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　先月、９月２９日、青少年委員会古川委員長のもと、
第２２回新居浜市中学生英語スピーチコンテストが行われ
ました。

　市内１２の中学校より、各校代表のスピーカー（弁論者）
による英語でのスピーチ力を競うコンテストです。
　グローバル化が進む中、またインターネットの普及も
相まって、様々な分野で国際化、ボーダレス化が加速し
ております。
　また、政治や企業の経済活動においても、世界の共通
語的位置付けの英語での会話ができる事は、スムーズか
つ有利に交渉が進められる等、大変重要な事となってい
ます。
　このような事から、英語でのスピーチ力を高め、実践
的なコミュニケーション能力の育成を目的としているも
のです。結果等の細かな内容の報告は委員会におまかせ
しますが、昨年は、２位の南中学校が、県大会で１０連覇
以上を続けている私立の強豪校を破って
優勝したそうです。
　先生によると、「英語の学習時間が週４
時間の市内公立中学校が、週７時間授業
の私立の進学校を破る事は、長年の夢」
だったそうです。「でも、私は日本語を含
む日本文化を最も大切にしたい」と熱く
語っておられました。
　国際化したとはいえ、まだまだ国が違
えば、永年脈々と受け継がれてきた文化
も違います。
　コンテスト後、各国から日本に来られ、

英語の教師として活躍されているＡＬＴの方々にもご参加
頂き、意見交換会を行いました。
　以前、外国の方の質問で「なぜ、日本の方は電話ボッ
クスに頭を下げているの？」という話がありました。考
えてみると、確かに自分も取引先等との電話で、相手も
いないのに、「ありがとうございます。」と頭を下げなが
ら会話をしている事に気がつきました。という事で『こ
こが変だよ日本人』を聞いてみました。
　ある方は、「自分の国では、自分の意見ははっきり言い、
相手の目をしっかり見て話しますが、日本の方と話をす
ると、少し遠慮気味だったり、伏目がちだったりします
よね？」
　そうですね。謙虚さだったり、奥ゆかしさだったり、
そういった部分が日本文化にはあると思いましたが、英
訳もできず、伝わりませんでした。
　ニュージーランドの方は、そんな事より、「来月の世界
ラグビーのオールブラックスの試合、絶対みてよね。」と、
とても陽気に試合日時や放送チャンネルまで教えてくれ
ました。
　私の方からは、東日本大震災への各国の皆さんの支援
にお礼を申し上げました。
　この意見交換会を通じ感じた事、それは、『様々な違い』
を認め合い、過去を乗り越え、同じ地球市民の一員とし
て共に進む方向へ、世界は大きく舵を切ろうとしている
事でした。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青少年委員長　古　川　貴　章
　９月２９日（木）第２２回新居浜市中
学生英語スピーチコンテストが市民文化
センター中ホールにて行われました。
　２２回を迎える歴史ある事業ですが、
入会３年目の私にとっては、初めての経
験ばかりでした。今日を迎えるために、
ライオンズ側の準備の抜けがないかと自

己確認をして当日メンバーの皆さんと設営が終わった時、何
か少し緊張が解けた自分がいました。

　まわりを見ますと、各学校の生徒さんがお昼にも関わらず
真剣な眼差しで練習をしている姿がとても感じるところがあり
ました。
　１４：００開演、新居浜市教育委員会坪本次長さまより開
会挨拶があり、西中学校より優勝旗の返還。西中学生２名
の方のアナウスで審査員並びに弁士紹介。今年は１２校１２
名の弁士が出場しました。   　　　　　　　　　　　　　　

　５分の持ち時間の中自分の体験をもとにスピーチをして
行きました。どの生徒の皆さんもスピーチに迫力のある表現
のしかたで、私としては、英語がよく解りませんが、発音も
ネイティブに聞こえました。原稿を見ながら、あっと言う間に、
１２名のスピーチが終わりました。
　大竹会長より、弁士全員に賞状が手渡されましたが、皆
さんの笑顔がたいへん印象的でした。

　今回の講評として審査委員より、ここ何年かの中で１２名
の皆さん共、とてもレベルの高い英語スピーチだそうです。
益々、このコンテストが２５回、３０回と続いて行くことを願っ
ています。
　最後に、青少年委員会福山理事をはじめ、メンバーの皆
さんのご指導、又関係各位の皆様のご協力に感謝致します。

審査発表　
１席  ＧＯＬＤ ＬＩＯＮ ＰＲＩＺＥ　南中学校　近藤美春さん
　　　「Ｔｈｅ　Ｃｌｉｍb」（歩み続けること）
２席  ＳＩＬＶＥＲ　ＬＩＯＮ　ＰＲＩＺＥ　別子中学校　北田佳子さん
　　　「Ｔｈａｎｋ　ｙｏｕ　Ｂｅｓｓｈｉ」（ありがとう）
３席  ＢＲＯＮＺＥ　ＬＩＯＮ　ＰＲＩＺＥ　中萩中学校　小林莉子さん
　　　「Ａ　Ｓｍａｌｌ　Ｐｉｅｃｅ　ｏｆ　Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ」（小さな幸せ）

ラ
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助け合う心と絆

地震対策
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第二副会長　真　鍋　憲　夫

　現在、９月下旬やっと秋の気配が感じ
られる。
　年齢と共に夏の暑さが、身にこたえる。
　３月１１日の東日本大震災は、戦後発
生した我が国の自然災害の最大のもので
あろう。
１６年前の阪神・淡路大震災も被害が巨
大であったが、それを遙かに上回ったも

のである。
　被災した西宮市の同級生を見舞った。地震の破壊力を直
視し、大自然のエネルギーに脱帽したのを今も鮮明に憶え
ている。
　いずれ近い内に予測される、南海・東南海地震の為にも、
我が家の建物の補強や家の中の整理が緊急の課題。
　四年前の夏、建築設計士の真木さんに診療所の改装、補
強をお願いした。積年の不安で弱い建物の数箇所が補強で
き、ほっと安心した。
　あとは、家の内の不用物の処分であった。

この夏友人が手助けしてくれ、三～四日かけて昔の帳簿、
歯科関係の雑誌、古い衣類等を分別。
　ゴミを仕分けし、袋に詰めていった。先日猛暑の中、車
につめ込み、市の清掃センターまで運んで行った。
　家庭内のゴミではなく、これは事業用のゴミと判定され、
処分してもらった。
その重さは１３０㎏、料金は１，６００円である。
　何故こんなに沢山のゴミが貯まったか、その原因を考える
と、捨てることのできない性格一番。次に、同じ処に安住し、
転勤がない生活であること。もし転居すれば、その都度不
要品を整理することが出来たはず。
　年老いると一日の半分は、捜し物に費すそうである。皆さ
んもどうぞ時々は、大掃除をなさって、すっきり身も心も軽く
し快適に過ごされますよう。
　そうそうもう一つ付け加えるならば、地震保険にも加入さ
れますよう。
「天災は忘れた頃にやってくる」
　物理学者、寺田寅彦の有名な言葉である。

　石井消防指令より貴重なスライド
を交えてのお話でした。一部を紹介
致します。この度の東日本大震災緊
急援助隊として愛媛県隊から３４
隊、車両３４台、総勢１１２名の消
防隊員が現地へ救援活動に出動しま
した。新居浜市からも２隊車両２台
隊員７名が派遣されました。石井さ
んは阪神淡路の震災の際も長田区に

出動されたベテランです。３月１４日から２１日の８日間、
岩手県 石市で人命救助に当たりました。片道1,500ｋｍ、
途中震度６、積雪、福島原発の騒動など困難を極めまし

たが、現地に到着し、現地での救助活動は２日間できま
した。
　沿岸部世界最大級の防波堤も壊されていました。「命の
尊さ」「大自然の猛威」「生死を分けたのは何だったんだ
ろうか」「尊い命を守るために何をしなければならないの
か」それには「想定を超える災害が起こりうるという自
覚を持つことが大切である」小学生の防災訓練の成果が
出た事実から、日頃の教育、訓練、公民館などの連絡網、
無線、拡声器、市役所、消防署、などの広報によって、
迅速に避難すること。デマに惑わされないこと。
　防災について家族で話し合いましょう。
　　　　　　　（ 記　ＰＲ広報ＩＴ委員長　近藤盛文 ）　
　　

「緊急消防援助隊  支援活動報告」
（東南海・南海地震に備えて）

　　　　　　　　　　－卓話－　　新居浜市北消防署　消防課　消防指令　石  井  一  成  

大
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ガバナー公式訪問
　                              開催日：２０１１年９月２４日 ( 土 )　　　場所：ウェディングパレスふじ
                                                                                                                           　　  幹　事　久 保 田　繁  拡　　

９月２４日（土）にウエディングパレス
ふじで行われました、表記公式訪問に
会長はじめ小松地区名誉顧問、田村
２Ｒ・ＲＣ、川嶋２Ｒ・ＲＣＡ、会計（代理 /
藤縄直前会長）加藤第一副会長、岡田
会員会則理事と私の８名で出席させ
て頂きました。

　私自身、はじめてお会いしましたが、３３６－Ａ地区ガ
バナー菅 武廣（松山湯築ＬＣ）のスローガンは『豊かな、
明るい未来にWe Serve』そして、キーワードは『愛』です。
　いま日本は高齢化、若年層の雇用問題、震災などの多

岐に渡り混迷して
いるように思われ
ますが、クラブの会
員同志が一緒に奉
仕活動を行い、地
域社会の方たちと
共に、もう一度『奉
仕とは』を思い起こし
て、ライオニズムがもたらす人類愛と相互理解の精神の
下に未来に夢を持ち、多くの方たちに愛する奉仕をお願
いしたいとの事でした。

し

　私の趣味は磯釣りである。
特にグレの引きは強烈でたまらなく、
最近は、大型尾長グレを求めて愛南町
中泊まで行くことも多い。元々、小さい
頃から釣りは好きであったが、もっぱ
ら、波止や船釣りが多かった。
　きっかけは職場の上司から誘われ、

平成７年１１月銀行の釣りクラブ (Ｈ・Ｆ・Ｃ) 結成と同時
に入会し現在に至る。当初３５名の会員も、退職、異動等
もあり今は１７名に減っているが、年に８回程度、宇和島
市沖にある日振島でグレ釣り大会 ( グレの一匹長寸 ) を
行なっている。
　日振島は魚影が濃く、がまかつ、ダイワ、シマノ等の全国
大会が毎年行われるくらい、釣り人には有名な場所であ
る。
　磯釣りの面白さは、何が釣れるか分からないところにあ
ると思う。勿論、坊主の日もあり、バラシも多い。バラシた時
などは、もしかして今のはグレの日本記録では・・・と、
勝手に夢を膨らましている。また、グレの刺身は、寒の時期
なら最高に美味しい。
　私は、ラッキーにも三回目の釣行で６０センチのチヌが
釣れた。掛けた時は、あまりの大きさにリールが巻けず、同
僚のアドバイスでやり取りし玉網ですくってもらったが、何
回もクーラーを覗いては、嬉しさのあまり震えていたのを
今でも鮮明に覚えている。それ以来、磯釣りの魅力に取り
付かれてしまった。
　写真は平成２０年５月、毎年ＧＷに行われ、クラブ会員
がいつもお世話になっている、はまざき渡船の「懇親釣り
大会」、日振１８番のシモリで釣った６５センチ、4.5キロ
の石鯛である。年間を通しても、こんな大型の石鯛は釣れ
る事が珍しい上、グレ竿 2号、ハリス2.5、グレ針 8号のフ

　　　　　　－私の趣味－　いつの日もグレは気まグレ　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青少年委員会　重　橋　良　昭
カセ釣りの仕掛けで釣り上げ、底物師を羨ましがらせた。
　この写真は、はまざき渡船、大洲市の「釣人館ますだ」の
ホームページにしばらく掲載されていたぐらい大物で、ヘ
タクソな私のちょっとした自慢話である。
　これまで口太グレ５０、真鯛６３センチ等の大物を釣っ
ている。自分勝手に思っているが、経験年数の割に上出来
で、今の目標は、６０センチオーバーの大型尾長グレを釣
ることだ。
　同じ趣味を持つ同僚との釣行は、何にも替え難い気分
転換と成っており、これから秋に入り、毎年嬉しい磯釣り
シーズンの到来である。
　ストレスを感じる事の多い昨今であるが、毎日リフッレ
シュした気持ちで何事にも精一杯努力する為には、出来る
限りこれからも趣味の時間を大切にしたいと思っている。
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第１２２３回　９月第１例会
９月１４日（水）１２：１５～　ユアーズ 

例　会　報　告

助け合う心と絆

◆ライオンズの誓い　
　計画財務委員長　村上博昭
　われわれは知性を高め、友愛と相
互理解の精神を養い、　平和と自由を
守り、社会奉仕に精進する
◆会長挨拶　大竹崇夫会長
　各委員長さんの活動、感謝申し上げ
ます。ＭＪＦ献金５名おられます。国際
協会より感謝の言葉をいただいており
ます。今年度英語スピーチコンテスト、
交通茶屋の催しがあり、矢野道一様基
金による時計台の設置も早く出来る様
進めております。　
◆出席大会委員会　
　・出席者全員によるスピーチ
　出席者全員が一人ずつライオンズの思い出など各自の思
　いを披露しました。

　　ライ
オン土岐計一、ライ

オン神野雄太、ライ
オン武市欣也、ライ

オン田村征夫、
　　ライ

オン高橋　守、ライ
オン妹尾光章　計６名

◆幹事報告　久保田繁拡幹事
　◇審議事項
　１．伊予三島 LC50周年記念式典参加登
　　　録料について 　30,000 円
　２．新居浜・西条経済研究会創立３０周
　　　年記念祝賀について   10,000 円
　３．ガバナー公式訪問登録料について
　　　　　18,000 円（3,000 円×6名）
　４．事務局員傷害保険継続について　保険料 13,060 円
　５．夜間例会決算について
　６．英語スピーチコンテスト予算について
　７．平和ポスター予算について
　８．時計台設置工事について
　９．平成２３年度愛媛県臓器移植普及推進月間の後援に
　　　ついて
　10．委員会開催の変更について
　　　ＰＲ広報ＩＴ委員会 9月２２日（木）を２８日（水）
　　　　　　　　　　　　　　　　１８：３０～　事務局に変更

　　　出席大会委員会　9月２３日（金）を３０日（金）
　　　　　　　　　     　　　　　　  １８：３０～　みなとに変更

◇報告事項
　１．２リジョンレベル委員会　８月２７日（土）
　　　　１２：００～　今治　出席者　ＰＲ広報ＩＴ委員長
　２．交通茶屋「新居浜からアンダー６０のうねりを！」
　　　人の輪人権作戦　９月２１日（水）
　　　　１５：００～１６：００「マルナカ新居浜本店」前（上泉町）
　３．ガバナー公式訪問９月２４日（土）　１２：００～　
　　　ウエディングパレスふじ　出席者　小松地区名誉
　　　顧問、田村ＲＣ、川嶋ＲＣＡ、会長、幹事、会計、　
　　　第１副会長、会員会則理事
　４．第２２回英語スピーチコンテスト　
　　　９月２９日（木）１４：００～　新居浜市民文化センター
◆委員会報告
　会員会則委員長　岡田賢治　
　　新会員の推薦お願いします。
　　天野様の会員招請を行います。
　計画財務委員長　村上博昭　
　　夜間例会決算報告、１０月２６
　　日（水）家族会、多くの方の
　　出席お 願いします。
　青少年委員長　古川貴章
　　英語スピーチコンテスト予算、
　　平和ポスター予算について、　
　　英語スピーチコンテストは
　　９月２９日（木）市民文化セン
　　ターにて開催、多くの方の出
　　席をお願い致します。
◆出席報告　神野雄太委員長
　会員数５６名　出席４８名　欠席８名　出席率８５．７％
◆テール・ツイスタータイム　草田和子テールツイスター

　　　　　　　　今月誕生日の面々
　ドネーション　94,000 円　ファイン1,500 円　

委員会紹介　保健福祉委員会
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第１２２４回　９月第２例会
９月２８日 ( 水 )   １２：１５～    ユアーズ　 

◆ライオンズの誓い
　出席大会委員長　神野雄太
　われわれは知性を高め、友愛と相互理解の精神を養い、
　平和と自由を守り、社会奉仕に精進する
◆来訪者の紹介
　直前会長   藤縄洲二
　新居浜北消防署  消防課  消防司令　石井一成 様
　今治ＬＣ  第１副会長 瀬野和博、幹事 村上浩二、　会計 宮道
　勝重、結成５０周年記念大会実行委員長 小池精蔵　
　今治ＬＣは今期５０周年を迎え１１月２０日（日）に記念式典を
　開催されます。
◆会長挨拶
　３月１１日の東北地方の大震災で現地に新居浜市の消防隊員
　の方が愛媛県の援助隊員として救援活動をされました。当時の
　現状と、教訓を真 に受け止めましょう。また今治ライオンズク
　ラブが１１月２０日に５０周年記念式典を開催します。盛大に祝
　福し式典に参加しましょう。
◆来訪者挨拶
　今治ライオンズクラブ 50周年記念式典の案内
　ライ
オン瀬野和博、ライオン小池精蔵より記念事業などが紹介された。
　台湾のＬＣと国際交流を進めている。東日本震災の支援活動で
　車を二台寄贈（気仙沼市、石巻市）。台湾と中高生６名の交換留
　学。市役所前に常夜灯（灯台）の設置、しまなみ海道桜写真コン
　テスト他。当日式典に出席しこれまでの活動と今後の発展を祝
　福しましょう。
◆卓話
　新居浜市北消防署　石井一成様
　「東日本大震災緊急消防援助隊  支援活動報告」
◆報告事項
　１．ガバナー公式訪問　９月２４日（土）　１２：００～　
　　  ウエディングパレスふじ　出席者　小松地区名誉顧問、 田
　　  村ＲＣ、川嶋ＲＣＡ、会長、幹事、会計 ( 代 ) 直前会長、 第１  
　　  副会長、会員会則理事
　２．第２２回英語スピーチコンテスト   ９月２９日（木）
　 　１４：００ ～　 新居浜市市民文化センター中ホール
　３．２Ｒ親善ゴルフ大会　１０月１日（土）
　　  滝の宮カントリークラブ　参加者　２１名
　４．世界ライオンズデー（早朝例会）　１０月８日（土）
　　  ６時３０分～・・・１０月第１例会（商工会館３Ｆ会議室）
　　  ７時 ～・・・・・   清掃奉仕（商工会館西側）
　５．１０月理事会１０月１１日（火）
　　   商工会館３Ｆ　１８時３０分～
　６．今治ライオンズクラ

ブ 結成５０周年記念式典、記念ゴルフ大会
　　   記念式典　　   　１１月２０日（日）１６：００～
　　   記念ゴルフ大会　１１月１９日（土）今治カントリークラブ
◆委員会報告
　計画財務委員会　１０月２６日 ( 水 )  家族会です。
　　出欠の返事をお願いします。
　青少年委員会：９月２９日 ( 木 ) １４：００ 市民文化センター
　　中学生英語スピーチコンテスト開催。
　環境保全委員会：１０月8日世界ライオンズデー
　　早朝清掃奉仕　愛リバー・愛ロード（商工会館）
◆出席報告　神野雄太委員長
　会員数 ５６名 出席者 ５１名 欠席 ５名 出席率 ９１．１％
◆テールツイスター・タイム　草田和子テールツイスター
    ドネーション　79,000 円

ライオンズの誓い　Ｌ神野雄太　

　　　会長挨拶　Ｌ大竹崇夫　

　　　　　　　　来訪者紹介　

今治ＬＣ　第１副会長　Ｌ瀬野和博　

今治ＬＣ
結成５０周年記念大会実行委員長　小池精蔵　

　　新居浜北消防署　石井一成様　

卓話　緊急消防援助隊　支援活動報告
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・１０月誕生日おめでとうございます
　　大石隆憲、土岐敏勝、佐々木徹夫、重橋良昭
　　

ゾーン地区国際協会の動き

新 居 浜
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２Ｒ－１Ｚ　アクティビティ報告書 (９月分 )

GOLFGOLF ９月１１日(日)　　新居浜ＣＣ

真 木  泰 彦 ４７
神 野  雄 太
久保田繁拡
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田 村  征 夫
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

助け合う心と絆

理事・委員長会報告
９月１２日（月）　商工会館３階

・１０月　１日（土）２Ｒ親善ゴルフ大会　滝の宮カントリークラブ
・１０月２２日（土）伊予三島ライオンズクラブ５０周年記念式典

The  22nd  NIIHAMA  CITY  JUNIOR  HIGH  SCHOOL

ＥＮＧＬＩＳＨ  ＳＰＥＥＣＨ  ＣＯＮＴＥＳＴ
・理事・委員長会及び例会
 理事･委員長会  １０月１１日 (火 )１８：３０～ 商工会館3F
 第1例会 (早朝例会） １０月　８日 (土 )　６：３０～ 商工会館3F　
 第２例会 (家族会 )  １０月２６日 (水 )１８：００～ ユアーズ

・委員会
 環境保全委員会  １０月　４日 (火 )１８：３０～ 事務局
 会員会則委員会  １０月　５日 (水 )１８：３０～ 事務局
 計画財務委員会　  １０月　６日 (木 )１８：３０～ 事務局
 保健福祉委員会　  １０月１３日 (木 )１８：３０～ 事務局
 青少年委員会　  １０月１４日 (金 )１８：３０～ 事務局
 PR広報 IT委員会  １０月２７日 (木 )１８：３０～ 事務局
 出席大会委員会  １０月２８日 (金 )１８：３０～ 事務局

・クラブ行事予定
　１０月　８日 (土 )　世界ライオンズデー
　　　6時３０分～　第１例会（早朝例会）　新居浜商工会館３Ｆ
　　　7時 ～  　　　愛リバー・愛ロード清掃奉仕（商工会館西側）   

・部会・同好会
　ゴルフ部会　　１０月　１日 (土 )　滝の宮カントリー    白石  誠一
　囲碁部会　　　未定　　　　　　　　　　　　　　    藤縄  洲二
　つれづれの会　１０月２４日 (月 )　鮨若丸   　　　　  岡田  賢治
　くらげの会　　奇数月の予定　　　　　　　　　     岡田  賢治
　スポーツ部会　随時活動中　　　　　　　　　　   　 福山  　宏　
　ネットの会　　随時活動中　　　　　　　　　　   　 山下  邦俊　
　しまなみ海道をいつか走破する会　随時活動中　   　 福山  　宏
・その他行事予定
　１０月２８日 (金 )　新居浜・西条経済研究会創立３０周年
                                         記念祝賀の集い

行　事　予　定

会長挨拶、「各委員会の活発な活動で運営されていることを感謝致し
ます。」のことばより開催されました。ＬＣＩＦへの千ドル献金が５名の
方から申し出があり申請いたします。

審議事項

報告事項が説明されて進行しました。主な項目は下記の通りです。詳
細は例会報告に掲載しています。
・時計台の設置工事について、関係部署への打合せをしています。矢
　野道一基金をベースにして国領川河川敷、東雲陸上競技場に時計
　台を設置する。ソーラー電波時計、設置台、基礎の計画を練ってい
　ます。今期のメインアクティビティーです。１０月の体育祭に間に合
　えばいいのですが、調整中です。
・平和ポスターの応募を市内の角野中学校、北中学校に要請してい
　ます。

委員会報告

・会員会則委員会　岡田委員長より各委員会にクラブにふさわしい
　人を１名以上推薦するよう要請がありました。現在推薦された候
　補者が１名います。近日招請に参ります。
・計画財務委員会　村上委員長より１０月第２例会「家族会」の紹介
　と多くの家族の参加の要請がありました。
・保健福祉委員会　石川稔委員長より次回献血献眼奉仕は
　１２月１１日で調整中です。
・青少年委員会　古川委員長より９月２９日第２２回市内中学生英
　語スピーチコンテストの紹介。
・ＰＲ広報ＩＴ委員会　近藤盛委員長より、今治での研修会の内容の
　紹介と、クラブホームページの活用・参加や facebook の取り組み
　について説明がありました。
・田村ＲＣより発言があり、例会出席率の向上を目指してください。　
　キャビネットの目標は８０％以上の出席です。

出席者
Ｌ大竹会長、Ｌ藤縄、Ｌ加藤、Ｌ真鍋、Ｌ久保田、Ｌ白石、Ｌ伊藤、  
Ｌ草田、Ｌ岡田、Ｌ土岐計、Ｌ真木、Ｌ有富、Ｌ福山、Ｌ近藤充、Ｌ石川稔、
Ｌ古川、Ｌ高橋守、Ｌ村上、Ｌ神野、Ｌ近藤盛、Ｌ高橋在、Ｌ永易、Ｌ山口、
オブザーバーＬ田村、Ｌ塩見



例　会　日　毎月第２・４水曜日  １２：１５～１３：３０
例　会　場　〒７９２－００２１            新居浜市泉宮町５番８号
　　　　　　ユアーズ　  ＴＥＬ（０８９７）３３－３５３５

　　　　　　     会  長　大　竹　崇　夫　  　幹  事　久  保  田   繁  拡　  　会  計　白　石　誠　一  　　
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
　　　　　　 Ｅ-mail　ehime.ni- l ions@nifty .com　　　URL　http://homepage3.nifty .com/ni- l ions　

新居浜ライオンズクラブ会報
発　行　日　毎月第１例会（第 2水曜日）
編集責任者　PR広報 IT委員会     委員長   近  藤  盛  文

ドネーショントピックス

編集後記

◇◇◇◇  ９月  第 1 例会  ◇◇◇◇
大竹   崇夫  　9/12交通茶屋また、9/29日青少年委員会英語スピーチコンテス　
　　　    　　トへの皆様のご協力宜しくお願い致します。
田村   征夫　 去る9月 7日早朝6時～7時、新居浜別子倫理法人会の早朝ミー
ティ　　　　　　ングで卓話を知人より依頼され３０分程度話をした謝礼をド
ネー　　　　　　ション。
岡田   賢治  　各委員会の皆様新会員の推薦、宜しくお願いします。
小松   武道 　 明日で83才です。余命何年でしょうか
石  川　 稔  　9月 26日に質問しますが、ライオンズが献身的に取り組んでい　
　　　　　    る献血についても質問します。
中村  七和     先週49才になりました。40代最後の１年となり、複雑な心境です。
神野  雄太　 術後 2ヶ月足らずで炎天下の下でゴルフ出来ました。おまけに
　　　　　　3位入賞
宇野  博文　 9/11（日）ライオンズゴルフ部会に参加しました。田村さんとご一
　　　　　  緒させて頂きましたが、見事に優勝されましたが、お話をお聞き　
　　　　　  すると、当日早朝も清掃活動に励まれたそうです。見習いたいと　
　　　　　  思った次第です。
伊藤  嘉秀     東北大震災から半年。アメリカのテロ災害から１０年どちらも被災
　　　　　  者の心が癒やされていないことを知って涙した一週間でした。早　
　　　　　  い復興を願います。
佐伯  澄男　ゴルフコンペ前回最下位デビューから１２位へアップ！！次回も頑
　　　　　  張ります。
福山　  宏　 しまなみ海道をいつか走破する会は、涼しくなった10月の頭ぐ　
　　　   　　らいで検討しています。是非参加をお願い致します。
近藤  盛文　 会報誌9月号印刷出来ました。読んで下さい。
近藤  充徳　 十六夜の月を愛でながらの芋炊き。話が弾みました。
土岐  敏勝　 店内に家具工場が出来ました。ご利用下さいませ。
檜垣  孝志　来週は敬老の日にお彼岸ですネ。夫々多用です。
塩見  秀晴　 8月に息子のところに女の子が誕生しました。二人目です。
妹尾  光章　 何処までも暑さが続きますが、お互いに元気で頑張りましょう。
真鍋  憲夫　 仲秋の名月。美しかったですね。夏の疲れが出る頃、ご自愛下さい
　　　　　   ませ。
藤縄  洲二　 仲秋の名月 良いものですね～　お月見しましたか？
永易  明洋　 8月の例会は出席することが出来ませんでした。申し訳ありません。
加藤  久博　 残暑厳しいおり、お体ご自愛下さい。
村上順一郎　二人目の孫が生まれて毎日忙しい思いをしています。
有富  正治　  来月の第２例会は家族会です。多数のご家族の方が参加して頂き
　　　　　　ますよう、宜しくお願い致します。
重橋  良昭　 明日 15日は結婚記念日です。当初、祝日「敬老の日」で結婚記念日
　　　　　　は休みでしたが、ハッピーマンデーで第3月曜日に変更へ、妻に
　　　　　　感謝の気持ちだけでも電話をしたいと思います。
村上  博昭　 まだまだ暑い日が続きますが体調には充分注意しましょう。
高橋　  守　 残暑お見舞い申し上げます。
古川  貴章      残暑お見舞いします。   　
矢野  和男　 残暑厳しい毎日です。体調に気をつけましょう。
　　　　　　佐々木徹夫／碓井良和／草田和子／山下邦俊／武市欣也／
　　　　　　久保田繁拡／真木泰彦
宇賀  　潔　いつも欠席をして申し訳ありません。
白石  誠一　申し訳ありませんが本日早退します。　
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◇◇◇◇  ９月  第２例会    ◇◇◇◇
今治ライオンズクラブ　第１副会長  瀬野和博、幹事  村上浩二、会計  宮道勝重、
　　　　　　５０周年記念大会実行委員長  小池精蔵
大竹　崇夫　新居浜北消防署消防指令石井一成氏の卓話に感謝致しますと共
　　　　　　に今治ＬＣの結成50周年を心より祝福致します。
岡田　賢治　石井様の卓話に感謝

田村　征夫　今治ＬＣの５０周年お祝い申し上げます。大変だと思いますが頑
　　　　　　張って下さい。9月クラブの月例ゴルフで優勝させて頂きました。
　　　　　　馬枠は自分を買うのを忘れていました。残念！もう一つ残念！！
東田  　実　   卓話に感謝、来訪者を歓迎致します。
伊藤　嘉秀　今治ライオンズクラブの皆様ご来訪有難うございました。消防
　　　　　　指令の石井様貴重なご講演ありがとうございました。
村上　博昭　１０月の家族会沢山のご参加をお待ちしていますので、宜しく　
　　　　　　お願い致します。
高橋　在錫　１０月８日の早朝例会と愛リバー・愛ロードの多数の参加をお願
　　　　　　い致します。
山口　   泰 　2R 親善ゴルフ大会が１０月 1 日滝の宮カントリークラブで行わ
　　　　　　れます。ゴルフ部会の皆様ご協力下さい。
有富　正治　今日のニュースで今年の冬は早く到来し、寒さも厳しいと聞き
　　　　　　ました。今のうちに身体を充分温めておきましょう。
妹尾　光章　彼岸も過ぎ少し涼しさを感じるようになりました。
藤縄　洲二　今治ＬＣ50周年ＰＲ訪問ありがとうございます。
武市　欣也　唯何となく！ドネーションをしなけりゃ申し訳ない気がしまし
　　　　　　てね！
塩見　秀晴　昨日、たけしの番組でＤＨＥＡ－Ｓという長生きホルモンの話が紹
　　　　　　介されていました。今朝調べたら『じねんじょ』に沢山含まれ
　　　　　　ているとありました。皆さんなるべくねばねばの長芋を食べま
　　　　　　しょう。　

佐伯　澄男　来月の家族会、多数の出席をお待ちしております。宜しくお願
　　　　　　い致します。
古川　貴章　朝夕涼しくなりました！
鈴木　雅志　来訪者の皆様を歓迎して。
神野　雄太　涼しくなりました。来訪者を歓迎して
石川　敏則　卓話に感謝します。
山下　邦俊　卓話に感謝。来訪者を歓迎致します。
真鍋　憲夫　めっきり秋らしくなって参りました。お体ご自愛下さい。
檜垣　孝志　来月は新居浜祭りです。早いですネ・・・楽しみましょう！
近藤　充徳　卓話に感謝致します。
高橋　    守   卓話に感謝
田川　    隆　 卓話に感謝。来訪者を歓迎します。
永易　明洋　計画財務の佐伯さんの歓迎会を 9/26 日に行いました。佐伯さん
　　　　　　の活躍を期待しています。また 10/26 は家族会です。多数のご
　　　　　　家族の参加をお願いします。
加藤　久博　来訪者と卓話に感謝して
久保田繁拡　石井さんの卓話に感謝！！　
白石　誠一　卓話に感謝します。
村上順一郎　先日は役員さん計画財務、環境保全の皆さんお世話になりました。
　・・・新居浜北消防署石井一成さんの卓話に感謝すると共に
　　　　　　　　今治ライオンズクラブの皆様を歓迎致します・・・
　　　　　　新田久司／草田  和子／福山　宏／中村七和／近藤盛文
　　　　　　土岐敏勝／佐々木徹夫／真木泰彦／宇賀　潔

　緊急消防援助隊の現地での救援活動の写真は強烈な印象で
あった。愛媛県隊として 112 名出動され、全国の消防援助隊は
延べ 10万人余りの出動実績だそうです。
石の避難３原則①「想定を信じるな」②「その想定外で、最善

をつくせ」③「率先して避難せよ」教訓として、ズシリとこたえます。
自衛隊、警察、消防隊、海上保安庁、県の職員、市町村の役場の職
員方の活動が新聞テレビなどで報道されています。ボランティア
の方が瓦礫の片付けなど積極的に支援されています。長期戦に
なるでしょうが、色々な形の支援活動に参加しましょう。


