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祝・祭日には国旗を掲揚しましょう
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地区ガバナー 武久一郎
いこ とを自覚、 人の話を聴 く余裕
を持つ
・メ ンタリング を行うこと の出来
る時間的な余裕が作れる

地区ガバナーレター一部抜粋

本的に 例会に出席 し、将来自分 のク
ラブの 重要な構成 員となるよう な会
員を選 定する（意 欲なく、例会 出席
も委員 会出席もな い会員に無理 強い
しても 無駄な努力 に終わる可能 性が
高い。 しかし、メ ンタリングを 行う
ことに よってそう いった会員に も理
解されてくる可能性はある）
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・見習いライオン（プロテジェ）の選定

長尾 の 場合メン ターは 、すぐに た
くさん見つかりそうです。プロテジェ
は、・・・・・・・。

ライオ ンズ・メン ター・プログ ラム
は、新 しいクラブ 会員（見習い ）と
経験を 積んだライ オン（メンタ ー）
ときず なを結ぶこ との重要性に 基づ
いています。
ライオン ズ メ･ンタ ー プ･ログラ ムに
は つ の育成レベ ルがあります 。各
レベル の完了時に 、メンターと 見習
いの両方がその完了を称えるラペル・
ピンと 修了証書を 受け取る資格 を得
ます。 ライオンズクラブ国際協会 より

メ ンタリングを 行うに当たり 、出来
る だけ多くの新 しいライオン を対象
と すること、及 びメンタリン グの概
要 についてあら かじめ例会、 委員会
等で会員に説明しておくことが必要
・新しく入会した新会員
・入会 年以内で、 新会員オリエ
ンテーションに出席 できなかった
会員
・学ぶ意欲を持ち、 ライオンズク
ラブの奉仕活動に関 して自分の思
いを持ち、前向きの 気持ちを持つ
ライオン、
・指導や批評を受け 入れ、疑問が
あれば容易に聞くことができる

長尾ラ イオンズク ラブは、新入 会員
をおまちしております。

4
・ すべての新会 員に行うこと を考え
る のではなく、 意欲や夢を持 ち、基
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ライオンズメンター・プログラムを
各クラブで取り入れる場合について

'09

～ 年度 Ａ-地区ガバナーとして、
地区内 クラブの皆様 に会員維持
（リテンショ ン）の 方 法として、
ライオンズメ ンター・プ ログラムを
ご紹介してお ります。少 し噛み砕い
た表現で、具 体的にどう すればよい
かを考えて、 私なりに進 め方の一例
としてお送り したいと存 じます。進
めていくにつ いて、お分 かり難いこ
とや、こうし てもよいの ではないか
などありましたら、いつでも徳島キャ
ビネットにお 尋ねいただ ければ幸い
です。
・模範的指導の手引きを熟読
・メンターライオンの依頼
どういうラ イオンがメ ンターとし
て適当か
・ 会長経験者で 現在役職に ないラ
イ オンの中から 、リーダー シップ
が あり、人に話 をすること に抵抗
が なく、他のラ イオンから 尊敬さ
れているライオンを選任する
・ 人を教えるに ついては、 自分自
身 もさらに勉強 しなければ ならな
1

ウィサーブ」
ガバナー・スローガン「ライオンの未来に、情熱と夢を持って
ガバナー・キーワード「初心」
336-Ａ地区

長尾ＬＣ会長テーマー 「寄り添って今日も元気にウィサ―ブ」
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クールの開催。⑥ LCIF
の発展。
地区ガバナーの要望事項。
① ーＡ地区の会員数は 年度始め
名 、最 盛期 は 千名 台 であ った 。
昨年度の入 会者は 名， 退会者 名．
差引マイナス 名。各クラブ将来像、
夢を持 って惰熱を 取り戻して戴 きた
い。退 会者を如何 に減らすか、 会員
維持が 最も大切で ある。本年度 はメ
ンター プログラム を導入する。 又、
リーダ ーシップ研 修会等を通し 会員
に発展 の機会を与 える。②各ク ラブ
に相応 しい人の招 請推進。又、 都市
部で進んでいる家族会員制度の推進。
③奉仕 活動は地域 の人々を捲き 込ん
だ、地 域に根ざし たアクティビ ティ
の実 施によ り地域の 人々に の認 識
を高 め 入会 の動 機付け を図り へ
の招請に繋げる様努力をして欲しい。
④骨髄 バンクドナ ー登録の推進 。徳
島 県では 登録 者数は 僅か 名 に過 ぎ
ない。⑤ライオンズクエストの推進。
⑥薬物乱用防止の推進。
川辺地区キャビ ネット幹事よ り各
クラブ 会長へのガ バナーよりの 諮問
事項 につい ての質問 。長尾 には ①
ビール 銘柄当て会 について諮問 され
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ーＡ地 区武 久 地区 ガバ ナ ーの 国
際会長テーマについての説明。
公式訪問は 従来はリジョン 単位の
開 催であったが 、今回はガバ ナーが
よ り各クラブ会 長と真摯に意 見交換
を したいとの考 えからゾーン 単位の
開催となった。
～ 国 際会 長エ バハ ルト ・ヴ ィ
ル フス（ドイツ 生、ドイツ初 の国際
会 長） テー マ「 MOVe to Grow
」と
こ のテーマのシ ンボル銀杏の 木と葉
に ついての税明 。詳細につ いては
「 THE Lion
」 月号掲載記事を参照。
国 際会長の要望 している事項 は次の
通り。
①本年度創設 した第 副地 区ガバ
ナ ー制度を実効 あるものにし て欲し
い。②会員増強への努力。③リーダー
の 育成 。④ と コミュ ニケ ーシ ョン
に よる社会的理 解を深める。 ⑤今日
の 青少年は明日 のライオン。 ライオ
ン ズクラブ国際 協会青少年音 楽コン
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４Ｒ・３Ｚガバナー公式訪問
第１回ガバナー諮問委員会出席報告
第１副会長 Ｌ・入谷

年 月 日 （日）当日は第 回衆
議院選挙、朝 一番に投票 を終え会場
の高松国際ホ テルへ。出 席者は尾崎
会長、中村幹 事、三木会 計、鶴居会
員理事 と私 の ５名。帰 宅は 午後 ５時
となるきつい一日となった。

45,000のクラブと130万人の会員でライオンズは世界最大の奉仕クラブ組織
ボランティアと友だちの国際的なネットワーク。あなたの入会をおまちしております。
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た。
北川ラ イオンズクエス ト運営委員
長。全国 地区の中、 地区で取り
組んでい る。 日間コー ス、 でも
勉強会、セミナーを計画して欲しい。
青少年の健全 育成のみで なく社会人
教育にも役立つものである。
30
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Ｌ・鶴居

健
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（ガバナー諮問委員会と並行して開催された委員会出席レポート）
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会員理事

LC

には、 やはり例会 が待ち遠しく なる
様な楽 しい例会運 営、委員会活 動の
活発化 によるクラ ブへの参加意 識を
高める 、同好会活 動を通しての 仲間
意識作りが大切でその為にはアルコー
ルの提 供も必要悪 ？と云った一 般的
な内容の集約に終わった。
そ の他、 地区委員 から高 松 で は
会員増 強委員会の メンバーを数 年間
固定 して運 営してい る、高 松東 で
は紹 介者リ ストを 年間 保存管理 し
適宜リ ストをチェ ックして勧誘 が出
来なか った人々へ の再アプロー チを
してい るとの報告 があった。又 、高
松 栗林 で は既に 名 の入会 者を 見
てい るが 、今回 の入会 者は ～ 代
の若者 で高齢化時 代の中、次の 世代
にクラ ブをスムー スにバトンタ ッチ
が出来 る様な適正 な年齢構成に プラ
スして いる。クラ ブ組織の若返 りを
図る努力をとの問題提起もなされた。
当然の 指摘であり クラブの若返 りは
常に意識に留めておくべきである。

20

長尾ＬＣ会長テーマー 「寄り添って今日も元気にウィサ―ブ」

４Ｒ・３Ｚ第１回ゾーンレベル会員委員会

8

以上
年 月 日 （日）午前の ガバナー
公 式訪問に引き 続き、午後に 開催の
ガ バナー諮問委 員会に出席し た。諮
問委員会の議事途中で川崎４Ｒ会員・
会則・ EXT
・指導力育成・プロトコー
ル 委員を始め クラブ会員理 事は別
室 に移動、ゾー ンレベル会員 委員会
に臨む。
開会早々、 月末現在の会 員増強
についての実情報告を求められた。
・ 純増目標 、東か がわ
名、 長尾
名、 志度
名 、三 木さぬ き
名、高松グリーン
名
・ 増員実績 、東か がわ
名、 志度
名、との報告がなされた。
午前中の公式 訪問で武久地 区ガバ
ナ ーか ら ー Ａ地区 の昨 年度 の入 会
者 名に 対し 退会 者は 名差 引マ イ
ナ ス 名 であり 、会 員維持 に強 く取
り 組みを要請さ れたこともあ り如何
に して退会者を 減少させるか の意見
交 換に多くの時 間を使った。 結論的
LC
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ウィサーブ」
ガバナー・スローガン「ライオンの未来に、情熱と夢を持って
ガバナー・キーワード「初心」
336-Ａ地区
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35

2

20

3Z

41

次回には会員 増強の実情分析 が中
心議題となる。 それまでにはあ る程
度胸を張って報 告が出来る会員 増加
の実績を残しておきたいものである。
会員の皆さんの 絶大なるご協力 をお
願いして報告と します。
以上
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尚、ライオ ンズメンタ ープログラ
ムについて昨 日の
・
，本日
の
のゾー ンレベル会 員委員会で
取組の有無に ついて質問 をした所、
どの会合でも 話題になら なかったと
の地区委員の 回答であっ た。各クラ
ブとも検討中の案件だと考えられる。

高松グリーンＬＣ
志度ＬＣ
長尾ＬＣ

ホームページ http ://www.nagaolc.jp/

1
Z

回４Ｒー３Ｚ親睦ゴルフ大会
個人成績
優勝 小西正博
２位 細川巌
３位 土草繁夫

次 回のホストク ラブは高松グ リーン
ＬＣです。

内緒話（筆者、例会送迎車中盗み聞き）

真偽の 程は 分かり ませ んが、 Ｌ・
土草、 個人 ３位・ クラ ブ２位 ・特
別賞な どで 軽トラ 一車 分の賞 品を
お持ち 帰り になっ たそ うです 。お
疲れ様でした。

第91回４Ｒー３Ｚ親睦ゴルフ大会参加の皆さん

2
Z
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第
2

クラブ対抗成績
優勝 志度ＬＣ
２位 長尾ＬＣ
３位 三木さぬきＬＣ

結果は次の通り
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平成 年 月 日 ㈭午前 時スター
ト、高松グラ ンドカント リークラブ
に於いて第 回 ４Ｒー３Ｚ親睦ゴルフ
大会が三木さ ぬきＬＣの ホストで開
催されました 。東かがわ ＬＣ、志度
ＬＣ、三木さ ぬきＬＣ、 高松グリー
ンＬＣ、長尾Ｌ Ｃ、総勢 名、長尾
ＬＣからは８ 名の参加で した。炎天
下（快晴）の中お疲れ様でした。

45,000のクラブと130万人の会員でライオンズは世界最大の奉仕クラブ組織
ボランティアと友だちの国際的なネットワーク。あなたの入会をおまちしております。
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長尾ＬＣ会長テーマー 「寄り添って今日も元気にウィサ―ブ」
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午前 時 分、 関西
空港を出 発しマニラ空
港経由タ イ国際空港ス
ワンナプ ームに日本と
の時差 時間にて午後
時 分（タイ国時間）
到着し、 国内線に乗り
換え午後 時 分発で
目的地プ ーケット空港
に午後 時 分に無事
到着しました。

プーケット の出迎えの歓迎を受け、 いました。式典前夜祭開催時間の関
宿 泊ホテル ト ロピカに到着 しまし 係で ホール目のプレーは出来ませ
た 。参加者は 尾崎会長・ 村尾・ んでした。ゴルフスコアーは？？？？？
冨田・ 山下 の 名他 村 尾さん ゴルフ場を午後６時 分に出発し、
式典前夜祭の会場に向かいました。
の関係者１名で合計５名。
晩餐会を ジョジョの招待により、 式典会場は私共の宿泊しているホテ
ルトロピカで午後７時 分から開催
プー ケットの 多数の 参加者も 同席 されました。出席者は プーケット、
し、開催されました。
ジョージタウン 、シンガポール 、
浦和西 等から 人程の方々が参加
・ 月 日
しました。沢山のタイ料理、生演奏
等のショーがあり、にぎやかな前夜
祭でした。長尾 会員も各 の交流
を積極的に行ってい
ました。 プーケッ
トの会員は、ヨー
ロッパ系統の方々
が主力で、ド
イツ・フラン
ス・オースト
リア・イギリ
ス・イタリア・
インド・華僑等
の方々で組織さ
れています。会話
は英語が主力でした。
前夜祭では、 プーケットから長尾
は心からの大歓迎をうけました。
午後 時 前夜祭は無事終了しまし
た。

90 LC
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午前中はホテルで全員休み、午後
は自由行動で全員ゴルフプレーをし
ました。プレー参加者は 名で、
名は見学者でした。 プーケットの
ナリンが同伴していただきました。
ゴルフ場
は平地に
あり、池
の周辺を
囲んでい
る ホー
ルのゴル
フ場でし
た。日本
のゴルフ
場とちがっ
て、周辺
には別荘
が沢山建
ち並んで
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山下泰司
YE・国際協調委員会委員長

ウィサーブ」
ガバナー・スローガン「ライオンの未来に、情熱と夢を持って
ガバナー・キーワード「初心」
336-Ａ地区

Lions Club Phuket Andaman Sea
記念式典参加報告
45

40

LC

・ 月 日
午前中は市 内のマーケ ット見学を
し、午後 時 宿泊ホテル を出発し、
「サンシャイ ンビレッジ 」にバスで
出向きました 。午後 時 、訪問施設
に到着し 施設所長 MIS DA
さ ん他職
員の方々からの歓迎を受けました。
プーケット
の方からの紹
介により尾崎
会長より施設
所長にバナー
及び寄付金と
寄付金提供者
名の名簿の
贈呈を行いま
した。続いて
施設所長から長尾 からの寄付に対
する、感謝の意の挨拶がありました。
長尾 の 名の方々に特によろし
くと述べられました。
サンシャインヴィレッジでは現在
男女 人を収容しています。職員の
方々は 人程いるそうです。 孤児
の最低年齢は 歳でした。約 ～
人を一組として各部屋に収容してい
ます。贈呈式終了後、一部の孤児

45,000のクラブと130万人の会員でライオンズは世界最大の奉仕クラブ組織
ボランティアと友だちの国際的なネットワーク。あなたの入会をおまちしております。

人の方々の出迎えがありました。
浦和西 の参加者が折り紙とケン
玉を孤児の方々にプレゼントし、わ
ずかな時間でしたが取扱いを教えら
れていました。折り紙も英文の説明
書を持参し
ていました。
私もケン玉
を指導しま
したが、子
供たちは覚
えるのが早
く、ケン玉も取り扱えるようになり
ました。孤児の方々は、親の愛を求
めているため私共からなかなか離れ
ませんでした。孤児たちとの別れの
悲しさを感じました。私は、今回
度目の訪問でした。前回はミルクを
提供しています。午後 時 分 施
設の各設備を見学し帰路につきまし
た。午後 時宿泊ホテルに帰りまし
た。午後 時 分ホテルを出発し、
式典会場のメルクールホテルに到着
しました。午後 時からブーケット
市の プーケットアンダーマンシー
主催による
合同記念式典が開催
されました。
の名前は次の通り
です。
7
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40

4
4 LC

LC PHUKEET ANDAMAN SEA
LC PHUKET PEARL
LC PHUKET
LEOC PHUKET
式典が始り、来賓者の各挨拶があり、
尾崎会長の挨
拶、主催者フ
ランキー会長
へのバナーの
交換等（表紙
写真）があり
ました。そし
て各参加 の
紹介があり、
わが長尾 の
紹介の後、全
員起立しライオンロアーを大声で発
声し参加者の大勢から拍手を頂きま
した。会場参加者は約 人程でした。
式典は順調に進行し、歌、孤児の踊
り等があり午後 時に終了しました。
午後 時 分ホテルに戻りました。
全員クタクタでした。
・ 月 日
午後 時ホテルを出発し、一路空
港に向かいました。途中で、津波に
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LC
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1

8
15

9

LC

30

LC

14

85

'09

LC

6 5

'09

10

20

10

350

ホームページ http ://www.nagaolc.jp/
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1

14

2

LC

2

7

LC

3

30

2

「太陽の村」財政支援プロジェクト、
長尾ライオンズクラブ参加者名簿
三木啓司 冨田義雄 村尾良明
国方弘
十河清隆 藤沢健三
尾崎正一 入谷武
安部好
山下泰司 井上信明 中川宜興
寒川正行 中村聖二
以上 名
支援総額 万円
14

14

日）
日）
月 日）
月 日）
月 日）
月 日）

９月第１例会

Ｌ・多田 敏雄（ 月
Ｌ・佐藤 邦明（ 月
ＬＬ・松岡 純子 （
ＬＬ・松原 マキヱ（
ＬＬ・六車 順子 （
ＬＬ・石原 美恵 （

9 9 9 9 19 10

23 17 16 10

９月誕生会

LC

LC

9

9

石川遼、ゴルフ選手（ 年 月 日）

1957

10

19 17 16

9

夏川純、 グラビアアイドル（ 年 月 日）

誕生会に出席の皆様
おめでとうございます。

9

1966

1991

9

1966

23

9

叶美香、タレント（ 年 月 日）

長尾ＬＣ会長テーマー 「寄り添って今日も元気にウィサ―ブ」

９月生まれの有名人

斉藤由貴、女優・歌手（ 年 月 日）
東国原 英夫（その まんま東）、 宮崎

LC

6

県知事・元お笑い芸人 （ 年 月 日）

6

LC

< 8 >

より大勢の現地人が無
くなった場所で、軍艦
が海から キロ流され、
地上部に放置されてい
たところを視察しまし
た。午後 時過ぎに空
港に到着し、大勢の
に見送られて日本に帰
国しました。
・ 月 日

300

1

21

5

9 9

'09

関西空港に 午前 時頃 到着し、各
自宅に帰りま した。毎回 、タイ・マ
レーシアから 全員病気な しで帰国し
たのは、今回 が初めてで した。全員
元気に帰国したわけです。
高速道路が 千円のため混雑し関西
空港から香川までなんと約倍の 時
間かかりました。
記念式典参加について、長尾 会
員の皆様のご支援、ご協力により無
事に国際協調委員会本年度事業とし
て姉妹提携クラブ プーケット・ア
ンダーマン・シーとの記念事業の交
流を終えることができましたこと、
国際記念事業に参加した尾崎会長外
名と長尾 の会員皆様に感謝申し
上げます。
合同アクティビティ「太陽の村」
財政支援 ドル
3

1967

ウィサーブ」
ガバナー・スローガン「ライオンの未来に、情熱と夢を持って
ガバナー・キーワード「初心」
336-Ａ地区

19

古切手及び書き損じ葉書
収集のお願い

200

12

寄付に充てられるのだ。
放っ ておけばゴ ミにしかなら ない
切手や 書き損じは がきだが、回 収に
協力す ることで社 会に貢献でき るな
らお安い御用ではないか。

!!

< 9 >

雑学解剖研究所－ LABORATORY
－
世の中の研究１より転載

ホームページ http ://www.nagaolc.jp/

http://why.mo ds.jp/co ntents/wo rld.htm
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長尾 ＬＣの場合 、使用済み切 手・
書き損じ葉書の寄贈先は㈳ 日本キリ
スト教海外医療協力会です。
http://www.jocs.or.jp/jocs/

日本 キリスト教 海外医療協 力会
（ JOCS
）で は、 1964
年か ら 使用 済
切手を 集めて、海 外医療協力に 役立
てて まい りまし た。こ の間 、 万 件
以上に もおよぶ使 用済切手のご 協力
によ り総 計 億 枚以上 の切 手が寄 せ
られ多 くの医療従 事者をアジア の地
に送ることが出来ました。
全国 から寄せら れる使用済み 切手
や 、募 金 によ っ て、 JOCS
の活 動 と
ワーカーの働きが支えられています。
よろしくお願いいたします

100

年度の収集締め切りは
年 月 日（土）まで

1

平成
平成

テ レカも限定の ものが結構あ る。価
値 のないものが 大半を占める だろう
が 、一部のお宝 を探すために 干草の
中 の針を探すよ うな作業をし ている
のである。
ちなみに、収 集された切手 のお値
段 だが、 ユニ セフの 場合 は キ ロ
円 。だが、自治 体や団体によ っては
キロ 万円のところもあるなど様々
だ。
だが、切手は それでわかる が、書
き 損じはがきに は希少価値な ど望む
べ くもない。有 名人のはがき でもあ
れ ば別だが、そ んなものを集 めたら
プ ライバシーの 侵害だといっ て誰も
協 力してくれな いだろう。は がき回
収の仕組みはどうなっているのか？
そもそも、書 き損じたはが きとい
う ことは未投函 、つまり配達 されて
い ないものとい うことになる 。せっ
か く 枚 円も 出して 買うのに 、こ
れ が使われない まま終わって は確か
に理不尽だ。
そこで、郵便 局では書き損 じたは
が きを 枚 円 の手数料を引 いて、
新 しい切手やは がきに交換し てくれ
る のである。 それを企業な どに買
い 取ってもらう ことで収益と なり、
1

1

21 21

古切手や書 き損じはが き、回収し
てどうするの？
時々、県や 自治体ある いは学校な
どで「使用済 み切手回収 にご協力く
ださい」とい う広報があ る。また、
プリペイドカ ードや書き 損じはがき
などを回収する場合も多い。
これらは確 かにいらな いし、ゴミ
になるだけな のだが、こ んなものを
回収してどう やって換金 しようとい
うのだろうか ？買おうと いう物好き
でもいるのだろうか？
…そのとお り。実は、 切手やプリ
ペイドカードは様々な収集団体によっ
て集められ、 選別され、 最終的にコ
レクターが買 い取るよう になってい
るのだ。確か に外国切手 や記念切手
などは欲しが る人も多い だろうし、

45,000のクラブと130万人の会員でライオンズは世界最大の奉仕クラブ組織
ボランティアと友だちの国際的なネットワーク。あなたの入会をおまちしております。

10

50

5

1

500

336-Ａ地区

ガバナー・スローガン「ライオンの未来に、情熱と夢を持って
ガバナー・キーワード「初心」

ドネーション
氏名
白井貞男
尾崎正一
多田敏雄
白井敏隆
田中克己
国方 弘
山下泰司
鶴居 健
入谷 武
中川宜興
池田 肇

第１０９１回例会

ウィサーブ」

平成21年9月4日

どんなことで
チャーターメンバーとして記念品をいただきありがとうございました。
いつまでも暑い日が続きますがガンバッて下さい。
７５歳。後期高齢者の仲間に入りましたので
８月２１日のチャターナイト記念例会で記念品を頂いたことに感謝して
８月に寒川町に大きな出来事が２件ありました。その１は寒川高校が始めて甲子園の全国
大会に出場した事、その２は国会議員が誕生した事です。いづれも小さな町のすばらしい
できごとでした。
初秋の涼しい風に感謝して
９月１７日～９月２１日、ＹＥ国際協調委員会プーケット記念事業に参加して来ます。参加者
４名
９月１１日（火）第２回会員増強特別委員会を開催します。入会予定者紹介カードを一枚で
も多く提出して頂きたくお願い致します。
３Ｚ親睦ゴルフ大会、長尾クラブ団体準優勝お目度とう又土草ライオン個人３位入賞お目度
とうございます。
タイ・プーケット周年訪問の成功を祈って
皆様お体自愛され暑き夏を越し、夜長の秋が来ました。読書等すばらしい秋を過ごせます
様にお祈り申し上げます。

ドネーション

第１０９２回例会

平成21年9月18日

氏名
どんなことで
国方 弘 松茸が沢山食べられることを祈って また、チャリティバザーの盛会を祈って。
中川宜興 タイ・プーケットで式典に参加しているメンバーの活躍を祈って（今日はゴ・レクです。）
入谷 武 会長代行を皆さんの協力で楽しく出来ました。新入会員の増強にがんばりましょう。
プーケット訪問の皆様ごくろうさん。前回プーケットでタイマッサージを入谷会長代理にお
藤沢健三
ごってもらったので気持いい！返します代理
安西 勝 長尾消防団、操法（ソウホ）大会で県で優勝しましたので

32

10

9

18

6
9

21

各中学校から応募された審査中の国際平和ポスター作品

2

10
11
16

長尾ＬＣ会長テーマー 「寄り添って今日も元気にウィサ―ブ」
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国際平和ポスター選考会

平成 年 月 日第 例会で国際 平和ポ
スタ ーの 審 査会 が行 わ れま した 。 さぬ き
市立 長尾 中 学校 、天 王 中学 校、 大 川第 一
中学 校 から 作 品 が応 募 され ま した 。 優
秀作 品 枚 を 徳 島キ ャ ビネ ッ ト に提 出 す
ることになりました。
尚、 作品は 月 日 時～ 月 日 時
の期 間 中、 さ ぬき 市 寒川 町 「 世紀 館 さ
んがわ」で展示されます。
21

3

Ｌ・鶴居

健、平成二十一年八月四国俳壇に入選

（いろは）

月の行事予定

日（金）第１例会

日（木）ライオンズ奉仕デー
「遍路道のごみ拾い」

時

（前山、道の駅～多和峠）

日（日）

国際平和ポスター展示

時～

世紀館さんがわ）

日（火）

（

11

第３回会員増強特別委員会
（生活支援センターのぞみ）

日（金）第２例会 （いろは）
例会後チャリティバザー

日（日）第１回献血

みろく野球場
（フリーマーケット会場）

日（金）事業委員会

< 11 >

9

平成二十一年八月四国俳壇入選作

息 づかいを感じ た時に生まれ たのが
こ の句である。 この原稿を書 いてい
る 日、蕾を数え ると十一ケも 認めら
れ た。これらの 蕾が大きく開 花する
のが今から楽しみである。
（Ｌ・鶴居健 記）

6

（生活支援センターのぞみ）

ホームページ http ://www.nagaolc.jp/

10

日（金）運営委員会

21

今夜咲く月下美人の息づかい

私の家には三鉢の月下美人がある。
昨年、大きな 鉢に植え代 えたのが良
かったのか、 今年は珍し く沢山の花
が咲いている 。月下美人 が蕾をつけ
始めるのは七 月頃であり 、この花は
花弁の先が開 き始めると ふっと香り
が立ち何とも 言えぬ青臭 い匂いを放
つ。それは次 第に芳香と なり、まる
で息をしてい るように、 ときには強
くまた弱く香 りが変化す る。僅か四
～五時間ほど の間に咲き 萎えてしま
うこの花を人 は愛し、そ の短い命を
惜しむのである。
七月のある 日、月下美 人の花弁の
先きが開き始 めたのに気 づき、その

16

2

8

9

16

18

23

選者 前田千鶴子先生 評
「一夜限り の花への思 い、期待感
が伝わってくる」

45,000のクラブと130万人の会員でライオンズは世界最大の奉仕クラブ組織
ボランティアと友だちの国際的なネットワーク。あなたの入会をおまちしております。

言

集

てくれるけど、 代からは、どう腹
をくくるかで人生が変わってくる。
郷 ひろみ
人 間は天使でも なければ、獣 でもな
い 。だが不幸な ことに、人間 は天使
のようにふるまおうと思いながら、
まるで獣のように行動する。
ブレーズ・パスカル
他人を超えるには、自分独自のやり
方、考え方を実行しなければならな
い。
小出 義雄
支配者になろうとして、政治家は下
僕のふりをする。 シャルル・ド・ゴール
笑 顔は万言に勝 るインターナ ショナ
ル・サインである。
中村 天風

編集後記

会報誌掲載の 原稿をテキス トファイル
で頂ければ、編 集はコピーし て貼り付け
るだけで済むのでうれしいものだ。 ワー
プロで打ち出さ れた文章はＯ ＣＲソフト
で認識させてい る。約８年ぶ りに新しい
ＯＣＲソフトを 使用している のだが認識
率がとても良く なっている。 誤認識文字
が減っている分 、誤認識に気 付かず見落
してしまいがち だが、なんと 認識した文
章をパソコンが 読み上げてく れる。これ
が誤字チェック に大変有効で ある。あり
がたいことだ。

行

平成二十一年十月 一 日

Ｐ Ｒ ・Ｌ 情報 ・Ｉ Ｔ 委員 会

長尾ライオンズクラブ
〒 ７６９―２３０１
香川県さぬき市
長尾東九一四ー一
０８７９ ５･２ ５･８００
０８７９ ５･３ ２･０９８
会長・尾 崎 正 一
幹事・中 村 聖 二

※ＯＣ Ｒソ フト とは、 活字 原稿 をスキ ャナ で読
み取り 、コ ンピ ュータ ーが 認識 できる 文字 デー
タに変換するソフトウェア

発

発行人
編 集
発行日
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名
「いまの若い 者は」など と、口はば
たきことを申 すまじ実年 者は、今ど
きの若い者な どというこ とを絶対に
言うな。なぜ なら、われ われ実年者
が若かった時 に同じこと を言われた
はずだ。今ど きの若者は 全くしょう
がない、年長 者に対して 礼儀を知ら
ぬ、道で会っても挨拶もしない、いっ
たい日本はど うなるのだ 、などと言
われたものだ 。その若者 が、こうし
て年を取った までだ。だ から、実年
者は若者が何 をしたか、 などと言う
な。何ができ るか、とそ の可能性を
発見してやってくれ。山本 五十六

充 分に発達した 科学技術は、 魔法と
見分けが付かない。 アーサー・ ・クラーク
C

正しいという字は「一つ」「止まる」
と書きます。「どうか一つ止まって
判断できる人になって下さい。
出典・ 年 組金八先生
忍耐がどんな難問にも解決策になる。
吉田茂

B

長尾ＬＣ会長テーマー 「寄り添って今日も元気にウィサ―ブ」

30

3

社長なんて偉 くもなんと もない。課
長、部長、包 丁、盲腸と 同じだ。要
するに命令系 統をはっき りさせる記
号にすぎない。
本田 宗一郎

失敗したとこ ろでやめて しまうから
失敗になる。 成功すると ころまで続
ければ、それは成功になる。
松下 幸之助
代まではまわりが運をはこんでき
20
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