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題字はクラブ会長の揮毫

国際会長モットー
山田實紘国際会長モットー
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〜』
『 Dignity. Harmony. Humanity.(命の尊厳と和）』
『｢感謝｣｢感動｣｢感激｣の気持ち、
心で We Serve』
『入魂』
『＂ありがとう＂ 感謝の心で We Serve』
『伝える』
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会長就任の挨拶
会

長

田窪

誠一郎

この度今治東ライオンズクラブ第 43 代の会長

イオンレディー ) として奥様方にもっとクラブ

に就任することとなり、その責任の重さを痛感

の事を知ってもらう為、家族例会、同伴例会は

しているところです。

もとより、アクティビティーにも参加をしてい

就任するにあたり今期のスローガンを｢＂あり

ただきたいということです。
会員増強が大きな課題としてとりあげられる

がとう＂ 感謝の心で We Serve ｣キーワードを｢伝

中、奥様方が気楽に参加できるようなクラブで

える｣としました。
ライオンズとして奉仕活動ができるのも、ま

あるならば、男性会員のみならず家族会員、女

た会長という役職をいただき、すばらしい経験

性会員もおのずと増えていくのではないかと考

ができるのも、多くの皆様のご理解とご協力の

えています。
最後になりましたが、
＂感謝の心＂そして ＂今

おかげです。感謝の心を忘れることなく何事に

治東ライオンズクラブのすばらしさ＂を多くの

も積極的に取り組んでいくつもりです。
１年間という短い間ですが、その中でクラブ

方々に伝えられるよう髙橋幹事、木村会計共々

の活性化、増強という意味で特に、２つの事が

３役としてクラブ運営に努めてまいりますの

できればと思います。１つは、クラブ事業につ

で、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたし

いて、皆で話し合い課題を共有し、より良い物

ます。

にしていきたいということ。もう１つは LL(ラ
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2005年７月７日に今治東ライオンズクラブに入会させていただき、11年目に
突入しました。今期、田窪誠一郎会長のもと幹事をつとめさせていただきます
髙橋です。
４月に徳島で開催された地区年次大会から引継が始まりました。５月･６月
と日曜日は会議続きで、７月が近づくにつれ、責任の重さと、事の重用性を感じ
始めてきました。
まだまだ経験未熟なため、皆様にはご迷惑掛けることも多々あるとは思い
ますが、会計の木村君と共に田窪会長を補佐し、スムーズな運営になをること
を心がけ、
一年間幹事を演じきりたいと思います。
皆様のご指導、ご鞭撻のほど、心よりお願い申し上げます。
幹事

髙橋

良幸

今年度、会計をさせて頂くことになりました。これまで県外の会合等に参加
したことがなかったのですが、入会７年目となった今期、徳島県の地区年次大
会に出席させて頂きました。以後、高知県の３役オリエンテーションや様々な
会合に出席させて頂き、既に体も頭も心もへとへと状態です。
しかし、せっかくの機会でありますので、３役の立場からライオンズクラブ
について、また何より自分の立場について、今一度見つめなおしていきたいと
考えております。
これからも忙しい時期は続いていくと思いますが、引き受けた以上は最後ま
でしっかりと責任を果たしていきたいと決意しております。皆さんのご指導、
ご協力を宜しくお願い申し上げます。
会計

木村

弘宣

平成28年度の指名予定と思い、今年度は出席副委員長を一生懸命にしようと
考えていたところ、予期せぬ要請に戸惑いながら｢We Serve｣の精神かな？ と
引き受けさせていただきました。
予定表に沿って進行を行なうのがほぼ全ての仕事かな、と思っていたのです
が、いざ引き継ぎに臨んで説明を受けてみると、手間の多さに大過なく務まる
かな～？？？ と悩んでいます。
６月14日には。スクールにも参加させて頂き、気合いを入れて取り組む決意
をしたところですが、生来ガサツでナマケ好きな性格を押さえ切れるか、不安
で一杯です。
｢ファインばかりが増えないよう頑張らねば｣…淋しい独り言。
一年間不行き届きの点、多少あるとは思いますが、笑って許してください。
ライオン ・ テーマー

田窪会長より｢頼むよ｣と言われ何もわからず｢ハイハイ｣と返事をして
のテール ・ ツイスター拝命。ここは同級生のよしみ、今さら引き下がれ
ないので職務を全うしたいと思います。
そういえば８年前にも同じように幹事を引き受けたことを思い出しま
した。
明るく楽しい有意義な例会を目指して、
会長はじめ５役全員で一年間頑
張って参りますので、
会員一同のご協力をよろしくお願いいたします。
テール ・ ツイスター
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本宮

光朗

夏目

幹男

委員長就任の挨拶
この度、２度目の会員委員長
をお引き受けすることになり
ました。田窪会長のもと、純増
１名を目標に、会員委員会およ
びクラブメンバー皆様のご協
力により、１人でも多くの会員
増強を目指して頑張りたいと
思います。
どうか一年間、会員皆様のご
協力とご指導をよろしくお願
いいたします。
会員委員長

近藤

嘉男

みなさん、
ライオン・ テーマー在任中は大変お世話になりました。
例会の計画、
準備、
設営、
運営に直接関わる職務でしたから、
ライオン
ズ活動についての理解をかなり深めることができたと思っています。
ただ、
時間を拘束されることが多く、
負担でしたが、
優しい越智幹事が
文句もいわず毎回フォローしてくださり、
とて
も助けられました。ありがとうございました。
所属も計画委員会でしたから、
前委員長のご
苦労も目の当たりにしておりました。特に昨
年夏の家族例会を巡る一件は、
計画委員長職
のたいへんさを痛感することとなりました。
で、今年度、計画委員長ですか？

阿部 国弘

計画委員長

この度、
出席委員長を仰せつかりました。
｢『はい喜んで！』と言いなさい｣と、田窪会長
のお言葉ですので頑張ります。アクティビティ
に対し寝たふりをさせて頂いて２年、抱負を述
べるのは少々きついのですが、ひとまず
1. 年間出席率 90％超を！ 目標と定める
2. 年２回の純出席 100％例会の実現
3. 出席することが楽しい！ と思える企画立案
サプライズ出席ラッキー賞 ( 最小予算
で最大効果を！ )
サプライズ例会案内
連続出席者を称える大宴会 ( 各自費用負担となりますが )
一年間、
どうぞよろしくお願い致します。
出席委員長

渡辺

健三

先日、第２副会長の箱崎さんから、来々期の会計をお願いしますとの依頼があり、
快く｢ハイ｣とお答えしました所、会計という役職には自動的に前年度の財務委員長が
ついてくるとの事でした ( グリコのおまけじゃあるまいし )。
財務委員長の仕事は、事業資金獲得だけだと思っていましたら、来期の予算を組むとい
うとても大事な仕事があり、今まで漠然と払っていた会費がどの様に使われているか初め
て細かく知る所となりました。そして会計の前年度に財務委員長という意味が解りました。
こんな風にまだまだ何も知らない未熟者ですが、来期を見据えたうえで今年一年し
っかりお勉強をしたいと思います。また、事業資金獲得につきましては皆様のご協力
の程、宜しくお願い致します。
財務委員長

愛和印刷株式会社
代表取締役

阿部

国弘

㈱ 井 出 工 具
代表取締役

井出

幸彦

伊 豫 運 送 ㈱
代表取締役

794-0804 今治市祇園町3-2-1
TEL32-0110 FAX31-4575
http ： /aiwa-print.com

794-0021 今治市米屋町4-1-27
TEL32-5731 FAX32-5765
http ： //www.idekougu.com/

高品質なサービスと印刷物を提
供しています。プライバシーマーク
取得で、個人情報保護も万全。
全印工連CSR認定事業所です。

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。

樫田 憲和

大澤

宅也

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

運送業を通して、豊かな社会
づくりと、地域の発展に貢献
いたします。
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㈱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

どこにもないビジネスソ
リューションを貴方と共に！
今治から世界へ！ 今から未
来へ届けます。満足と…

この度、
環境 ・ 社会福祉委員
長を拝命いたしました。
今期は今治城の清掃、
平和の
鐘を鳴らす式典参加、
過去の植
樹事業の現状視察等、
継続事業
を含むと忙しい一年になりそう
です。なお、
あすなろ学園との
交流は青少年育成委員会の事業
となりました。
｢論語」
の中に、
｢巧言令色鮮し
仁｣(巧みに言葉と愛想を振りま
く者は正直な人が少なく、
大切
な徳である仁の心が無い)とい
う言葉があります。
委員長として言葉より現場で
汗をかき、
徳を積みたいと思い
ます。メンバーの皆様のご指
導、
ご協力のほどよろしくお願
い申し上げます。

この度、ご指名をいただきまして、ＰＲ委
員長に就任いたします二宮でございます。
入会して一年にも経たない中での大役で
すので、かなりのプレッシャーを感じてお
り、無事やり遂げられるのか不安で胸が一
杯ですが、委員会メンバーの皆様と力を合
わせ、クラブの皆様のご協力をいただきな
がら、精一杯務めるつもりです。
さて、メインの仕事は｢会報誌｣の編集 ・
発行となりますが、これまでの編集方針を踏襲し、クラブの歴史を
正確に記録 ・ 保存するという意義を念頭に置きながら、皆様から
好感をいただけるよう、読みやすく、分かりやすい紙面作りを目指
してまいりたいと思います。
今後、原稿執筆などでご協力をいただくかと思いますが、ご協力
の程、よろしくお願い申し上げます。
PR委員長

二宮

秀介

環境・社会福祉委員長の任に引き続いて、
今度は保健委員長を仰せつかりました。段
取りの悪い私ですが、精一杯取り組みたい
と思っております。
献血協力事業と薬物乱用防止教室開催が
主な仕事です。
皆様方のご協力をよろしくお願いします。
保健委員長

田中

環境・社会福祉委員長

山岡 将人

秀彦

今期、青少年育成委員会の委員長を務めさせていただきます真木です。近年、少年
の犯罪事件が社会問題となっている中、子どもたちを様々な問題から保護すること
が早急の課題となっています。そんな中、様々な分野で青少年健全育成のための活
動が行なわれています。今治東ライオンズクラブ内においても、様々な委員会で子
どもたちとふれあう機会が設けられていますが、青少年育成委員会においても、子ど
もたちを悪い環境から守るための一助に少しでもお役に立てればと思っています。
何分不慣れなものですから、皆さんのご指導ご鞭撻いただければ幸いです。どう
ぞ一年間よろしくお願いします。
青少年育成委員長

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。

真木 一信

今治ワークス（社会福祉法人 来島会） 社労士 越智事務所
施設長

越智

人史

社会保険労務士

越智

祥文

エディオン今治東店
代表取締役

樫田

憲和

799-1537 今治市宮ヶ崎甲166
TEL47-5670 FAX47-5671
http ： //www.kurushimakai.jp/

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

799-1502 今治市喜田村1-5-5
TEL47-1111 FAX48-6126
deo2ih@shirt.ocn.ne.jp

障がいのある方が働き、ウ
エスや煎餅の販売、そして
農業をおこなっております。
焼印入り瓦煎餅も承ります。

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。

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。
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例 会・活 動 報 告
2015.6.18

最終例会

2015.6.29

～今期最後の薬物乱用防止教室～

～待ちに待った最終例会～
前幹事

越智

薬物乱用防止教室

祥文

前保健委員長

壷内

和彦

６月第３木曜日は、わたしにとって紆余曲折を経

あっという間の一年間。最後の最後

てやっとたどり着いた日でした。それは、ちょうど

に立花中学校から薬物乱用防止教室の

一年前、同じ場所で一年後のこの日を夢見て、必ず

依頼がきました。今年は11回もの教室

やここに帰ってこようと心に誓った最終例会の日

を開催したので安心しきっており、講師

だったからです。

の篠宮さんとろくに打ち合わせもせず、

幹事としての最後の仕事や計画委員会の委員と

役員の皆さんにも直前まで依頼もせず

してメンバーの方へのおもてなし等を考えながら、

にいましたが、そんな中でも見事に成功

この最終例会に臨む意気込みは、半端なく緊張し、

させてくれたクラブ員の皆さんに感謝

いつもと違う雰囲気を感じていました。

感謝です。

時間どおり例会も始まり、粛々と事が進んでいく

中学生も３年前に比べ、真剣に聞いて

中、一年間の活動報告を聞いていると、改めて三役

くれている子どもたちも増え、また寸劇

として活動した１分１秒が走馬燈のように頭を駆

ではかなりの盛り上がりを見せてくれ

け巡っていきました。懇親会も樫田計画委員長を

ました。

中心に今治東ライオンズクラブらしい雰囲気の中、

この一年間、子どもたちから多くのこ

時間はあっという間に過ぎ去り、終宴の時刻を迎え

とを学び、わたしからも多くのことを伝

ました。今日のこの時間をメンバーの方々と過ご

えられたと思っています。

すことができたことに感謝し、一年間一緒に行動し

今期は今治東ライオンズクラブの代

ていただいた五役の皆様には大変お世話になりま

表として愛媛県の薬物乱用防止活動に

した。

専念したいと思っています。

ライオンズの精神を極めるためには、まだまだ道
半ばではありますが、この1年間で少しは近づくこ
とができた、と感じさせる最終例会でした。
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活 動 報 告
2015.6.6

ライオンズクラブ若手フォーラムにいってきました
計画委員長

阿部

国弘

６月６日(土)、東京浜松町でおこなわれた、ライオンズクラブ若手フォーラムに井出さんと二人で参加し
てきました。
北は北海道から南は沖縄まで、全国35地区から370人を超えるメンバーが集結し、会場は朝から熱気に包
まれていました。
各自グループ分けされたテーブルに着くのですが、入会歴や身分、年齢などが判らないようにニックネー
ムのみの紹介で、名刺交換も懇親会までは不可という状態でスタートしました。
オープニングはウィンクン ・ タム元国際会長によるキーノートスピーチです。
その後、各グループごとに100周年記念奉仕チャレンジでどのようなアクティビティがいいか、若手メン
バーがリーダーになるにはどうすればいいか、といったことについて意見が交わされました。
ポストイットを使用して各自が意見を出し、それをまとめ、各グループが発表をおこないます。残念なが
ら、
わたしの所属するグループは発表の機会が回ってこず、
かなり残念でした。
その後、会場を移して懇親会がおこなわれました。来年、日本人の国際会長の誕生と九州福岡での国際大
会の開催も予定されており、大いに盛り上がりました。このときはたくさんの方々と名刺交換させていた
だきましたが、
井出さんの顔の広さにただただ驚くばかりでした。
全国の今後のライオンズクラブを担うであろう若いメンバーの方々と、議論し、情報交換し、お酒を酌み
交わし、楽しく、刺激を受け、とてもためになった一日となりました。

2015.6.18

公認ガイディング ・ ライオン

我がクラブの井出幸彦さんが、公認ガイディング・ライオンの研修
コースを終え、このたび公認ガイディング・ライオンに認定されました。
ガイディング・ライオンは、新結成クラブに対して必要な助力と指導
を行い、その情報を地区や国際本部に報告する任に当たる会員です。
井出さんのますますのご活躍に期待しています。
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ドネーション

メンバー近況報告
平成27年 ６月４日
広瀬 靖博 年次大会に30回参加し表彰されました。
大澤 宅也 青少年指導優秀賞金賞 ありがとうございま
した。
夏目 幹男 またです。５月第２理事会 無断欠席ゴメン
ナサイ。反省！
篠宮 博幸 5/24(日)第38回小豆島オリーブマラソン全
国大会に自信８回目のハーフを走ってきま
した。雨天の予報が一転、真夏のような暑
さでした。無事完走できた事に感謝しま
す！
公式行事出席優秀賞金賞も併せてドネー
ションします。

●第一例会

壷内 和彦 梅酒大会も今年で６回目となり、たくさん
の方々に支えられ開催できる事となりま
した。毎年ながらご協力していただいた皆
さまありがとうございます。入場券もあり
ますので、また、お声かけください。地域活
性の為がんばります。
近藤 徹也 先日、２Z年次会合が終わりました。１年間
ありがとうございました｡連続例会出席
200回となりました。
渡辺

望 今治市発注の今治衛生センター建設工事
（工期３年６か月）が完成し、今治市長より
㈱渡辺建設が感謝状を頂きました。
５月東ＬＣ同好会ゴルフコンペでダブルぺ
リアのおかげで優勝しました。

近藤 嘉男 ６月末で退職することになりました。年金
生活になります。
髙橋 良幸 宇和ライオンズクラブ例会訪問、地区年次
大会及び複合地区年次大会と様々な会議
に出席させていただきました。来年から
は、おとなしく過ごしたいと思います。

平成27年 ６月18日

●第二例会

篠宮 博幸 出席委員長として一年間お世話になりま
した。皆様のご協力でいつも高い出席率を
保てました。ありがとうございました。一
年皆出席も頂きました。

長野 隆一 １年間、曲がりなりにも地区委員を務める
ことができました。６月21日の２R年次会合
での仕事が残っているだけですが、無事に
終えることを祈ってドネーションします。

平野 義文 カレンダーお買い上げ、ありがとうござい
ます！

山岡 将人 戦後70年、台湾の日本人慰霊碑を訪ねてき
ます。

近藤 嘉男 １年間お世話になりました。

井出 幸彦 会員委員会に対して一年間ご協力ありが
とうございました。

箱崎 誠二 250回連続例会出席表彰をいただきまし
た。家族と会社に感謝感謝です！！

誕生日ドネーション

渡辺 健三
（6/6） 丹 英人
（6/12）
小笠原 斉
（6/15）
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