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伊予土居の史跡探訪【いざり松（土居町）】

　この松は、弘法大師お手植えの松と伝えられ、地面に大きく枝を広げた樹相から、「土居のいざり松」と呼ばれ親しま
れてきました。しかし、惜しいことに昭和43年暮れに枯れてしまい、今では、残った枝や太い幹で、ありし日の雄姿を想
像するしかありません。その巨木ぶりは、目通り（直径）5m、枝張り東西30m余、南北20m余にもおよんだそうです。
＊この松は推定樹齢700～800年ぐらいと言われていましたが、昭和42年ごろから衰退が目立ち、昭和43年暮れにはほとん
　ど枯れました。（いざり松説明表示板より）



■2008～2009年度　スローガン

国際テーマのハイライト

「Miracles Through Service」

ライオンズクラブ国際会長
アルバート F.ブランデル
　　　　　　Albert F.Brandel 

奉仕で奇跡を

ライオンズクラブ国際協会336-A地区
ガバナー・スローガン

「叡智と勇気・誇りをもって　ウィサーブ」
●キーワード　　「 和の心 」 ライオンズクラブ国際協会

336-A地区ガバナー

山 　 地 　 章 　 靖

「和を持って　明るく魅力ある例会に」

336-Ａ地区　2R-3Z
伊予土居ライオンズクラブ会長
長 　 井 　 　 　 昭

伊予土居ライオンズクラブ会長スローガン

●会長努力目標

　1 各委員会の活発な活動の持続

　2 出席率の向上

　3 会員増強（特に女性会員の入会促進）

2008～2009年度
シンボルマーク

2008～2009年度
バナー

■国際協会336-A地区　2008～2009年度　バナーとシンボルカラー
　太陽の光を受ける「金波」と月の光を受ける「銀波」は大自然の中での瀬戸の海を
象徴している姿である。その瀬戸の海峡に架かる４色の橋は瀬戸大橋をイメージし、
オリーブグリーンの香川・藍色の徳島・オレンジの愛媛・そしてブルーの高知をそれ
ぞれ表し、ライオンマークを中心にして4つの橋がガッチリと組み合わさり、和の心を
持って、両手でこれを支え団結した姿は、「336－A地区」の更なる発展とライオニズ
ムの昂揚をイメージしております。� 

　坂出キャビネットのシンボルカラーは香川県の県花・県木　オリーブ（花言葉：平和・
知恵）に因みオリーブグリーンとしました。

　2008－2009年度ライオンズクラブ国際協会336-A地
区　2R-3Z　第一回ゾーンレベル会員委員会及び第一
回地区ガバナー諮問委員会が平成20年8月9日土曜日に
ホテル　グランフォーレで行われました。
　伊予土居ライオンズクラブがホストクラブで行われ、
無事終了する事が出来ました。会員の皆さん、ご協力
ありがとう御座いました。

第1回 地区ガバナー諮問委員会
◎8月9日（土）　◎ホテル　グランフォーレ
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■新役員の抱負

■提言

　今期のスローガン「和を持って　明るく魅力ある例会に」を掲げました。   
◎努力目標として       

　1 各委員会の活発な活動の持続

　　今までの継続事業の実施と新規事業の掘り起こしをお願いします。

　2 出席率の向上  

　　例会欠席の場合、委員長が各委員に連絡し、例会前後 13 日の委員会、理
　　事会、アクト等に出席を促して頂き、メイクアップ出席 100 パーセント
　　を目標にいたします。

　3 会員増強（特に女性会員の入会促進）

　　2 名以上の会員増強をガバナーが唱えています。

　今期 1 年間、皆様のご協力を頂いて　無事に会が進むことをお願いいたし
ます。

『一年間よろしくお願いします』
会　長

長井　　昭

　今期 ZC と言う大役を引き受けることになりましたが、その役割を充分に
果し得られるかどうか、聊か？であります。私し自身の重要な“心構え”と
して　①やる気を起こさせる激励者になれるかどうか　②クラブ員の良き相
談相手としてのカウンセラーとなれるかどうか　③３Ｚ各クラブとの連携を
蜜に保つ指導者になれるかどうか？　いずれも ZC の役職を果すための重要
な基本ですが、一方では会員一人ひとりがライオンズマンとしての最低限の
義務が果せるかどうかです。ZC としての私の“役割”は大きく分けて２つあ
ります。一つは地区ガバナーの方針や RC の意図を伝達しながら、Ｚ内各ク
ラブへの指導や合議、調和等に務めること、2 つ目には、Z 内各クラブの意見
等を集約し、キャビネット会議等に提案し議論を交わしながら、地区全体の
質の向上などに寄与することです。そのためには役員選出、クラブ、Z、R が、
全体的にしっかりとしたクラブ運営の基本となるプラス思考の「会員維持」「例
会出席率」が常に高い位置で推移していること、特にこの 2 点を会員一人ひ
とりが意識して守り、クラブ活動をする事によって強力なクラブの基盤が確
立されます。足元である基盤が強固であれば、地区役員や地区委員は自信を
もってその職責活動に挑めます。逆に「退会者の多いクラブ」「例会出席率の
低いクラブ」など軟弱な基盤であれば、その活動は後退し、曳いてはライオ
ンズ全体の後退に繋がります。山地ガバナーが言う『却下照顧』を今一度、
初心に返って思い起こしながら、足元を見つめなおす必要があると思います。
私は今期一年クラブ員皆様の付託に応えるべく、叡智と勇気をもって地区役
員としても、一クラブ員としての基本を遵守しながら老骨に鞭打って、活動
に励みたいと思っています。
　伊予土居ライオンズクラブ員の皆様方には格別のご支援、ご協力を賜りま
すようお願い申し上げまして、ＺＣとしての役職に臨む所信の一端とさせて
頂きます。

ZC の役割とクラブ会員の役割について

2R-3Z-ZC

山　内　　貢
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■新役員の抱負

　長井会長が“スローガン”“努力目標”の達成に向けて思う存分に活躍でき
る様に、全面的に協力し、明るく魅力あるクラブ運営のサポート役を果たし
ていきたいと思っております。
　今期も皆様の尚一層のご協力をお願い致します。

会　計

　『明るく魅力ある例会』を目標にして今年 1 年間、クラブ員の皆さんのご協
力を得ながら素晴らしい例会にしていきたいと思います。よろしくお願いし
ます。

ライオン・テーマ

矢野　達夫

鈴木　富男

　『和を持って　明るく魅力ある例会に』会長のスローガンの通り、クラブ員
相互の和を大切にし、明るく魅力ある例会つくりを皆さんと共に行っていき
たいと思います。
　1 年間、御協力の程宜しくお願い致します。

幹　事

　長井会長を中心に　一人一人の個性を生かした我がクラブの『和』の前進
を感じております。ウィ・サーブの精神で、できることから協力してまいり
ます。皆様よろしくお願いいたします。

第1副会長

　幹事としてのアッという間の昨年度を振り返る時、忙しかったのは勿論で
すがいろいろな会合に参加しさまざまな方のご意見を拝聴できたことは、私
のこれからのライオンズ人生にとってはとても大きな一石となることは間違
いのないことでしょう。もうすでに幾つかのアクトがスタートしておりますが、
事業委員会としての役割において担当委員の皆さんとしっかりと協力し、全
員がより高いレスポンスで力を発揮できるよう共通理解を深めて行きたいと
思っております。
　この一年、どうかよろしくお願いいたします。

第2副会長

大田　憲司

喜井　孝一

西山　雅啓
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■新役員の抱負

　今年度会則大会参加委員会の委員長を仰せつかりました石村です。
　会則については会員資格の条件について見直したいと思います。
　大会参加については1人でも多くの会員が参加できる様に委員会メンバー
のご協力をいただきアイデアを出していきたいと思います。大会参加という
意味では、長井会長の努力目標である例会出席率の向上に委員会全員 100％
出席で協力したいと思います。
　1年間よろしくお願いします。

会則・大会参加委員長

　今期、PR委員長を務めることになしました。伊予土居ライオンズクラブの
中ではまだまだ若輩者ですが、諸先輩の皆さんに助けてもらいながら1年間
頑張っていきたいと思います。PR活動を通してライオンズクラブの素晴らし
い多くの活動を地域の人たちに知ってもらいたいと思います。

PR・ライオンズ情報・IT委員長

石村　重義

加地　茂友

　会長の努力目標である、出席率の向上と、会員増強（特に女性会員）につ
いては、当委員会として全面的に協力し、又、他クラブの例会訪問も積極的
に行い「明るく魅力ある例会」つくりに貢献したいと思っております。つき
ましては、会員皆様方も尚一層のご協力をお願い致します。

会員･会員維持･EXT・指導力育成委員長

　テールツイスタータイムをユーモアに満ちた一時とし、会合の調和・友好・
活気を促進する為、今期1年頑張りたいと思います。また、クラブではドネ
ーションを期待して予算を組んでいます。皆様ご協力よろしくお願いいたし
ます。

テール・ツイスター
高橋　洋一

櫛部　邦寛

　6月 21日に 2Ｒクラブ委員長スクールに参加し計画財務の主たる役割を勉
強した次第です。、委員長スクール　計画委員会　資料の中に「例会に出席し
知的な活動、労力による奉仕、役員も理事も会員も一緒になって活動するの
がライオンズクラブなのです」と言う文面がありました。まず会員が例会に、
より積極的に参加できるような楽しい例会を委員会メンバーと一緒に創造す
るつもりです、皆さん宜しくお願いします。

計画財務委員長
日野　寿光
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■新役員の抱負

　昨年、青少年委員会の副委員長になった時点から高橋前委員長に来年は委
員長を引き継いで事業を継続してくださいと言われていましたので、何とな
く言われるままに引き受けてしまいました。青少年委員会はたくさんの事業
がありますが、メンバー皆様のご指導ご協力を頂きながら頑張っていきたい
と思います。特に青少年育成講演会については、高校生に夢や希望を与え、
自分の進むべき将来について自分自身で真剣に考えるような内容にしたいと
考えています。一年間どうぞよろしくお願いします。

青少年育成・児童・市民奉仕委員会委員長
岸　　良一

　今年1年間、　環境保全・社会福祉委員会の委員長を仰せつかり、皆様の助
言ご協力で、楽しく又実のある委員会にしたいと思います。よろしくお願い
します。

環境保全・社会福祉委員長
石水　　勇

　この度、8月に伊予土居ライオンズクラブに入会させていただき

ました、鶴岡憲治でございます。入会にあたりクラブの役員及び会

員の皆様に温かく迎えていただき、大変感謝しております。

　私は、伊予銀行に入行して22年になりますが、その間、本部も含

めると8か店を経験しました。転勤の都度いつも心がけていることは、

早くその土地に慣れ、その土地に溶け込むことです。今回は幸いな

ことに皆様のおかげで、ライオンズクラブに入会させていただきま

して、今までとは違った形での地域への関わりができるのではない

かと感謝しております。

　地元の金融機関として、より身近な存在として、皆様のお役に立

てるよう精一杯がんばりますとともに、ライオンズクラブの奉仕活

動を通じて、皆さんとともに地域に貢献できればと願っております

ので、ご指導の程よろしくお願いいたします。

● ● ●　鶴岡さん入会式　● ● ●

　平成20年 8月 20日　第 2例会で、鶴岡　憲治さん（スポンサー
　長井　昭さん）の入会式が行われました。
　入会おめでとう御座います。今後の鶴岡　憲治さんの活躍を期待
しています。

伊予土居ライオンズクラブ入会にあたって

鶴　岡　憲　治

6



activityactivity
奉仕活動

◆平成20年6月25日
◆今治市愛ランド（今治市総合福祉センター）
◆参加者　・長尾嘉也　・長井　昭　・山内　貢　・岸　良一　・加地茂友
　　　　　・土居高校教頭先生　藤田　正司　　　　　　　　　　　　　6 名

　平成 20 年 6 月 25 日、今治市愛ランド（今治市総合福
祉センター）4F 多目的ホールにてライオンズクエスト「思
春期のライフスキル教育」の体験会が行われ参加してき
ました。子供たちに本当の自信（「自分の力を伸ばす」「自
分や他の人を大切にし認め合うこと」「責任を持って行
動すること」）をもってもらう為に大人がどの様に向き
合っていけばいいかを体験学習してきました。子供が自
らの意思でいろいろな悪い誘惑から「嫌」と言って断れ
るようになるまで繰り返しライフスキル教育が必要だと
おもいます。　　　　　　　　　　　　　　加地　茂友

思春期のライフスキル教育

今治サーチングライオンズクラブさんの
「思春期のライフスキル教育」体験会に参加して

activityactivity
奉仕活動

◆平成20年7月13日
◆土居町関川河川敷ふるさと広場

◆平成20年8月3日
◆土居町関川河川敷ふるさと広場

清掃奉仕（ラブリバー）活動

北野自由広場は、今までの清掃の成果か地域の方々
の認識が高く、ごみも少なくなっていました。
ただ、草が茂っていたので草刈りに精を出したクラ
ブ員さん、お疲れ様でした。　委員長　石水　勇

◆平成20年9月7日
◆土居町北野自由広場
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ライオンズクラブ国際協会336-A地区　2R-3Z

　　　　伊予土居ライオンズクラブ
　　　　会　長　長　井　　　昭
　　　　事務局　愛媛県四国中央市土居町入野965－1
　　　　　　　　土居町商工会館2F　TEL（0896）74－6235
編集責任者　PR委員長　加　地　茂　友

例会日　第1例会
　　　　　第1水曜日　12：15～13：30
　　　　第2例会
　　　　　第3水曜日　19：00～20：15
例会場　四国中央市土居文化会館

発　行

●7月第1例会　◆平成20年7月2日（水）　◆土居文化会館

●7月第2例会　◆平成20年7月16日（水）　◆土居文化会館

●9月合同例会　◆平成20年9月3日（水）　◆ホテル グランフォーレ

各クラブのこれからのますますの活動を期待します。

写真でみる例会報告写真でみる例会報告

長井会長のもと、新体制でがんばります。
ライオンズクラブ国際協会336-A地区
2R-3Z-ZC 山内　貢さん 任命状伝達

　今年度から第二例会では、パワー
ポイントを用いてプロジェクターを
使用し例会を行っています。この趣
旨は紙の削減を目的とし例会に新し
い感覚を持って出席率の向上につな
げたいことから実行しています。例
会の最後にクラブ会員のスピーチを
行っていますが、スピーチ資料もプロジェクターで
視的に活用して素晴らしいスピーチを行っています。
クラブ員からも評判が良くいろいろな取組に活用し
ていきたいと思います。

　ライオンズクラブ国際協会 336A 地区 2R　第 20 回
3Z 合同例会が行われました。
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