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題字はクラブ会長の揮毫

国際協会モットー
ジョセフ ・ プレストン国際会長テーマ
336-A地区ガバナースローガン
キーワード
今治東ライオンズクラブ会長スローガン
キーワード

『 We Serve 〜われわれは奉仕する〜』
『 Strengthen the PRIDE - 誇りを高める』
『「新たな気持ちで」We Serve 』
『ヴィジョン共有』
『元気でいこう We Serve 』
『楽しくやって何が悪い』
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５月第２例会
（早朝清掃例会）
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３月第１例会 ● 指名会／表彰式／委員会報告／審議事項
メンバーシップキー賞 中村省司 クラブリーダー養成スクール報告 阿部国弘
委員会報告 子どもそば栽培体験／ 999回記念例会収支報告／薬物乱用防止教室報告／写真販売
審議事項 子どもそば栽培体験備品処理の件

３月第２例会 ● 審議事項／委員会報告／メンバー卓話
審議事項 障碍者スポーツ大会支援について／事業資金獲得事業／ 999回例会余剰金処分案
委員会報告 半島四国/地区年次大会 メンバー卓話 東日本大震災支援報告 井出幸彦

４月第１例会 ● 入会式／選挙会／委員会報告／審議事項
入会式 山内誓 越智人史 委員会報告
審議事項 家族会員規定について

年次地区大会／半島四国

４月第２例会 ● 表彰式／メンバー卓話／審議事項
2R親善ゴルフ大会結果報告・表彰 長野隆一 髙橋良幸 広瀬靖博
地区年次大会報告 トンピン会開催案内
メンバー卓話 越智人史 審議事項 ジャンパー購入について

５月第１例会 ● 新家族会委員紹介／委員会報告／メンバー卓話／次期委員会メンバー発表
新家族会員紹介 野間長子 井出範子
委員会報告 地区年次大会収支報告／事業資金獲得事業収支報告／半島四国収支報告
西条石鎚ライオンズクラブ25周年記念式典報告 門田健一
アクティビティジャンパーについて メンバー卓話 山内誓

５月第２例会 ● 審議事項
審議事項

最終例会登録料／ネパール大地震被災者救援
－ 2 －
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伊予土居LC例会訪問報告

計

門田

健一

スポーツ大会での手心をお願いされ閉会しま
した。
その後、数名の会員の方々との懇親会の場
を設けていただきました。そこで、｢メイン
のアクティビティは小学校5校への地球環境
教室だが、最近では子どもたち自身が主に
なって教室を開き、クラブとしてはそれをサ
ポートするという形に変わってきた。また、
その学校の先生方をそれぞれ数名ずつ集まっ
てもらい反省会を年1回行っている｡｣という
お話も聞くことができました。
大変参考になることが多く、有意義な例会
訪問となりました。

6月3日､L近藤･L平野と共に例会訪問に行って
きました｡お伺いした伊予土居LCは会員数36名
（内女性3名）で､会場は文化会館の一室で行われ
ました。例会は主にスライド利用しペーパーレス
化を推進しておりました。幹事・委員会報告もス
ライドに写し、委員会報告の中ではR会議や年次
会合の予定も発表しておりました。ドネーション
はほぼ全員が行い、年間ではわがクラブの倍の金
額になるそうです。最後に、若き第2副会長から

西予市宇和ライオンズクラブ訪問記

5月14日の木曜日、井出さん、次期幹事の髙橋
さんとわたくし阿部とで西予市の宇和ライオンズ
クラブさんへいって参りました。
ここはみなさんおなじみの、大氣RCのいらっ
しゃるクラブです。会場はその大氣さんが営む
「松屋旅館」です。江戸時代から続く由緒正しい
旅館です。
宇和ライオンズクラブさんは、総勢46名。内2
名が家族会員だそうです。設立は1962年でもうす
ぐ55周年記念を迎えられます。特徴あるアクティ
ビティは、近所の施設と提携し、チューリップの
球根を育て販売したり、ひまわりの栽培などもし
ているそうです。地域の学校や施設との連携が密
のようです。

会

ライオンテーマー

阿部

国弘

また、わがクラブの薬物乱用防止教室のことは
結構有名なようで、次期会長がぜひ見学参加をさ
せてほしいとおっしゃっていました。
例会が終わってから、幹事の山本さんに少し案
内をしていただきましたが、ここ卯之町は重要伝
統的建造物群保存地域で、江戸〜大正時代の白壁
や格子戸の家並みが風情のある場所でした。往復
の車中も井出さんよりライオンズクラブに関する
いろいろな知識を教えていただき、とても勉強に
なった1日となりました。

－ 3 －

退

任

挨

拶

今年2月第2例会（合同）で我がクラブも1000
回例会を迎えることができました。結成42年
この節目の時会長を務める栄誉に浴しまして
大変感謝しております。
クラブの区切りの時何故か私、登場するら
しいです。
30周年は幹事で父の葬儀があったし、還暦
の今年度は会長だったし、会員の皆様にはお
世話になっております。
会長にしていただいて、いろいろな会合に
も出させていただきました。アクティビティ
の方もクラブ員の熱心な準備のお陰ですべて
無事達成できました。年次大会で会場前で木
内ガバナーに個人で写真を撮っていただきま
した。
態度が図々しかったのでしょうか「次期
ガバナーの方でしょうか。」とガバナー夫人に
聞かれたので「10年先です。」
と答えたら「がん
ばってね。
」と激励されました。帰りのバスで
それを幹事に言うと「私も狙ってるんです

長

野間

道博

よ。
」という答え、お互い爆笑した次第です。
このように頭では大変クラブ活動に励んだ
つもりですが何分仕事におわれ不真面目な会
長であったこと、それを支えていただいた5
役及び理事会の方々にこの場をお借りしお礼
申し上げます。
そして次期の田窪会長、髙橋幹事は会務に
も精通し体力も十分ある方々ですから「楽し
い会」になると思います。私も一会員として
ついて行きますので会員の皆様今治東ライオ
ンズクラブを今後共宜しくお願いします。
「生きていく」事はお互いが「助け合ってい
く」ことであり、奉仕しあうことであります。
一方的にものを与えたり、恵んだりすること
は、
人に生きる意味を失わせ、
支配されること
となります。人生の最後に語り合える友達、
これがライオンズクラブの意義と考えており
ます。
一年間お世話になりました。

N

336−A地区GMT・
GLT・会則・
プロトコール委員

長野 隆一

5 つの地区委員の中で、最も忙しく、知識や経験も必要なこの地区委員を誰が引き受
けるのか、
歴代会長が集合し議論したのは一昨年秋のこと。結果、
越智英年さんに内定。
ところが、正月明けに三役と内定済みの英年さんが来訪。「仕事と体調事情で請け
られないので、代わりに出てくれないか」と。寝耳に水とはこのことだった。私は仕
事の世界から幕を下ろし、同時にクラブも退会する予定で、既にいろいろと公職の仕
事にも就いていた。『退会を防止し、会員を増強することを指導する地区委員』就任
など、想像の余地もなかった。
二晩考えた末、長年お世話になったクラブへの恩返しとして、ピンチヒッターに立
つことを了承。以来、40回あまりの諸会合をこなして、いよいよ退任の時が。
理屈っぽい私には適役だからとは中村前会長の言。おだてられ、会合ではついしゃ
べり過ぎたと反省も。しかし一番の思いは、貴重な経験をさせて頂いたことへの感謝
の気持ちである。会員の皆さん、やはり役職は請けた己が得、とご認識を。

１年を振り返って

2R-2Z-ZC

近藤 徹也

川 柳

昨年4月26日開催の徳島市での次期地区役員研修会に参加してから早くも1年、終
わってみれば2ゾーン4クラブの素晴らしさを改めて実感させてくれた1年でした。
今期わずか1年でRCの復活、日本特別プログラムの家族会員等々、キャビネットの
方針や国際協会の理想と一般会員との間にかなり相違があるように感じながらスタ−
トしました。
ただ、今期の木内カバナ−の方針として地区内149クラブが主体をもって取り組ん
でとの方針でありましたので、当初心配していた家族会員の件についても多くを語ら
ずクラブの自主性を尊重してくれ、お蔭ではじめの心配も杞憂に終わりそうです。
この1年間ZCA久保さんを始め多くの会員の皆さんのご協力により、後僅かで任期
を終えることができますことに感謝致します。

2 0 1 5

山本

武志

〒794-0072 今治市山路411-1
TEL23-5581 FAX23-5592

昭 和58年6月 開 業。 仕 事
内容は新車 ・ 中古車販売
車検、整備、鈑金塗装全
般を取り扱っております。

㈲コピー商会
横田

康知

〒794-0027 今治市南大門町3-2-5
TEL32-9398 FAX32-9398

ゾーン・チェアパーソン・アシスタント

久保智秀

幹 事

幹事職

門田健一

越智祥文
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私向き
ナンバーワンより 縁の下

会 計

阿部国弘

この一年

篠宮博幸

ライオンテーマー

ちょっと引く

近藤嘉男

成長の
糧となりしき

予定表
「Ｌ」
の多さに

一年間

井出幸彦

出席委員長

木村弘宣

テーマーとは名ばかりで
越智幹事におんぶにだっこの

会員委員長

樫田憲和

どこまでも

テールツイスター

奉仕の輪
広げて行こう

計画委員長

財務委員長

かけまわる

平野義文

出席は
義務です皆様 果たしましょう！

PR委員長

五十肩

壷内和彦

田中秀彦

雨知らず

委員会
困ったときの 言い訳に

ツイスター
失敗ばかりの

L I O

東北の
復興願い

シャッターを
押した右手が

晴れ男
アクトは全部

環境・社会福祉委員長

大澤宅也

保健委員長

手がいっぱい

いのししは

青少年育成委員長

そば畑
何故来なかった

コスプレの
売人不足で
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代表取締役

地区委員受諾裏話

会長退任の挨拶
会

新 京 自 動 車

㈲四国ホームズ
代表取締役

渡辺

健三

〒794-0015 今治市常盤町5-2-34
TEL22-1322 FAX22-8484
http://www.shikoku-holmes.com

さあ皆さん、相続対策を
始めましょう！精神誠意の
お手伝いをさせていただ
きます。

今治蒼社郵便局
局

長

渡辺

一夫

〒794-0058 今治市蒼社町1-3-46
TEL22-4217 FAX31-8657

㈱ 渡 辺 建 設
代表取締役

渡辺

望

〒799-1506 今治市東村3-1-3
TEL48-6138 FAX47-2428

昭和38年の法人化以来、総合
建設業として安全安心を第一
とし、地域社会や顧客から信
頼されるよう努めています。

新

越智 人史

入

会

員

（やまうち ちかる）

［生年月日］昭和35年1月6日

今治生まれ。今治西高等学校 神奈川歯科大学卒。昭和61
年6月より今治市石橋町にて山内歯科医院を開業。徐々に
体重を増やしつつ、現在に至る(お酒はあまり飲めないが、
食べることは大好きなせい??)。家族は、妻と子ども1人(女
の子)です。

族］独身

［生年月日］昭和61年4月21日
［趣

介

山内 誓

（おち ひとふみ）

［職業
（業種）］社会福祉法人 来島会（福祉サービス業）
［家

紹

味］海外旅行

この度、今治東ライオンズクラブに入会させ

歯科医師会でいつもお世話になっている野間

ていただきました、社会福祉法人来島会の越智

先生よりお話しがあり、優しく導いてください

人史です。縁あって母校の同窓会にて、野間会

ました(実際には、指揮権発動に近いかも??)。

長に出会い、ライオンズクラブをご紹介して頂
きました。

会員委員長をされている井出幸彦さんの詳し
い説明、体験談を聞き、迷いがふっ切れ、不動心

昭和61年今治市生まれの29歳、牡牛座0型、干

芽生え、個(自分)から奉仕活動を通じて全世界

支は五黄の寅です。これまでは、高知県、伊予市

と繋がるのは素晴らしいことだと思いました

と転勤でまわり、昨年より初めて生まれ故郷で

(単にハイになっただけだという説もあります

ある今治で仕事をするようになりますが、ご利

が…)。

用者様やご家族様をはじめ、地域のみなさまに

途中で投げ出さず、ライオンズクラブの先輩

はとても親切に接していただき、充実した毎日

方を見習って、ずっと続けていきたいと思いま

を過ごしています。

すので、ご指導よろしくお願いいたします。

ライオンズクラブは初めての経験となり右も

今の自分(子猫?)から一人前

左もわかりませんが、一生懸命頑張りたいと存

のライオンとして獅子吼する

じますので、何卒ご指導ご鞭撻のほど宜しくお

まで頑張ります!!

願い申し上げます。
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活 動 報 告

ちょっと寄り道
PR委員長

平野

義文

４月 12 日 ( 日 )
●アスティ徳島 参加者／ 22 名

毎回貸切バスで楽しく参加している年次大会。
今回は徳島へ。朝、事務局を出発し目的地は脇町
にある
「うだつの町並み」
。ボランティアガイドさ
んにお願いして町並みを見学。脇町は歴史や藍染
めで栄えていた事、江戸・明治・大正のうだつの
構造の違いなど感心する事ばかり。そして最近古
い街並みにはおしゃれな雑貨屋さんも出来て町並
みに新しい活力を与えているのが印象的でした。
その後脇町をあとにして徳島へ。少し早い昼食は
阿波の里で鳴門金時膳をおいしく頂いて年次会
場のアスティ徳島に到着。現地で先発の代議員
のメンバーと合流し大会を終え無事帰ってまい
りました。次年度は高知、また楽しい旅になり
そうです。

活 動 報 告

半 島 四 国
4月25日(土)
【参加人数】
今治東LC ／ 23名
今治西高校定時制／ 7名
今治明徳短期大学／ 22名
あすなろ学園／ 19名

－ 7 －

ドネーション

メンバー近況報告

近藤 嘉男

合同例会にて､賞品があたりました｡ツイスターは失敗してしまいま

野間 道博

合同例会で｢愛の葉ガールズ｣と手をつなぎ､｢またあう日まで｣を歌
わしていただきました。
ライオン誌3月号23ページに岩手県大槌町の事が出ています｡ 私が
行っているのはここです｡ 見てください｡
桜井小での薬物乱用防止教室が燃料新聞の記事になりました｡

平成27年
１月22日
した｡入院検査してきました｡

井出 幸彦

平成27年
平成27年 １月８日
３月５日
越智 祥文
阿部 国弘
篠宮 博幸

木村 弘宣
樫田 憲和
門田 健一

夏目 幹男
中村 省司

●
●第一例会
第一例会

合同例会では､みにくい姿をお見せ致しました｡これからもやりま
す! 期待してください!
先日の999回例会では､失踪騒ぎを起こすは､箱崎さんの閉会の紹介
をとばしてしまうはで 大変ご迷惑をお掛けしました｡
2月8日の愛媛マラソンで長男が4時間56分で完走しました｡私も負け
ない様に､来週15日生名島のハーフ､22日徳島マラソン完走めざして
がんばります｡
予定していなかったのですが次年度､波方小学校PTA会長をする事
になりました｡少しでも恩返しをしたいと思います｡
わが家に家族が増えました。
子犬のコロです｡毎日楽しくしつけをし
ています｡
合同例会にて､コスプレで踊らせていただきました｡さらには､今治
LCの竹中さんに写真を現像までしてもらいました｡ありがとうござ
いました｡
合同例会､高額多機能ヘルスメーターが当たりました｡ありがとうご
ざいました｡
メンバーシップキー賞を頂きました｡また前回の合同例会で､1等賞
が当たりましたが､賞品は辞退しました｡

山岡 将人

平成27年 ３月19日

●第一例会

門田 健一

山内さん､越智さん､お二人の入会を歓迎致します｡やっと年下のメ
ンバーができて､うれしく思っております。
寺町 陽
新会員様､ご入会おめでとうございます｡私の入会も､確か越智さん
と同じ28才の4月第1例会でした｡1997年入会なので満18才です｡今後
ともよろしくお願いします｡
田窪誠一郎 無事何ごともなく､選挙会が終わってしまいました｡ありがとうござ
いました｡
越智 祥文 娘が晴れて社会人となりました。私も団員から班長に昇進しました
(消防団)。
ボランティア活動にこれからも精進します｡
片山 昭
末っ子がやっと社会人になりました｡昨日から､夫婦2人の生活にな
りました｡少々､心配です｡
篠宮 博幸 3月22日とくしまマラソン2015､4:16:48で何とか完走できました｡2週
連続､しかも20日(金)にぎっくり腰､花粉症と戦いながら走りました｡
40代最後のレースでサブ4(4時間切り)達成できませんでした｡今後の
目標にします｡
阿部 国弘 このたび､業界団体の認定ではありますが､CSRワンスターの認定を
いただきました｡CSRの基準を達成し積極的に取り組んでいる会社
●
に与えられるものです｡全国で83社目､四国で2社目､愛媛では初の快
挙です｡ありがとうございます｡
井出 幸彦 山内さん､越智さん､歓迎します｡
野間 道博 山内誓さん､越智人史さんを入会させていただきました｡私ともども
今後ともよろしくお願いいたします｡
横田 康知 余命? を残して退院しました｡

平成27年 ２月５日

平成27年 ５月７日

第一例会

●第一例会

越智 祥文 新古車を購入しました｡新古車だから1,000円にします｡
木村 弘宣 財務委員会です｡一年間ご協力ありがとうございました｡
篠宮 博幸 5月3日第24回朝霧湖マラソン、ハーフに出場､1時間52分14秒で完走
しました｡市民ランナーの川内優希選手のすばらしい走りを見まし
た｡1秒の大切さを感じる良い大会でした｡
片山 昭
GWに父の米寿のお祝をしました｡母方は､7人兄弟が全員夫婦で健在
で､酒も飲むし､恐ろしい家計です｡

例 会 日
例 会 場
会
長
幹

事

寺町

篠宮

近藤
近松

わが家のトイプードルが子供を産みました｡男の子1匹､女の子3匹で
す｡
陽
あるチームの助っ人で西条で行われたレクバレー大会に参加し優勝
しました。
ちなみに一緒に参加した塚本さんと、
今治LCの井出事務局
員さんも大活躍し、
オジさんたちをヒーヒー言わせていました｡
博幸 3月15日ゆめしま海道いきなマラソンのハーフ完走しました｡景色も
良く､応援も多くて感動しました｡そして､今回は塚本さんもハーフ
に挑戦して2時間11分で見事に完走しました。
驚きと驚異を感じなが
ら、
次回徳島フルがんばります｡
徹也 合同例会皆さんのおかげで、
無事終えることができました｡色々あり
ましたがドネーションします｡
徹也 今月末グループホームを開設することになりました｡その一方当院
の入院施設は全て閉鎖します｡80才人生節目で感無量です｡

会

計

誕生日ドネーション

誕生日ドネーション

事 務 局

門

田

健

矢野 昭利
（4/2）
越智 人史
（4/21）

篠宮 博幸
（4/2）

昨日､昼の12時10分頃､南の空に水平に輝く不思議な虹を見ました｡
これは吉兆と､宝くじを買って帰りました｡家に帰って調べてみると
｢環水平アーク｣という現象だそうです｡
野間 道博 妻を入会させていただきありがとうございました｡夫婦で同席する
のは恥ずかしいものです｡今後ともよろしくお願いします｡

文

今治市東村5丁目8-35

●第二例会

田中 秀彦

今治市石井町1丁目1-71 TEL(0898)32-8750

祥

安見 富雄
（3/12）

門田 健一 先日､長女が今治幼稚園に入園しました｡
髙橋 良幸 2R親善ゴルフ大会で入賞しました｡やっぱり難しいです!!
二宮 大輔 4/12に私ども吹揚葬祭館にて春の見学会を開催しました｡当日は400
人の方に来て頂きました｡本当は徳島の年次大会に行く予定が･･･ 来
年こそ年次大会に行きます｡
篠宮 博幸 出席委員長でありながら､年次大会を欠席しました｡平野さんに全て
を託し､きっと楽しい道中だったことでしょう｡委員会を代表してド
ネーションします｡
近藤 嘉男 孫がピカピカ一年生で吹揚小学校へ入学しました｡
福本 琢美 娘が県外に出張しました(長期です)。
野間 道博 年次大会で代議員証を忘れてしまいました｡代議員の方々には多大
の御迷惑をおかけして申し訳ありませんでした｡1枚1,000円×5名分
のドネーションをさせていただきます｡
井出 幸彦 4月9日に東京でメーカーの代理店会がありましたが、会場のホテル
で知人のライオンズメンバーにバッタリお会いしました。
5年ぶりで
とてもうれしく思いました｡
広瀬 靖博 1. 2Rゴルフコンペ 7位入賞。2. 同時開催 東LC同好会 優勝。3. 年次
大会通算30回出席。 以上3件合わせてドネーション致します｡
夏目 幹男 建設中だった｢有料老人ホーム｣｢デイサービス｣併設施設が完成しま
した｡少しひまができるかなと娯んでいます｡
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