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　昭和48年7月22日（1973年）に、今治東ライオンズクラブは�

結成式を開催し、昭和49年3月24日（1974年）にチャーターナ�

イトを開催した。チャーターメンバーは48名であった。チャーター�

ナイトテーマは「心」で、写真のバスは記念事業として今治社会福�

祉協議会に贈呈したバスであります。�
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市民カッター大会（H18.8.27）�

カ ッ タ ー 大 会�

8月27日（日曜日）今治城吹揚
公園南堀内にて、第16回今治市

民カッター大会が開催されました。天気もほ
ど良く、大会の運営も滞りなく、非常にすば
らしい大会であったと思います。�
今治東LCは�
　第 1 レース： 1 分49.15秒（13位）�
　第 2 レース： 2 分01.84秒（21位）�
　総合18位／28チーム�
　（ちなみに昨年は12位）の結果でした。�
連絡が当日というとんでもない状況にもか
かわらず、たくさんの方に練習に参加してい
ただいたことも、このような好成績が得られ
た理由の一つと思っております。私がきちん
と準備を行い、もう1回ぐらい練習できてい
たら、もっと速く漕げたかも？と、残念でも

あります。大会後、多くのクラブ員が言われ
ていたように、速いチームの漕ぎ方を一度見
ておいて、軽く1時間ぐらい流すだけでも、
ずいぶん違うものなのかもしれません。�
当日は、久しぶりに午前中から酔わせてい
ただきました。担当していただいた皆様のお
かげで、バーベキューも十分にごちそうにな
りました。俥屋さんの鯛めしも、いつもなが
らうまい！！だれが呼んだのか、きれいどこ
ろのお嬢さんの存在も華やかで、おそらく写
真が高額で引き取られることになるのでしょ
う。�
慣れない準備を、さりげなく理事会等で形
作っていただいた三役さんをはじめ、ご協力
いただいたすべての方々に深く感謝いたしま
す。最後に、来年も楽しみましょう。�

市民委員長　玉　井　晋　吾�
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映画鑑賞例会（H18.8.17）�

映画鑑賞家族例会報告�

8月17日、「アイシネマ今治」
にて映画鑑賞家族例会を開催い

たしました。�
近年の家族例会では、酒宴のケースが多
かったこともあり、今年の家族例会は、多く
の子供さんに来てもらえる例会を、との思い
で夏休みの期間に子供向けの映画を鑑賞する
映画例会を企画いたしました。�
上映した映画は、「おさるのジョージ」。半

世紀以上の長きにわたり、世界中の子供達に
愛され続け、日本では「ひとまねこざる」と
いう名前で親しまれている絵本が今回初めて
映画化されたもので、内容については子供さ
んたちの感想文に書かれた通り、童心に還り、
心和む時を過ごすことが出来ました。�
当日出席された家族は、LL14名、LEO17

名の合計31名。子供向けの映画でしたので、
メンバー・LLの皆様にはご迷惑をお掛けし
ましたが、小学生に限っては8割近い出席が
あり、またお孫さん2名の出席がありました。�
今後の家族例会を考える上で、子供さんの
出席する家族例会と同伴例会との色分けを
はっきりさせると、今時の子供さんはスポー
ツ・学習塾等で大変忙しいため、多数の出席は
望めそうにありません。多くの子供さんの出
席を望むならば、今回2名の出席があったお
孫さんの世代にまで、広く出席を呼びかける
ことも今後は必要かもしれないと感じました。�
最後に、委員会の皆様、早くから会場に来
て手伝って頂いた皆様には大変感謝しており
ます。ありがとうございました。�

計画委員長　寺　町　　　陽�

－３－�



映画鑑賞例会（H18.8.17）�

おさるのジョージ�

アフリカからニューヨークにきた子ざるの

大ぼうけん。�

主人公のテッドは、古くなってつぶれそう

な博物館で働いていたが、大すきな博物館を

つぶしたくないので目玉商品の古代神ぞうを

さがしにアフリカに行った。テッドは、ほん

とうに博物館が大すきなんだなと思いました。�

アフリカで一人ぼっちの子ざるのジョージ

に出あった。ジョージはテッドのかぶってい

た黄色のボウシをバナナだと思ってかぶりつ

いた。食べ物ではないとわかったけど遊んで

もらえる人ができてとてもうれしかったみた

い。一人ぼっちはとてもさびしかったんだ

なーって思いました。�

テッドはジョージの相手をしているうちに

古代神ぞうを見つけ、それをもって、ニュー

ヨークにかえった。その時ジョージも船にま

ぎれてしまった。ジョージはもう一人ぼっち

になりたくなかったからきてしまったんだ

ろう。�

古代神ぞうを大きく見せようとオーバー

ヘッドプロジェクターをつかったけどきかい

がこわれてだめだった。うそは、だめだと気

がついておきゃくさんにほんとうのことを

言った。ゆうきがあるんだなぁと思った。�

そしてきかいがこわれたのは、ジョージの

せいだと思ってジョージをアフリカにかえす

ことにした。ジョージがつれていかれそうに

なった時テッドは、やっぱりジョージがひつ

ようだなぁって気がついた。つれもどす船の

中でジョージに会って、古代神ぞうの地図を

見つけることができて、とてもよかった。だ

いじな物をなくさずにすんでよかったなぁと

思いました。�

映画を見て一人ぼっちはいやだから、とも

だちと仲よくしようと思いました。�

ライオンズクラブのみなさま、すてきな映

画かんしょうをありがとうございました。�

青　野　友　希�

楽 し か っ た え い 画�

ライオンズの家族れい会で「おさるのジョー

ジ」を見ました。えい画を見る前にジャンケ

ンゲームがあり、ぼくはかって、図書けんを

もらうことができ、うれしかったです。�

そして、大きなポップコーンをもらったの

ですが、3しゅるいも入っていて、びっくり

しました。えい画も、おさるのジョージがか

わいくって、とてもおもしろかったです。�

もうひとつよかったことがあります。それ

は、家族全員でえい画を見れたことです。い

つも、お姉ちゃんもお兄ちゃんも、ぶ活でい

そがしかったのですが、この日は、みんなで

えい画を楽しく見れてよかったです。ありが

とうございました。�

たくぼ　ひろあき�

－４－�

（青野勝彦）�

（田窪誠一郎）�



会長一言・ドネーション・トピックス�

－５－�

先般、献血に関しての文章が送られてき

ました。今治地区献血推進協議会より、今

年度より愛媛県からの補助金が廃止される

とのことです。�

現在、県内の血液の30％はライオンズ

クラブ関係者で供給されています。しかし

①少子化献血人口の絶対数減少、②若者の

献血意識の低下等の問題があります。今一

度我がクラブも吸血鬼のごとく献血意識の

向上を高めようではないか～！�

メンバー近況報告�
（9月ドネーションより）�

例会訪問ドネーション�
　くるしまライオンズクラブ�
　2R・RC　加藤　茂�
　2R・会則・会員維持・指導力育成・EXT委員　安永健治�
世良　建二　家族例会の時に国際ホテルの宿泊券を

いただきましたので、ドネーションし
ます。�

寺町　　陽　カッター大会で漕いでいるところが、
ＮＨＫのニュースで映ったそうです。�
村瀬さんに今朝、急に卓話をお願いし
たところ、快諾して頂きまして助かり
ましたので。�

中野　裕行　市民カッター大会でＮＨＫのテレビに
僕が映ったので、ドネーションします。�

青野　勝彦　又やってしまいました。すみません。�
今回、皆様方のアカペラによる熱唱に
助けられました。感謝しています。�

青野賢二郎　愛媛新聞で竹材業として紹介されました。�
近藤　嘉男　孫が一人増えました。今度は女の子です。 

2 歳半の孫が幼稚園に入園しました。�
お兄ちゃんと一緒に登園しています。�

白石　善貫　新工場及び事務所が完成。本社を移転
致しました。�
今治市波方町養老甲738－16�
　　　　　（テクノ、なみかた団地内）�

中野　裕行　消防の詰所でおいしいお酒を楽しみま
したので、ドネーションします。�

�
誕生日ドネーション�
　　　　越智　英年　　多田　英文　　長野　隆一�
　　　　森　　清志　　森田　恭治�

トピックス�

加藤 茂 RC 例会訪問（H18.9.7）�市民カッター大会（H18.8.27）�



投稿（珍島訪問）�

－６－�

（有）福 本 商 店 �

福本　琢美�

〒794－0013  今治市片原町2－1－31
TEL 22－0646　FAX 55－2305

本 宮 石 材（有）�
代表取締役　本宮　光朗�

〒799－1522  今治市桜井5－11－17

創業以来、地域に支えられ、�
現在五代目。石のことならお�
任せ下さい。�
（全優石認定店）�

TEL 48－1703　FAX 47－1742�
http://www.hongusekizai.com

（株）ミツワ物 産 �
代表取締役　広瀬　靖博�

〒794－0813  今治市衣干町3－1－28

　　　〈取扱品目〉�
・包装用各種フィルム　・食品容器�
・包装機器　・各種テープ�
・生ごみ処理機　・環境衛生器材�
・海洋汚染防止機器�

TEL 22－7451　FAX 31－6759

私 の 珍 島 物 語�
村　瀬　牧　男�

私の珍島物語は5月24日の愛
媛新聞の投書欄に寄せられた、

広島修道大学の日隈健壬教授の一通の投書か
ら始まりました。韓国南端の珍島に408年前、
豊臣秀吉の朝鮮侵略で日本の水軍を率いて戦
い、戦死した来島水軍の5代目通総の配下の
兵士達の漂着した遺体を葬り、408年間秘か
に墓を守っている部落があることが、昨年10
月に韓国でニュースになりました。そのこと
が韓国に滞在中の日隈教授の目にとまり、早
速現地に赴き、そのことを確認し「韓国に眠
る来島水軍を知って」と愛媛新聞に投書する
形で問題提起をしてきました。�
運よくその投書を目にした、来島保存顕彰
会事務局長の私は早速、日隈教授にコンタク
トしました。そして7月2日に今治に来てもら
い、来島保存顕彰会の主要メンバーと懇談会
をもち、日隈教授から直接説明を受けました。
その時、日隈ゼミの学生達が8月中旬に珍島
に学術調査に行くので一緒に行かないかと誘
われ、同行出来そうな人を個別に当り、福本
琢美さん、井手克彦さん、志賀勝則さんと私
の4人が参加することを急遽決定しました。
そして8月13日、女子学生6人を含む一行20名
が下関港に集結しました。�

～いざ珍島へ～�

8月14日、関釜フェリーで釜山に到着。そ
のままチャーターしたバスで5時間かけて珍

島に入りました。珍島は韓国で三番目に大き
な島で、人口は約4万人、面積は合併前の今
治市位の広さがあります。韓国本土と珍島の
間が鳴梁海峡で300mあり、橋が架かってい
ます。来島海峡に良く似た海峡で、通総の日
本水軍と季瞬臣の韓国軍が戦った戦場です。
その鳴梁海峡を見下ろす丘の上に、この戦い
で韓国の英雄になった季瞬臣の顕彰碑があり、
そこへ着くと大勢の報道陣が私達の到着を
待っていて、新聞・TVの記者からインタビュー
攻めにあいました。内容は「珍島に来た目的
は」「ここで今何を思うか」の2点が主で、日
韓の政治情勢には触れませんでしたので、
ほっとしました。そ
れにしても、こんな
に大勢のマスコミに
取り囲まれるのは初
体験、もう二度と無
いでしょう。続いて
珍島を統括する群庁
を訪問し、群守と会

鳴梁海峡鳴梁海峡�鳴梁海峡�
ミョンリャンミョンリャン�ミョンリャン�

珍島群守珍島群守（市長市長）�
と会談会談�

珍島群守（市長）�
と会談�



投稿（珍島訪問）�

－７－�

愛媛県警備保障（株）�
代表取締役　　森田　恭治�

〒794－0028  今治市北宝来町1－2－20
TEL 32－8222　FAX 22－8510�
http://www.ehk.co.jp

村 瀬 海 運（株）�
代表取締役　村瀬　牧男�

〒799－2110  今治市波方町郷甲1394－3

船舶貸渡業（船主）をメイン�
に、波方ターミナルにおいて�
船舶代理店業と海上防災作業�
の請負を行っています。�

TEL 41－9149　FAX 41－9158

（株）オ ルネット�
森　　清志�

〒794－0832  今治市八町西2丁目4－8

森清タオル（株）の販売会社と�
してタオル製品はもとより、�
ドッグウェアー、ベビー、レディ�
スウェアー等を百貨店や全国�
の雑貨店へ販売しております。�

TEL 22－7613　FAX 32－7684

正確で強力なチームワークの�
警備体制のもと、愛媛県民の�
皆様がHEARTスマイルでい�
られるよう日々努力し、安心�
をお届けしています。�

談しました。群守は「墓は私達で守りますの
で、あなた達はこのことに関心を持って下さ
い。私達は昔、戦った者同志、友達になれる
と思います。」と友好的な挨拶を受けました。�

～水軍兵士の墓前で～�

8月15日、いよいよ旅の目的地、倭徳山の
日本兵士の埋葬された墓地に行きました。日
本から墓参りに来るということで、土盛りの
韓国式の墓を覆っていた雑草も、群庁の職員
達により除草され、アドバルーンも揚がって
いました。ここでは珍島に贈呈するために日
本から持参した通総の肖像画を立て、広島か
ら同行した高校生僧侶、浄謙恵照君が読経し、
関係者が焼香し、大学生達が盆踊りを披露し
ました。私は墓前で兵士達の霊を慰め、地元
の人達にお礼の挨拶をしました。ここでも大
勢の新聞・TVのカメラに囲まれ、その晩の
TVのニュースと翌日の新聞は私達のことを
取り上げました。その日は小泉総理が靖国神
社を参拝したことで、トップニュースは小泉
総理ですが、その裏返しで民間では、この様
な友好的な行為があったと、私達のことを報

道し、私の顔とコメントが画面を独占し、そ
の晩の小泉総理に次ぐ主役は私であったはず
です。�

～日韓友好への第一歩～�

8月16日には木浦にある全羅南道庁を訪問
し知事と会談しました。知事は散々過去の日
韓関係と靖国神社参拝を非難しましたが、最
後にはこれは建前であって、あなた達のこと
は歓迎すると結びました。翌17日には木浦の
隣りの霊厳群庁の群守と朝食会を兼ねて会談
しました。青年会議所の役員だった頃、日本
には何回も来たことがあると終始好意的でした。�
�
�
�
�
�
�
韓国政府は敢て日韓関係を悪い様に煽って
いますが、心ある韓国人や経済界の人達には、
深く静かに日韓関係の修復と友好を願うエネ
ルギーが高まっているような気がします。今
回の私達の韓国訪問に対する現地の歓迎ぶり
や、異常なまでのマスコミの取り上げ方を見
て私もそう確信しました。これからが日韓友
好の第一歩。私の珍島物語はまだ終わりませ
ん。�

墓地で挨拶墓地で挨拶�墓地で挨拶�

全羅南道知事と会談全羅南道知事と会談�全羅南道知事と会談�



例会・理事会報告�
8月第2例会�

9月第1例会�

9月第1理事会�

8月第2理事会�

日　時　平成18年 8月17日（木）18：30～�
場　所　アイシネマ今治 �
出席者　52名（60名中）86.7％　補正後98.3％�
メーク・アップ　 7 名�
・会長挨拶�
・会計報告　　　　　　　　　  　　　会計　田窪誠一郎�
・委員会報告�
　　今治市民カッター競技大会について�
　　　　　　　　　　　　　　  市民委員長　玉井　晋吾�
・幹事報告及び終末事務　　　　　　  幹事　本宮　光朗�
・会長閉会挨拶�
・食事�
・映画鑑賞「おさるのジョージ」�
・映画鑑賞家族例会　閉会の言葉�
　　　　　　　　　　　　　　  第一副会長　森田　恭治�
�
 �
日　時　平成18年 8 月29日（火）19：00～�
場　所　事務局会議室�
理事メンバー　15名�
メーク・アップ　 1 名�
《報告事項》�
 1. 会長報告�
　 市民カッター大会の報告、お礼。�
残念ながら18位でした。選手、応援の皆様、お疲れ様
でした。 �

 2. 委員会報告�
　 青少年育成委員会�
 8 月23日委員会開催（MTB乗り方教室について）�

 3. その他�
　 ※「今治ジャズタウン」支援協力　9,354円�
　 実行委員会に全額寄附�
《審議事項》�
 1. 映画鑑賞家族例会収支報告について�
寺町委員長より説明があり、別紙の通り承認。�

 2. 伊予三島ライオンズクラブ45周年記念式典のご案内に
ついて�
10月22日（日）14：30～受付　ホテルグランフォーレ�
ZC、三役の 4 名で出席�

 3. 2006～2007年度冬期YE派遣・受入について�
今年度はしないが、来る次期に向けて検討をはじめる。�

《協議事項》�
 1. MTB乗り方教室の実施について�
11月26日（日）に開催の方向で検討中。�

 2. 35周年事業について�
《その他》�
 1. 井出幸彦複合地区IT専門委員活動報告�
 2.  9 月第一例会での各種ご案内（2RC公式訪問例会）�
�
�
日　時　平成18年 9 月 7 日（木）12：15～�
場　所　今治国際ホテル「ダイヤモンド」 �
出席者　48名（60名中）80.0％　補正後　86.7％�
メークアップ　 4 名�
・会長挨拶�
・ビジター紹介　　　　　　　　　  元会長　近藤　徹也�
　2リジョン　リジョンチェアパーソン　　加藤   　茂 様�
　2リジョン　2ゾーン　会則・会員維持・指導力育成・EXT委員
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 安永　健治 様�
　2リジョン　２ゾーン　ゾーンチェアパーソン�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 越智　　豊 様�
　2リジョン　リジョンチェアパーソンアシスタント�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 野間　道博 様�
　今治くるしまライオンズクラブ�
　　　　　　　　　　　　　   第2副会長　福山　直輝 様�
                                 　　　　　　　　理事　宮川　　平 様�
・ビジター挨拶�
　2リジョン　リジョンチェアパーソン　　加藤   　茂 様�
　2リジョン　2ゾーン　会則・会員維持・指導力育成・EXT委員
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 安永　健治 様�
・食事�
・スリーデーマーチ案内�
　くるしまライオンズクラブ�
　　　　　　　　　　　　　   第2副会長　福山　直輝 様�

                                 　　　　　　　　理事　宮川　　平 様�
・メンバー卓話　　　　　　　　　　　　　  村瀬　牧男�
・委員会報告�
　映画鑑賞家族例会報告　　　   計画委員長   寺町　　陽�
　今治市民カッター競技大会報告�
　　　　　　　　　　　　　　  市民委員会　玉井　晋吾�
　今治西高定時制秋季大運動会について�
　　　　　　　　　　　  青少年育成委員長　　橋　良幸�
・幹事報告及び終末事務�
�
�
日　時　平成18年 9 月12日（火）19：00～�
場　所　事務局会議室�
理事メンバー　14名�
メーク・アップ　 1 名�
《報告事項》�
 1. 会長報告�
 2. 委員会報告�
《審議事項》�
 1. 今治市民カッター競技大会収支報告�
玉井委員長より説明あり。別紙の通り承認。�

 2.  8 月月次収支報告�
田窪会計より説明あり。承認。�

 3. 今治西高定時制秋季大運動会ご案内について�
 9 月27日（水）17：45　西高運動場集合（雨天時は翌日
順延  お祝い金10,000円クラブより支出。　橋委員長よ
り説明。あすなろ学園には篠宮委員長より参加要請済
み。選手の参加をお願いします。）�

 4. 愛媛県立今治養護学校第28回秋季大運動会ご案内について�
 9 月30日（土）9：30～　長野功会長が出席。　�
お祝い金10,000円クラブより支出。　       �

 5. 今治ライオンズクラブ45周年記念式典のご案内について�
10月19日（木）17：00～受付　今治国際ホテル　�
ZC・三役の4名で出席。登録料￥10,000×4をクラブよ
り支出。 �

 6. MTB乗り方教室開催の件�
高橋委員長より説明あり。11月26日（日）で開催決定。
後援等も昨年と同じで進める。競技内容等については
委員会で今後煮詰める。�

 7. 今治東ライオンズクラブ35周年について�
森田第一副会長より35周年の事業を開催したいとの説
明あり、承認。内容等は今後検討する。�

 8. ハルモニアフェスティバル支援について�
11月12日（日）に開催されます。社会福祉委員会が担当
で支援内容を検討する。�

 9. 退会届の件�
矢野和弘さんより仕事の拠点が松山に移ったので活動
が難しくなったので退会したいと届出があり、残念で
あるが、受理する。�

10. 各後援依頼、PR、参加要請�
幹事会で各クラブ足並みを揃える様に相談する。次回
例会で各イベントをPRする。�
・「岡田武史氏語る」�
　　 9 月25日（月）15：30～　今治地場産センター�
・「リレーシンポジウム瀬戸内海」�
　　10月21日（土）13：00～　今治市伯方開発総合センター�
・「第22回長崎五島ツーデーマーチ」�
　　11月11日（土）～12日（日）�
・平成18年度臓器移植普及推進月間の後援について                �

《協議事項》�
 1. 会員増強について�
各クラブでリストアップが進んでいます。今治東LCも
会員委員会を中心にちからを入れてゆく。�

 2. 委員長会について�
委員会間の情報交換、親睦を図るため、必要に応じて
開催する。�

さすがに10月に入ると長かった残暑からやっと開放され、さわやか
な秋の気配が感じられる様になった。それにしても最近の日本の気候は
どこかおかしい。残暑がいつまでも長く続き、秋の季節が短くなってい
る様に思うのは私だけだろうか？�
秋といえば、文化の秋、スポーツの秋、読書の秋、食欲の秋、そしてアク

ティビティの秋？夏バテを乗り越えてアクティビティも頑張ろう。　（S.T）�

例 会 日　 第 1・第 3（木曜日）12：15�
例 会 場　 今治国際ホテル�
会　　長　 長　野　　　功�
　　　　 　今治市常盤町1－5－13�
幹　　事　 本　宮　光　朗�
　　　　 　今治市桜井5－11－17�
会　　計　 田　窪　誠一郎�
　　　　 　今治市八町東6－1－25
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