
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ライオンズ国際協会 336-A 地区 2R 3Z 



会 長 

『全員で 盛り上げよう 感動のある奉仕』 長尾 嘉也 
今年はライオンズクラブ国際協会誕生９０周年になります、この記念すべき年に伊予土

居ライオンズクラブ第３２代会長を務めさせて頂くことになりました。１年間宜しくお願い

致します。 

前期会長が楽しく愉快なクラブ作りに邁進され会員の絆が強く成って来ました、この雰

囲気を大切に引き継ぎ今期のスローガン『全員で・盛り上げよう・感動のある奉仕』に致しました。今期は

若い会員に多く参画して頂くための理事会構成になりました、西山幹事はじめ役員、委員長、の皆様のお

力添え宜しくお願い致します。 

ライオンズの下、異業種の人と、世代の違う人と、地域の人との出会いを大切にし、一人一

人が熱意を持って知恵、と労力、と資金と情熱をかけて取り組む事により心の通える感動が

生まれ、やりがいのある奉仕活動になると信じています。一年間熱く燃えます！皆様の暖か

い包容力でご指導、ご鞭撻、ご協力をお願い致します。 

 

 
 

第一副会長 

『よろしくお願いいたします。』 長井 昭 
櫛部元会長から、4年前に〝計画財務委員長〟をと誘われ、引き受けて次の年度に幹

事となり、その間の 7月 8 月に病気療養と、皆様に多大な迷惑をおかけ致しました。 

今年度は第 1副会長となり、会長スローガンである『全員で盛り上げよう感動のある奉

仕』を 1 年間、支えとなり盛り上げて行こうと思っています。 

私も『会長とは・・・？』を長尾会長のもとに1年間勉強して参りたいと思います。どうか皆様のご協力を賜り

ます様、よろしくお願いいたします。 

 

 
 

幹 事 

『就任に際しての僅かな抱負』 西山 雅啓 
５月の下旬頃から、ゾーン準備会合・次期クラブ三役オリエンテーション・準備リジョン

会議等立て続けに出席をし、改めて幹事という職責の重さを痛感いたしております。

「ライオンズクラブとは」、との疑問にも明確に答えることもできないばかりでなく、分か

らないところが何かも分かっていないのですから質問にもたどり着きません。諸先輩方

に基本をしっかりと叩き込んでいただきながら、ちょっと遊び心も出していきたいと思っております。準備会

議等で知り合った方や他クラブとの話し合いや情報交換もとても有意義なものですし、いろいろなクラブと

の交流の機会も増やしていきたいものです。とても仲のいい伊予土居ライオンズクラブですから、さまざま

な楽しいご意見をいただきながら、この１年を意味のある年と致したく、よろしくお願いいたします。くれぐれ

も優しい言葉掛けにてお願い申し上げます。 
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会員・EXT・指導力育成・プロトコール委員長 

『1 年間よろしくお願いします』 矢野 達夫 
今期、会員・EXT・指導力育成・プロトコール委員会の委員長をすることになりました。 

1 年間よろしくお願いします。 

すでに会長より当委員会の活動目標が掲げられています。 

 

１．会員増強２名以上 退会者ゼロ 

２．出席率１００％ 

３．新会員が早く馴染める用に楽しいオリエンテーション開催 

会員の増強については、単に新会員を得るというのではなく、会合に出席し事業に

参加し、よく協力して頂ける立派な会員を得る様に努力したいと考えています。 

2 番目の出席率１００％は‥１００％出席を目標としてできるだけ努力いたしますが、その為には魅力ある、

かつ変化に富んだ新鮮で面白い企画を実施しなければなりません。 

その為には全員の深いご理解が必要です。そして全会員がその関心を持ち続ければ自ずと新会員の獲

得や現会員の退会を防ぎ、高い出席率を維持し、クラブ向上を図る事ができると考えています。 

どうか全会員の絶大なるご協力をお願いして、今期 1回目の会報誌のテーマ‥新役員の抱負の挨拶とさ

せて頂きます 

 

 

会則・大会参加委員長 

『何か一つ印象に残る事！』 河上 公則 
クラブに入会して早 15 年になろうとしています。今期初めて大会参加委員長を拝命し

ました。今までいろいろな役員を経験してきましたが、委員長としての役割はよく理解で

きていません。長尾新会長の基、足を引っ張ることのないように頑張りたいと思います。

委員会出席 100％を達成するよう委員の中から提案を頂いています。 

是非、この提案に沿うように、委員会の結束を強めクラブの活力になれるようにと思っています。 

何か一つ印象に残る事を委員会で相談してやりたいと思いますので、今期中宜しくお願いいたします。 

 

 

計画・財務委員長 

『ご指導ご鞭撻の程宜しくお願い申し上げます』 大田 憲司 
この度、計画委員長に任命されました大田でございます。 

会長スローガン『全員で盛り上げよう感動のある奉仕』を達成できる様、皆様に楽しん

で頂き、尚且つ社会に貢献できるようなことを計画していきたいと思っております。ご指

導ご鞭撻の程宜しくお願い申し上げます。 
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青少年育成・児童・市民奉仕委員長 

『今 期』 高橋 洋一 
今期、青少年育成・児童市民奉仕委員会の委員長をやらせていただきます。今年は、

軌道にのってきた土居高校での青少年育成講演会・小学生対象の「地球の秘密」事業

ほか昨年からの引継ぎ事業をより充実させ、新たに子育て支援事業「藤崎由紀子ピア

ノコンサート」に取り組みたいと思います。大先輩の相引先生はじめ委員のみなさんご

協力を頂き、がんばって行きたいと思いますのでご指導よろしくお願いいたします。 

 

 
 

環境保全・社会福祉・LCIF 委員長 

『まだ新人ですが。』 岸 博文 
伊予土居ライオンズクラブに入会してまだ 1 年と少しなのですが、環境保全・社会福

祉・LCIF の委員長の大役をするようにとの話があった時は「大変なことになった」と思っ

た次第です。経験未熟なため、皆様にご迷惑をおかけすると思いますが、私のできる

限り精一杯努めてゆく所存ですのでよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

大野 進生 

6 月 3 日に富郷ダム周辺の下草刈りに岸博文さ

ん、勇さん、安藤さんと私の 4名で参加しました。 

いまにも降りそうな天候の中、昨年同様の場所で

の草刈作業です。 

長めの手鎌で勢いよくかっていきましたが１０分

ほどたったくらいでしょうか、ものすごい激しいスコールがきたと思ったら中止のサイレ

ンが鳴り響き草刈終了となってしまいました。 

 

あまりにもすぐに終わったため、ダム管理センターのほうでダムに関

するビデオをみて帰ってきた次第ですが、あまりにも

中途半端な悔いの残るような感じでしたけど、また

次回がんばりたいと思います。 

 

ライオンズアクティビティ 

ボランティアの森下草刈り 
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■ 7 月 8 日の清掃奉仕 

ラブリバー推進協議会の方々の協力のもと、アリーナ土居・四国中央市の職員の方々等、総勢

60 名弱の参加で浦山川沿い「ふるさと広場」北岸の夏草刈りとゴミ収集を行いました。 

蒸し暑い中ご苦労様でした。ゴミの量は以前に比べて

かなり減ってきていました。 

 

 

 

■ 8 月 5 日の清掃奉仕 

｢土居町ふるさと広場｣の清掃と夏草の刈り取りを土居町の｢夏祭り実行委員

会｣の皆さんとライオンズクラブ会員、総勢約 40 名で行いました。 

午前 7 時からの作業でしたがやはり真夏の気候ですので皆さん汗だくになっ

ての作業でした、蒸し暑い中本当にご苦労様でした。 

以前に比べ収集するゴミの量が減っています、これも日頃清掃し綺麗である

ことがゴミの投棄の防止になっていると感じました。尚、（財）愛媛銀行ふるさと振興基金*の助成

事業としてラブリバー協会に20万円の寄付がありこの基金で芝刈り機5台とバーナー1台を購入

し早速使用しましたこと報告いたします、大変有難うございました。 

※（財）愛媛銀行ふるさと振興基金とは 

県下各地で地域つくり活動、ボランティア活動、伝統文化継承活動、地域活性化活動、地場産業活性

化など地域の振興に貢献している団体の助成を目的とした愛媛銀行の基金。 

 

ラブリバー（清掃奉仕） 
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夢 叶 う ライオンテーマ 櫛部 邦寛 

 

「流れ星に願い事を3回言えれば叶う！」という言い伝えがあるが、流れ星は突然現れ

て一瞬で消える。このわずかな間に「願い事」を言えるのは、寸暇を惜しんで努力して

いるから目的が達成できと言う事のようです。私には夜空を眺める「余裕」や「情緒」な

どを持ち合わせて居ませんが、「念願の夢」が叶ったので紹介します。 

景気も概ね上向いて来ているものの業種や地域に格差があり、我々業界は依然として

厳しい状況です。このような中で、「マンションの耐震偽造」や「何とかミート」のような安

易な手法ではなく、質を落とさずコストを下げるのは容易な事ではありません。当社で

は、幸か不幸か創立当初より関西方面の仕事が多く、宿泊や運送費のハンディーを背負って現地業者と

競合していたから、ＶＥ（機能を変えずに、コストダウンの手法）手法は得意として来ました。 

客先が書いた図面をＶＥしては増減比較見積を手作業で行っていたから大変な手間でした。これを、10 年

以上前から客先や開発元に「ＣＡＤの数量集計機能に単価を持たせ、２図面の増減比較ができるようにな

れば社員のコスト意識向上にもなる」と機会ある毎に提案していたが、「そう出来れば良いね」と言ってくれ

るものの莫大な費用がかかるため中々実現には至らなかった。 

ところが、私の発想を理解してくれていた方が昨年の 4月に技術統括部長（現在支社長）就任早々に、本

社の了解を取られ「詳細については櫛部社長に一任するから早急に進めて欲しい」との事で、兼ねてから

の念願だった夢のソフト開発がスタートできた。 

打合せを重ねるうちに開発元から「費用を半分負担する代わりに、2 年後に市販させて欲しい」との申し出

もあり、又、このソフト開発を知ったある上場会社から「相乗りさせて欲しい」との申し出もあったようです。

このソフトは今月（７月）より大阪支社でテスト運用され、９月より全店に配布され、そして 2 年後に市販さ

れる予定だが恐らく同類のソフトはこの世に存在していないはずで、ＶＥには必要

不可欠な「夢のＣＡＤソフト」だと自負しています。 

併せて今回、新ソフトの材料集計と当社の見積ソフトをつなぐ事により、ＣＡＤ図面

から見積書が自動作成でき、青焼き図面でもスキャナーに取り込みトレースする事

により同じ結果が得られる。 
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これが軌道に乗れば、私の実働の大半を占めていた見積時間が大幅に短縮されるので、新ソフトを活か

した次の事業展開を考慮中です。 

以上「長年の夢」が叶った自慢報告と、諸会合に欠席になりがちな言い訳をさせて頂きました。 

 

 

自己研鑚と再考の期に 会員、会則、EＸT、指導力育成、プロトコール地区委員 山内 貢 

 

私は今期、会員、会則、EＸT、指導力育成、プロトコールの地区委員をお引き受けする
ことに成りましたが、聊か負荷も感じています、それは現況のR内各クラブの実情から見
て会員増強を勧めることの難しさ等、そもそも会員増強とは新会員の入会と合わせて、

現会員のドロップ阻止とが両立してはじめて達成されるもの、どちらも重要であるが、敢

て順位を付すとすれば後者の退会防止が優先されるのでは、伊予土居ライオンズクラ

ブの過去を振り返れば解るように、余りにも安易な退会者が多いこと、その原因も多々あ

るように思われるが、主たる要因は仲間を愛し、クラブを愛すると云う情熱が希薄であっ

たのでは？各々がクラブ員であると言う意義を再認識することにより情熱は自ずと湧い

てくるもの、現会員である私達は、過去を反省し、検証しながら再認識することが大切かつ重要で有るよう

に思われます。 
退会防止は、強制したり説得によって達成されるものではありません、会員一人一人がクラブ仲間の立場を

尊重し合いながら活動することで真の融和と友情が生まれ、そこには強固に満ちた誇り高きライオンズクラ

ブが存在して行くものと信じます、その為には先ずクラブ運営の基本である例会には必ず出席すると云う意

識と行動が必要不可欠です。皆さん今期一年、集中砲火の目標を「例会出席」に狙いを定めて行動して見

てください、出席率の高さこそが立派なクラブの証ですから、年度末には必ず得るもの在りと信じます。毎

年の如く会長、幹事、役員の方から出席率の向上と云う言葉、耳にタコが出きるほど聞

かされています、云わなきゃ成らない役員方の心情も理解しながら、自からの良心にも

渇を入れてみて下さい。己の為にも仲間の為にも：：：「出席は責任感の証なり」何処も

同じ人の社会の目線です、云々：：：ライオンズは通常社会活動の一部で在ります、別の

ものではありません、活動の幅が増したことに喜びと誇りを持ちましょう。ウイサーブ＊ 
 
 
伊予土居ライオンズクラブは地域福祉 井川 武重 

 

ライオンズクラブは私たちの住む地域社会への奉仕を目的とした心豊かな人たちの楽

しい集まりだと思います。 

福祉とは、皆が幸せになる事であり、地域福祉とはその地域で暮らしている私たち皆で

支え合いながら安心して生活ができる町つくりを進めることだと思っています。常日頃

より福祉に関心を抱いている一人として、ライオンズクラブ活動が地域福祉に大きく貢

献している事実に喜びを感じている次第です。 

退職して４年になりますが、現在は土居地区社会福祉協議会に所属し、多くの仲間た

ちとボランティア活動をさせていただいております。ライオンズクラブの会員でもある私にとって、ライオン

ズクラブの活動そのものが自分の体験となり勉強になることが多々あります。私達

のできる奉仕を通して少しでも住みやすい潤いのある地域福祉を実現して行こうと

志しているライオンズクラブ先輩会員の皆さんに敬意を抱かずにはおれません。 

これからも会員としての誇りをもって積極的に実践活動に参加し、自己を向上させ

たいと願っています。 

皆さんよろしくご指導ください。 
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PR 情報委員長 日 野 寿 光 

“編集後記” 

昨年度は PR,情報,IT 委員会の委員長の役職の任命を受けた次第ですが、１
年間を振り返ってみたところまだやり残した事があるような気がしましてもう１期

委員長の役職を任命いただくようにお願いした次第です。ホームページの毎月

の更新、会員皆さんがホームページを閲覧できる様に ITの促進、ライオンズ行
事の対外的な PR活動など昨年度の反省をふまえできる限り役職にまい進した

いと思っています、皆様のご協力のほどよろしくお願いいたします。 
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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） 
ある婦人科を訪ねたご婦人に先生は言いました。 
「あなたの病気は今日からすぐお酒を飲むのを止めたら治りますよ」 さてこのご婦人の病気は？

そう「子宮筋腫」（至急禁酒）だったのです。(^^ゞ 
大橋 勝英（次回もお楽しみに！）

平平成成 1199年年 66月月 2200日日  
「「ウウエエデディィンンググパパレレススふふじじ」」ににてて、、交交替替例例会会をを開開催催いいたたししままししたた。。  


