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第１副会長就任にあたって

　　　　　

戸田隆雄

渡部洋一

③

第１副会長

　　　　　毎日暑い日が続いています。会員の皆様には、身体に充分に気をつけて活動していた

だきたいと思います。

　本年度のスローガンは、《友情・新しい風・ウィサーブ》とさせていただきました。

　私は入会して17年目となりました。自分で仕事を始めて35年目となりましたが、松山北ライオンズク

ラブに入会するまでは、ほとんど同業者間の友人・知人との会話でしたので、かなり「ひとりよがり」の

世界にあったと思います。

　ライオンズクラブに入って、異業種の会員さんとボランティアを通して交流を深めていく中で、自分

がいかに狭い世界の中で生きて来たかを学ぶことができました。特に、委員会を通じて新しい友情が、

仲間が、生まれて来たことを実感しています。

　来年度は30周年記念が待っています。何かのスクールで学んだことで、ライオンズクラブは30年目

くらいに一つの節目が訪れるとのことでした。現在、5年以内の会員が約20名います。今こそ、新しい

風が吹きつつあると思います。新しい発想、新しい感性で今期動いてみたいと思います。

　基本方針の「例会の活性化」については、計画委員会と一緒になって工夫をしていきたいと思い

ます。「会員の増強」については、クラブ発足時の51名会員を目標とすることを引き継いでいこうと思

います。階段は一歩、一歩しか上がれませんが、目標は高く持っていきたいと思います。

　以上、思いを言い尽くせませんが、会員の皆様のご協力をよろしくお願いします。

第2副会長就任にあたって
第2副会長 阿部信之

　　　　　この度、第二副会長をお引き受けさせて頂きました。松山北ライオンズ入会以来１０

年目になりましたが、私より適任の方がいらっしゃると思っていましたので私自身意外でした。　　

　今の時点で私が出来ることは限られているかもしれませんが、出来るだけ出席し皆様に関わりを

持って仲間意識を高めたいと思っております。戸田会長の後押し役として頑張って行きますので、

宜しくお願いします。

運営方針について
会　長

　　　　　皆様　こんにちは。
　この度、松山北ライオンズクラブの第1副会長に就任いたしました、渡部でこざいます。
　私、47歳のときに松山北ライオンズクラブに入会させていただきましたが、いつのまにか還暦を迎
える歳になりました。
　その間に、7年間一度も休むことなく出席し続けたこともありましたが、一度休むと仕事のせいにし
てずるずると休むようになり、大変反省しております。
　今期1年間、戸田会長の下で勉強させていただきながら頑張りたいと思いますので、よろしくお願
い申し上げます。
　最後に、毎日暑い日が続いておりますので、皆様におかれましては健康管理には十分注意され
ますようお願い申し上げます。



会員委員長就任にあたって

　　　　　今期、会員委員長に就任いたしました末光三郎です。宜しくお願い致します。
　会員委員長の主な任務として会員増強、ドロップ防止がありますが、会員増強につきましては、
例会で報告致しました通り、各委員会で最低1名以上を推薦していただくこと。
　ドロップ防止については、そのような気配を感じましたら会員委員長又は会長･幹事までお知らせ
下さい。
　以上2点をお願い致しまして、就任の挨拶と致します。

末光三郎

計画・出席委員長就任にあたって

鶴野修二

　　　　　今期、戸田会長の下、計画委員長を仰せつかった鶴野です。
　初めての委員会なので、諸先輩方に指導をいただき楽しい例会が出来るよう、会員の皆様方
の出席率が向上するように頑張りますので、一年間宜しくお願いします。

④

会員委員長

計画・出席委員長

　　　　　この度、ＰＲ委員長に就任しました田窪良二です。
　私は松山北ライオンズクラブに入会して未だ１年半余りしか経っておらず、ライオンズに関するこ
とで理解不足のことが多々ありますが、諸先輩方にご支援をいただきながら頑張っていきたいと思
います。
　今期の会報誌は、前期に引き続き年12回発行いたします。アクティビティ等についてはタイムリ
ーな掲載を心掛けるとともに、会員の皆様のご意見等を反映させた誌面づくりを目指したいと思い
ます。少しでも充実した会報誌になるよう努めてまいりますので、皆様方のご指導・ご協力をよろしく
お願いいたします。

財務委員長就任にあたって

財務委員長 小笠原 久

　　　　　この度、財務委員長に就任することになりました。
　これから一年間よろしくお願い致します。
　財務委員会は、運営費及び事業費の予算組み並びに会費の徴収が最も重要な役割かと思
われます。特に、事業資金獲得に当たりましては、会員の皆様のご協力があってこそ達成されま
す。
　委員会一同、精一杯頑張る所存ですので、今後とも、ご指導、ご高配を賜りますよう、よろしく
お願い申し上げます。

ＰＲ委員長就任にあたって
ＰＲ委員長 田窪良二



　　　　　皆様、こんにちは。
　松山北ライオンズクラブに入会して3年が経ちますが、早いものです。
　今回はいろいろな行事がありますが、その中に3施設の行事があります。
　私が高校生の時、ＪＲＣ日本赤十字社のクラブ副委員をしていましたが、その時ボランティア活
動で施設を訪問して、園児と紙芝居や幻灯などで一緒に遊んだ経験があります。まさか、今回大
人になって同じような経験をすることになるとは夢にも思っていませんでしたが、これも何かの深い縁
があったのだと考えさせられます。
　まだまだ分からないことだらけですが、諸先輩方に教えていただきながら、少しでも貢献できればと
思っております。
　今後とも皆様のお力をお借りしながら頑張りたいと思いますので、よろしくお願い致します。

⑤

　 アクティビティ報告

◆ 献血アクティビティの実施
　平成22年7月22日（木）より27日（火）まで、大街道献血ルームにて、2010年度第1回献血アクティ
ビティを実施しました。今回も大勢の方々に献血をしていただきました。ご協力ありがとうございました。
　今回の成果は、次のとおりです。

献血アクティビティに参加されたクラブの皆様、大変暑い中お疲れ様でした。

　　　　　今期、環境保全・保健福祉委員長を務めさせていただきます渡部和雄です。
　若輩者の私には身に余る大役ではございますが、一生懸命取り組んで参りたいと思います。
　また、先だって、麻薬撲滅運動「ダメ・ゼッタイ」普及ﾊﾟﾚｰﾄﾞ及び献血にご協力くださった皆
様、ありがとうございました。
　これからも何卒、皆様のご指導・ご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。　

環境保全・保健福祉委員長就任にあたって

環境保全・保健福祉委員長 渡部和雄

青少年・ＹＥ委員長就任にあたって

青少年・ＹＥ委員長 良野一生

611名

169名

354名

  88名

【成果】 献血受付者

４００ｍｌ

成　分

不採血



　　例 会 報 告

　○　会長挨拶・今年度会長方針の発表
　○　新役員理事紹介・挨拶
　　　・　役員理事代表　　 幹事：清水政司
　　　・　委員長代表　　　 会員委員長：末光三郎
　○　2009年度決算報告・監査報告・決算承認
　○　2010年度予算承認の件
　○　【幹事報告】
　　　① 上半期会費徴収日について（7月第2例会で徴収）
　　　② 松山市青少年育成市民会議代議員･理事の件
　　　　　（新年度につき）代議員/第2副会長：阿部　理事/青少年委員長：良野　に交代
　　　③ 地区役員-北クラブ例会訪問日程の件（8月第2例会-8/25）
　　　④ 宮崎県口蹄疫義援金のお礼状の件
　　　⑤ 第1回献血運動の件（7/22～7/27）
　　　⑥ １リジョン監査報告並びに退任・就任挨拶状
　　　 【審議事項】
　　　① 年間計画予定表の件
　　　② 年間理事会変更の件（2回）　・・・　11/3（水）→11/4（木）、5/4（水）→5/6（金）
　　　③ 「ありがとうハガキメッセージ」依頼の件
　　　④ 国際平和ポスターコンテストの件
　　　⑤ 「ﾀﾞﾒ･ｾﾞｯﾀｲ」普及運動街頭パレード及び国連支援募金運動の件
　　　　　ﾊﾟﾚｰﾄﾞ：7/16〔金）15:40　いよてつ会館5Ｆ集合　16:15～ﾊﾟﾚｰﾄﾞ
　　　⑥ 8月第1例会変更の件（計画）　・・・　花火大会により8/11（水）→8/8（日）
　　　⑦ 花火大会に留学生招待アクティビティの件（青少年委員会）
　　　⑧ 事業資金獲得事業の件（財務委員会）
　　　⑨ Ｔシャツの購入の件
　○　国連支援募金活動 （食事中）

⑥

　○　前年度純出席１００％表彰 （6名）
　　　　　阿部信之・末光健二・末光三郎・鶴野修二・戸田隆雄・三浦雄三郎
　○　【報告事項】
　　　① 前回例会でのダメ・ゼッタイ募金額の件
　　　② 竹田ライオンズクラブ友好関係現状報告

　○　ゲスト （竹田ライオンズクラブ）紹介及びゲスト挨拶
　○　【報告事項】
　　　① 第１回ガバナー諮問委員会及びゾーンレベル会員委員会開催の件
　　　　　8/29〔日）　いよてつ会館　参加者：３役・会員理事
　　　② ガバナー公式訪問開催 （１R-2Z) の件
　　　　　9/25（土）　いよてつ会館　参加者：３役・第１副会長・会員理事
　　　③ 東洋・東南アジアフォーラム　・・・　9/15締切
　　　　　11月18日～21日　開催地：台湾・高雄
　　　④ 他クラブ例会訪問アワードの件
　　　⑤ 事務局担当 （松山金亀ライオンズクラブ）よりコピー機の件
　　　⑥ 家庭裁判所より家事調停員、準公募の件
　　　⑦ 花火大会最終報告について
　　　⑧ 2010年度冬季YE受入・派遣募集の件 （8/18締切）
　　　【審議事項】
　　　① Tシャツ（黒）追加購入費用の科目の件
　　　② ジャンパー（黄色）追加購入の件
　　　③ LCIFセミナー開催の件

◆ 第689回例会 （7月14日開催）

◆ 第690回例会 （7月28日開催）

◆ 第691回例会 （8月8日開催、三津 花火大会会場）

　○　花火大会



⑦

挨拶する留学生代表 例会に参加した留学生

挨拶する戸田会長例会に参加した会員

三津の夜空を彩る花火ショー



⑧

竹田ライオンズクラブ会員をお迎えして

　先般、松山北ライオンズクラブは大分県の竹田ライオンズクラブと友好提携することとなりました。

これを受け、平成22年8月8日に竹田クラブ会員4名の方々が表敬のため松山の地を訪れました。

同会員は、今回の友好提携の縁ともなった「坂の上の雲」ゆかりのスポット（坂の上の雲ミュージア

ム）や萬翠荘などを見学されました。

　また、同日の夕方から開催された三津での例会及び花火大会にゲスト参加され、我がクラブとの

懇親を深められるとともに、迫力満点の花火ショーを観覧されました。

萬翠荘にて 坂の上の雲ミュージアムにて

例会 （花火大会） にて

＜竹田ライオンズクラブのご紹介＞

事　務　局

例　会　場

例　会　日

結成年月日

チャーターナイト

スポンサークラブ

姉妹クラブ

大分県竹田市萩町仏面938番地

　TEL　0974-68-2431　　FAX　0974-68-2431

竹田商工会議所

毎月　第一火曜日 （12:00～13:00）　

　　　第三火曜日 （19:00～21:00）

1964年3月9日

1964年11月3日

大分府内ライオンズクラブ

佐世保西ＬＣ、津久見ＬＣ、茨木ＬＣ

竹田ライオンズクラブ会長　Ｌ　河野 公史　モットー

笑顔を広げて　Ｗｅ　Ｓｅｒｖｅ

（337 - B地区1R - 7Z）



⑨

　　知って得する豆知識

保険もときどきはメンテナンスを！

　”保険は難しくて分からない”とか”どんな保険に加入しているか理解していない”とか言われることがよくあり
ます。また、”保険は万一の時に役に立つもの”との考え方から普段は気にかけず、保険を最初に契約した
ままメンテナンスしていない方が少なくありません。
　よく、保険は家や車に例えられることがありますが、家や車と同様にメンテナンスが必要です。医療の進
歩やライフステージの変化により保険も進化しています。”万一（死亡）の時に・・・”という保障に加えて”生
きる為に・・・”という保障が充実してきました。だから、保険もときどきはメンテナンスすることによって、大切な
あなたの命や家族を守る為にお役に立てるものであってほしいと思います。
　そこで、主な”進化”した特約 （生命保険） について挙げてみますので、参考にしてください。

　”介護”は年齢を問いません。65歳未満で介護が必要な方は、なんと胃がん患者数の約6倍もいます。
なぜなら、例えば、”交通事故”においては、シートベルトの着用法制化、エアバックの普及、医療技術の
進歩等により交通事故による死者数は大幅に減少したものの、負傷者数は増加しているからです。
　”介護”の場合、収入が減っているにもかかわらず生活費に加えて介護費用が上乗せで必要になりま
す。自宅療養となると入院給付金はもらえません。病気やケガで働けなくなった時の家族の生活をサポー
トするのが、”介護収入保障”です。

 介護収入保障

 短期入院特約

保険料払込免除特約

  手術給付金

 先進医療特約

　 がん保障

　入院も医療の進歩に伴い、”日帰り入院”から”4日以内の短期入院”が増えています。身近な原因で
の短期入院もカバーできるように”進化”しています。（入院したら一時金を支払いするタイプも有り）

　従来の88種類の給付対象手術から拡大し、幅広い1,000種類以上の手術を
保障することができるようになり、入院を伴う手術から外来手術も対象となりました。

　○ 診断一時金　○ 入院支払日数無制限　○ 手術給付金倍額支払　○ 治癒が見込めない時
の死亡保険金前払請求　など様々な特約によりさらに手厚く保障されています。 （各社に違い有り）

　先進医療とは、公的医療保険対象外の最先端の医療技術のことで、費用は全額自己負担となりま
す。つまり、経済的に余裕がないと治療を受けられないこともあります。
　【例】 重粒子線治療 ・・・ 通常の放射線と比べ、がんを殺傷する力が2～3倍強く、がん細胞だけを
　　　狙い撃ち （照射） できるので、正常組織への影響が少なく、痛み、傷跡もなく副作用も少ない。

　所定の要件 （各社によって異なる） に該当した時、以後の保険料が免除となる特約です。
　【例】　がん、急性心筋梗塞、脳卒中、介護、重度慢性疾患　等

（住友生命保険相互会社　　芳邦仁美）

【短期入院での
　　支払事例】

○ ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞで3日入院　○ 睡眠時無呼吸症候群で2日入院
○ 食中毒で「胃内異物摘出術」を受け日帰り入院
○ ぎっくり腰で2日入院　○ 気管支炎で2日入院　など



目標達成

釣り、ゴルフ、旅行、将棋

魚料理

株価

相談、根回し

須山隆大 様 

宇佐川 靖 様 

【モットー】

【趣味･特技】

【好きな食べ物】

【今一番の関心事】

【その他一言】

新屋敷 剛 様 

【モットー】

【趣味･特技】

【好きな食べ物】

【今一番の関心事】

前進

バレーボール

野菜

子供の進路

⑩

今月のクイズ

　太線で区切られたブロック（３×３の９マ
ス）には１～９の数字がそれぞれ１つずつ
入ります。タテやヨコの９マスの列にも１から
９の数字がそれぞれ入ります。同じ列やブ
ロックの中で数字が重複してはいけません。
　Ａ～Dに入る数字は何でしょう。　
　（解答は次月号にて）

人間万事塞翁が馬

料理

おにぎり

月末の数字

【モットー】

【趣味･特技】

【好きな食べ物】

【今一番の関心事】

【どんな夫婦ですか？】 妻が先を歩き、私が3歩さがってついて行きます。

＜結婚記念日＞

◆ ７月号の答え

　左から「長」、「田」、「会」、「戸」と埋
まり、答えは「戸田会長」でした。

【結婚生活の中での
　大切な思い出は？】

結婚して12年間、すべてが大切な思い出です。



　今日は、先日あるお客様から聞いた“いい話”をしたいと思います。知っている方もいらっしゃるかもしれ

ませんがお聞きください。

　テール・ツイスターの活躍

⑪

　7月第2例会がテール・ツイスターとして本格的なデビューとなった門屋るみさんは、日本人とトルコ

人を結ぶ絆にまつわる「いい話」を披露し、大勢の会員に笑顔でのファインを課すことができました。

　以下、日本人とトルコ人を結ぶ絆にまつわる「いい話」の内容を紹介します。

　ところで、私が調べていくうちに、お客様から聞いた話の中にはなかったことですが、『坂の上の雲』に登

場する秋山真之が海軍兵学校17期生で少尉候補生として、そのトルコ人を送還する日本海軍の船に

同乗していたことが分かりました。だから、すごく親しみを感じるお話になりました。

　ここで、時代は約１００年程さかのぼります。１８９０年９月１５日、横浜に来ていたオスマン帝国（現在

のトルコ）のエルトゥールル号が帰国するため横浜を出港しましたが、１６日の未明、和歌山県串本沖の

樫野崎灯台辺り、大島付近で遭難し、岩礁に激突。座礁したエルトゥールル号は浸水･沈没、乗組員

６５６名のうち５８７名が死亡・行方不明になりました。幸いにも助かった６９名は樫野崎灯台の灯台守

に助けを求め、その大島の人たちが遭難者を助けました。そのときは台風の時期で、漁もできず食料の蓄

えもわずかでしたが、見たこともない外国人のために、島の人は食べ物や衣服を提供しました。非常用に

蓄えていたサツマイモやニワトリまですべて持ち寄って、急場をしのぎました。それから、神戸の病院に運ば

れ、69名の命は助かりました。明治天皇が心を痛められ、また、新聞等で取り上げられたことで義援金・

弔慰金いろいろ集まりました。それから、20日後、日本海軍の「比叡」「金剛」の2隻の軍艦によって、69

名のトルコ人は本国に送り届けられました。

　時は、１９８５年（昭和６０年）。イラン・イラク戦争のときに、当時のイラク大統領サダム・フセインが、突

然、イラン上空の飛行を禁止し、上空を飛行するすべての航空機への無差別攻撃を宣言しました。そこ

で、イランにいた外国人は４８時間以内に退避する必要がありました。各国の人々は次々と帰国しました

が、日本は、当時航空自衛隊の海外派兵ができないといった制約や日航組合の反対で民間機も飛べ

ない事態、つまり、日本人は帰国できないという状況に陥りました。帰国する術のない中、４８時間という

期限がどんどん迫ってきました。そんなとき、何故かトルコの飛行機が日本人を迎えに来ました。空港にい

た日本人は、訳も分からずトルコ航空機に乗り、トルコ経由で日本に帰国しました。

　それはさておき、なぜトルコの飛行機は日本人を迎えに来た

か。それは、エルトゥールル号の遭難に際して助けてくれた日本

人のことがトルコの歴史教科書に掲載されており、トルコ人がす

ごい親日家だったからです。日本人がその飛行機に乗ったとき

に「なぜ助けてくれたのか？」とたずねたときに、「エルトゥールル

号のときのお礼です。」と言われたそうです。
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　　ドネーション報告

　松山北ライオンズクラブチャリティ花火

大会。今年は天候にも恵まれ、予定通り

無事終わることができました。とても楽しい

時間でした。お世話いただいた皆様、お

疲れ様でした。ありがとうございました。

　ＰＲ委員会に入ってまだ２か月・・・メン

バーの人に頼りっぱなしの私ですが・・・・

楽しい会報誌が毎回発行できますよう、

皆様ご指導、ご協力よろしくお願い致しま

す。　　　　　　　　　（芳邦仁美）

⑫

募集中！募集中！

「会報誌の表紙を飾る写真」「会報誌の表紙を飾る写真」

　この話の中には奉仕の心、友情、いろいろなものが含まれており、「いい話だ」、「心温まる話だ」ときっと

思ってもらえると考え、今日お話しました。そこで、この話を「いい話だ」と思った方にファインをお願いしたい

と思います。 （笑） （拍手）

　100年前に日本人がしたことは、おそらく、何の見返りも求めずにしたことだと思います。それこそ、奉仕

の精神、ウィサーブの気持ちでしたことだと思いますが、そのことがトルコ人の心を打って、今でも親日家で

います。日本はそのとき迎えに行けなかったのに、トルコの飛行機が代わりに迎えに来てくれたということに、

私は涙が出てしまいました。

◆ 平成22年7月のドネーション




