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伊予土居の史跡探訪【村山神社のホルトノキ】町指定天然記念物（昭和56年指定）

目通り5.7m／樹高27m／枝張り20m／樹齢300年以上／愛媛県四国中央市土居町津根・村山神社　
　愛媛県内ではおそらく第一位のホルトノキで、四国でも徳島県阿南市のホルトに次ぐ巨木だと思われる。神社は社叢も大きく立派
な所で、拝殿に向かう手前のやや傾斜した所に大きく根を広げて立っている。幹の内部は空洞化しているが、外観は至って健康で枝
葉の茂りも大変良い。うっすらと苔むした素直な主幹が伸びて､最初に見た時はあまりに立派で楠と見分けがつかなかった。ホルト
ノキは別名をモガシ、スグノキ。香川県志度町出身の平賀源内が、ポルトガルのオリーブとよく似たこの木の実を混同して着けた名
であるという話。樹形は楠やタブにも似ているが葉の中にポツリと真っ赤に変色したものがあるのでよく区別できる。また境内には、
斎明天皇百済救援の折の御陵所とも言われている。宝塚があって、県内でも屈指の式内明神大社だそうだ。　町指定天然記念物。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　（四国の巨樹・銘木（http://www2.dokidoki.ne.jp/bigtree/index.htm）ホームページより引用）



■受賞

■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
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　長尾嘉也さんが、ライオンズクラブ国際協会より「2007
～ 2008年度クラブ会長優秀賞」を授与されました。
　おめでとう御座います。　　　　　　　　　長井　　昭

◆長尾前会長
　2007～2008年度クラブ会長優秀賞

◆地区ガバナーズアワード表彰◆地区ガバナーズアワード表彰
●会員・EXT・指導育成・プロトコール委員会
　　　指導力育成賞
　　　例会出席優秀賞� 銅賞

●PR・ライオンズ情報・IT委員会
　　　マスコミ報道優秀賞� 金賞
　　　IT特別賞� 銀賞

平成20年12月

●青少年育成・児童・市民奉仕委員会
　　〔LCIF・YE・国際協調〕
　　　青少年指導優秀賞� 金賞
　　　環境保全賞（講演会部門）� 金賞
　　　平和ポスター賞� 銅賞
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■1年を振り返って　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長井　昭

■第55回地区年次大会　　4月11・12日

　4月 11日のゴルフ大会、12日の年次大会に参加し
てきました。
　有志の方で一泊という事で喜代美山荘での素晴ら
しい夕日を見ながらの宴会、一層の親睦が図れたよ
うに思います。あくる日は坂出グランドホテルにて
大会が行われ、わが土居ライオンズクラブでは第三
分科会において長井会長が「地球の秘密」という演
題で講演しました。会員の方より素晴らしいと評判
がよく、会長も汗をかきながらの熱演でした。
　式典会場では、うどん他香川の名産品の模擬店、
龍神太鼓の素晴らしい演奏がありました。この太鼓は、

北は北海道、南は沖縄と日本全国又中国、アメリカ、韓国と演奏活動し
ているとのこと。
　再来年にわが3Ｚにもキャビネットが回ってきますが、みんなで盛り
上げていかねばと思いました。　　　　　　　　　　　　大田　憲司

336-Ａ地区　第55回地区年次大会参加

大会スローガン：「夢無限 海橋とUDONの都でWe Save」

　昨年、5月高知、6月広島と年次大会が続き、1年間こ
れは『これは大変だ』と思い、7月の新年度に入り、想
像以上の忙しさで、1年間やっていけるかと不安に陥り
ましたが、幹事の大田憲司さん、事務局の渡辺さん、
各委員長さんが各行事に対して非常に頑張ってくれて
無事終了致しました。
　本当に幸せな1年でした。皆さんに心よりお礼申し上
げます。
　益々の伊予土居ライオンズクラブの成長、発展をお
願いしまして筆を置きます。
　有難うございました。

長井 昭 会長に LCIF（ライオンズクラブ国際財団）
より、メルビン・ジョーンズ・フェローの楯が送られま
した。
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activityactivity

◆平成21年1月15日（木）
◆四国中央市立関川小学校

　関川小学校の地球の秘密の授業に参加して、小学 5年
生の心に地球を大切にすることの重要さが充分に伝わっ
ていることを嬉しく思いました。なぜゴミを捨ててはい
けないのか、皆がゴミを捨てたらどうなるのか、そして、
自分のところさえ良ければよい、地球のことなんか気に
していない勉強不足の大人がたくさんいると思いますが、
子供達には勉強したことをいつまでも忘れずにいてほし
いと思います。そして、地球を大切にするという意識を
持ち、実行する人が一人でも増えていってほしいと思い
ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　岸　良一

◆平成21年1月23日（金）
◆四国中央市立長津小学校

　長津小学校の地球の秘密の授業は外の学校とは少し違
ったやり方で行われました。坪田愛華ちゃんが作った研
究が本になり、TVや新聞に取り上げられ、ライオンズク
ラブに伝わり、そして長津小学校に伝わってきたのだから、
ここで止まってはいけない。もっと多くの人に伝えなけ
ればいけない。そこで、授業で勉強したことを大きな紙
に書き、紙芝居形式にまとめて多くの人に伝えようとい
う取り組みが始まりました。自分が勉強したことを他の
人に伝えるという作業はとても大変で、試行錯誤したの
ではないかと初めての授業を見て感じました。2回目の授
業では 1回目より大きな声でとなりのクラスの生徒に勉
強した成果を伝えられていたと思いました。長津小学校
も今年初めての取り組みでありましたが、すばらしい企
画だと思います。来年はどうやったらもっと上手に伝え
られるか研究してくれることと思います。人に伝えると
言うことは自分がかなり理解していないとできないこと
なので、勉強したことがしっかり心に残ってくれたらい
いなと思いました。　　　　　　　　　　　　岸　良一

地球の秘密について地球の秘密について

◆平成21年1月16日（金）
◆四国中央市立北小学校

　北小学校の地球の秘密の授業に
参加して感じたのは、今年初めて
行う授業だと感じないほど環境問
題についてよく勉強しているとい

うことでした。普段から色々な問題について勉強してい
る様子が教室のいたるところに見られました。今回の地
球の秘密の授業でさらに色々な環境問題があることを学
んだと思うので、勉強して得た知識を実践できる人に育
ってほしいと願います。　　　　　　　　　　岸　良一
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activityactivity
奉仕活動

◆平成21年2月8日（日）
◆ふるさと広場（土居ラブリバー）
　
◆平成21年3月1日（日）
◆東宮海岸（東宮愛ビーチ）

◆平成21年3月11日（日）
◆ふるさと広場（土居ラブリバー）

清掃奉仕（土居ラブリバー・東宮愛ビーチ活動に協力）

●2月8日・ふるさと広場　　　　　　　　　　　石水　勇
　　早朝まだ薄暗い中、多くの方々の参加に依る清掃が行われま

した。ふるさと広場のゴミは以前に比べ非常に少なくなりました、
クラブ員や皆様方の 成果だとおもいます。

　　良い環境が、広がれば、人の心も豊かになりそうに思います。
ご協力をお願いします。

●3月1日・東宮海岸　　　　　　　　　　　　　越智　滋
　　石水勇委員長より、今期になって清掃奉仕への出席が少ない

ので、罰として参加した東宮海岸清掃奉仕の会報誌の原稿を書
くようにとのお達しで、遅くなりましたが短文を提出いたします。

　　 3 月 1 日はお天気も良く、久し振りの清掃奉仕でした。
　　東宮海岸へ行くと私が 1 番らしくまだ誰も来ていませんでし

たが、間もなくライオンズのメンバーと東宮地区の皆さんも来
られて、丁度干潮の浜辺のゴミ拾いをしました。1 時間くらい
で 500m の砂浜がすっかり見ちがえる程きれいになり、本当に
すがすがしい気持ちになり帰途につきました。

　　昨年は議長職の公務が忙しくほとんど奉仕活動に参加できず、
メンバー各位には大変ご迷惑をおかけしました。

●3月11日・ふるさと広場
　　昨年に引き続いてお別れ遠足でふるさと広場に行くのに合せ

て合同清掃をおこないましたが、今年は地球の秘密を勉強した
5 年生が主体となって行われました。司会進行から始まって、
まず児童代表の言葉、清掃、そして最後にも児童代表の挨拶が
あり、全て 5 年生の生徒が担当して行われました。毎月ラブリ
バー活動が行なわれているにもかかわらずたくさんのゴミが集
まりました。まだまだ自分さえ良ければよいという人がたくさ
んいるということかと少しかなしくなりますが、清掃活動をと
おして、環境の大切さに気づく人が一人でも増えていってほし
いと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　岸　良一

　　小富士小学校全校生徒・先生・クラブ員と一緒にふるさと広
場で合同清掃を行いました。子供達と一緒に 8 グループに分か
れて楽しい有意義な時間を過ごしました。

　　『ゴミを拾うことによって捨てなくなる』と言う生徒もいまし
た。今回の清掃奉仕を通して『数は力』と言う事を実感しました。
大変おつかれさまでした。ありがとうございました。　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　喜井　孝一
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●3月12日・ふるさと広場　　　　　　　　　　　　安藤　宏
　　13時 30分より、土居高校生徒 240名、教職員 40名、ラブリバ
ー会員や当LCのメンバーが快晴の中、市内を流れる河川環境及び
景観を保全するためのボランティア活動として関川河川敷の清掃
奉仕作業を実施しました。
　　前日、小富士小学校との清掃に続き連日での作業、皆さん御苦
労さまでした。
　　大人数での作業はバツグン！
　　改めて河川の維持管理や愛護の心が生まれてくるのではないで
しょうか。

土居高校1C　矢田　聡太
　高校生で初めてやるラブリバー活動。ゴミを拾ってみて改めて僕たちの近くに
ある川が必ずしも、清潔ではないのに気づきました。「誰かが拾ってくれるだろう」
と思って捨てたゴミが、こうして今も残っていることに不快感を感じました。　
土居高校1D　中村　優希
　たった 1時間でトラック 1台分ていどのごみが集まってびっくりした。環境に
ついて少しは意識していたつもりだったけれど、こんな身近なところに気づいて
いなかったんだと実感した。これからは、もっと身近なところに目を向けてみたい。　
土居高校2A　生田　真凛
　ラブリバー活動をして、私たちの町には意外にもゴミが多い事に気付き、少し
ショックでした。ですから、一人一人が気をつけることと、こういった作業に積
極的に取り組むことが大切だと実感しました。

activityactivity
奉仕活動

◆平成21年3月12日（木）
◆ふるさと広場（土居ラブリバー）
　
◆平成21年5月10日（日）
◆ふるさと広場（土居ラブリバー）

◆平成21年6月14日（日）
◆ふるさと広場（土居ラブリバー）

清掃奉仕（土居ラブリバー活動）

清掃奉仕（土居ラブリバー活動）に参加して

　伊予土居ライオンズクラブの奉仕活動の一
環である、小富士小学校生徒及び土居高校生
徒との河川敷清掃（ふるさと広場）が、四国中
央市ボランティア市民活動センターのホーム
ページと掲示板で紹介されました。
　また、第61号社協だよりにも掲載されました。

■四国中央市ボランティア市民活動センター
http://www.sikochu.jp/̃vsc/raburiba
suisinkyougikai-090401.pdf

土居ラブリバー活動が
紹介されました

【掲示文】

（前ページに拡大写真で紹介）
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　平成21年 6月 7日第 2次ボランティアの森植樹
祭に太田幹事、石水環境保全社会福祉 LCIF 委員
長及び山之内で参加いたしました。
　当日は快晴の中多くのボランティア団体や（財）
ダム資源環境整備センター等の組織団体総勢約
120名が参加し盛大な植樹祭となりました。
　富郷ダムサイトにて式典を開催後、バスにて植
樹場所である第 2次ボランティアの森へ移動後、
各団体の代表者とともに石水委員長が表示板の除
幕式に出席後、各人がそれぞれの場所にて植樹を
行いました。
　急斜面への植樹ではありましたが、参加者全員
が得意である馬力を存分に発揮し一人 2本の割り
当て以上の植樹をし、初夏の日差しの中、気持い
い汗を流しました。
　尚、やや張り切りすぎて腰の調子が悪くなった
人もいるとか？
　今年も渇水が予想される中、水資源の確保、環
境保全の為、この植樹祭に参加できたことは伊予
土居ライオンズクラブの一員として非常に有意義
のあるものであると思います。
　ちなみに富郷ダム、金砂湖の貯水率の低さが少
し心配です。　　　　　　　　　　　山之内浩二

activityactivity
奉仕活動

◆平成21年6月7日（日）
◆富郷ダム・ボランティアの森

第2次ボランティアの森　植樹祭

　新しく入会いたしました神垣です。

　小さい頃から夢にまで見ていま

したライオンズクラブに入会した

ことは、大変嬉しく感動しており

ます。まだ新人であり、聞く事見る事、全く不安です。これからク

ラブ員として常に前進、積極的に取り組んで行きます。

　よろしくお願いします。

● ● ●　神垣さん入会式　● ● ●

　平成21年 4月 15日、第2例会で、神垣　静馬さん（スポンサー　
大田　憲司さん、代理　村上　守久さん）の入会式が行われました。
　入会おめでとう御座います。今後の神垣　静馬さんの活躍を期待
しています。皆でクラブを盛り立てて行きましょう。がんばってく
ださい。

入会にあたり

神　垣　静　馬



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
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■広告ご協賛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

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

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

四国中央市議会議員

越　智　　滋
0896－74－3461

有限会社　協栄電機
加地　茂友
0896－74－8757

株式会社　カミモリ
神垣　靜馬
0896－74－1115

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

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

ケーオー醗酵株式会社
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

伊予銀行　土居支店
鶴岡　憲治
0896－74－6811

長　井　歯　科
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

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
0896－74－1313

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


