
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ライオンズ国際協会 336-A 地区 2R 3Z 



『全員で盛り上がり感動の多い事業でした』 

会長 長尾 嘉也 

皆様のご協力により４月２７日「子育てフェスタ・藤崎由紀子ピアノコンサート」が

成功裡に開催され今年度の事業全てが終了致しました、伊予土居Ｌ・Ｃの熱い

活動の成果が第５４回地区年次大会ガバナーアワード表彰で金賞２部門、優秀

賞２部門、他６部門、合計１０部門の大量入賞致した事につきます。今期スロー

ガン『全員で 盛り上げよう 感動のある奉仕』をまさに実行して頂き皆様有り難う御座いました、

当クラブの結束力と実行力の素晴らしさを誇りに思えます。今期より２月以降４月末までの事業

が多くなり年度末の忙しい時期にも拘わらず多数のご参加に申し訳なく思います、また意志の疎

通を図り事業の盛り上がりを口実に「飲み会」がおおかった点、反省しています。会長職は多忙

でした、定例会合、事業打合せ会、ＲＺ等会合、交流会など１３７回出席しました。大小２０の事業

の他委員会計画を委員長はじめ会員や他関係者の皆様のご協力ご理解により大役を全う出来

ました、心より感謝致します有り難う御座いました。 

※ 地区ガバナーズアワード表彰 受賞一覧 ※ 

金 賞  1. 青少年指導優秀賞 

 2. 環境保全優秀賞 

優秀賞  3. 保健福祉賞･メタボリック・シンドローム予防部門 運動部門 

 4. 保健福祉賞･メタボリック・シンドローム予防部門 タバコ部門 

銅 賞  5. グッドスタンディング賞 

 6. 会員増強賞 

 7. マスコミ報道優秀賞 

 8. ＩＴ特別賞 

努力賞  9. 保健福祉賞〔臓器提供・意思表示カード〕 

 10. ありがとうはがきメッセージ部門 

※ 今年度の主な事業 ※ 

継続事業： 青少年育成講演会 「平成教育バンド」土居高校生 

地球の秘密教室 小富士小学校・関川小学校、次期２校参加予定 

ラブリバー 小富士小全校生初参加 

 城山公園植樹 ３Ｚ合同 

新規事業： 子育てフェスタ 第１回「藤崎由紀子ピアノコンサート」開催 

新同好会：  レクバレー同好会設立 

他クラブ交流： 高知とさみずきＬＣ、鴨島ＬＣ、西条ＬＣ、 

 東予ＬＣ、川之江ＬＣ、川之江中央ＬＣ、 
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3 月 19 日入会 

岡 正広 さん（37 歳） 

病院勤務（薬局長、薬剤師）。 

趣味はゴルフ 

大橋勝英さんのスポンサーにて入会 

 

山之内 浩二さん（40 歳） 

銀行勤務（支店長）。 

趣味は野球 

長尾嘉也のスポンサーにて入会 

✰お二人の入会 心から歓迎します✰ 

 

 

 

 

 

平成２０年３月２日（日） 

朝から晴天に恵まれて植栽には

大変良い日になりました。 

朝から３Ｚのクラブから５０人以

上の参加者が集まり、伊予土居

ライオンズクラブからも１８名が

参加しました。各自、手にスコッ

プや鍬を持って、城山の植樹場

所まで歩いて行き、行き帰りの

途中はゴミ拾いも行いました。 

植樹場所に着いた時には息も上っていた人もいましたが、植樹場所を確認しながら早く根付いて

大きくなることを願いながら穴を掘って植えていました。 

合併して四国中央市となり３Ｚのクラブの親交もよりいっそうの伸展を望むなかで、今回の様に合

同での植栽は大変意義の有る事だと思いました。 

今後も３Ｚが一つとなって「Ｗｅ Ｓｅｒｖｅ」のモットーに基づき地域の為に貢献していきたいと思い

ます。 

加地 茂友 

 

 

 

IYODOI Lions 2007-2008 No.136 2008.6 

新 入 会 員 紹 介 

アクティビティ

城山公園植栽事業 



 

 
 

今回の赤ちゃん連れでも楽しめる ぴあの＆トーク

「藤崎由紀子子コンサート」には、2 つの目的がありま

した。 

核家族や地域のつながりの希薄化が進む中、子

育てを辛く感じたり悩んだりしている子育て中の親た

ちに、気がねせずに子供と一緒にコンサートを楽しん

でもらい、ひとりで子育てに悩まず地域とつながりを

持ってもらうということがひとつでした。 

もう一つは、幸い四国中央市には井原市長の「四

国一子育てのしやすい街づくりをめざす」という方針

もあり、50 余りの子育て支援の団体があるそうです

が、次の課題はそれぞれの団体同士のつながりが必

要で、これは行政ではなく民間団体でないとできない

という声が聞こえてきました。そのリーダーシップを伊

予土居ライオンズクラブが担っていき、次の世代の子

供たちを応援していこうというものでした。この 2 つの

目標をたて、約 20 の子育て支援団体の方々に実行委員として参加してい

ただき、5 回の実行委員会を重ね準備し当日を迎えました。 

当日は、伊予土居ライオンズクラブ

をはじめとする実行委員ほか土居高

校生徒会・家庭科クラブのボランティ

ア生徒さんたち、３Ｚ-ＺＣ脇憲久さん、次期２Ｒ－ＲＣ宇高昭造さん、

高知の土佐みずきライオンズクラブの方々を含め約 90 人の来賓・ス

タッフの協力・参加があり、１・２部合わせて約 170 家族（約 500 人）

の親子・家族の方々にコンサートを楽しんでいただきました。 

反省会では、「来年も続けてほしい・参加したい」という意見を頂き

ました。みなさんのご協力のたまものと感謝いたします。特に陰で気

遣いをしてもらった事務局の渡辺富貴子さんには本当にお世話になりました。皆さんのご理解ご協力で、

ぜひ来年も続けていただきたいと思います。 

髙橋 洋一 

 

 
4 月 24 日 午後１時３０分 

ふるさと広場と、川を挟んだ対岸及び下流の３

箇所の清掃作業をしました。 

この日は南海放送のＣＡＰＹ ＣＡＲのラジオ放

送の取材があり、ラブリバー会員と共同の清

掃作業の実況放送や、ラブリバー相馬会長へ

のインタービュウが矢野浩美キャスターの軽快

なトークで電波に乗って紹介されました。ＣＡＰＹ 

ＣＡＲは７年ほど前から取材先で時間に余裕があ

るときにスタッフで周辺の清掃をしてきたそうです。

チームの名称はＧＯＭＩＸ（ゴミックス）と言うそうで

す。 

子育てフェスタ 

『赤ちゃんづれで聞けるピアノコンサート』 

清掃奉仕・南海放送キャピーカー取材 
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3 月 12 日に小富士小学校 6 年

生 39 名のお別れ遠足が土居町

ふるさと広場で行われました。 

同校には 4 年前から青少年育成

事業として『地球環境会議』を支

援している関係で、昨年度同校

からお別れ遠足の時に清掃作

業の申し入れがあり、今回『地球環境会議』の授業の一環とて実施さ

れる運びとなりました。当日は好天の中、全校生徒 190 名の 1 年生か

ら 6 年生を 1 グループ 12 名で編成し 16 班 8 グループでクラブ員と一

緒に合同清掃を行いました。 

※ 『地球環境会議』の実際については平成 19 年 11 月の行事予定表、

11 月度会報誌に記載していますので参照してください。 

 

 

翌１３日は土居高校生１・２年生・ソロプチミストイースト愛媛・ラブリバー会員合同でふるさと広場

周辺を広範囲にわたりゴミ清掃を行いました。皆さん本当にご苦労様でした。 

 

 

 

 

５月１１日土居町ふるさと広場清掃 

雨が降ったあとの作業だったので

やや寒いのと、濡れた雑草は重くな

り足場の悪い斜面での慣れないエ

ンジン草刈機の操作に、普段使わ

ない筋肉が鍛えられることになりま

した。やや虎刈り状態ですが

見た目は我慢してもらうこと

にしました。 

 

小富士小学校・土居高等学校 生徒合同清掃 

ラブリバー（清掃奉仕） 
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ふるさと広場清掃 



 

広告ありがとうございます。 
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 

土居地区社会福祉協議会 

井川 武重 

0896-74-3336 

井川ふとん店 

井川 宏 

0896-74-2358 

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 

株式会社 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 

恵康病院 

岡 正広 

0896-74-7600 

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 協栄電機 

加 地 茂 友 

0896-74-8757 

有限会社 土居清掃 

喜井 孝一 

0896-74-4031 

株式会社 岸工務店 

岸 博文 

0896-74-0138 

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-オ-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 

株式会社すずらん 

曽我部 五月 

0897-31-8350 

高橋歯科 

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-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 

 

藤田 勝志 

 

有限会社宇摩ダイハツ 

村上 守久 

0896-24-3920 

 

IYODOI Lions 2007-2008 No.136 2008.6 



 

広告ありがとうございます。 
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 

0896-74-1313 

株式会社山内工務店 

山内 貢 

0896-74-2324 

松風病院・ちかい 

山内 義明 

0896-74-2001 

愛媛銀行 土居支店 

山之内 浩二 

0896-74-1681  

 

 

地頭力
じあたまりょく

とは 櫛部 邦寛 
 

我々業界では、最近、原材料が高騰しているにも拘わらず受注単価に中々

反映されず、以前にも増して厳しい状況です。このような中で生き残るには「地

頭力」なるものが必要なようです。地頭力とは余り聞きなれない言葉ですがＮＨ

Ｋクローズアップ現代にも取り上げられていましたが、「頭のよさ」には 3 種類あ

るようです。 

 

1 つ目は「物知り」で、これは知識があるとか、記憶力が良いというものです。 

2 つ目は「機転が利く」とか「対人感性力」で、吉本芸人等がこれに該当するように思います。 

3 つ目は「地頭力」です。 

 

地頭力とは、例え知識がなくても自分の頭で答にいたる筋道を考えていける能力で、１のもの

を１０にする力ではなく、何も無いところ０から１を作り出す能力のようです。一般的な知能検査で

は、「やる気や行動力」、「あきらめないねばり強さ」、「枠にとらわれない思考力や創意工夫」など

は分りません。まして日常ビジネスでは学校では教わらなかったような難問にも遭遇しますが、こ

のような未知の問題を解決できるどうかも判断できません。 

 

このような事を判断するのに「仮に富士山を動かすとすればどうすればよいか」、「新幹線の東

京～新大阪間の車内でコーヒーが何杯くらい売れるか」、「日本に電信柱が何本あるか」といった、

一見、荒唐無稽（でたらめ）とも思える問題を一部の大企業が就職試験に出題しているようです。 

これは従来の知識や思考力だけでは解けない問題で、知識とは別の頭

の良さの「地頭力」を見極めようとしているようです。この背景には環境変化

の激しいビジネス界で予測不能な事態に遭遇しても、問題を解決できる人

材を求めているようです。我々も疲弊した建設業界で生き残るには、正にこ

の「地頭力」を養う必要があるように思った次第です。 
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PR 情報委員長 日 野 寿 光 

“編集後記” 

２期にわたりＰＲ・情報・ＩＴ委員長をさせて頂きました。 

力不足の為、十分な成果を出すことが出来なかったのですが、皆さんの協力

を頂き役務を終わることが出来ました、本当に有難うございました。 

本来ならば 2008 年度各理事の方の抱負なども掲載したかったのですが、2 月

以降のクラブ行事報告を掲載すると紙面が足りなくなる関係でお願いできなか

ったこと、お詫び申し上げます。 
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土土土居居居町町町文文文化化化会会会館館館   第第第二二二例例例会会会にににててて。。。   
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