入会して１５年。初めての委員会で委員長。
大変そうです。
前年度最終の６月第２例会で 100％を達成したとこ
ろですよね。
　毎回目標にはしていても仕事をしている全員が揃
うのはなかなか難しく、油断もあったのでしょう。
準備もなかったのでしょう。結果料理が足り苦しいな

んて問題が起こってしまいましたが、これも今後の課
題だと思っています。
　どのような手を使って忙しい皆さんに例会に足を
運んでいただくか、この委員会の皆の永遠のテーマ
です。
　間違いなく言えることは、まず私が休まないことで
す。仕事柄いつどこに走って行くか、わからない身で
はありますが、仕事は若い者にまかせて出席できるよ
うにしなければなりません。
　なんてったって委員長～、なのですから。
何度もとは申しません。私が委員長の間に一回は
100％達成を叶えてさせて下さい。
皆さんご協力お願い致します。
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奥嶋  啓一郎　MC広報委員長

　本年度、ＭＣ広報委員長を仰せ
つかりました奥嶋です。まだ、入
会して１年にも満たない身ではあり
ますが、初めての委員長を１年間
皆様のご助力をいただきながら全
うしたいと思います。

　古川会長から、明るく・楽しく・分かりやすい広
報誌にするよう指導がありましたので、今年の表紙
はアクティビティ等の写真を掲載します。是非笑顔
で写真に写ってください。
ＰＲからＭＣ ( マーケティング・コミュニケーション )

に名称が変更されてから１年が経ちました。コミュ
ニケーションに込められた名称変更は地域の声を聴
き、地域と連携して活動へ反映して地域へ奉仕す
る目的があります。
広報誌を通して、地域の方々とのコミュニケーション
が取れるように頑張ります。
メンバーの皆様には、アクティビティの情報として原
稿をお願いいたしますので、何卒宜しくお願い致し
ます。
　最後に、皆様よりご教示、ご協力をよろしくお願
いいたします。

　今期、青少年委員会の委員長を
任されることになりました後藤です。
青少年委員会は事業系の委員会
でやりがいのある委員会だと思って
いましたので、委員長に指名いただ
き光栄に思います。

　早速、平和ポスターの募集案内から始まり、九月に
は重要な事業の一つであります英語スピーチコンテ
ストも控えております。
　英語スピーチコンテストは今年で三十回目という
節目でもあり古川会長も気合が入っておりますので

後 藤  達 也　青少年委員長

期待に応えたい思いであります。まだ時期的なもの
は未定ですが、えひめ学園との交流会は楽しみにし
ている事業です。
　その合間に岡部歩乃佳後援会の理事会も始まる
と思われますので前半は慌ただしくなると思われます
が、土岐理事、真木副委員長はじめ委員会メンバー
の方々に力をお借りして一年間頑張って参りたいと
思います。
　肩書は委員長でもまだまだ未熟でありますので会
員の皆様にはご指導ご鞭撻、そしてご協力のほどよ
ろしくお願いいたします。

小 野  周 平　保健福祉委員長

藤 縄  洲 二　環境保全委員長

次期クラブ委員長スクールに参加して
MC広報委員長　奥嶋 啓一郎　　　　　開催日：令和元年 6月 22 日（土）　開催地：西条市総合文化会館　　
　　　　　　　　　　　　　　        　

　令和元年 6 月２２日に、次期ＭＣ
広報委員長として、次期クラブ委
員長スクールに参加してきました。
　全体会議の後、分科会となりス
クールを受講しました。講師の方は
西条石鎚ライオンズクラブの山路

氏で、今年「ＭＣ／ライオンズ情報・地区紙・大会
参加委員」として任命と地区委員の役割を教えてい

献血･献眼推進セミナーに出席して
保健福祉委員長　小 野  周 平　　　　　開催日：令和元年 6月 22 日（土）　開催地：西条市総合文化会館　
　　　　　　　　　　　　　　　        　

●会長挨拶　古川貴章会長
●伝達事項
１．国際会長方針及び３３６－A地区ガバナー方針
２．会長方針
●審議事項
①理事委員長会、定例会の開催日時について　
・理事会　第一例会の週の月曜日
　　　　　１８:３０～　新居浜商工会館３階
・委員長会　理事会と同時開催
・第一例会　第２水曜日　１２:１５～１３:３０　ユアーズ
・第二例会　第４水曜日　１２:１５～１３:３０　ユアーズ
②取引銀行の件　愛媛銀行新居浜東支店とします。
③事務局員雇用について
　白石康代さんを令和元年７月１日～令和２年６月３０日まで雇用します。
　消費税アップ等の状況を鑑み基本給を２,０００円昇給します。
　給料支払日、雇用通知書に従い、月末締め、翌１０日支給とします。
④ 前年度決算報告と監査報告について
　７月第一例会で決算および監査報告をいたします。

⑤ 本年度予算について
　７月第一例会で審議願います。
⑥ 会費等納入時期について
　年４回、徴収させていただきます。（７月、１０月、１月、４月）
⑦ 各種支払いについて　　月末締め翌月５日払いとします。
⑧ 前年度三役への感謝状、記念品贈呈について
　７月第一例会で贈呈します。（１人１万円程度）
⑨ 会計監査委員への委嘱について
　７月第一例会で委嘱状をお渡しいたします。
⑩ クラブ発行領収書等会計以外の連署人決定について
　規約通り連署人は幹事といたします。
　（ライオンズクラブ国際協会役員必携クラブ会計第６章会計実務）
⑪ 委員会費について
　委員会内の親睦を図り、奉仕活動の原動力としてください。　
　3,000 円／人
⑫ 例会時の服装について　クールビズ導入を推奨いたします。
　７、８、９、１０月および翌年５、６月の上着なし、ノーネクタイＯＫ。
　但し、バッジ着用。
　クールビズ以外の期間（１１月～翌年４月）は正装とします。
⑬ 理事・委員長会へのオブザーバー参加について。
⑭ ２０１９年～２０２０年度地区緊急援助引当金補填について

　年度末に積立基準額 1,000 万円に対する不足額の補填
　年１,０００円／会員１名　（前期５００円、後期５００円）
⑮ 複合地区緊急援助資金不足額補填について　
　平成３０年度７月豪雨災害による支援金の拠出に伴う積立基準額
　１,０００万円に対する不足額の補填　　年４００円／会員１名
⑯ 愛媛アイバンク賛助会費について　　　　２０,０００円
⑰「ダメ。ゼッタイ」
　国連支援募金運動への協力について　５,０００円
⑱新居浜ユネスコ協会賛助会費について　１０,０００円
⑲ 岡部歩乃佳後援会会費に就いて　３０,０００円
⑳ あかがねミュージアムサポータークラブ会費について
 　１０,０００円
㉑ 新居浜市国際交流協会会費について　１０,０００円
㉒新居浜ユネスコ寄席（7/13）チケット購入について
　１６,０００円（800円×20 枚）
㉓８月理事･委員長会、８月第一例会日の変更について
　（８月第２週はお盆期間のため）
・８月理事･委員長会　８月１３日（火）から５日（月）
・８月第一例会　　　 ８月１４日（水）から７日（水）
㉔ 委員会開催日の変更について　
　会員会則委員会　第１水曜日から第４月曜日に変更
　青少年委員会　　第 4火曜日から第 1水曜日に変更
　保健福祉委員会　第 3木曜日から第 2木曜日に変更
　環境保全委員会　８月５日（月）18:30 から18:00

　計画財務委員会　８月６日（火）事務局から「旬感」に変更
㉕第１回愛リバー・愛ロード清掃予算案について
㉖７月第２夜間例会予算案について
㉗平和ポスター予算案について
㉘山口　泰さん、檜垣孝志さん入院お見舞い金の支出について
　20,000 円（10,000/ 人）　
●確認事項
１．役員及び委員会構成表
２．行事予定表
●幹事報告
　１．７月第一例会で「ダメ。ゼッタイ」国連支援募金を行います。
　２．第１期会費引き落としについて　７月16日（火）43,000円
　３．7月第二夜間例会ZC例会訪問（例会のみ）
●委員会報告
　会員会則委員会　新会員の推薦について
　出席大会委員会　出席率の向上にご協力を
　計画財務委員会　夜間例会・年末商戦について
　MC広報委員会　 今年度一年間の取り組みについて
　青少年委員会　　平和ポスターについて
　環境保全委員会　今年度4回の清掃奉仕について
●その他
　防災講演について

　この度保健福祉委員会委員長
に任命されました。
入会２年満たない新人気分が抜け
ない中での委員長という大役に、
「恍惚と不安と二つ我にあり」という
心境でございます。

　しかし気持ちを引き締めて委員会運営をしっかり

と行い事業を展開して参ります。奉仕活動の柱の一
つである献血事業による四献運動の推進、薬物乱
用防止運動、生活習慣病の予防啓発活動と基本方
針を掲げております。
　諸先輩方のお話を伺いつつ継続的な活動も含め
精一杯頑張りたいと思いますので、皆様のご協力を
何卒よろしくお願い申し上げます。

　令和元年度第２２回献血・献眼
セミナーに出席しました。
　私は保健福祉委員会委員長とし
ての出席でしたので、事業展開のイ
メージが出来たら良いなといった具
合で出席しましたが、自分の無知を

知るという委員長云々という以前の事態に陥りまし
た。
　献血・献眼団体の運営体制と財政事情は言うに
及ばず、ライオンズとの関わりの歴史についても無知
でした。特に献眼登録者数と実際の献眼者数のギ
ャップについては考えさせられました。

　亡くなった後６～１０時間以内というまだ葬儀も終
わらない中での摘出作業を想像するに、自分以外の
身近な者へ意思を託す事が出来るのだろうか、その
意思を託す事は登録証だけでは伝わらないかもし
れない、日頃から身近な者に対して自分の考え（意
思）を話し伝える事が必要だと感じました。
　保健福祉委員会委員長として少々足らない己を
恥じうつむき加減になりましたが、しっかり前を向い
て事業を進めて参ります。
　メンバーの皆様には身近な人への献血献眼事業
への参加の呼びかけも含め、何卒ご協力をよろしく
お願い申し上げます。

ただき、各クラブの広報誌作りについてもアドバイス
をいただきました。
　またＭＣ的側面として、会報の外部配布や地域社
会の関心を呼ぶような効果の一例として、グルメリポ
ートの活用や、一方的なメディアの利用ではなく、コ
ミュニケーションを深めて、報道記者などを外部卓話
に招く方法などのお話がありました。

　今回古川会長より環境保全委
員長を仰せつかりました。
　平成２５年計画財務委員長以来
６年目の委員長ということで些さか
戸惑っているところですが石川年
寄、間違いました敏則担当理事さ

ん、土岐敏勝副委員長そして各委員の皆さんの力
でなんとか１年、頑張っていきたいと思っていますの
でよろしくお願いいたします。
　会長からは、新しいかたちでの愛リバー愛ロード

をと言われていまして、地域住民の皆さんや会議所
の皆さんへの呼びかけ等、また清掃の方法等に工
夫していきたいと思っています。
　また環境汚染に対する意識の向上も当委員会の
役目ということで、新居浜 LCとして何か出来ること
を模索していきたいと思っています。
　なにぶんにも戦前戦後間もない時期に生を受け
た人達が多い委員会ですので、温かく見守ってい
ただければと思っています。
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　白石康代さんを令和元年７月１日～令和２年６月３０日まで雇用します。
　消費税アップ等の状況を鑑み基本給を２,０００円昇給します。
　給料支払日、雇用通知書に従い、月末締め、翌１０日支給とします。
④ 前年度決算報告と監査報告について
　７月第一例会で決算および監査報告をいたします。

⑤ 本年度予算について
　７月第一例会で審議願います。
⑥ 会費等納入時期について
　年４回、徴収させていただきます。（７月、１０月、１月、４月）
⑦ 各種支払いについて　　月末締め翌月５日払いとします。
⑧ 前年度三役への感謝状、記念品贈呈について
　７月第一例会で贈呈します。（１人１万円程度）
⑨ 会計監査委員への委嘱について
　７月第一例会で委嘱状をお渡しいたします。
⑩ クラブ発行領収書等会計以外の連署人決定について
　規約通り連署人は幹事といたします。
　（ライオンズクラブ国際協会役員必携クラブ会計第６章会計実務）
⑪ 委員会費について
　委員会内の親睦を図り、奉仕活動の原動力としてください。　
　3,000 円／人
⑫ 例会時の服装について　クールビズ導入を推奨いたします。
　７、８、９、１０月および翌年５、６月の上着なし、ノーネクタイＯＫ。
　但し、バッジ着用。
　クールビズ以外の期間（１１月～翌年４月）は正装とします。
⑬ 理事・委員長会へのオブザーバー参加について。
⑭ ２０１９年～２０２０年度地区緊急援助引当金補填について

　年度末に積立基準額 1,000 万円に対する不足額の補填
　年１,０００円／会員１名　（前期５００円、後期５００円）
⑮ 複合地区緊急援助資金不足額補填について　
　平成３０年度７月豪雨災害による支援金の拠出に伴う積立基準額
　１,０００万円に対する不足額の補填　　年４００円／会員１名
⑯ 愛媛アイバンク賛助会費について　　　　２０,０００円
⑰「ダメ。ゼッタイ」
　国連支援募金運動への協力について　５,０００円
⑱新居浜ユネスコ協会賛助会費について　１０,０００円
⑲ 岡部歩乃佳後援会会費に就いて　３０,０００円
⑳ あかがねミュージアムサポータークラブ会費について
 　１０,０００円
㉑ 新居浜市国際交流協会会費について　１０,０００円
㉒新居浜ユネスコ寄席（7/13）チケット購入について
　１６,０００円（800円×20 枚）
㉓８月理事･委員長会、８月第一例会日の変更について
　（８月第２週はお盆期間のため）
・８月理事･委員長会　８月１３日（火）から５日（月）
・８月第一例会　　　 ８月１４日（水）から７日（水）
㉔ 委員会開催日の変更について　
　会員会則委員会　第１水曜日から第４月曜日に変更
　青少年委員会　　第 4火曜日から第 1水曜日に変更
　保健福祉委員会　第 3木曜日から第 2木曜日に変更
　環境保全委員会　８月５日（月）18:30 から18:00

　計画財務委員会　８月６日（火）事務局から「旬感」に変更
㉕第１回愛リバー・愛ロード清掃予算案について
㉖７月第２夜間例会予算案について
㉗平和ポスター予算案について
㉘山口　泰さん、檜垣孝志さん入院お見舞い金の支出について
　20,000 円（10,000/ 人）　
●確認事項
１．役員及び委員会構成表
２．行事予定表
●幹事報告
　１．７月第一例会で「ダメ。ゼッタイ」国連支援募金を行います。
　２．第１期会費引き落としについて　７月16日（火）43,000円
　３．7月第二夜間例会ZC例会訪問（例会のみ）
●委員会報告
　会員会則委員会　新会員の推薦について
　出席大会委員会　出席率の向上にご協力を
　計画財務委員会　夜間例会・年末商戦について
　MC広報委員会　 今年度一年間の取り組みについて
　青少年委員会　　平和ポスターについて
　環境保全委員会　今年度4回の清掃奉仕について
●その他
　防災講演について

　この度保健福祉委員会委員長
に任命されました。
入会２年満たない新人気分が抜け
ない中での委員長という大役に、
「恍惚と不安と二つ我にあり」という
心境でございます。

　しかし気持ちを引き締めて委員会運営をしっかり

と行い事業を展開して参ります。奉仕活動の柱の一
つである献血事業による四献運動の推進、薬物乱
用防止運動、生活習慣病の予防啓発活動と基本方
針を掲げております。
　諸先輩方のお話を伺いつつ継続的な活動も含め
精一杯頑張りたいと思いますので、皆様のご協力を
何卒よろしくお願い申し上げます。

　令和元年度第２２回献血・献眼
セミナーに出席しました。
　私は保健福祉委員会委員長とし
ての出席でしたので、事業展開のイ
メージが出来たら良いなといった具
合で出席しましたが、自分の無知を

知るという委員長云々という以前の事態に陥りまし
た。
　献血・献眼団体の運営体制と財政事情は言うに
及ばず、ライオンズとの関わりの歴史についても無知
でした。特に献眼登録者数と実際の献眼者数のギ
ャップについては考えさせられました。

　亡くなった後６～１０時間以内というまだ葬儀も終
わらない中での摘出作業を想像するに、自分以外の
身近な者へ意思を託す事が出来るのだろうか、その
意思を託す事は登録証だけでは伝わらないかもし
れない、日頃から身近な者に対して自分の考え（意
思）を話し伝える事が必要だと感じました。
　保健福祉委員会委員長として少々足らない己を
恥じうつむき加減になりましたが、しっかり前を向い
て事業を進めて参ります。
　メンバーの皆様には身近な人への献血献眼事業
への参加の呼びかけも含め、何卒ご協力をよろしく
お願い申し上げます。

ただき、各クラブの広報誌作りについてもアドバイス
をいただきました。
　またＭＣ的側面として、会報の外部配布や地域社
会の関心を呼ぶような効果の一例として、グルメリポ
ートの活用や、一方的なメディアの利用ではなく、コ
ミュニケーションを深めて、報道記者などを外部卓話
に招く方法などのお話がありました。

　今回古川会長より環境保全委
員長を仰せつかりました。
　平成２５年計画財務委員長以来
６年目の委員長ということで些さか
戸惑っているところですが石川年
寄、間違いました敏則担当理事さ

ん、土岐敏勝副委員長そして各委員の皆さんの力
でなんとか１年、頑張っていきたいと思っていますの
でよろしくお願いいたします。
　会長からは、新しいかたちでの愛リバー愛ロード

をと言われていまして、地域住民の皆さんや会議所
の皆さんへの呼びかけ等、また清掃の方法等に工
夫していきたいと思っています。
　また環境汚染に対する意識の向上も当委員会の
役目ということで、新居浜 LCとして何か出来ること
を模索していきたいと思っています。
　なにぶんにも戦前戦後間もない時期に生を受け
た人達が多い委員会ですので、温かく見守ってい
ただければと思っています。
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新居浜 LC 月例ゴルフ取切戦に参加して
計画財務委員会　神 野  雄 太　　開催日：令和元年 7月 14 日（日）　　場所：新居浜カントリー倶楽部　　　　
　　　　　　　　　　　　　　        　

白 石  誠 一　会員会則委員長

委員長就任ご挨拶

高 橋  在 錫　出席大会委員長

能 瀬  伸 一　計画財務委員長

　今期、計画財務委員長を仰せつ
かりました能瀬です。
当委員会は、私が入会二年目の年
に一度委員長をさせて頂いており、
今回で二回目となります。
　二年目から今日まで毎年委員長

や何らかの役職で理事・委員長会にも出させて頂
いたので、今期は少しお暇をいただけるかなと思っ
ておりましたが、考えが甘かったです。（笑）
年中、何かしらの役目がある忙しい委員会ですが、
指名して頂いた以上、新たな気持ちで、しっかりと務
めを果たしてまいりたいと思います。
　年数回の夜間例会や、年に二回の家族会、プレッ
シャーが半端ない年末商戦などが主たる事業です
が、どれをとっても会員皆さまのご協力なくしては成り
立たないものばかりです。
　特に年末商戦は会員皆さまお一人おひとりのご理

解と、ご協力なくしては目標を達成することは出来ま
せん。友愛と相互理解の精神で、積極的なご協力を
切にお願い申し上げます。
　委員会運営としましては、忙しいなかにも笑顔ある
委員会を目指したいと思います。
　全てにおいてそう出来るものではないかも知れま
せんが、ある程度、楽しさや面白みがないと、しんど
いだけです。
　事業を淡々と遂行するのではなく、委員長として
は、委員会メンバーや当クラブ会員の皆さまに、各事
業を少しでも楽しく感じて頂けるような工夫、しいて
は例会や各アクティビティの出席・参加率向上に繋
げることが出来ればと思っています。
　時には的外れや勇み足があるかも知れませんが、
温かい目で見守って頂ければ幸いです。
　一年間、どうぞよろしくお願い致します。

　6 月 26 日に開催された夜間例
会で見事に 100％出席を達成でき
たこと会員お一人お一人の例会出
席への意識の向上と熱意に心から
感謝いたします。
二月の合同例会で挑戦したものの

後わずかのところで達成にいたらず忸怩たる想い
でした。
　再度本年最後の例会に挑みたいとの伊藤会長
の想いは十分に理解できました。3ヶ月前からあつ
かましくも毎度毎度例会でのお願いをいたしまし

た。直前では受け持ち担当を決めての声がけが功
を奏したのか欠席との連絡はありませんでした。
「これはひょっとして」との期待が膨らみましたが「い
やいやそんなに甘くない、甘くない」と心の声がいつ
も聞こえておりました。
　懇親会で診療を終えて駆けつけてくれた林さん
の顔を見ると本当に 100％達成できたんだという喜
びが心底沸きあがってきたのです。私自身この挑戦
は 3 度目でした。
　三度目の正直。本当にありがとうございました。
ただ、反省すべきは 100％を目指す時は食事の量
に配慮しておかないと足らなくなるということでした。
食事も100％ですね。
　

祝6月第二例会100％出席達成
前出席大会委員長　塩 見  秀 晴　　例会日：令和元年 6月 26 日（水）　ユアーズ　　　　　　　　　　　　
　　　　        　

●会長挨拶　古川貴章会長
●伝達事項
１．国際会長方針及び３３６－A地区ガバナー方針
２．会長方針
●審議事項
①理事委員長会、定例会の開催日時について　
・理事会　第一例会の週の月曜日
　　　　　１８:３０～　新居浜商工会館３階
・委員長会　理事会と同時開催
・第一例会　第２水曜日　１２:１５～１３:３０　ユアーズ
・第二例会　第４水曜日　１２:１５～１３:３０　ユアーズ
②取引銀行の件　愛媛銀行新居浜東支店とします。
③事務局員雇用について
　白石康代さんを令和元年７月１日～令和２年６月３０日まで雇用します。
　消費税アップ等の状況を鑑み基本給を２,０００円昇給します。
　給料支払日、雇用通知書に従い、月末締め、翌１０日支給とします。
④ 前年度決算報告と監査報告について
　７月第一例会で決算および監査報告をいたします。

⑤ 本年度予算について
　７月第一例会で審議願います。
⑥ 会費等納入時期について
　年４回、徴収させていただきます。（７月、１０月、１月、４月）
⑦ 各種支払いについて　　月末締め翌月５日払いとします。
⑧ 前年度三役への感謝状、記念品贈呈について
　７月第一例会で贈呈します。（１人１万円程度）
⑨ 会計監査委員への委嘱について
　７月第一例会で委嘱状をお渡しいたします。
⑩ クラブ発行領収書等会計以外の連署人決定について
　規約通り連署人は幹事といたします。
　（ライオンズクラブ国際協会役員必携クラブ会計第６章会計実務）
⑪ 委員会費について
　委員会内の親睦を図り、奉仕活動の原動力としてください。　
　3,000 円／人
⑫ 例会時の服装について　クールビズ導入を推奨いたします。
　７、８、９、１０月および翌年５、６月の上着なし、ノーネクタイＯＫ。
　但し、バッジ着用。
　クールビズ以外の期間（１１月～翌年４月）は正装とします。
⑬ 理事・委員長会へのオブザーバー参加について。
⑭ ２０１９年～２０２０年度地区緊急援助引当金補填について

　年度末に積立基準額 1,000 万円に対する不足額の補填
　年１,０００円／会員１名　（前期５００円、後期５００円）
⑮ 複合地区緊急援助資金不足額補填について　
　平成３０年度７月豪雨災害による支援金の拠出に伴う積立基準額
　１,０００万円に対する不足額の補填　　年４００円／会員１名
⑯ 愛媛アイバンク賛助会費について　　　　２０,０００円
⑰「ダメ。ゼッタイ」
　国連支援募金運動への協力について　５,０００円
⑱新居浜ユネスコ協会賛助会費について　１０,０００円
⑲ 岡部歩乃佳後援会会費に就いて　３０,０００円
⑳ あかがねミュージアムサポータークラブ会費について
 　１０,０００円
㉑ 新居浜市国際交流協会会費について　１０,０００円
㉒新居浜ユネスコ寄席（7/13）チケット購入について
　１６,０００円（800円×20 枚）
㉓８月理事･委員長会、８月第一例会日の変更について
　（８月第２週はお盆期間のため）
・８月理事･委員長会　８月１３日（火）から５日（月）
・８月第一例会　　　 ８月１４日（水）から７日（水）
㉔ 委員会開催日の変更について　
　会員会則委員会　第１水曜日から第４月曜日に変更
　青少年委員会　　第 4火曜日から第 1水曜日に変更
　保健福祉委員会　第 3木曜日から第 2木曜日に変更
　環境保全委員会　８月５日（月）18:30 から18:00

　計画財務委員会　８月６日（火）事務局から「旬感」に変更
㉕第１回愛リバー・愛ロード清掃予算案について
㉖７月第２夜間例会予算案について
㉗平和ポスター予算案について
㉘山口　泰さん、檜垣孝志さん入院お見舞い金の支出について
　20,000 円（10,000/ 人）　
●確認事項
１．役員及び委員会構成表
２．行事予定表
●幹事報告
　１．７月第一例会で「ダメ。ゼッタイ」国連支援募金を行います。
　２．第１期会費引き落としについて　７月16日（火）43,000円
　３．7月第二夜間例会ZC例会訪問（例会のみ）
●委員会報告
　会員会則委員会　新会員の推薦について
　出席大会委員会　出席率の向上にご協力を
　計画財務委員会　夜間例会・年末商戦について
　MC広報委員会　 今年度一年間の取り組みについて
　青少年委員会　　平和ポスターについて
　環境保全委員会　今年度4回の清掃奉仕について
●その他
　防災講演について

　本年度、会員会則委員長を仰せ
つかりました白石です。
　古川貴章会長の今年度の目標
であります純増２名以上会員数６０
名以上を達成し、来年度の６０周年
に繋げるよう頑張ってまいります。

　会員増強、会員維持、退会防止はクラブの組織存
在にとって避けて通れない永遠の課題であり、容易

なことではありません。
その為にもライオニズムの高揚（目的や道徳綱領）、
友愛と相互理解の精神、笑顔で奉仕できるようなクラ
ブ作りを目指したいと思います。
　また、新会員オリエンテーションを実施してクラブの
理解と親睦を図ってまいります。
会員の皆様のご指導、ご協力をよろしくお願い致しま
す。

　7 月 14日、朝起きてみ
ると、しとしと降るあいにく
の梅雨空、しかし月例ゴ
ルフコンペと、前年度の優
勝者のチャンピオンを決
める取切戦が行われまし
た。
４年ぶりに参加することが
でき、前日から飲み会も自
制し晩酌でのアルコール
も断ち、当日に備えまし

た。　ライオンズのゴルフは特に今年雨の日が多い
ので、雨の日専用のゴルフ帽子と手袋を前日から準
備しました。
　当日１５名参加予定が、急遽 1 名欠席で１４名出
席、取切戦有資格者が６名しか参加しておりません
でした。
　同組メンバーは同世代の真木さん、藤縄さん、そ
して若手の高木さんでキャディーが付かなかった
が、新車のカートでアウトコースよりスタートしました。
　８番ホールまでは近年最高の出来でほぼ完璧で

したが、９番ホールのドラコンホールでドラコンを確保
すると魔が差したのか、３打目から普段通りの実力
が出たのか落とし穴に入り込み９点の大タタキで前
半４４点でした。
　後半も前半最後のホールからのショックから抜け
出せず、ショットがぶれだしたけど途中から勝負を諦
め楽しく廻りました。
　表彰式と懇親会は上部の「藤福」で行いました。
その席上で取切戦優勝と表彰されました。
取切戦４年ぶりに出場、４年ぶりの優勝非常に嬉し
かったです。

まさかの私が出席率 100％を目指します！
　今期出席大会委員長という大役
を仰せつかりまして大変困惑してお
ります。そろそろ責任のある役から
離れてご隠居組に入るつもりでいた
のですが、ピンチヒッターということも
あり引き受けることにしました。

　入会して１５年。初めての委員会で委員長。
大変そうです。
前年度最終の６月第２例会で 100％を達成したとこ
ろですよね。
　毎回目標にはしていても仕事をしている全員が揃
うのはなかなか難しく、油断もあったのでしょう。
準備もなかったのでしょう。結果料理が足り苦しいな

んて問題が起こってしまいましたが、これも今後の課
題だと思っています。
　どのような手を使って忙しい皆さんに例会に足を
運んでいただくか、この委員会の皆の永遠のテーマ
です。
　間違いなく言えることは、まず私が休まないことで
す。仕事柄いつどこに走って行くか、わからない身で
はありますが、仕事は若い者にまかせて出席できるよ
うにしなければなりません。
　なんてったって委員長～、なのですから。
何度もとは申しません。私が委員長の間に一回は
100％達成を叶えてさせて下さい。
皆さんご協力お願い致します。
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会長スローガン「絆」

●会長挨拶　古川貴章会長
●伝達事項
１．国際会長方針及び３３６－A地区ガバナー方針
２．会長方針
●審議事項
①理事委員長会、定例会の開催日時について　
・理事会　第一例会の週の月曜日
　　　　　１８:３０～　新居浜商工会館３階
・委員長会　理事会と同時開催
・第一例会　第２水曜日　１２:１５～１３:３０　ユアーズ
・第二例会　第４水曜日　１２:１５～１３:３０　ユアーズ
②取引銀行の件　愛媛銀行新居浜東支店とします。
③事務局員雇用について
　白石康代さんを令和元年７月１日～令和２年６月３０日まで雇用します。
　消費税アップ等の状況を鑑み基本給を２,０００円昇給します。
　給料支払日、雇用通知書に従い、月末締め、翌１０日支給とします。
④ 前年度決算報告と監査報告について
　７月第一例会で決算および監査報告をいたします。

⑤ 本年度予算について
　７月第一例会で審議願います。
⑥ 会費等納入時期について
　年４回、徴収させていただきます。（７月、１０月、１月、４月）
⑦ 各種支払いについて　　月末締め翌月５日払いとします。
⑧ 前年度三役への感謝状、記念品贈呈について
　７月第一例会で贈呈します。（１人１万円程度）
⑨ 会計監査委員への委嘱について
　７月第一例会で委嘱状をお渡しいたします。
⑩ クラブ発行領収書等会計以外の連署人決定について
　規約通り連署人は幹事といたします。
　（ライオンズクラブ国際協会役員必携クラブ会計第６章会計実務）
⑪ 委員会費について
　委員会内の親睦を図り、奉仕活動の原動力としてください。　
　3,000 円／人
⑫ 例会時の服装について　クールビズ導入を推奨いたします。
　７、８、９、１０月および翌年５、６月の上着なし、ノーネクタイＯＫ。
　但し、バッジ着用。
　クールビズ以外の期間（１１月～翌年４月）は正装とします。
⑬ 理事・委員長会へのオブザーバー参加について。
⑭ ２０１９年～２０２０年度地区緊急援助引当金補填について

　年度末に積立基準額 1,000 万円に対する不足額の補填
　年１,０００円／会員１名　（前期５００円、後期５００円）
⑮ 複合地区緊急援助資金不足額補填について　
　平成３０年度７月豪雨災害による支援金の拠出に伴う積立基準額
　１,０００万円に対する不足額の補填　　年４００円／会員１名
⑯ 愛媛アイバンク賛助会費について　　　　２０,０００円
⑰「ダメ。ゼッタイ」
　国連支援募金運動への協力について　５,０００円
⑱新居浜ユネスコ協会賛助会費について　１０,０００円
⑲ 岡部歩乃佳後援会会費に就いて　３０,０００円
⑳ あかがねミュージアムサポータークラブ会費について
 　１０,０００円
㉑ 新居浜市国際交流協会会費について　１０,０００円
㉒新居浜ユネスコ寄席（7/13）チケット購入について
　１６,０００円（800円×20 枚）
㉓８月理事･委員長会、８月第一例会日の変更について
　（８月第２週はお盆期間のため）
・８月理事･委員長会　８月１３日（火）から５日（月）
・８月第一例会　　　 ８月１４日（水）から７日（水）
㉔ 委員会開催日の変更について　
　会員会則委員会　第１水曜日から第４月曜日に変更
　青少年委員会　　第 4火曜日から第 1水曜日に変更
　保健福祉委員会　第 3木曜日から第 2木曜日に変更
　環境保全委員会　８月５日（月）18:30 から18:00

　計画財務委員会　８月６日（火）事務局から「旬感」に変更
㉕第１回愛リバー・愛ロード清掃予算案について
㉖７月第２夜間例会予算案について
㉗平和ポスター予算案について
㉘山口　泰さん、檜垣孝志さん入院お見舞い金の支出について
　20,000 円（10,000/ 人）　
●確認事項
１．役員及び委員会構成表
２．行事予定表
●幹事報告
　１．７月第一例会で「ダメ。ゼッタイ」国連支援募金を行います。
　２．第１期会費引き落としについて　７月16日（火）43,000円
　３．7月第二夜間例会ZC例会訪問（例会のみ）
●委員会報告
　会員会則委員会　新会員の推薦について
　出席大会委員会　出席率の向上にご協力を
　計画財務委員会　夜間例会・年末商戦について
　MC広報委員会　 今年度一年間の取り組みについて
　青少年委員会　　平和ポスターについて
　環境保全委員会　今年度4回の清掃奉仕について
●その他
　防災講演について

■開会ゴング
■ライオンズの誓い
　鈴木雅志ライ

オン

■物故会員に黙祷
■会長就任挨拶古川貴章会長

■前三役に感謝状授与
■会計監査委嘱状伝達
■伝達事項
１．国際会長方針及び
　３３６－A地区ガバナー
　方針
２．会長方針
■審議事項
①理事委員長会、定例会の開催日時について　
　＊理事会　　第一例会の週の月曜日
　　　　　　　18:30 ～　新居浜商工会館３階
　＊委員長会　理事会と同時開催
　＊第一例会　第２水曜日　　12:15 ～ 13:30　ユアーズ
　＊第二例会　第４水曜日　　12:15 ～ 13:30　ユアーズ
②取引銀行の件　愛媛銀行新居浜東支店とします。
③事務局員雇用について
　白石康代さんを令和元年７月１日～令和２年６月３０日まで雇
　用します。消費税アップ等の状況を鑑み基本給を 2,000 円昇
　給します。
　給料支払日、雇用通知書に従い、月末締め、翌１０日支給とし
　ます。
④ 前年度決算報告と監査報告について
　７月第一例会で決算および監査報告をいたします。
⑤ 本年度予算について
　７月第一例会で審議願います。
⑥ 会費等納入時期について
　年４回、徴収させていただきます。（７月、１０月、１月、４月）
⑦ 各種支払いについて　　月末締め翌月５日払いとします。
⑧ 前年度三役への感謝状、記念品贈呈について
　 ７月第一例会で贈呈します。（１人１万円程度）
⑨ 会計監査委員への委嘱について
　７月第一例会で委嘱状をお渡しいたします。
⑩ クラブ発行領収書等会計以外の連署人決定について
　規約通り連署人は幹事といたします。
　（ライオンズクラブ国際協会役員必携クラブ会計第６章会計
　　実務）
⑪ 委員会費について
　委員会内の親睦を図り、奉仕活動の原動力としてください。　
　　3,000 円／人
⑫ 例会時の服装について　クールビズ導入を推奨いたします。
　７、８、９、１０月および翌年５、６月の上着なし、ノーネクタイＯＫ。
　但し、バッジ着用、若しくはネームプレートのみでもＯＫ。
　クールビズ以外の期間（１１月～翌年４月）は正装とします。
⑬ 理事・委員長会へのオブザーバー参加について。
⑭ ２０１９年～２０２０年度地区緊急援助引当金補填について
　年度末に積立基準額　1,000 万円に対する不足額の補填

　年 1,000 円／会員１名　（前期 500円、後期 500円）
⑮ 複合地区緊急援助資金不足額補填について
　平成３０年度７月豪雨災害による支援金の拠出に伴う積立基
　準額　1,000０万円に対する不足額の補填
　年 400円／会員１名
⑯ 愛媛アイバンク賛助会費について　　20,000 円
⑰「ダメ。ゼッタイ」国連支援募金運動への協力について5,000円
⑱ 新居浜ユネスコ協会賛助会費について　　10,000 円
⑲ 岡部歩乃佳後援会会費について　　30,000 円
⑳ あかがねミュージアムサポータークラブ会費について
　10,000 円
㉑ 新居浜市国際交流協会会費について　　10,000 円
㉒ 新居浜ユネスコ寄席（7/13）チケット購入について
　16,000 円（800 円×20 枚）
㉓８月理事･委員長会、８月第一例会日の変更について
　（８月第２週はお盆期間のため）
　・８月理事･委員長会　８月１３日（火）から５日（月）
　・８月第一例会　　　  ８月１４日（水）から７日（水）
㉔ 委員会開催日の変更について　
　・会員会則委員会　第１水曜日から第４月曜日に変更
　・青少年委員会　　第４火曜日から第１水曜日に変更
　・保健福祉委員会　第３木曜日から第２木曜日に変更
　・環境保全委員会　８月５日（月）18:30 からに18:00
　（理事委員長会と重なるため )
・計画財務委員会　８月６日（火）事務局から旬感に変更
㉕ ６月第２夜間例会決算報告について
㉖ 第１回愛リバー・愛ロード予算案について
㉗ ７月第２夜間例会予算案について
㉘ 平和ポスター予算案について
㉙ 山口泰さん、檜垣孝志さん入院お
　見舞い金の支出ついて
　　20,000 円 (10,000/ 人 )
■確認事項
１．役員及び委員会構成表
２．行事予定表
■幹事報告
１．７月第一例会で「ダメ。ゼッタイ」
　国連支援募金を行います。
２．第１期会費引落について
　７月１６日（火）43,000 円
３．７月第二夜間例会ＺＣ例会訪問
　（例会のみ）
■前年度会計報告並びに退任挨拶
　岡田賢治前会計
■監査報告　藤縄洲二監査委員
■例会純出席100％賞授与

■会計就任挨拶並びに新年度予算案
　福山　宏会計
■新会員ガバナーピンバッジ授与
　高木泰斉ライ

オン、河端信人ライ
オン、今村　忍ライ

オン

■委員長就任挨拶並びに
　委員会報告
　白石誠一会員会則委員長
　　新会員推薦について
　高橋在錫出席大会委員長
　　出席率向上のお願い

　能瀬伸一計画財務委
　員長
　　予算案並びに楽し
　　い例会作りについて
　奥嶋啓一郎MC広報
　委員長
　　会報誌制作及び　
　　MCについて
　後藤達也青少年委員長
　　平和ポスター予算案について
　小野周平保健福祉委員長　

　　四献啓蒙運動並びに8/18献血・献眼登録について
　藤縄洲二環境保全委員長　
　　7/28第1回愛リバー・愛ロード予算案について
■会長承認
　①～㉙号議案全て承認されました。
■出席報告
　会員数59名、出席49名、欠席10名、
　出席率83.1％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥112,000
■閉会ゴング　



第1412回 7 月第二例会
（夜間例会）

7月 24日（水）18:00～ ユアーズ
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Niihama Lions Club

7 月理事・委員長会
7月 8日（月）18:30～ 商工会館3F

●会長挨拶　古川貴章会長
●伝達事項
１．国際会長方針及び３３６－A地区ガバナー方針
２．会長方針
●審議事項
①理事委員長会、定例会の開催日時について　
・理事会　第一例会の週の月曜日
　　　　　１８:３０～　新居浜商工会館３階
・委員長会　理事会と同時開催
・第一例会　第２水曜日　１２:１５～１３:３０　ユアーズ
・第二例会　第４水曜日　１２:１５～１３:３０　ユアーズ
②取引銀行の件　愛媛銀行新居浜東支店とします。
③事務局員雇用について
　白石康代さんを令和元年７月１日～令和２年６月３０日まで雇用します。
　消費税アップ等の状況を鑑み基本給を２,０００円昇給します。
　給料支払日、雇用通知書に従い、月末締め、翌１０日支給とします。
④ 前年度決算報告と監査報告について
　７月第一例会で決算および監査報告をいたします。

⑤ 本年度予算について
　７月第一例会で審議願います。
⑥ 会費等納入時期について
　年４回、徴収させていただきます。（７月、１０月、１月、４月）
⑦ 各種支払いについて　　月末締め翌月５日払いとします。
⑧ 前年度三役への感謝状、記念品贈呈について
　７月第一例会で贈呈します。（１人１万円程度）
⑨ 会計監査委員への委嘱について
　７月第一例会で委嘱状をお渡しいたします。
⑩ クラブ発行領収書等会計以外の連署人決定について
　規約通り連署人は幹事といたします。
　（ライオンズクラブ国際協会役員必携クラブ会計第６章会計実務）
⑪ 委員会費について
　委員会内の親睦を図り、奉仕活動の原動力としてください。　
　3,000 円／人
⑫ 例会時の服装について　クールビズ導入を推奨いたします。
　７、８、９、１０月および翌年５、６月の上着なし、ノーネクタイＯＫ。
　但し、バッジ着用。
　クールビズ以外の期間（１１月～翌年４月）は正装とします。
⑬ 理事・委員長会へのオブザーバー参加について。
⑭ ２０１９年～２０２０年度地区緊急援助引当金補填について

　年度末に積立基準額 1,000 万円に対する不足額の補填
　年１,０００円／会員１名　（前期５００円、後期５００円）
⑮ 複合地区緊急援助資金不足額補填について　
　平成３０年度７月豪雨災害による支援金の拠出に伴う積立基準額
　１,０００万円に対する不足額の補填　　年４００円／会員１名
⑯ 愛媛アイバンク賛助会費について　　　　２０,０００円
⑰「ダメ。ゼッタイ」
　国連支援募金運動への協力について　５,０００円
⑱新居浜ユネスコ協会賛助会費について　１０,０００円
⑲ 岡部歩乃佳後援会会費に就いて　３０,０００円
⑳ あかがねミュージアムサポータークラブ会費について
 　１０,０００円
㉑ 新居浜市国際交流協会会費について　１０,０００円
㉒新居浜ユネスコ寄席（7/13）チケット購入について
　１６,０００円（800円×20 枚）
㉓８月理事･委員長会、８月第一例会日の変更について
　（８月第２週はお盆期間のため）
・８月理事･委員長会　８月１３日（火）から５日（月）
・８月第一例会　　　 ８月１４日（水）から７日（水）
㉔ 委員会開催日の変更について　
　会員会則委員会　第１水曜日から第４月曜日に変更
　青少年委員会　　第 4火曜日から第 1水曜日に変更
　保健福祉委員会　第 3木曜日から第 2木曜日に変更
　環境保全委員会　８月５日（月）18:30 から18:00

　計画財務委員会　８月６日（火）事務局から「旬感」に変更
㉕第１回愛リバー・愛ロード清掃予算案について
㉖７月第２夜間例会予算案について
㉗平和ポスター予算案について
㉘山口　泰さん、檜垣孝志さん入院お見舞い金の支出について
　20,000 円（10,000/ 人）　
●確認事項
１．役員及び委員会構成表
２．行事予定表
●幹事報告
　１．７月第一例会で「ダメ。ゼッタイ」国連支援募金を行います。
　２．第１期会費引き落としについて　７月16日（火）43,000円
　３．7月第二夜間例会ZC例会訪問（例会のみ）
●委員会報告
　会員会則委員会　新会員の推薦について
　出席大会委員会　出席率の向上にご協力を
　計画財務委員会　夜間例会・年末商戦について
　MC広報委員会　 今年度一年間の取り組みについて
　青少年委員会　　平和ポスターについて
　環境保全委員会　今年度4回の清掃奉仕について
●その他
　防災講演について

■開会ゴング
■ライオンズの誓い
　鈴木雅志ライ

オン

■物故会員に黙祷
■会長就任挨拶古川貴章会長

■前三役に感謝状授与
■会計監査委嘱状伝達
■伝達事項
１．国際会長方針及び
　３３６－A地区ガバナー
　方針
２．会長方針
■審議事項
①理事委員長会、定例会の開催日時について　
　＊理事会　　第一例会の週の月曜日
　　　　　　　18:30 ～　新居浜商工会館３階
　＊委員長会　理事会と同時開催
　＊第一例会　第２水曜日　　12:15 ～ 13:30　ユアーズ
　＊第二例会　第４水曜日　　12:15 ～ 13:30　ユアーズ
②取引銀行の件　愛媛銀行新居浜東支店とします。
③事務局員雇用について
　白石康代さんを令和元年７月１日～令和２年６月３０日まで雇
　用します。消費税アップ等の状況を鑑み基本給を 2,000 円昇
　給します。
　給料支払日、雇用通知書に従い、月末締め、翌１０日支給とし
　ます。
④ 前年度決算報告と監査報告について
　７月第一例会で決算および監査報告をいたします。
⑤ 本年度予算について
　７月第一例会で審議願います。
⑥ 会費等納入時期について
　年４回、徴収させていただきます。（７月、１０月、１月、４月）
⑦ 各種支払いについて　　月末締め翌月５日払いとします。
⑧ 前年度三役への感謝状、記念品贈呈について
　 ７月第一例会で贈呈します。（１人１万円程度）
⑨ 会計監査委員への委嘱について
　７月第一例会で委嘱状をお渡しいたします。
⑩ クラブ発行領収書等会計以外の連署人決定について
　規約通り連署人は幹事といたします。
　（ライオンズクラブ国際協会役員必携クラブ会計第６章会計
　　実務）
⑪ 委員会費について
　委員会内の親睦を図り、奉仕活動の原動力としてください。　
　　3,000 円／人
⑫ 例会時の服装について　クールビズ導入を推奨いたします。
　７、８、９、１０月および翌年５、６月の上着なし、ノーネクタイＯＫ。
　但し、バッジ着用、若しくはネームプレートのみでもＯＫ。
　クールビズ以外の期間（１１月～翌年４月）は正装とします。
⑬ 理事・委員長会へのオブザーバー参加について。
⑭ ２０１９年～２０２０年度地区緊急援助引当金補填について
　年度末に積立基準額　1,000 万円に対する不足額の補填

　年 1,000 円／会員１名　（前期 500円、後期 500円）
⑮ 複合地区緊急援助資金不足額補填について
　平成３０年度７月豪雨災害による支援金の拠出に伴う積立基
　準額　1,000０万円に対する不足額の補填
　年 400円／会員１名
⑯ 愛媛アイバンク賛助会費について　　20,000 円
⑰「ダメ。ゼッタイ」国連支援募金運動への協力について5,000円
⑱ 新居浜ユネスコ協会賛助会費について　　10,000 円
⑲ 岡部歩乃佳後援会会費について　　30,000 円
⑳ あかがねミュージアムサポータークラブ会費について
　10,000 円
㉑ 新居浜市国際交流協会会費について　　10,000 円
㉒ 新居浜ユネスコ寄席（7/13）チケット購入について
　16,000 円（800 円×20 枚）
㉓８月理事･委員長会、８月第一例会日の変更について
　（８月第２週はお盆期間のため）
　・８月理事･委員長会　８月１３日（火）から５日（月）
　・８月第一例会　　　  ８月１４日（水）から７日（水）
㉔ 委員会開催日の変更について　
　・会員会則委員会　第１水曜日から第４月曜日に変更
　・青少年委員会　　第４火曜日から第１水曜日に変更
　・保健福祉委員会　第３木曜日から第２木曜日に変更
　・環境保全委員会　８月５日（月）18:30 からに18:00
　（理事委員長会と重なるため )
・計画財務委員会　８月６日（火）事務局から旬感に変更
㉕ ６月第２夜間例会決算報告について
㉖ 第１回愛リバー・愛ロード予算案について
㉗ ７月第２夜間例会予算案について
㉘ 平和ポスター予算案について
㉙ 山口泰さん、檜垣孝志さん入院お
　見舞い金の支出ついて
　　20,000 円 (10,000/ 人 )
■確認事項
１．役員及び委員会構成表
２．行事予定表
■幹事報告
１．７月第一例会で「ダメ。ゼッタイ」
　国連支援募金を行います。
２．第１期会費引落について
　７月１６日（火）43,000 円
３．７月第二夜間例会ＺＣ例会訪問
　（例会のみ）
■前年度会計報告並びに退任挨拶
　岡田賢治前会計
■監査報告　藤縄洲二監査委員
■例会純出席100％賞授与

■会計就任挨拶並びに新年度予算案
　福山　宏会計
■新会員ガバナーピンバッジ授与
　高木泰斉ライ

オン、河端信人ライ
オン、今村　忍ライ

オン

■委員長就任挨拶並びに
　委員会報告
　白石誠一会員会則委員長
　　新会員推薦について
　高橋在錫出席大会委員長
　　出席率向上のお願い

■開会ゴング
■ライオンズの誓い唱和　檜垣孝志ライ

オン

■来訪者紹介　伊藤龍一直前会長
　1Zゾーンチェアパーソン　白石公成ライ

オン

■会長挨拶　古川貴章会長
■来訪者挨拶　2R-1Z･ZC　白石公成ライ

オン　
■審議事項
　なし
■幹事報告
１．第１回リジョン会議
　７月２７日（土）16:00 ～ 西条商工会館
　出席者：大竹青少年･GST･LCIF･ライオンズクエスト委員
２．第１回愛リバー・愛ロード（市民一斉清掃）
　７月２８日（日）7:00～ 商工会館周辺
３．８月第一例会（８月７日）例会訪問
　明比紳一郎２ＲＣ、植木光夫２ＲＣＡ
■委員会報告
青少年委員会
　平和ポスター依頼について
　　市内中学校 6校

環境保全委員会
　愛リバー・愛ロード
　　　清掃奉仕について
■出席報告
　会員数５９名、出席５１名、欠席８名、出席率 86.4％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥95,000
■閉会ゴング
■懇親会　　　　　　　　　　　　　

　能瀬伸一計画財務委
　員長
　　予算案並びに楽し
　　い例会作りについて
　奥嶋啓一郎MC広報
　委員長
　　会報誌制作及び　
　　MCについて
　後藤達也青少年委員長
　　平和ポスター予算案について
　小野周平保健福祉委員長　

　　四献啓蒙運動並びに8/18献血・献眼登録について
　藤縄洲二環境保全委員長　
　　7/28第1回愛リバー・愛ロード予算案について
■会長承認
　①～㉙号議案全て承認されました。
■出席報告
　会員数59名、出席49名、欠席10名、
　出席率83.1％
■テール・ツイスタータイム
　ドネーション　￥112,000
■閉会ゴング　
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BIRTHDAY &  MARRIAGE

8月 誕生日おめでとうございます
 小野 周平、奥嶋 啓一郎、岡田 賢治、神野 雄太
 田村 征夫、今村 　忍

行  事  予  定
・理事・委員長会及び例会
理事･委員長会　 　８月　５日（月）18:30 ～　商工会館 3F
８月第 1例会　　　８月　７日（水）12:15 ～　ユアーズ
８月第２例会 　　　８月２８日（水）12:15 ～　ユアーズ
・委員会
MC広報委員会　　８月　１日（木）18:30 ～　事務局
環境保全委員会　　８月　５日（月）18:00 ～　事務局
計画財務委員会　　８月　６日（火）18:30 ～　旬　感
青少年委員会　　　８月　７日（水）18:30 ～　事務局
保健福祉委員会　　８月　８日（木）18:30 ～　事務局
会員会則委員会　　８月２６日（月）18:30 ～　事務局
出席大会委員会     ８月２９日（木）18:30 ～　事務局

・クラブ・その他行事予定
８月　7日（水）　12:15 ～　ユアーズ
　８月第一例会　2RC、RCA例会訪問
８月１８日（日）   10 :00 ～　イオンモール新居浜駐車場
第 1回献血・献眼登録奉仕活動

・部会・同好会
ゴルフ部会　　　　８月１１日（日）10:18 ～  新居浜ＣＣ
囲碁部会　　　　　未定
つれづれの会　　　８月２３日（金）18:30 ～  おかがわ
くらげの会　　　　奇数月の予定   
スポーツ部会　　　８月９、２３（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　

国際会長　ジュンヨル・チョイ
　　〈テーマ〉「We Serve」 
３３６－Ａ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）

３３６－Ａ地区ガバナー　高岡  英治
　　〈スローガン〉We Serve　　　〈キーワード〉「真心」
２Ｒ－１Ｚ新居浜ライオンズクラブ 会長　古川  貴章
　　〈スローガン〉「絆」

〈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］

2019.7 ～ 2020.6

第 1回献血・献眼登録奉仕は 8 月 18日（日）10:00 ～　
イオンモール新居浜駐車場です。ご参加宜しく！

ライオン･テーマー就任挨拶
ライオン･テーマー　加 藤  久博　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

　本年度、ライオン・テーマーを
務めさせて頂きます。
　２００９年に初めてテーマーをし
て、10 年ぶりです。当時のテーマ
ーの資料を見ると分単位で細かい
スケジュールと、決められた文言

が書かれていました。
　決められたルールがあり、来訪者紹介は会長挨
拶の前に行うとか、ライオンズローアは閉会ゴングの
後に行うとか、いろいろありました。
　６月２２日に開催された委員長スクールでは、テー

マーの機能と任務は以前とあまり変わっていません
が、クラブ退会者に退会理由のアンケ―ト結果で、
例会が面白くないという回答が一番だったそうです。
　新居浜ライオンズクラブでは、メンバーの為になる
卓話や誕生日のお祝い、長寿のお祝い、年４回の
夜間例会など、いろんな角度でメンバーの交流を行
っていると思います。
　例会を進行するテーマーとして、ライオンズクラブ
の会則に基づいて、魅力ある例会運営に努めたい
と思いますので、メンバーの皆様のご協力をお願い
申し上げます。

テール・ツイスター就任ご挨拶
テール・ツイスター　宇 野  博 文　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　

　古川貴章会長からテール・ツイ
スターを任命されました。
　大役を拝命し不安の方が大きい
のですが例会の締めの部分を大
切に努めたいと思っています。
　誕生日、結婚記念日の紹介から

ドネーションの内容の披瀝まで会員の方々の事実を
丁寧にお知らせするのが大切な役割だと思っていま

す。
　テール・ツイスタータイムもある時は簡潔に、時に
詳細に会員の皆さま方の慶事、弔意、記念事、など
特別な出来事を紹介していきたいと思います。
　結果的に会員の皆さま方の自発的な寄付金（ドネ
ーション）活動の活性化に貢献できれば嬉しく思いま
す。

●会長挨拶　古川貴章会長
●伝達事項
１．国際会長方針及び３３６－A地区ガバナー方針
２．会長方針
●審議事項
①理事委員長会、定例会の開催日時について　
・理事会　第一例会の週の月曜日
　　　　　１８:３０～　新居浜商工会館３階
・委員長会　理事会と同時開催
・第一例会　第２水曜日　１２:１５～１３:３０　ユアーズ
・第二例会　第４水曜日　１２:１５～１３:３０　ユアーズ
②取引銀行の件　愛媛銀行新居浜東支店とします。
③事務局員雇用について
　白石康代さんを令和元年７月１日～令和２年６月３０日まで雇用します。
　消費税アップ等の状況を鑑み基本給を２,０００円昇給します。
　給料支払日、雇用通知書に従い、月末締め、翌１０日支給とします。
④ 前年度決算報告と監査報告について
　７月第一例会で決算および監査報告をいたします。

⑤ 本年度予算について
　７月第一例会で審議願います。
⑥ 会費等納入時期について
　年４回、徴収させていただきます。（７月、１０月、１月、４月）
⑦ 各種支払いについて　　月末締め翌月５日払いとします。
⑧ 前年度三役への感謝状、記念品贈呈について
　７月第一例会で贈呈します。（１人１万円程度）
⑨ 会計監査委員への委嘱について
　７月第一例会で委嘱状をお渡しいたします。
⑩ クラブ発行領収書等会計以外の連署人決定について
　規約通り連署人は幹事といたします。
　（ライオンズクラブ国際協会役員必携クラブ会計第６章会計実務）
⑪ 委員会費について
　委員会内の親睦を図り、奉仕活動の原動力としてください。　
　3,000 円／人
⑫ 例会時の服装について　クールビズ導入を推奨いたします。
　７、８、９、１０月および翌年５、６月の上着なし、ノーネクタイＯＫ。
　但し、バッジ着用。
　クールビズ以外の期間（１１月～翌年４月）は正装とします。
⑬ 理事・委員長会へのオブザーバー参加について。
⑭ ２０１９年～２０２０年度地区緊急援助引当金補填について

　年度末に積立基準額 1,000 万円に対する不足額の補填
　年１,０００円／会員１名　（前期５００円、後期５００円）
⑮ 複合地区緊急援助資金不足額補填について　
　平成３０年度７月豪雨災害による支援金の拠出に伴う積立基準額
　１,０００万円に対する不足額の補填　　年４００円／会員１名
⑯ 愛媛アイバンク賛助会費について　　　　２０,０００円
⑰「ダメ。ゼッタイ」
　国連支援募金運動への協力について　５,０００円
⑱新居浜ユネスコ協会賛助会費について　１０,０００円
⑲ 岡部歩乃佳後援会会費に就いて　３０,０００円
⑳ あかがねミュージアムサポータークラブ会費について
 　１０,０００円
㉑ 新居浜市国際交流協会会費について　１０,０００円
㉒新居浜ユネスコ寄席（7/13）チケット購入について
　１６,０００円（800円×20 枚）
㉓８月理事･委員長会、８月第一例会日の変更について
　（８月第２週はお盆期間のため）
・８月理事･委員長会　８月１３日（火）から５日（月）
・８月第一例会　　　 ８月１４日（水）から７日（水）
㉔ 委員会開催日の変更について　
　会員会則委員会　第１水曜日から第４月曜日に変更
　青少年委員会　　第 4火曜日から第 1水曜日に変更
　保健福祉委員会　第 3木曜日から第 2木曜日に変更
　環境保全委員会　８月５日（月）18:30 から18:00

　計画財務委員会　８月６日（火）事務局から「旬感」に変更
㉕第１回愛リバー・愛ロード清掃予算案について
㉖７月第２夜間例会予算案について
㉗平和ポスター予算案について
㉘山口　泰さん、檜垣孝志さん入院お見舞い金の支出について
　20,000 円（10,000/ 人）　
●確認事項
１．役員及び委員会構成表
２．行事予定表
●幹事報告
　１．７月第一例会で「ダメ。ゼッタイ」国連支援募金を行います。
　２．第１期会費引き落としについて　７月16日（火）43,000円
　３．7月第二夜間例会ZC例会訪問（例会のみ）
●委員会報告
　会員会則委員会　新会員の推薦について
　出席大会委員会　出席率の向上にご協力を
　計画財務委員会　夜間例会・年末商戦について
　MC広報委員会　 今年度一年間の取り組みについて
　青少年委員会　　平和ポスターについて
　環境保全委員会　今年度4回の清掃奉仕について
●その他
　防災講演について



●●● 7月第一例会 ●●●

●●● 7月第二夜間例会 ●●●
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古川　貴章　会長を務めさせていただきます。皆様一年間宜しくお
　　　　　　願いいたします。
福山　　宏　今年度もどうぞ古川会長をお願いします。
岡田　賢治　古川会長以下役員の方々の今期のご活躍をお祈りし
　　　　　　ます。
伊藤　嘉秀　古川さん、天野さん、福山さんお身体ご自愛いただき
　　　　　　一年間ご活躍されます様に、素晴らしい今年度のスタ
　　　　　　ートをお慶び申し上げます。
大竹　崇夫　古川丸の出航を心より祝福致します。
天野　　淳　今年一年宜しくお願い致します。
白石　誠一　古川会長はじめ三役の皆様一年間宜しくお願いします。
伊藤　龍一　古川会長の門出を祝して、一年間頑張って下さい。
後藤　達也　古川会長、一年間頑張りましょう。
有富　正治　令和初代の会長です。古川船団の出航を祝し、ご活躍
　　　　　　を祈念いたします。
大上　幸雄　古川会長一年間頑張って下さい。
永易　明洋　古川会長の船出を祝福いたします。
佐伯　澄男　古川会長はじめ三役の皆様一年間宜しくお願い致し
　　　　　　ます。
加藤　久博　本年度テーマーを努めさせていただきます。宜しくお
　　　　　　願い致します。
高橋　在錫　今期は出席大会委員長になりました。古川会長のもと
　　　　　　一年間頑張ります。
能瀬　伸一　前期は大変お世話になりました。今期も頑張ります。
徳村　　明　新年度のスタートです。役員、委員長の方々ご苦労様
　　　　　　です。一年間宜しくお願い致します。
真鍋　憲夫　古川会長の船出を祝して！どうぞお身体を大切に一
　　　　　　年間宜しくお願い致します。ウイサーブ！
金田　智行　古川会長今年一年宜しくお願い致します。
神野　雄太　古川会長他三役一年間宜しく。
塩見　秀晴　新しい年度が輝かしいものになるよう期待しています。
小野　周平　古川会長のご活躍を応援します。
山下　邦俊　古川会長一年間宜しくお願い致します。
近藤　充徳　古川会長さん役員の皆様お世話になります。
高木　泰斉　古川新会長おめでとうございます。
奥嶋啓一郎　今期古川会長のもと頑張ってまいります。
檜垣　孝志　新役員のご活躍を期待しております！
土岐　計一　伊藤龍一前会長及び二役の方一年間ご苦労様でした。
新田　久司　古川会長、今日からスタートですね。一年間頑張って
　　　　　　下さい。
青野　泰介　古川さん、天野さん、福山さん一年間頑張って下さい。
鈴木　雅志　今年度も古川会長を中心に素晴らしいウイ･サーブ活
　　　　　　動を展開していきましょう。
藤縄　洲二　古川会長のもと「絆」のスローガンのもと頑張ってい
　　　　　　きましょう。
土岐　計一　古川会長へ体力・気力・努力で一年間頑張って下さい。
石川　　稔　梅雨の雨も農家にとっては大事な恵みの雨。災害が発
　　　　　　生しない程度に降って欲しいものですね。
高橋　尚毅　本日は新体制での第一例会開催おめでとうございま
　　　　　　す。古川会長並びに新三役の皆様ご苦労様です。微力
　　　　　　ではございますが力になれます様努力します。
外山　貴一　本年度一年間宜しくお願い致します。
松浦　一雄　新役員と新委員長の皆様一年間のご健闘を期待して
　　　　　　おります。
田村　征夫　今期も始まりました。宜しく！
石川　敏則　新役員の皆さん一年間ご苦労さんです。頑張って下さい。
橋田信一郎　古川新会長をはじめ新委員長の皆様今年度も宜しく
　　　　　　お願い致します。
宇野　博文　新年度のスタートの月となりました。古川丸の順調な

　この時期決まって京都祇園祭です。
前祭りの宵々山へ行ってきました。雨でしたが長刀鉾をはじめ前祭りの鉾
と山、殆どまわることができました。拠点が室町で目の前に山伏山、少し
下がれば菊水鉾、下がって四条へ曲がれば函谷鉾、四条を渡れば月
鉾・・・・少し歩けば全てへ行けます。この拠点を見つけて十数年、
来年の予約もしましたが来年は山建、鉾建が見えそうです。　　yam

2R-1Z･ZC　白石公成ライ
オン　2R-1Z･ZCA藤田成雄ライ

オン　
古川　貴章　白石公成 1ZCご来訪有難うございます。
福山　　宏　白石 ZCご来訪有難うございます。
岡田　賢治　暑くなってきました水分補充は十分にしましょう。　
　　　　　　ZCの訪問歓迎します。
大石　隆憲　（株）大石工作所、創業 80 周年式典が無事に終わりま
　　　　　　した。
真鍋　憲夫　来訪者を歓迎して！ 7月度ゴルフでは準優勝、馬券も
　　　　　　大当たりでびっくりしたのでドネーションします。
神野　雄太　新居浜ライオンズ月例ゴルフ取切戦優勝しました。
加藤　久博　白石公成 1ZCの訪問を歓迎して。
白石　誠一　白石 1ZC有難うございます。
伊藤　龍一　白石公成 ZC のご来訪を心より歓迎致します。梅雨明
　　　　　　けしました暑くなります . 体調管理には充分気をつけ
　　　　　　て下さい。
能瀬　伸一　蒸し暑い日が続きます。お身体には十分お気を付けて
　　　　　　下さい。
有富　正治　出席大会委員会の理事でありながら間違って 11 時 30
　　　　　　分に来ました。鈴木支配人より”有富さ～ん”と言いな
　　　　　　がら軽蔑の眼差しが私のハートに突き刺さりました。
　　　　　　すごく痛みます。
後藤　達也　白石 ZCのご来訪に感謝します。
大竹　崇夫　白石 1ZCのご来訪を歓迎して。
金田　智行　1ZCご来訪有難うございます。
村上　博昭　来訪者を歓迎して。
奥嶋啓一郎　本日は白石公成 1ZC ようこそお越し下さいました。　
　　　　　　ぶしつけでしたが会報へのご寄稿宜しくお願い致し
　　　　　　ます。
佐伯　澄男　白石公成 1ZCの来訪を心より歓迎します。
新田　久司　例会訪問を歓迎します。
外山　貴一　白石公成様のご来訪心より感謝致します。本日も宜し
　　　　　　くお願いします。
石川　敏則　ZCの来訪を歓迎します。
青野　泰介　来訪者の訪問に感謝します。
藤縄　洲二　白石 ZCを歓迎して！
小野　周平　白石さんの来訪を感謝します。
鈴木　雅志　来訪者白石 ZCを歓迎して！
永易　明洋　来訪者を歓迎します。
石川　　稔　例年よりずいぶん遅くに梅雨があけました。これから
　　　　　　暑さが本格的になりますが皆様お気を付け下さい。
塩見　秀晴　暑い夏はうなぎでも食べて吹き飛ばしましょう。
松浦　一雄　梅雨が開けました東京オリンピックの開会式まで一
　　　　　　年になりました。猛暑に負けず 1 年後の今日を元気で
　　　　　　迎えましょう。
徳村　　明　暑い日々となりました。暑さに慣れて熱中症に気をつ
　　　　　　けましょう。
高橋　尚毅　やっと梅雨が開けてむちゃくちゃ暑くなりました。皆
　　　　　　様体調に気をつけて社会奉仕しましょう。
大上　幸雄　梅雨があけたようです。暑い夏がやってきます。
檜垣　孝志　今週は梅雨があけそうですネ！今年は本当に日照時
　　　　　　間が無かったですネ！これからが夏本番です・・・。
橋田信一郎　娘がインフルエンザになっています。皆さんお体気を
　　　　　　つけましょう。
宇野　博文　白石様、藤田様のご来訪に感謝します。
・・・白石公成1ZCのご来訪を歓迎致します。・・・
岡田浩二／近藤盛文／上野　剛／近藤充徳
・・・梅雨も開け暑い夏です。皆様お身体ご自愛下さい・・・
槇木泰彦／高橋在錫／河端信人／村上順一郎

2. ライオン･テーマー就任挨拶
　テール・ツイスター就任挨拶　　　　　　
3. 各委員長就任挨拶　　　　　　　
5. 献血・献眼推進セミナーに参加して

　クラブ委員長スクールに参加して
6. 祝！例会出席率 100％達成 　
　月例ゴルフ取切戦に参加して
7. ライオンズ情報・行事予定
10. ドネーショントピックス
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●会長挨拶　古川貴章会長
●伝達事項
１．国際会長方針及び３３６－A地区ガバナー方針
２．会長方針
●審議事項
①理事委員長会、定例会の開催日時について　
・理事会　第一例会の週の月曜日
　　　　　１８:３０～　新居浜商工会館３階
・委員長会　理事会と同時開催
・第一例会　第２水曜日　１２:１５～１３:３０　ユアーズ
・第二例会　第４水曜日　１２:１５～１３:３０　ユアーズ
②取引銀行の件　愛媛銀行新居浜東支店とします。
③事務局員雇用について
　白石康代さんを令和元年７月１日～令和２年６月３０日まで雇用します。
　消費税アップ等の状況を鑑み基本給を２,０００円昇給します。
　給料支払日、雇用通知書に従い、月末締め、翌１０日支給とします。
④ 前年度決算報告と監査報告について
　７月第一例会で決算および監査報告をいたします。

⑤ 本年度予算について
　７月第一例会で審議願います。
⑥ 会費等納入時期について
　年４回、徴収させていただきます。（７月、１０月、１月、４月）
⑦ 各種支払いについて　　月末締め翌月５日払いとします。
⑧ 前年度三役への感謝状、記念品贈呈について
　７月第一例会で贈呈します。（１人１万円程度）
⑨ 会計監査委員への委嘱について
　７月第一例会で委嘱状をお渡しいたします。
⑩ クラブ発行領収書等会計以外の連署人決定について
　規約通り連署人は幹事といたします。
　（ライオンズクラブ国際協会役員必携クラブ会計第６章会計実務）
⑪ 委員会費について
　委員会内の親睦を図り、奉仕活動の原動力としてください。　
　3,000 円／人
⑫ 例会時の服装について　クールビズ導入を推奨いたします。
　７、８、９、１０月および翌年５、６月の上着なし、ノーネクタイＯＫ。
　但し、バッジ着用。
　クールビズ以外の期間（１１月～翌年４月）は正装とします。
⑬ 理事・委員長会へのオブザーバー参加について。
⑭ ２０１９年～２０２０年度地区緊急援助引当金補填について

　年度末に積立基準額 1,000 万円に対する不足額の補填
　年１,０００円／会員１名　（前期５００円、後期５００円）
⑮ 複合地区緊急援助資金不足額補填について　
　平成３０年度７月豪雨災害による支援金の拠出に伴う積立基準額
　１,０００万円に対する不足額の補填　　年４００円／会員１名
⑯ 愛媛アイバンク賛助会費について　　　　２０,０００円
⑰「ダメ。ゼッタイ」
　国連支援募金運動への協力について　５,０００円
⑱新居浜ユネスコ協会賛助会費について　１０,０００円
⑲ 岡部歩乃佳後援会会費に就いて　３０,０００円
⑳ あかがねミュージアムサポータークラブ会費について
 　１０,０００円
㉑ 新居浜市国際交流協会会費について　１０,０００円
㉒新居浜ユネスコ寄席（7/13）チケット購入について
　１６,０００円（800円×20 枚）
㉓８月理事･委員長会、８月第一例会日の変更について
　（８月第２週はお盆期間のため）
・８月理事･委員長会　８月１３日（火）から５日（月）
・８月第一例会　　　 ８月１４日（水）から７日（水）
㉔ 委員会開催日の変更について　
　会員会則委員会　第１水曜日から第４月曜日に変更
　青少年委員会　　第 4火曜日から第 1水曜日に変更
　保健福祉委員会　第 3木曜日から第 2木曜日に変更
　環境保全委員会　８月５日（月）18:30 から18:00

　計画財務委員会　８月６日（火）事務局から「旬感」に変更
㉕第１回愛リバー・愛ロード清掃予算案について
㉖７月第２夜間例会予算案について
㉗平和ポスター予算案について
㉘山口　泰さん、檜垣孝志さん入院お見舞い金の支出について
　20,000 円（10,000/ 人）　
●確認事項
１．役員及び委員会構成表
２．行事予定表
●幹事報告
　１．７月第一例会で「ダメ。ゼッタイ」国連支援募金を行います。
　２．第１期会費引き落としについて　７月16日（火）43,000円
　３．7月第二夜間例会ZC例会訪問（例会のみ）
●委員会報告
　会員会則委員会　新会員の推薦について
　出席大会委員会　出席率の向上にご協力を
　計画財務委員会　夜間例会・年末商戦について
　MC広報委員会　 今年度一年間の取り組みについて
　青少年委員会　　平和ポスターについて
　環境保全委員会　今年度4回の清掃奉仕について
●その他
　防災講演について

　　　　　　船出を祈念いたします。　
・・古川会長はじめ三役の皆様のご活躍を祈念いたします・・
真木泰彦／近藤盛文／大石隆憲


