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『 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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血

献血について
保健委員長

田中

秀彦

平成 27 年８月９日(日) イオン今治店にて、今年度第１回目の献血アクティビティを行いました。
猛暑
の中、
88名の申し込みをいただき、
当クラブのメンバーを含め 69 名の方から献血させていただきました。
また、来場された方々には、ムロヤ菓舗様の滋味溢れるわらび餅と５箱入りティッシュを提供致しまし
た。
ご多忙中にも拘らずご協力いただき、感謝申し上げます。
第２回目の献血は来年１月 31 日に予定して
おりますので、
更なるご協力をお願い致します。

－ 2 －

今治空襲戦災死没者への追悼献花と平和の鐘を鳴らす式典
2015.8.6

第８回今治空襲戦災死没者への追悼献花と
平和の鐘を鳴らす式典に参加して
ＰＲ委員長

８月６日に開催されました「第８回今治空襲

二宮

秀介

あったことなどに驚愕しました。
今回、空襲による犠牲者を悼み、戦災の戦禍

戦災死没者への追悼献花と平和の鐘を鳴らす

を伝え、平和を祈願するための式典に参加し、

式典」に参加いたしました。
70 年前の昭和 20 年８月５日深夜から６日に

一般市民を犠牲にするような戦争は２度と起

かけて、今治市は大規模な空襲を受けました。
４

こしてはならないとの気持ちを強くしたと同

月、５月、８月の３度の空襲により、市街地の約

時に、今後、ライオンズクラブメンバーの一員

８割が焼失、市民・動員学徒の方々など多くが

として、世界平和のために自分が何をできるの

犠牲となりました。

かを考えながら活動したいとの思いを強くい

私は、昨年、今治に転勤で参りましたが、今回

たしました。来年以降も、この式典に是非参加

の式典参加によりこの悲惨な現実を初めて知

し、追悼のための献花と平和を祈るために鐘を

りました。特に、広島に原爆投下された同日に

鳴らしたいと思っています。

空襲があったこと、一般市民に多大な被害が
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あすなろ学園夏祭り
2015.8.18

あすなろ学園 夏祭り
会計

木村

弘宣

８月18 日(火) 今年度も夏祭りに多数のメンバー
の参加を頂いて楽しんできました。この日の天気は
曇りですが、秋を感じさせるようなさっぱりとした
感じで、大変過ごしやすかったです。わたしの地元、
北郷地区での行事であるため、ここ数年、欠かさず
参加させてもらっていますが、夏休み中のせいか、
ゆったりと、ほのぼのとした雰囲気がなんとなく気
に入っています。
今年も、ポップコーンの販売とバルーンアートの
実演を行いました。昨年までは塩味のポップコーン
でしたが、今年初めてキャラメル味にかえて販売し
ました。準備も整い、いざ試作を始めたところ、なに
やら嫌な臭いが… 釜の焦げ付き防止用の撹拌棒
を回すのを忘れていて、あわや一度も作らないまま
販売中止となる所でした。 一方、バルーンアート
の方は、Ｌ壷内の指導のもと、田窪会長をはじめ、Ｌ
篠宮、Ｌ門田そして事務局の塚本さんが大道芸人に
なり、花、剣、犬、ライオンやトンボ等を作って子ど
もたちを喜ばせてくれていました。
３時間程度の行事ではありますが、あすなろ学園
の子どもたちの成長を感じたり、また元気一杯弾け
ている姿を見ていると、今年も、このアクティビ
ティができてよかったなと感じました。ご協力あり
がとうございました。

㈱ドリーマー
マネジャー

尼田

純子

ケーオー商事㈱
代表取締役

片山

(有) 門田モータース

昭

営業

門田

健一

〒794-0036 今治市通町2-3-40
TEL33-7888 FAX32-8355
http：//www.dreamer-net.co.jp

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

〒794-0026 今治市別宮町7-2-81
TEL22-3789 FAX24-1766
http：//homepage3.nifty.com/kadota”mo-ta-su/

その「ひと ・ とき」に、心を
込めて…これからも心を込め
て、思い出彩るセレモニーを
皆様にお届けいたします。

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。

西四国マツダの副販売店。
只今、軽乗用 ・ 軽貨物車を
中心に中古車販売強化中で
す。

－ 4 －

木 村 石 材
代表者

木村

弘宣

〒799-2103 今治市波方町小部甲315
TEL52-2104 FAX52-2160

墓 石 、庭 石 、記 念 碑 、石
のことなら何でも承ります。

今治西高定時制校内生活体験発表会
2015.7.8

今治西高定時制校内生活体験発表会について
青少年育成委員長

真木

一信

今回私は、今治西高定時制生活体験
発表会に初めて参加させて頂きまし
た。
現在、私は学校生活とはあまり関係
のない生活をしていますので、生徒さ
んの生の声を聴いて、懐かしく感じた
と共に若い人はいろんな悩みや葛藤
と闘いながら生きているんだなと思
いました。
４人の生徒さんが発表されました
が、勉学への意欲の欠如・人間関係・
自尊心の欠如・いじめなど、それぞれ
の問題をどのように前向きに取り組
んできたか発表されていました。
全体的に思ったのは、若い時の親や
恩師や友人との出会いは貴重で、それらの方々から何らかの助け舟を出してもらって問題を打開して
いっているように感じました。
ライオンズクラブのメンバーの一員として、生徒さんたちに触れ合うことは限られていますが、これ
からも若い人にとって貴重な出会いを作れる存在でありたいものです。

㈱ テイクワン
代表取締役

久保

(有) 太 陽 商 事

近 藤 商 事 (有)

智秀

〒794-0024 今治市共栄町2-2-20
TEL24-2020 FAX33-2244
http：//www.e-takeone.com

広告、映像制作、映画館、
飲食と色々やっている会社
で す。 ピ ッ ツ ァ と チ ー ズ
ケーキが好評です。

近藤
代表取締役

近藤

〒799-1502 今治市喜田村4-13-35
TEL48-3067 FAX48-3067

不動産賃貸業。

嘉男

徹也
〒799-2118 今治市波止浜6-50
TEL41-9910 FAX41-9689

高圧ガス溶接材料販売中心
に機械工具等を販売してい
ます。
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㈱ 篠宮工業所
代表取締役

篠宮

博幸

〒794-0802 今治市南鳥生町2-2-29
TEL31-0353 FAX23-3036

今治市 ・ 西条市の上下水道
指定工事店です。蛇口の取
替から水 回 り の リ フ ォ ー ム
等、水に関する事なら何で
もお問い合わせください。

連続例会出席表彰

連続例会出席百回達成
谷口
八月第一例会で連続例会出席百回で表彰し

時と思っています。
先ずは次の二百回連続出席にむけて頑張り

て頂きました。例会出席はライオンズクラブ
会員の義務なので、入会以来努めて出席を心掛

昭太郎

たいと思っています。

けています。幸い職業柄出張などなく健康に
も恵まれていましたので、例会出席は容易でし
た。その様なことで例会の出席率はかなり良
い方だと思っています。それでも入会以来四
十余年の間には、菓子組合の行事、手術入院と
か近親者の葬儀とかで欠席を余儀なくされた
ことも何回かありました。
例会出席と同様にクラブのアクティビティ
にも出来る限り参加したいと思っています。
年々体力の衰えを感じていますがアクティ
ビティへの参加ができなくなった時が退会の

１５０回連続例会出席達成
中村

省司

この度、
150回連続例会出席ができました。
これも会員皆様のご協力の賜物と思ってお
ります。後50回、50回と目標を決め精進させて
頂ければと思っております。
今後とも、ご指導、ご鞭撻をよろしくお願い
致します。
簡略ながらお礼の文章とさせて頂きます。

－ 6 －

市民カッター大会

2015.8.23

第24回市民カッター競技大会に参加して
環境・社会福祉委員長

先輩方に問いましたら練習などした事は無い、
ＢＢＱに集中せよとの指示！

こんな感じで大丈

山岡

将人

日準備もぬかりなく迎えた当日、開会式が終わる
やいなや直ちに酒盛り！

壷内シェフは流れる汗

夫なのかと半信半疑で説明会に参加。各団体、我

も調味料と２丁のコテを自在に操りツマミ作りに

先に練習時間表へ書き込みを始めるが、
今治東ライ

孤軍奮闘！

オンズクラブは微動だにせず。

城を枕の高いびき。あっそうそうカッターの結

大会資料を持ち帰り委員会を開くが、コンロ、

皆、したたかに酔い満腹になればお

果？ 「ビリではない！」

肉、酒と微に入り細に入りＢＢＱの会議は進む。前
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ドネーション

メンバー近況報告
平成27年 ７月２日

●第一例会

平野 義文

最終例会で会長賞Get！ ありがとうございました。
中身を見ずに嫁にわたしましたが、この金額でよかっ
たですか？
阿部 国弘
前年度、１年間ライオン・テーマ―として例会の司会
や運営を楽しく自由にさせていただきました。
寛容なメンバーのみなさんに感謝申し上げます。
篠宮 博幸
尼田純子さんの入会を歓迎するとともに、ソフトバ
レー同好会の入会をお願いしてドネーションします。
よろしく！
本宮 光朗
１年間 テールツイスターとして頑張りますので、皆
様、よろしくお願いします。
近藤 嘉男
６月30日をもって50年間つとめた会社退職しました。
また、女性の方が入会されました。今年１年間会員増強
をよろしくお願いします。
広瀬 靖博
６月の４クラブゴルフコンペにて幸運にもハンディー
がたくさんつき優勝いたしました。
合わせて今治東ライオンズクラブゴルフ同好会も優勝
いたしました。
前三役(野間 道博・越智 祥文・門田 健一)
１年間大変お世話になりました。ありがとうございま
した。感謝
近藤 徹也・久保 智秀
ゾーンチェアパーソンとして一年間お世話になりまし
た。アシスタント共々でドネーションさせていただき
ます。
長野 隆一
１年間の地区委員としての務めが終わり、本日退任記
念品を頂きました。感謝の気持ちを込めてドネーショ
ン致します。
三役(田窪 誠一郎・髙橋 良幸・木村 弘宣)
今年度、１年間よろしくお願いします。

平成27年 ７月16日

●第二例会

2Z ZC 越智浩 様・2Z ZCA 岡本俊政 様
台風の中のご出席ありがとうございます。
髙橋 良幸
被害がないことを願います。
木村 弘宣
本日、今治ライオンズクラブへの訪問例会に遅刻して
しまいました。完全に忘れていまして、関係者の方々に
非常に迷惑をかけてしまいました。現状でできる精一
杯のドネーションをさせて頂きます。
井出 幸彦
６/26 ～７/３第98回国際大会へ行ってきました。4日間
ずっと中東の人と一緒にいたせいか、帰ってから熱が
でました。
田窪 誠一郎
1. 例会訪問におこしいただきありがとうございます。
2. 第１例会、
尼田様ご入会をいただきました。
3. 1973年７月22日は、我クラブの結成された日で42歳となります。
4. ７月19日は、
孫娘の３歳の誕生日です。

平成27年 ８月６日
篠宮 博幸

阿部 国弘

夏目 幹男

本宮 光朗

髙橋 良幸

近藤 嘉男
村瀬 牧男

山内

誓

野間 道博
田窪 誠一郎

●第一例会

先日のおんまく祭りの踊り(木山お祭り音頭)で我が鳥
生公民館が出場以来、初めて審査員特別賞を頂きまし
た。私が初めて踊ったからでしょう！！きっと！！
嫁さんが入院してしまいました。事務・会計のできる
人が、わたし以外誰もいないので、会社がパニック状態
です。早期退院を願ってドネーションします。
CDを忘れていました。スミマセン
USJに孫２名をつれて行ってきました。楽しい２日を
過せました。オレンジフェリーも快適でした。
母校今西、
３年ぶり13回目の甲子園出場、
まずは１勝を。
先日、会員の会社に二宮金次郎像を建てました。今の時
代めずらしいことです。
今治空襲戦災死没者への追悼献花と平和の鐘を鳴らす
式典に参加させていただきました。多勢のメンバー参
加にも感謝です。
無事退院しました。
ユネスコ「今治空襲戦災死没者への追悼献花と平和の
鐘を鳴らす式典」にご協力ありがとうございました。感
謝します。
田窪誠一郎会長および執行部の本年度スローガンはす
ばらしいと思いました。
シルバー会員増強アワードピンをいただきました。今
後、会員増強に努めます。
クラブ会長スローガンの垂れ幕をつくらせていただきました。

平成27年 ８月20日

●第二例会

336-Ａ地区 2R RC 近藤晴雄 様 2R RCA 高橋康壽 様
336-Ａ地区 2R YCE・国際関係委員 日浅修 様
中村 省司
150回連続出席をいただきました。これも皆様のおかげ
です。ありがとうございます。
髙橋 良幸
今月も様々なアクティビティに参加しました。ありが
とうございます。
本宮 光朗
あすなろの夏祭り、いけなくて申し訳ございませんで
した。また、今治西高もいつものように１回戦負け、応
援ありがとうございました。
夏目 幹男
CD調子悪くゴメンナサイ。
いつまで続くのかな～反省。
阿部 国弘
来る９月６日の家族例会に多数の参加依頼をいただき、
ありがとうございます。晴天に恵まれることを願って
います。
山岡 将人
本宮石材さんに二宮金次郎の石像をすえていただきま
した。ありがとう。
田窪 誠一郎
市民カッターたくさんきてね。
井出 幸彦
８月６日に行われた「今治空襲戦災死没者への追悼献花
と平和の鐘を鳴らす式典」の愛媛新聞の記事に写真を
出していただきました。

誕生日ドネーション

誕生日ドネーション

野間道博(7/2) 本日61歳になりました。今年は、何年かに
1 回の例会日に誕生日という幸運の年です。
ダブルでドネーションさせていただきます。
田中秀彦(7/6)
夏目幹男(7/15)

本宮光朗(8/16)
お腹が少しでてきたので、
真木一信(8/17) 48歳になりました。
ウォーキングをはじめます。
木村弘宣(8/25)
大澤宅也(8/27) 8月27日でついに50才になります。

例 会 日
例 会 場
会
長
幹

事

第１・第３（木曜日）12：15〜
今治国際ホテル
田 窪 誠一郎
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