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焼け残り一枚の写真

横田 康知
昭和20年7月25日の松山大空襲で焼け残った
一枚の写真です。
昭和18年4月、希望を抱いて当時の県立中学一
年生に入学して間もない頃の思い出の受験写真で
すが、つい昨日の様な気持ちです。
当時の県立中学生全員はこの制服に戦闘帽を冠
り足にはゲートルを巻き、背中には背のうを背負
いながら通学していました。
3年生は学徒動員として、新居浜の住友化学へ
と向かい、6月になると同級生達も次々に海軍甲
種飛行予科練習生［通称予科練］又は陸軍少年飛
行兵として入隊し、8月には敗戦、動員解除とな
り復学して見ると、学校は丸焼け、戦後は跡地整
理から始まり、復興に向かって生きる事が精一杯
の日々を送る、これが私達の青春そのものでした。
こんな思い出しかない私達も喜寿を迎える中で、
自分の子や孫達を見る時、果たして現在の平和ボ
ケの良否に苦しんでいます。

OSEALフォーラム

OSEALフォーラムに参加して
井 出 幸 彦
来年、独立50周年を迎える
マレーシアのペナンに於いて実
施された「第45回OSEALフォー
ラム」へ夫婦二人で参加してきました。福岡
へ前泊し、3日朝出発。シンガポール経由で
ペナンへ移動し、ホテルへ到着したのは21時
頃で、早々に就寝。4日午後に開会式がペナン・
インドア・スポーツアリーナで開催され、多
数の人でごった返していました。ジェフリー
大会委員長の大変ユーモアのある開会宣言で
始まった開会式ですが、17時の終了予定を過
ぎても終わってなかったのですが、18時から
の「MD336の夕べ」に出席のため、途中退
席し、バスにて「ガーニーホテル」へ移動。
この席では複合地区IT委員会の懸案事項を
MD336B,C,D地区の幹部の方々にお伝えした
のですが、大変満足のいくお答えを頂きまし
た。会は大変盛り上がり終了が30分延長とな
りました。5日は全国のIT仲間が本部ホテル
のロビーに集合しオフミーティングをする予
定でしたので行ったところ、伏見国際理事も
出席されることになり、総勢15名で、大変楽
しいひとときを過ごすことが出来ました。
その後、14時からセミナーがありIT仲間と
総勢6人で参加。我がMD336選出の谷野国際
理事もパネラーとして出席されていました。
3時間のセミナーの途中でコーヒータイムが
あり、ちょっとしたケーキも用意されていま
したが、気になるのは日本人の出席者の数で
す。福井元国際理事他数名の出席は確認でき
ましたが、IT仲間6名を加えても10名前後だ
と思われます。これでは、お金は出すが顔が
見えない日本人と言われるのは仕方がないと

思われます。夜は日本レセプションがあり、
IT仲間でもある団335Aキャビネット幹事の司
会で、ジェフリー大会委員長、ジミー・ロス
国際会長、マヘンドラ第一副会長、アル・ブ
ランデル第二副会長御夫妻、テー・サップ・
リー元国際会長をお迎えして、2007〜2009年
の国際理事に立候補する、333-C地区の後藤
隆一ライオン、335-B地区の重松良次ライオ
ンの当選に向けて大いに前進しました。その
席には、ホスト役の地元ライオン、インド、ス
リランカの方々、
そして来年のOSEALフォー
ラム開催予定である韓国の方々の姿が多く見
られました。その席でホスト役の308B地区
のペナン・コムターライオンズクラブのウイ
さんという方と知り合い、いろいろお話を伺
いました。その後、国際会長晩餐会へ参加さ
れる8複合IT委員長連絡会議世話人の滝沢さ
んや、その他の方々を道案内させていただい
てから、ホテルへ帰りました。最終日の6日
には閉会式へ出席後、やっと自由時間となり、
少しだけ市内散策してからホテルへ帰り帰国
準備後、18時半に集合しバスで出発。ペナン
国際空港では、IT仲間の方々とお別れし、
MD336の議長、前ガバナー御夫妻と同じ便
で1時間ちょっとのシンガポールへ行き、約3
時間の待ち時間の後、福岡へ向け出発。6時
間弱の飛行時間の後、気温が35度のところか
ら13度の福岡へ戻り、寒さに震え上がりまし
た。今回は殆ど自由時間がありませんでした
が、多くの出会いと感動を頂き、ライオンズ
クラブ国際協会の国際協会たる所以を実感す
る事が出来、大変有意義に過ごすことが出来
ました。

−２−

ハルモニアフェスティバル（H18.11.12）
・会長一言

ハルモニアフェスティバルに参加
野 間 道 博
11月12日（日）10時から第4回
ハルモニアフェスティバルが開
催されました。この催しは毎年天候に恵まれ
ません。前日も天候を気にしながら泉荘より
机・テーブル・食器等搬入しましたが、やは
り夜は雨で明日も大変だなあと心配していま
した。が、今年は晴天で会場の日吉小学校の
校庭に岡本会長の元気な声がひびきわたりま
した。（この時まで私は会場は体育館で毎年
行われているものと思っていた。）あいさつ
の後、今治幼稚園の園児による音楽とパレー
ド、愛犬グループによるしつけ教育と模範演
技が行われた。会場にはボーイスカウトのピ
ザ実演販売と野外活動、ハシゴ車と消防車で
やってきた消防署のけむり体験教室、うどん・

焼そば・フランクフルト・綿がし・ポップコー
ン等、各種の売店が出店されていました。
過去3回は我が今治東ライオンズクラブは
出店していましたが、今回は会場のお手伝い
をしました。特設舞台の設営、音響、車の誘
導、くじ引き等、準備にメンバーが忙しく働
いていました。催し物が行われている時は、
中央テーブルでお客の接待等でお手伝いも大
変でしたが、メンバーの方々、誠にお疲れ様
でした。
後片付け後、新築になったメンバーの田窪
邸でお疲れ会がありました。今年の反省と来
年の参加方法が話されましたが、今年は晴天
で盛況であったハルモニアだったという事を、
報告させていただきます。

既に立冬も過ぎ寒さも本格的になりまし

願の優勝を成し遂げました。おめでとうご

た。ライオンズ活動も後半に入るといろい
ろと忙しくなります。ボランティア活動の
応援や、アクティビティ事業も成し遂げる

ざいます。
ライオンズ活動は人と人との信頼感がパ
ワーを生みます。そしてその組織の強さ・

でしょう。そして年末年始の忙しい時期を
乗り切りましょう。
さて先月の2R親善スポーツ大会のソフ

魅力は、まさに個人が集まったブランド力
です。個性の音色を重ねる交響楽だとも言
えるのではないでしょうか。（ライオンズ

トバレーボールで、我がクラブがなんと悲

クラブ万歳！）

−３−

2R親善スポーツ大会（H18.11.18）

第34回 2R親善スポーツ大会 優勝!!
箱 崎 誠 二
去る11／18（土）・西条市総合
体育館において、第34回2R親善

セット連取で決勝進出。
相手は川之江ライオンズクラブが東予ライ

スポーツ大会が開催され、我々今治東ライオ
ンズクラブも総勢22名で参加しました。昨年
は決勝トーナメント・準決勝で東予ライオン

オンズクラブを破り決勝へ。試合開始。相手
はミスが無く返してくるチーム。我々のミス
が目立ち、1セット目は7−15と落としました。

ズクラブにセット数1−2で惜敗し3位となり、
打上げの席で「来年は優勝目指すぞ！」と誓っ

ここでアクシデント。諏訪君の足が…！戦力
ダウン。さて2セット目の開始。やはり相手

たあの日からはや一年。毎月2回の練習の成
果が出てくれるとありがたい！会場へ到着後
開会式を経て、いざ予選リーグの始まりです。
4ブロックに分かれて各ブロックが4チームず
つの総当り。成績の一番良いチームが決勝
トーナメントに進みます。我々はＢブロック、
選手12名で楽しくやろうと話しながら、第一
試合は今治サーチング戦。15−6・15−3と2
セットを取り、早めの腹ごしらえ。午後から
新居浜戦・伊予小松戦と連戦です。15−5・
15−9、15−4・15−5とそれぞれに2セット連
取で予選リーグを突破。決勝トーナメント進
出が決まり、準決勝の相手は伊予土居ライオ
ンズクラブ。ここから選手の顔つきがガラッ
と変わり気合が漲ってます。試合が始まり、
最初は相手のペース。相手は攻撃的なチーム
だけにミスも出始め、途中から逆転し1セッ
ト目を取りました。2セット目も相手ペース
から始まり、一時は3−9まで点が開き、ここ

はミスが少なく、リードされ試合の中盤へ。
我々も粘ろう、と、1点取るのにラリーが続
く。またもや長野隆一さんの足が…！ここか
らメンバーが奮起し、粘りに粘って2セット
目を取りました。続いて3セット目は同様の
流れで、最後の2ポイントは相手のミスを誘
い、試合終了と同時に選手全員がその場で万
歳！ずっと立っての応援の皆さんもめちゃ盛
り上がり、閉会式を終えてアサヒビール園へ…
私事で打上は遅れて参加しましたが、何処に
居るかすぐ判る位賑やかな席。その後今治に
帰り、2次会に行ったとか。一年間バレーチー
ムの練習を段取りし、支えてきた寺町君をは
じめ、メンバーの皆さん・奥様方にはお世話
になりました。応援の皆さんも長時間ありが
とうごさいました。今治サーチングライオン
ズクラブの皆様におかれましては、最後まで
残っての応援感謝申し上げます。
来年は連覇に向かってビシッと揃ったユニ
フォームで試合に臨みたいですねぇ、
越智ZC・
長野会長…。

で作戦タイム。一旦流れを止めて、試合再開。
すると、あれよあれよと言う間に13−13の同
点に追付き、最後は相手のミスで15−14。2

−４−

ゴルフ同好会
平成18年度 今治東ライオンズクラブ

ゴ ル フ 遠 征 記
広 瀬 靖 博
去る10月28日（土）・29日（日）、待望の我が
今治東ライオンズクラブゴルフ同好会の、年
1回の遠征ゴルフの日がやってきた。
今年は29日の広島県久米CCのゴルフはも
ちろん楽しみたいが、少々お金はいるが、貸
切バスで行き帰りも楽しく一杯やりながら行
うということに決まり、13名の精鋭が当日午
前9時45分集合、10時出発。一路倉敷方面へ
向け出発した。薄曇りとはいえ天気は上々、
会員の皆さんの表情、口のすべりも上々でお
昼前には倉敷美観地区に到着した。土曜日な
ので結構観光客も多く、私も暫くぶりの倉敷
だったので楽しく見学させてもらった。皆で
ワイワイ言いながら昼食会場を後にし、4時
過ぎ湯原温泉に到着した。
各自のんびりと山合の露天風呂等で疲れを
癒し、やがて夕食の時間がやってきた。お酒
がすすむにしたがって皆さんの口も滑らかに
なり、明日のゴルフの事やら色々な話題で宴
会は盛り上がっていった。皆さん翌日の事を
考えてか案外早く各部屋に帰り、囲碁をやっ
ていた人以外は旅の疲れも有り早々にお休み

のご様子でした。
さて当日、初めての久米CC。天候も良く「俺
が優勝だ！」等と皆さんワイワイ言いながら
スタートして行った。
私は例によって最近は不調で、アウト46、
イン48、トータル94で アキマヘン！ と思
いながら風呂から上がり、帰りのバスに乗り
込んだ。
やがてバスの中で表彰式が始まった。クラ
ブのコンペと同時に、当日コンペ及び馬券も
発表されていたが、まず当日コンペでは私が
運良く19.2のハンディが付き優勝！！馬も4−6
で一人取り。エエ……？と思いつつラッキー、
ラッキーと益々今回の遠征が楽しいものと
なった。ハンディの付き方が悪く下位になり
しょんぼりされている方もおり、いつもの風
景ながら皆でビールや酒で喉を潤しながら今
治に到着し、有志で焼鳥屋に繰込んで反省会
をし、楽しい遠征も無事終了した次第です。
皆さん大変お疲れ様でした。又、来年も元
気で遠征できる様、頑張りましょう。

−５−

新会員挨拶
かど

た

けん

いち

ふじ

た

まさ

ひろ

門 田 健 一

藤 田 正 博

職業（業種）
（有）門田モータース
家族
父・母・妹2人
生年月日
昭和57年1月1日
趣味
サッカー・アメリカンフットボール・空手

職業（業種）
（有）藤田水道工業所
家族
妻・長男
生年月日
昭和22年3月14日
趣味
釣り・ゴルフ

この度、11月から今治東ライオンズクラブ
に入会させて頂くこととなりました。まだま
だ社会人としても、未熟な所ばかりですので、
出来る限り活動には参加し、地域社会への貢
献と見聞を広めることに精進したいと思って
おります。
私の会社は自動車整備・販売をしており、
有限会社になってからは約20年ですが、祖父
が自動車整備を始めてから数えると約50年だ
そうです。たまに、社長である父に昔の話を
聴きますが、私の記憶としては三輪トラック
を見たような気がするくらいです。
また、私はスポーツが好きで、学生時代の
放課後と休日はクラブ活動の思い出しか無い
程です。成績はあまり良く無かったのですが、
続けたことによって得たものをこの先の仕事
や活動に生かしたいと思っております。
最後に、お誘い頂きました渡辺様、入会を
認めて頂きました会員の皆様には深く感謝し
ております。これからの活動に於いてご指導
の程よろしくお願い致します。

このたび、10月の例会において、今治東ラ
イオンズクラブに入会を認めて頂きました。
スポンサーとしてお勤め頂きました渡辺望さ
ん、会長及び会員の皆様方に深くお礼申し上
げます。
入会の説明を受けますと、自分が思ってい
た以上に栄えある会と同時に、奉仕の精神に
基づいたすばらしい会であるとともに、私の
ような者が勤まるものかと一抹の不安を持っ
ているのでございます。
さて、私事になりますが簡単に自己紹介を
させて頂きます。住まいは大島の吉海町で建
設業を営んでおります。趣味は島という恵ま
れた環境でありますので、2日に1回程度で2
時間ほど竿を出しております。また、月に一
度くらいは遠征に、主に土佐清水まで釣行し
ております。皆様も趣味のある人がいればお
声掛け下さい。また、ゴルフも下手の横好き
ですが誘って頂きたいと思います。
最後になりますが、会の趣旨を理解し、会
員として一生懸命勤めさせていきたいと思っ
ておりますので、よろしくお願いいたします。

今治蒼社郵便局
局 長

渡辺 一夫

〒794−0058 今治市蒼社町1−3−46
TEL 22−4217 FAX 31−8657

郵政公社は2003年 4 月に発足
しました。着実に成果も上げ、
地域貢献も果たしつつ、社会
のセーフティネットとして
国に貢献しています。

（株）渡 辺 建 設
代表取締役 渡辺

望

〒799−1506 今 治 市 東 村 3 − 1 − 3
TEL 48−6138 FAX 47−2428

「技術と誠意を人の和でつつむ」
を社是とし、環境の変化及び
時代の要請を常に感じ、高品
質の建設製品を提供すること
で地域に貢献する。
−６−

ア イキ 塗 装
代表者

相原 高樹

〒799−1523 今治市郷桜井4−4−43
TEL 43−6870 FAX 43−6871

建築塗装、鋼橋塗装、防水工
事、エポキシ樹脂注入、店舗
計器塗装等を行っております。
住宅の塗り替えから、コンク
リート補強までご相談下さい。

ドネーション・
トピックス

メンバー近況報告
（11月ドネーションより）
渡辺

望

広瀬

靖博

田窪誠一郎

藤田正博さん、門田健一さんをスポン
サーさせていただきました。よろしく
お願い致します。
去る10月28・29日、我が今治東ライオ
ンズクラブゴルフ同好会にて年に 1 回
の遠征に、倉敷 湯原温泉方面に行って
参りました。久米C.Cの当日コンペで

優勝し、馬も一人取りさせて頂きました。
久し振りの事なので、当夜散財してし
まい、少ないドネーションですみません。
住まいが完成し先日引越しいたしました。
風呂・台所・テレビとリモコンやスイッ
チだらけで日々、悪戦中です。

誕生日ドネーション
品部
浩
田中 節太
長野
功

白石 善貫
谷口昭太郎
箱崎 誠二

白川 通博
近松 徹也

トピックス

800回記念例会 会長挨拶
クラブ会長優秀賞並びに100％幹事アワード贈呈
（H18.10.19／10月第2例会） （H18.10.19／10月第2例会）

入会式
（H18.11.2／11月第1例会）

2R親善スポーツ大会（H18.11.18）

（有）アート環境企画 （有）青 野 竹 材 店
代表取締役 青野

勝彦

〒799−1536 今治市桜井旦甲261−6
TEL 48−5466 FAX 48−5860
http://www.artpco.com

アメニティな空間づくり

代表取締役 青野賢二郎

〒794−0056 今治市南日吉町3−3−3
TEL 22−1936 FAX 22−2640

昭和20年創業。竹材、造園資
材の販売を中心として営業。
現在は、造園、竹垣施工も行っ
ています。

−７−

（有）ワ ー ド ア イ
代表取締役 井出

純司

〒799−1506 今 治 市 東 村 5 −8 −3 5
TEL 48−0933 FAX 48−0934
URL www.wordeye.co.jp/

広告、印刷に加え、平成15年
8 月より介護事業を開始して
います。介護保険認定のお手
伝いから、訪問介護、介護機器
などの販売を行っています。

例会・理事会報告
10月第 2 例会

●800回記念例会●

日 時 平成18年10月19日
（木）12：15〜
場 所 今治国際ホテル「ダイヤモンド」
出席者 50名（59名中）84.7％ 補正後91.5％
メーク・アップ
4名
・会長挨拶
・クラブ会長優秀賞並びに
100％クラブ幹事アワード贈呈
会長 長野
功
前会長 近藤 純二
前幹事 久保 智秀
・食事
・チャーターメンバー卓話
チャーターメンバー 後藤
章
チャーターメンバー卓話
チャーターメンバー 谷口昭太郎
・委員会報告
例会時間・場所変更について
計画委員長 寺町
陽
早朝例会について
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

10月第 2 理事会
日 時 平成18年10月24日
（火）19：00〜
場 所 事務局会議室
理事メンバー 13名
メーク・アップ
1名
《報告事項》
1. 会長報告
10月19日
（木）今治ライオンズクラブ45周年記念例会
10月22日
（日）伊予三島ライオンズクラブ45周年記念式典
2. 委員会報告
社会福祉委員会
ハルモニアについて
《審議事項》
1. 新会員について
渡辺望さんより門田健一氏、藤田正博氏の推薦があり、
出席理事の無記名投票の結果、全員賛成で承認。11月
第 1 例会にて入会式。
2. 愛媛県立今治養護学校 文化祭、学習発表会ご案内に
ついて
・文化祭 10月28日
（土）9：10〜 今回は欠席します。
・学習発表会 11月23日
（木）9：10〜 長野功会長出席。
クラブよりお祝金10,000円を支出。
3. 2006−2007度 夏期ＹＥ派遣・受入のお願い
派遣・受入なしで承認。
4. 例会時間・場所変更について
1 月 4 日
（木）昼→夜 今治国際ホテル（クリスタル
Ａ）新年同伴例会に変更、承認。
5. 1 月会費（第 3 期）集金について
1 月第 1 例会が新年同伴例会のため、 1 月第 2 例会で
集金することを承認。
《協議事項》
1. 今治東ライオンズクラブ35周年について
2. MTB乗り方教室について
四部会に分かれ各委員会ごとに役割分担する。

④バッチの贈呈
会長 長野
⑤会長歓迎の挨拶
⑥所属委員会の任命
⑦ニューメンバー挨拶
⑧記念撮影
・食事
・委員会報告
ハルモニアフェスティバルについて
社会福祉委員長 篠宮
親子マウンテンバイク乗り方教室について
青少年育成委員長
橋
・幹事報告及び終末事務
幹事 本宮

日 時 平成18年11月 2 日
（木）12：15〜
場 所 今治国際ホテル「ダイヤモンド」
出席者 47名（61名中）77.0％ 補正後90.2％
メーク・アップ
8名
・会長挨拶
・入会式
会員副委員長 近藤 徹也
①ニューメンバー紹介
藤田 正博 様
門田 健一 様
スポンサー 渡辺
望
②ニューメンバー宣誓並びに宣誓文署名
（ニューメンバー並びにスポンサー）
③会員委員長宣誓文確認
会員副委員長 近藤 徹也

11月第 1 理事会

先日の愛媛新聞に、新都市見直し案検討部会において、
大型商業施設立地案が記事で出ていた。
様々に見直しされ
ながら市民の負担にならない様部会内で話合いがなされ
てきたとは思うが、
はたして今治市全体のまちづくりにお
いて、
なぜ新居浜のイオン級の大型商業施設が新都市に必
要なのか甚だ疑問である。
しっかりしたコンセンサスも取
らないまま、すでに12月市議会には議案提出がなされる
予定と聞く。
将来今治はどうなるのか行政に対して不信感
がつのるばかりである。
（S.H）
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日 時 平成18年11月 7 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
3名
《報告事項》
1. 委員会報告
社会福祉委員会
ハルモニアについて
《審議事項》
1. 10月月次収支報告
田窪会計より説明あり。承認。
2. 平成18年度薬物乱用防止東予地区大会について
11月24日
（金）13：30〜15：40 今治市民会館 青野保
健委員長出席。
3. 新会員オリエンテーションご案内について
11月25日
（土）13：30〜受付 西条商工会議所
ZC、渡辺会員理事
（引率者）
､ Ｌ吉原・Ｌ門田（受講者
2 名）出席。
登録料@1,000円× 2 名（受講者のみ）
、旅費をクラブ
より支出。
4. 第 2 回リジョン会議ご案内について
11月25日
（土）15：00〜受付 西条商工会議所
ZC、ZCA、会長出席。登録料@8,000× 3 名、旅費をク
ラブより支出。
5. 今治市名誉市民・越智伊平翁 顕彰碑建立祝賀会ご案
内について
12月 3 日
（日）11：00〜除幕式
糸山公園来島海峡展望会館 駐車場横緑地
12：30〜祝賀会 今治国際ホテル
会長出席。会費8,000円をクラブより支出。
6. 忘年理事会について
12月26日
（火）「理事会」18：00〜18：30 事務局会議
「懇親会」19：00〜 美賀登
（事務局前より送迎バス 18：30集合）
会費 6,000円 例会、FAXにて会員に案内。
《協議事項》
1. 今治東ライオンズクラブ35周年について
2. 親子MTB乗り方教室について
《依頼事項》
1. 菊間国家石油備蓄基地見学のご案内
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