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題字はクラブ会長の揮毫

 国際協会モットー 『We Serve ～われわれは奉仕する～』
　 ジョセフ ・プレストン国際会長テーマ 『Strengthen the PRIDE - 誇りを高める』
　 336-A地区ガバナースローガン 『「新たな気持ちで」 We Serve』
 キーワード 『ヴィジョン共有』
　 今治東ライオンズクラブ会長スローガン 『元気でいこう We Serve』
 キーワード 『楽しくやって何が悪い』



　このたび、栄えある今治東ライオンズクラブ会長を拝命

させて頂きました。皆さん今年一年よろしくお願いいた

します。

　我がクラブは今年で結成42年になります。結成時はオ

イルショックだったと思います。それより42年前、昭和6

年は満州事変、そして今年は東北大震災後3年目です。こ

のように考えるとエネルギー不足は40年周期に出てくる

のでしょうか。

　また、熱力学第二法則に「自由エネルギーは必ず除々に

無くなっていく」というエントロピーの法則というのがあ

ります。人類の歴史はまさに新しいエネルギー獲得の歴

史でもあったのです。

　そこで私はクラブの今年のテーマを「元気でいこうウ

イ・サーブ」とさせて頂きました。

　新しいエネルギーを人間本来の内面に求め、再生エネル

ギーを引き出していこうという試みです。

　「楽しくやって何が悪い」というのもそういった意味か

らです。しかし何といっても新会員を増やし、退会を極力

減らすということが会長の使命であります。

　この一年、長野地区委員のお知恵を存分に借りて進めて

行こうと思っています。その為に越智幹事と門田会計と

いうフレッシュな3役で頑張っていきますので会員の皆さ

んご協力のほどよろしくお願いします。例会ではおも

いっきり笑って頂きます（ドネーションのネタになること

必須ですが、そこは若さに免じご容赦ください）。

　最後に今年は合同例会がクラブ1000回目の例会になり

ます。何か良いアイデアがあれば声かけください。待っ

ています。

　自分のお願いばかり言いましたが、よろしくお願いしま

す（最後までお願いをしまして申し訳ありません）。
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会長就任の挨拶
新会長　野間　道博
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この度野間次期会長より2度目のテール・ツイスターの役をおおせ

つかりました。テール・ ツイスターの役目はクラブ例会を楽しく演

出することと、メンバーの皆様からドネーションならびにファインを

いただいてクラブ運営に役立てることだと思います。この一年会員皆

様の御注意ならびに御助言をいただき精一杯役割をはたしたいと思い

ます。どうかご協力よろしくお願いします。

テール ・ ツイ ス タ ー 　近藤　嘉男

今治東ライオンズクラブに入会してようやく半年を過ぎたくらいの

ときだったと思いますが、野間さんから会社に電話があり、次々期の

テーマーをやりませんかとのこと。まだライオンズクラブの組織のな

んたるかも、ろくに判っていないまま「ハイ」と返事をし、1年と少しが

経ってしまいました。

理事会、打ち合わせ、準備、片付けなど、ライオンズに関わる時間は前

年度より格段に増えると思いますが、みなさんにご迷惑を掛けないよ

う、時間には余裕を持って務めていく所存ですので、なにとぞよろしく

お願い申し上げます。

ライ オ ン ・ テー マ ー 　阿部　国弘

とうとう年貢の納め時がきました。この一年間、心の片隅には誰か変

わってくれないかなぁ〜、辞められるものなら辞めたいなぁ〜と思った

ことが何度もありました（これは本当です）。しかし、思いは思いだけで

あって、今こうして就任挨拶の原稿を書いています。

有望な人材を有するメンバーの中から優柔不断な自分を指名していた

だいた、野間会長に恥をかかすことはできません。この一年、自分を捨

て、我がクラブの為、野間会長の為、全身全霊を尽くす覚悟でございます。

しかし、所々で自分にかえる時が多々あります。その時は、門田会計に正

拳突きを一発！

とにもかくにも、野間会長のスローガンである「元気でいこう We 

Serve」を肝に銘じ、サブテーマでもある楽しくやって何が悪い例会、楽し

くやって何が悪いアクティビティを心がけ、一人でも多くのメンバーの

皆さんに参加をしていただいて、「幹事の中に変人がいた！」と後々まで

語り継がれるような印象深い幹事を目指します。

何卒、みなさんの温かいご指導ご鞭撻の程よろしくお願いいたします。

幹事 　越智　祥文

一年間、会計をさせていただきます。今期は、クラブ外の会合へも出席

させていただくこととなりますので、そこでいろいろな話を聞き、今まで

と違った目線でライオンズクラブへの理解度を深めたいと思っておりま

す。そして、できる限り自分らしく今治東ＬＣに貢献していくつもりで

す。ご指導のほど、よろしくお願い致します。

会 計 　門田　健一
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愛和印刷株式会社
代表取締役　阿部　国弘

794-0804 今治市祇園町3-2-1
TEL32-0110　FAX31-4575

http ： /aiwa-print.com

高品質なサービスと印刷物を

ワンストップでご提供します。

プライバシーマーク取得で、

個人情報保護も万全です。

会員委員長という重責を

担うこととなり、身が引き締

まる思いです。昨今の会員

減少傾向、高齢化や家族会員

の件も含めて根本的な改革

が求められているものと思

います。しかし改革は短期

間でできることではなく41

年の歴史をかみしめながら

一歩一歩進めていかなけれ

ばなりません。一年間精

いっぱい頑張りますのでご

指導、ご協力宜しくお願い申

し上げます。
会員委員長　　

井出　幸彦

今年度は財務委員長をさせて頂く事になりました。分からな

い事ばかりで、かなり戸惑いを感じている状態でありますが、ス

ムーズで活力ある運営を心がけて、皆さんのご指摘にすぐさま

お答えできるように努力していきたいと考えています。一年

間、ご協力、宜しくお願いいたします。

財務委員長　木村　弘宣

委員長就任の挨拶
入会６年目で計画委員長をさせていただくことになりました。

前任の妻鳥さんの様にはなかなかできないと思いますが、私な

りに一生懸命務めさせ

てもらいます。

野間会長のサブテー

マ「楽しくやって何が悪

い」を実践いくよう、い

ろいろと企画してまい

りますのでご協力の程、

よろしくお願いいたし

ます。

計画委員長　樫田　憲和

今期、出席委員長に就任しました。2年ぶりの委員長ですが、出

席委員会は初めてです。 

委員会としては、出席率の維持向上はもちろん、純出席100％例

会の実施を目標にして、今期中に迎える第999回ないしは記念す

べき第1000回例会に

て達成を考えていま

す。

も ち ろ ん、２Ｒス

ポーツ大会は全力で

行きますのでご協力

お願いします。
出席委員長 　　

篠宮　博幸

㈱ 井 出 工 具
代表取締役　井出　幸彦

794-0021 今治市米屋町4-1-27
TEL32-5731　FAX32-5765

http ： //www.idekougu.com/

工場向けの機械工具販売・

家庭用太陽光発電システム

（シ ャ ー プ） 販 売。

ISO14001全営業所取得。

㈱ＡＳＣＯＴＴ
代表取締役　小笠原　斉

794-0015 今治市常盤町8-4-38
TEL35-2210　FAX33-3351
http ： //www.ascott.com

ascott@herb.ocn.ne.jp

何でもやれるということは結

局は何も出来ないということ

なのかも知れない。とふと立

ち止まって考える企業。

伊 豫 運 送 ㈱

代表取締役　大澤　宅也

〒794-0801 今治市東鳥生町5-27
TEL32-5171　FAX32-3187

昭和29年6月設立。来年創業

60年を迎え、港湾荷役業、貨

物自動車運送業、倉庫業、

代理店業等を取り扱い。



この度、保健委員会の委員長

に任命され、第一に考えたの

が、今まで取り続けていたア

ワードの金賞を今年も取る事

を目標としております！　薬

物乱用防止教室の新たなる形

作りなども考えており、クラブ

メンバーみんなで楽しめるよ

うに頑張ります。

せっかくの委員長なので、いっぱい遊び、充実したクラブ活動

にしたいと思います。

保健委員長　壷内　和彦

－ 5 －

このたび、PR委員長を拝命

致しました。今年度も年6会

の会報発行、またブログの方

で対外的にもクラブの活動

内容を発信していけたら、と

考えております。みなさま

にもいろいろとお願いさせ

ていただくと思いますが、ご

協力のほどどうぞよろしく

お願い申し上げます。

　PR委員長　角南　英明

今年度の委員長を仰せつ

かりました。

本宮、丹の両氏の元で二期

続けて副委員長を務めさせ

て頂いたので、段取りが解っ

ていると思われたと忖度致

します。

が、何を隠そうほとんど

解っておりません。

ともあれ、拝命したからに

は頑張りたいと思っており

ます。

今期副委員長の寺町さん

共々宜しくお願い致します。

環境・社会福祉委員長　田中　秀彦

今年度の青少年育成委員長の大澤です。

前年度のそば栽培体験では、残念ながら途中でいのししに食べら

れるという、残念な結果になってしまいましたが、今年度こそ「打

倒！いのしし」で、なんとか収穫からそば食まで、幼稚園児と共に体

験できたらいいなと考えております。

山岡前委員長大活躍のあとの委員長なので、大変な重荷を感じて

いますが、クラブの皆様のご協力のもと、なんとか１年間がんばっ

ていきたいと思います。

青少年育成委員長　大澤　宅也

社労士 越智事務所

社会保険労務士　越智　祥文

799-1506 今治市東村5-8-35
TEL36-6238　FAX36-6239

平成9年4月に独立開業。労

働保険事務組合愛媛雇用

管理協会併設。幅広い労

務管理を行っています。

丸 越 時 計 店
店主　越智　英年

794-0015 今治市常盤町4-3-4
TEL22-2710　FAX32-6347

創業昭和27年、時計、宝飾品、

メガネ、補聴器、小売販売店。

現在、ロレックス他舶来時計の品

揃えを強化、又修理部門は地域

一番店を自負しています。

エディオン今治東店
代表取締役　樫田　憲和

799-1502 今治市喜田村1-5-5
TEL47-1111　FAX48-6126

deo2ih@shirt.ocn.ne.jp

オール電化・ リフォーム ・

パッケージエアコン等何でも

ご相談下さい。親切丁寧安

心価格でお届けします。

ケーオー商事㈱
代表取締役　片山　昭

794-0015 今治市常盤町6-7-37
TEL23-5771　FAX23-7342
http ： //www.keiou.com

文具・事務用品からオフィ

ス家具・ OA機器まで事務

所の事なら何でもご相談く

ださい。
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３３６—Ａ地区２Ｒ
ＧＭＴ・ＧＬＴ・会則・プロトコール委員

長野　隆一

舌をかみそうな、長い名前の役

職に就任いたします。今のところ

９月末までに、約２０回の会合に

出席し、挨拶や進行役をすること

になっています。引き受けた当初

は憂鬱な気持ちも少なからずあり

ましたが、現在は、「どうせするな

ら楽しく面白く」という気持ちに

切り替えています。

懸案の家族会員の件ですが、木

内ガバナーは「２００％を目標に、

クラブの実情に応じて無理のない

程度で増強に努力を」と言われて

います。強い指導によるノルマ達

成を推進した松前ガバナーから

は、かなりのトーンダウンに聞こ

えそうですが、強権を発揮しない

分、各クラブが返って反発を緩め、

協力してくる可能性もあります。

いずれにしても、今治東クラブ

の皆様方には、地区委員としてお

願いを致しました折には、何卒ご

協力を頂きますようお願いいたし

ます。

３３６—Ａ地区２Ｒ
２Ｚ-ＺＣ

近藤　徹也

これまでに２度の

地区委員を務めさせ

ていただき、これから

は、自由な立場でライ

オンズライフを楽し

もうと思っていましたところ、はからずも、自らの力量不

足を顧みず２Ｒ-２ＺのＺＣをお引き受けすることとなり

ました。

昨年は突然、日本向け家族会員特別プログラムの導入が

決定され、クラブとして後半は、この家族会員増強につい

やらされた感があります。

たしかに、会員増強は必要ではありますが、それは各ク

ラブにとって最善の方法で挑戦していかなければいけな

いことではないでしょうか。

地区役員としての私の立場は、木内ガバナ−方針とキャ

ビネット会議での決議事項を、今期復活した中村リジョン

チア・パーソン指揮のもと、２Ｚの各クラブに浸透して

いくのが主な職務です。 

今年１年アシスタントの久保さんを始めクラブの皆様

のご協力を宜しくお願いします。

３３６—Ａ地区２Ｒ
２Ｚ-ＺＣＡ 

久保　智秀

今年度、近藤徹也ZC

のアシスタントとし

て1年間お世話になり

ます。

過去ＺＣサポート

委員会でお手伝いは

させていただきましたが、ＺＣＡは初めてのことなので、

少し不安な点もありますが近藤徹也ＺＣの足手まといに

ならないよう精一杯がんばってみます。 

私自身就任という感覚はあまりありませんが、Ｗ-Ｔ.

Ｋ、Ｗ-いて座のコンビが名コンビとなりますよう皆さま

のご支援・ご協力を賜りますようよろしくお願いいたし

ます。

地区役員・委員就任の挨拶
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例 会・活 動 報 告

2014.5.27 西条LC例会訪問報告
阿部　国弘

5月27日、長野会員委員長他5名で西条ライオンズ

クラブの例会に参加させていただきました。

西条ライオンズクラブさんは、例会の出席率が

336-A地区でトップクラスです。毎年、ガバナーズ

アワード金賞です。当日の例会も96％でした。年

に5〜6回は100％の日もあるそうです。

出席、欠席が一目で判るボードの設置や100％達

成告知のFAX送信などいろいろと工夫はされていま

すが、やはり会員相

互の自覚とクラブ

の伝統の賜だと、原

会長がおっしゃっ

ていたのが印象的

でした。

2014.6.27 薬物乱用防止教室
 in今治市立北郷中学校

6月27日に前年度最後のアクティビティとして、

北郷中学校にて薬物乱用防止教室が開かれました。

当日は井出さんが講師を務められましたが、西予

市宇和町から３リジョンのリジョンチェアパーソ

ン 大氣さんにゲスト参加いただき、なんと寸劇に

もチェレンジしてもらいました。大氣さん、ありが

とうございました。

最後に全員で「ダメ、ゼッタイ。」を大声でコールし

閉講いたしました。

2014.6.19 最終例会
6月19日、今治ケーオーホテルにて最終例会が開催されました。

中村現会長から野間次期会長にライオンズキーが手渡され、新

たなる年度の幕開です。

余興は妻鳥計画委員長の企画による、部会対抗の競技で大いに

盛り上がりました。

最後にみんなで「また会う日まで」を合唱し閉会しました。

2014.5.28 新居浜LC例会訪問報告
片山　昭

新居浜ライオンズクラブの例会に参

加してきました。

到着して多くの方と名刺交換をしま

したが、三役以外の各委員長もクラブの

名刺を作成していました。また、例会会

場の壁面には出欠ボードが掛けられて

おり、全会員の一年間の例会出席状況が

一目で分るようになっていました。

例会終了後、情報交換会を行いまし

た。全委員会が毎月委員会を開催して

いるとの事で、三役も交代で誰かが出席

するとの事でした。毎月開催の目的は、

例会だけでは若手とベテランの交流が

図れないので、月に一度は委員会単位で

集まっているとの事でした。また、過去

24回開催している「中学生英語弁論大

会」は、教育委員会の年間行事に入って

いるほど頼りにされています。献血は

年3回、川や道路を掃除する「愛リバー･

愛ロード」を年2〜3回行う等、地域に根

ざしたアクティビティを積極的に行っ

ているように感じました。

今回初めて他クラブの例会に参加し

ましたが、イロイロと勉強になりまし

た。送迎いただきました井出さんに感

謝申し上げます。



ドネーション

門田　健一　本日は、平野会計の代わりに前に座らせて

いただきました。失礼しました。

平野　義文　仕事で大分に行ってきます。土産(話)を持っ

て帰ります。例会休んでごめんなさい。

片山　昭　　会長、申し訳ございません。出だしを間違

えそうでしたので、今日は、従来のCDを使

用しました・・・

阿部　国弘　長男の就職が決まりました。市内の某上場

会社です。文句を言いながらも、毎日通っ

ています。

同時に、嫁さんのお母さんと２回目の同居

が始まりました。家族が増えて、みんな元

気なことに感謝です。

壷内　和彦　6月21日、22日今年もテクスポートで梅酒

大会が開催されます。過去最大出店数の１

４４銘柄。

みなさん遊びに来てください。

夏目　幹男　新居浜LC例会訪問引率、ありがとうござい

ました。

長野　隆一　会員委員会として、５年未満の新入会員を

対象とした例会訪問研修を実施すること

ができました。参加者全員、それぞれ有意

義な学びとなったことに感謝してドネー

ション致します。

篠宮　博幸　5月25日第37回小豆島オリーブマラソン全

国大会に出場してきました。大変な暑さを

想定して臨みましたが、海岸線を走る、意

外と涼しいコースでした。今シーズン最後

のレースで気持ち良く完走させて頂きま

した。また、来シーズンもがんばります。

山岡　将人　6/5〜9まで「マカオ」に行ってきます。ソバ

畑のイノシシ避け電気柵の設置費用をカ

ジノで取ってきます。

井出　幸彦　5/28に5名で新居浜LCを訪問、勉強させて

いただきました。

夏目　幹男　今年度も黒字決算できました。過去２番目

の額となり困っています。私のミスでス

タッフ、地域の皆さん、ごめんなさい。 

 

篠宮　博幸　今期も、無事に全ての例会を出席できまし

た。また、三役の皆様ご苦労様でした。

髙橋　良幸　１年間の高出席率に感謝して。

片山　昭　　一年間ありがとうございました。

近藤　嘉男　同級生一同でアンコールワット、ハノイへ

旅行しました。
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中村　省司、壷内　和彦、平野　義文

無事、皆様のご理解とご協力のもと一年を

終える事ができました。本当にありがとう

ございました。

誕生日ドネーション

玉井　晋吾（6/2） 渡辺　健三（6/6）     

丹　英人（6/12） 小笠原　斉（6/15）


