
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ライオンズ国際協会 336-A 地区 2R 3Z 



会長 『１年を振り返って。』   鈴木 富男 

 
今期私どものスローガン「全員参加で楽しく愉快な例会」を基にス

タート致しましたが、皆様楽しんでいただけましたでしょうか？ 

私は幹事はじめ皆様のおかげで、大変楽しく愉快に事業を進める

ことが出来、満足しております。ご協力ありがとうございました。また、青少年育成事業で

の高校生を対象にした講演会は大変盛大に行うことが出来、心より感謝いたしておりま

す。中でも最も心に残っているのはＣＮ同伴例会で出席率 100％を達成し達磨に目を入れることが出来た

ことです。私はこのことを大変嬉しく誇りに思っております。 

今期会長を引き受け、無事任務を終えることが出来嬉しく思っています。1 年間本当に有難うございまし

た。 

 

第一副会長 『委員会が盛り上げた楽しい 1 年でした。』 長尾 嘉也 

早いもので今期も後 1 ヶ月余りとなり、次期役員との引継ぎに忙しくなって参りました。 

はじめは結成３０周年ビッグイベントの後だけに気抜けしないか？と会長と危惧していた

のですが、各委員会が委員長を軸に発憤して例会出席率の向上に大いに貢献し又懇親

会を数多く開催し飲み会の多い１年でした。ＣＮメンバー最長老の相引Ｌ、近藤虎雄Ｌ、青

木Ｌが身体に鞭打って数多く出席して頂いた事が大きな要因だったと思います。高橋洋

一委員長の発案で相引先生の卒寿お誕生会が開催され大成功しました。その陰には送

迎の段取りまでした細やかな気配りがあり敬服しました。 

みんなの意志が通じ純出席率１００％の快挙を成し遂げ、会員の親睦と意志疎通を良くしてスローガンの

通り『全員参加で楽しく愉快な例会』になったと実感しています。 

 

会員･会員維持･EXT・指導力育成委員長  

 『会員委員会の計画と実績のギャップ。』  山内 貢   

私は、今期のスタートに会員委員会として簡単な活動計画を作り、それを基本に委員会

活動を推進して参りましたが、計画の達成率は 50％に届いただろうか反省辛く振り返っ

ています、（来期に向けて検証大いに有り）。 

計画の第一は、新会員育成プロジェクトチームの編成（会員委員会に併設）その趣旨は、新会員の増強

及び育成推進を計ることを目的として発足実施しましたが、その成果は充分とは云い難い反省の一つで

す。第2には、例会の出席率の向上を計るための方策として、例会席の変化や会員の知識及び知性の高

揚に繋がる会員による、スピーチなど実施しましたが、それらの効果があったのか？疑問符です、（殊更

に出席率は向上したとは云い難い） 

それもこれも委員長の不徳のいたす処でしょうが、会員個々の意識高揚も重要な要素の一つではないだ

ろうか、今期の実績を充分検証して頂き、来期は委員長始め役員の方々に期待とお願いを申し伝えて私

の回顧の一端といたしますが：只来期私は皆さんからのご推薦のお蔭をもちまして会員、会則、ＥXＴ、指

導力育成、プロトコール、の地区委員を受け持つことになりました故、来期は自クラブのみならず、リジョン

内全クラブが抱える問題点を協議と検証を重ねながら半歩でも一歩でも前進出来ればと思っています。 

したがって伊予土居ライオンズクラブの皆さんには、格別ご理解とご協力をお願い申し上げる次第であり

ます。；；陰に陽に；；： 
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幹 事 『１年を振り返って。』                  喜井 孝一 

今期不安の中で幹事の大任を受けていろいろな勉強をさせていただきました、そして鈴

木会長、ライオンズ事務局の渡邉さん、会員皆様方のご協力を得て毎回の例会、諸行事

を無事終え残すところあと１ヶ月となりました「全員参加で楽しく愉快な例会」・・思い出に

残る 1 年だったと思います、ご協力大変有難うございました。 

 

 
 

環境保全・社会福祉委員長 『１年を振り返って。』     石水 勇 

委員長役を受け、約11ヶ月が経過しました、皆様の協力のおかげでなんとか行事を消化

できました事を感謝しております。十分な事が出来ませんでしたが、ラブリバー活動等を

通じ地域の人と共に環境を考える良い機会になりました。今後次期委員長に引き継ぎ、

地域、又会員の為私の出来なかった分も頑張っていただきたいと思っています。 

 

 

 
 

『入会１年を迎えて』                        勇 哲志 

早いもので伊予土居ライオンズクラブに入会して 1 年を迎えようとしています、仕事の関

係とはいえ私個人としても土居町での生活も1年経過したわけです。初めてのライオンズ

クラブ員として、企画・行事には 1 年間を通じて出来る限り積極的に参加することを目標

に活動してきました。おかげさまで多くの先輩クラブ員の方々と貴重な体験が出来たと思

っています。特に印象に残ったものとして小学生を対象とした「地球の秘密」の環境教室

と、「ラブ・リバー」の清掃奉仕では地域生活と自然環境の繋がりについて真剣に考える機会を得たことは

貴重な経験であります。これからもモットーである「ウイー・サーブ」＝“我々は奉仕する”の精神を忘れず

公私共に充実した生活を送っていきたいと思います。 

 

 
 

 

 

 

視力ファーストⅡキャンペーンで地区内における会員平均献金額の上位 5 位

に入り、ＣＳＦⅡトップ・ファイブ・クラブアワード・バナーバッジ（写真）と表彰状を

ライオンズクラブ国際協会から受領したことが報告されました。 

 

 

 

4 月 18 日例会において 
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計画財務委員長  西山 雅啓 

2007年3月28日水曜日 純出席100㌫例会（CN同伴例会） おめでとうございます。 

鈴木富男会長が就任時より目標とされていた例会純出席 100%ですが、当初からこの

チャーターナイトに照準を合わせ、それに対しての綿密かつ緻密な計画を練り上げ、個

別ローラー訪問・電話作戦・アメとムチ等、あらゆる手段(?)を使い、いとも簡単に成し遂

げてしまいました。例会担当の私達委員会にとっては、最初とても大きな荷物を背負わ

された感がありましたが櫛部前会長の実績もあり、そのいい流れに乗れれば息の合っ

た伊予土居ライオンズクラブですから、まずは可能と信じて疑いませんでした。 

当日は、個々の事情はいろいろあったとは思いますが、全員が一堂に会する時の整然とした美しさを感

じることができ、なんとも言えない素敵な気分を味わうことができました。多くの LL の方々の参加もいただ

き、相引先生のライオン人生４５周年のお祝い・チャーターメンバーへの感謝の気持ちなど、簡素ではあり

ましたが粛々と例会をこなすことができました。また余興では、武田さんのプロなみのフラダンスに、お酒

ではない心地よい“酔い”を覚えました。しかし、その前に登場したピンクレディ‘UFO’では、私の練習の怠

慢により、全く息の合わないコンビになってしまいました。大橋先生、ゴメンナサイ・・・！！ 

 

 

 

今年度も 100%純出席を達成した会員の皆様に感謝いたすと共に、この息の合った伊予土居ライオンズ

クラブが永遠に不滅でありますように・・・ありがとうございました。 
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純出席 100％例会（CN 同伴例会） 

ＣＮ同伴例会純出席 100%達成と、相引

先生ライオン人生４５周年を祝して、 

武田さんの華麗なフラダンスが披露さ

れました。 



 

 

 

☆大会スローガン☆ 

「楽しい出会い みかんの郷から奉仕の輪」 

会則 プロトコール 大会参加 高橋 洋一 

4 月 14･15 日八幡浜市民スポーツセンターを中心に、第 53 回 336-A 地区年次大会

が開催され参加してきました。有志の方でより一層の親睦を図るため佐田岬の先端ま

で足を伸ばしました。伊予市からの海岸線の景色を楽しみ、佐田岬では伊方原子力発

電所・風力発電が続く「風の丘」を見ながら、四国最先端の宿「大岩」に到着。宿自慢の伊勢海老料理を堪

能しました。（鈴木会長はカラオケも堪能）ただ、宿の周りには何もなく各部屋でカラオケ・囲碁などのあと

各部屋でいびき対策をしながら就寝。久々の親睦旅行となりましたが、 

皆さんそれぞれに楽しんでいただいたことと思います。 

 

 

 

ただ、翌日の年次大会では、期待していた発光ダイオードを発明された中村修二先生の講演会は、会

社との裁判の愚痴のようで残念でした。 

参加された皆さんお疲れ様でした。 

 
 

大橋勝英の上海だより（第 1 回） 
 

5月2日～5日の間、櫛部、矢野、F君の各夫妻、

長尾君達9人で上海を旅行した。関空から2時間。

時差も 2 時間。海外旅行としては楽なコースで、帰

国の翌日は平気でゴルフができたほどである。 

空港からリニヤモーターカーに乗って上海へ向

かう。時速 431 キロを経験する。30 数キロを 7 分で駆け抜けた。 

さて、上海は広大無辺の大平野にあり、海に囲まれたというか

大河に沿った人口 1300 万人の大都会であり、高層ビルの建築ブームの最中にあった。目を見張る近代

的ビルが林立している。空は黄砂現象かと思われるくらい、黄色いような白いような、もやのようで不透明

なもので、日本語が達者でスマートではきはきした女性の添乗員は、「黄砂ではない、公害のようなもの」

と言っていた。青空が見えるのは年に数日しかないとのことである。 
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336－Ａ地区年次大会 



 
昼間は蘇州その他の名所巡りをしたが、人混みや車の道路の混

雑、無秩序、かなりうるさい

警笛は異国を思わせるに十

分刺激的で、結構面白いも

のだと好奇のまなざしで観光

した。少しのすき間を急にバ

イクや自転車や車が割り込

んできたり、すり抜けたりする。

人より車優先。交差点は必

死で移動しなければならない。信号機はほとんどない。人混みと共

に横断歩道を渡っていると車が割り込んできた。怒って運転手に日本語で「危ないじゃないか、あほ！ば

か！これが見えんのか」と横断歩道を指さして怒鳴ると、運転手は窓から身を乗り出して横断歩道を示す

白線をみたが、「それがどうした」という目でにらみ返してきた。 

 

自転車やバイクに何人か乗っていたりする。車は政府主導でフ

ォルクスワーゲンが多いが、比較的早く市場に参入したホンダも健

闘していた。あらゆる乗り物は洗ったりしないと見える。汚い。特に

自転車やバイクの車輪は真っ黒。恐らく洗う水がないか、洗っても

汚い空気で雨が降るとたちま

ち汚れるので諦めているの

かもしれない。道ばたは汚い。

ゴミ捨て場と変わらないかも

しれない。社会をきれいにと

いう観念はないようである。食べ物を捨てたり皆が平気で汚してい

る。掃除をしようという意識がないのかもしれない。多くの男がタバコ

を吸っている。ポイ捨てである。 

このような混沌にあっても中国は何かに向かっている。まず北京

オリンピックに向けてだ。上海はサッカーの会場となるらしい。主要な沿線のみすぼらしい家は取り払われ、

新しいアパートがどんどん建設されている。貧しく汚い面が見えないようにしているのだ。しかし、路地に目

をやると貧民街があり、人々は粗末なたたずまいと衣服の中にいた。 

 
 

 

 

 

相 引 医 院 
相引 利夫 

0896-74-3127 

銀 寿 司 
青木 茂美 

0896-25-2338 

蔦 廼 家 
安藤  宏 

0896-74-2025 

愛媛銀行 土居支店 
勇 哲志 

0896-74-1681 

土居地区社会福祉協議会 
井川 武重 

井川ふとん店 
井川 宏 

0896-74-2358 
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広 告 

ありがとうございます！ 



 

住友生命保険相互会社 
石川 久子 

0897-34-8426 

伊予銀行 土居支店 
石丸 敏裕 

0896-74-6811 

四国住設株式会社 
石水 昭夫 

0897-33-5716 

有限会社 伊予設計 
石水  勇 

0896-74-6668 

石村重義税理士事務所
石村 重義 

0896-74-7373 

有限会社 江口建設 
江口 信博 

0896-74-5602 

土居建設株式会社 
大田 憲司 

0896-74-3236 

有限会社 大野土木 
大野 進生 

0896-74-3528 

大橋胃腸肛門科外科医院 
大橋 勝英 

0897-41-8101 

四国中央市議会議員 
越智  滋 

0896-74-3461 

有限会社 ア－バンホ－ムズ 
河上 公則 

0896-74-4006 

有限会社 土居清掃 
喜井 孝一 

0896-74-4031 

岸 工 務 店 
岸 博文 

0896-74-5099 

岸良一建築設計事務所
岸 良一 

0896-74-3606 

日新工業株式会社 
櫛部 邦寛 

0897-31-3805 

有限会社 サム企画 
近藤  攻 

0897-31-2255 

有限会社 近藤硝子店 
近藤 虎雄 

0896-74-3149 

ケーオー発酵株式会社 
近藤 信行 

0896-74‐2037 

株式会社 スズキ自販愛媛 
鈴木 富男 

0896-74-5312 

共同瓦斯株式会社 
鈴木 良明 

0896-74-3036 

相 馬 医 院 
相馬 紀夫 

0896-74-2002 

高橋歯科医院 
高橋 洋一 

0896-74-1184 

有限会社たけだ調剤薬局 
武田 由美子 

0897-31-6450 

長井歯科医院 
長井 昭 

0896-74-5138 

長尾保険事務所 
長尾 嘉也 

0897-66-1178 

有限会社 東予ケア・サービス
西山 雅啓 

0897-45-3931 

有限会社 浜田鉄筋 
濱田 恭彦 

0896-74-1727 

有限会社 ラック 
日野 寿光 

0897-41-7126 

ふく整形外科 
福西 昭人 

0896-74-0029 

四国中央市役所 
藤田 勝志 

0896-74-3260 

有限会社 宇摩ダイハツ 
村上 守久 

0896-24-3920 

愛媛県議会議員 
森高 康行 

0896-74-8788 

ペガサス運輸株式会社 
矢野 達夫 

0896-74-1314 

株式会社 山内工務店 
山内  貢 

0896-74-2324 

松 風 病 院 
山内 義明 

0896-74-2001  
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PR 情報 日 野 寿 光 

“編集後記” 

委員長役を授かり早いもので 1 年が過ぎようとしています。自分に出来るのか

なとの不安もありましたが「株式会社 ＷＩＮ-DO」さんの協力を得て何とかなっ

ているような気がしています。ただもう 1 年やらせていただき、より良い会報誌

とホームページの作成更新に尽力する所存です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊予土居ライオンズクラブ 
 
愛媛県四国中央市土居町入野 965-1 
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TEL：0896-74-6235 発行日：平成 19年 6月 6日
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新居浜市で皮膚科ご開業の中山恵二先生提供（駄洒落） 
耳鼻科を訪れた子供にお医者さんが何を訪ねても、一切口を割ろうとしませんでした。 
業を煮やしたお医者さんが無理矢理口を開けてみたら 「あっ そうか判った」と言いました。 
そのお子さんは扁桃腺炎だったのでした。（返答せん）です。(~_~;) 

大橋 勝英（次回もお楽しみに！）


