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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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新年挨拶
会

長

田窪

誠一郎

新年明けましておめでとうございます。
みなさま、それぞれに新たな思いを胸に、新しい年を迎えられたこととお慶び
申し上げます。
さて、"ありがとう感謝の心で We serve" をスローガンに、みなさまのご協力
のもと、クラブ運営、クラブ事業を進めてきました。本当に早いもので、あっとい
う間に半分の６か月が過ぎ、折り返し地点までやってきて正直少しほっとしてい
るところです。
しかしながら残り半分の６か月間、まだまだアクティビティもたくさんありま
す。また会員増強という大きな課題もありますので、気を抜くことはできません。
次年度へよりよいものを"伝える"ことができるよう役員一同、一丸となって取
り組んでまいりますので、今後ともご指導、
ご鞭撻よろしくお願いいたします。
本年がみなさまにとって、また今治東ライオンズクラブにとって、実り多い一
年となることを心からお祈りし、新年のご挨拶とさせていただきます。ありがと
うございました。

年男 挨拶
谷口

平野

昭太郎

義文

昨年末暮れは、交通事故をおこして、免

入会当初は年男なんて遠い先の話と思っ

停やら罰金やら散々の年でした。年が変

ていましたが早いものでクラブに入会して

わって今年は申歳、何か良い年になるよ

９年目、48歳の年男になります。それでもま

うな予感がしています。

だまだ半人前ですが今年、次年度からはク
ラブ幹事の大役も待ってますので緊張感を

今年三月で高校を卒業し、
家業の菓子造

持って取り組んで行きたいと思います。

りを引き継いで六十五年になります。
仕事
場に入った最初のころは、
餡練機もミキサーもボイラーもなく

年男の抱負ですが「健康一番」で一年を乗り越えて行きたい

全部手作業で、
高校を出たばかりの若者には体力的に大変きつ

と思います。・・・どうもそれだけでは文字数が足りないよう

かったことを憶えています。
二、
三年経った頃から各種機械が出

なので申年にちなんで抱負と言うか目標を、
一、見ざる ・・・パソコン・スマホをすぐに見ない！頼り

廻る様になり、
仕事が無茶苦茶楽になったのを思い出します。

にしない！

名物の鶏卵饅頭などを蒸すかまどの燃料はオガクズでした。
水を撒きながら足で踏み固めたものに着火するという、今の人

二、言わざる・・・職場で余計な事には口出ししない！

たちには想像もできないものでした。知り合いの製材所に毎

三、着飾る ・・・普段着が二十歳頃から進歩がないので大

日、石炭箱二箱を積みオガクズを貰いに行ったのを記憶してい

人の雰囲気が出るよう着飾りたい！

ます。仕事休みといえば、正月とお盆の年二日だったのが、いつ

（たぶん無理ｗ)

頃だったか商店休みを毎月一回27日だったと記憶しています

以上、今年もよろしくお願いいたします。

が、従業員は休ませなければならない、店舗は内側からカーテ
寺町

ンを下ろして戸を閉めなければならないと、町内の役員が見廻
りに来るありさまでした。休日をどんなに過ごしてよいか分か
らず、仕方なく映画館に行ったのも楽しい思い出です。
結婚してからは家内と二人三脚で夢中で過ごしました。家内は
小さい子どもを背中にひもでくくりつけて、
仕事をしていました。

陽

新年あけましておめでとうございま
す。入会して２度目の年男を迎えること
になりました。この12年はあっという間
に過ぎたような気がします。

振り返ってみれば苦労も多かったけど、頑張っただけ成果が

私自身バレーボールを続けているお陰

戻ってくる良き時代だったと思います。お陰様で健康にも恵ま

か、何とか健康に過ごさせて頂いており

れ夫婦共々仕事ができることに感謝している毎日です。

ますが、ここ数年は家庭の事情で、ライオンズ活動ではご迷惑

仕事の量は若い頃に比べて大分落ちましたが、
質的には技術

をお掛けしております。
今後は今まで在籍させて頂いたことに感謝し、感謝をクラ

も上達し、
去年よりは今年、
今日よりは明日と向上心を失わず、
半
歩でもいい歩みを止めることなく、
生涯現役を目指しています。

ブに還元できるよう、取り組んで参りたいと思います。
今後ともご指導の程、よろしくお願い申し上げます。
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薬物乱用防止教室

2015.11.13

薬物乱用防止教室 (富田小学校)
保健副委員長

越智

人史

平成27年11月13日(金)に薬物乱用防止教室を富

わたしたちは講師という立場でしたが、児童の

田小学校にて開催いたしました。12名の参加メン

みなさんからも多くのことを学ばせてもらったと

バーと５、６年生105名という大勢の児童に参加を

感じております。

いただき無事に終えることができました。

今後も薬物乱用防止活動に専念し、メンバーの

児童のみなさんも真剣に聞いていました。とき

みなさんと一緒に盛り上げていければと思います

にはメンバーや児童も参加した寸劇を交えかなり

ので、開催の折は多数の参加をよろしくお願い申

の盛り上がりを見せてくれました。

し上げます。
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２Ｒ親善スポーツ大会
2015.11.23

２Ｒ親善スポーツ大会（ソフトバレー）
祝 ５連覇達成 !!
久保

智秀

ここ 10 年でなんと９回の優勝。これも毎週の練習の賜物では
ないでしょうか。ただし最年長のＫ氏と石の手を持つＫ氏の２
名については、Ａチーム残留をかけて瀬戸際状態ですが…
予選リーグをなんとか通過し望んだ決勝トーナメント。初戦、

ついに悲願の５連覇達成〜！！

２戦目と今治対決を制し、迎える決勝戦の相手は昨年と同じ西
条ライオンズクラブＡチームでした。途中、苦しい場面もありま
したが、若手メンバーと見た目、先輩のＨ氏の活躍でついに念願
の五連覇を達成することができました。

Ａチームキャプテン

篠宮

博幸

第 43 回２Ｒ親善スポーツ大会において、我が今治東ライオン
ズクラブＡチームが悲願の５連覇を達成しました。

さあ、次の目標は２年後会長で優勝 !! Ｋくん、一緒に練習、頑
張ろう !!

越智会長、私幹事の年、まさかの準決勝敗退。一から出直しの
五年間、決して順風満帆ではないものの、日頃の練習の成果とコ
ンビネーションで成し遂げたと思います。
第一、第二副会長も優勝を狙っているようなので七連覇に向

２Ｒ親善スポーツ大会
寺町

けて精進して参りたいと思いますが、技術よりもまずは練習に
陽

ソフトバレー同好会は、平成 16 年秋に結成され、以来土曜の夜

参加することが大事です。ボーダーライン上の方はよろしくで
す(笑)。

はバレーがルーティンになっています。
結成時のメンバーは久保さんと私だけ？ になりましたが、現
在の主要メンバーのほとんどが、３位、４連覇、予選落ち、５連覇

２Ｒ２Ｚ親善スポーツ大会に参加して

と同じ経験値を積み重ねてきました。この経験値こそが、我が

Ｂチームキャプテン (自称)

樫田

憲和

チームの強さだと思います。反面、同好会を支えてくれた人たち

ソフトバレーを始めたきっかけは、出席委員長の時に２回応

もたくさん退会されたな、とも感じる今日この頃。気づいて見れ

援に行ったことです。みんな本当に楽しそうにプレーしている

ば早 11 年。皆に感謝です。

のを見て自分もやってみたくなりました。いざやってみるとこ
れが結構難しく、中々思うようにいきません、それでも練習に
行った分だけ少しは上手になったかなと思ったら、日によった
らボロボロの動きだったり。こんなことを繰り返しながらも長
続きしているのは、１週間の内のたった２時間だけど、思いっき
り体を動かし、思いっきり笑えているからだと思います。
さて今回の大会についてですが、まず 1 試合目は実力負けで
したが、２試合目は実力的には勝てた試合だったようにおもい
ます。負けた原因は、連携の悪さ、作戦の足りなさそして何より
キャプテン (自称) の不甲斐無さです。３人の強力なウーマンパ
ワー (LL.田窪・LL.越智・L.尼田 ) を得ながらとても残念な試合
結果でした。これに懲りず毎週土曜20時、練習に励みたいと思い
ます。
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今治西高定時制校内生活体験発表会

箱崎

２Ｒ親善スポーツ大会５連覇達成

誠二

総監督

おかげさまで念願の５連覇達成致しました。
チームワークの勝利！さすがに感動でした！

門田

健一

平成 27 年 11 月 23 日ついに悲願を達成しました！
思い返せば平成 23 年１月 8 日、西条ライオンズクラブに負け
て５連覇を逃しました。当時の越智会長と篠宮幹事はずーっと
気にしていた様子でしたが、きっとこれで気持ちも晴れたこと

２Ｒ親善スポーツ大会
木村

でしょう。
弘宣

試合の内容は、やはり予選で苦しむ展開でした。確実にスト

今年度も、何とかＡチームのメンバーとして参加させて頂き

レートで２戦２勝すべきところを、１セット落としてしまい、決

ました。なかなか練習に参加できず、危うくＡチームから降格さ

勝トーナメントには８チーム中７番目で通過。毎年ハンデとプ

せられる事になりかけましたが、チームメイトの寛大な配慮の

レッシャーで予選はヒヤヒヤものです。

おかげで、５連覇の感動を味わうことができました。

決勝トーナメントでは今治勢との対決となりました。まずは、

決勝の西条戦では、緊張のあまり、足が床に張り付いたような

今治くるしまライオンズクラブに快勝、続いて隣のライバル、今

感覚で、充分に動けていなかった様な気がします。しかし、この

治ライオンズクラブ戦では２人の女性陣の活躍で意外なほど快

緊張は、仕事では味わえない清々しいものであり、この緊張を楽

勝でした。そして決勝戦では、やはり因縁の西条ライオンズクラ

しみたいが為に、参加している様な気がします。この大会の約１

ブ。調子良く１セット先取しましたが、第２セットは大ピンチ！

か月くらい前に、事務局の塚本さんから、｢そろそろ練習に来な

一時は 10 -14 で負けそうになるも、最後にやっと目覚めたエー

いと、Ａチームに残れませんよ｣と、練習に来るように促されま

ス篠宮が怒涛のサーブ・スパイクで逆転勝利 !! 優勝を手にし

した。その時、私は、｢Ａチームで出場できないのだったら、ス

ました。

ポーツ大会には行きません｣と、冗談混じりで言うと、塚本さん

夜の祝勝会では次期会長のＬ.箱崎から、
「次期も連覇を目指し

から｢じゃあ、練習に来なさいよ｣と言われてしまいました。全く

ます！」
「練習の様子次第ではＡチームメンバーの入替えもあり

その通りで、この緊張と感動を再び味わいたいのであれば、練習

ます」とのお言葉がありました。
（いつも崖っぷちのＫＫコンビ

しかないのです。

には効いたかもしれません）ぜひ、まだ参加されたことの無いメ

今年の大会は、終ったばかりでありますが、来年の大会に向け
ての準備は、始まっています。再び、この緊張と感動そして美味
しいお酒を味わえる様に、できる限り練習に参加したいと思っ

ンバーの方々には、軽い運動をするつもりで練習に来てみて欲
しいと思っています。いかがでしょうか？
最後に、皆さん応援していただいてありがとうございました。

ています。最後に、一緒に戦ったチームメイトはもとより、力一

これで、箱崎次期会長、６連覇、久保次々期会長、７連覇は必須事

杯最後まで応援してくださった今治東ライオンズクラブメン

項になりましたので、これからもよろしくお願いします。

バーの方々に感謝申し上げます。ありがとうございました。
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今治城の清掃

今治城清掃について

2015.11.29

環境・社会福祉委員長

山岡

将人

11月29日(日)晴れ。今治城清掃大作戦、今治東
ライオンズクラブメンバーと家族、合計21名に
て、朝８時集合し、各々手に道具を持参、田窪会長
の号令掛かるや、道具に見合う場所へと散会し
粛々と清掃開始。
水壕の浮遊ごみたるや悪臭を放ち、吐き気を催
すも敢闘精神を奮い起こしごみの撤去を終える、
歩道、登城口方面にては、散歩中の市民より
「ごく
ろうさま」
の声もあり、ＰＲの効果も大なり。
最後に皆で記念撮影をして解散。
補足事項 水壕内のヘドロ除去の必要ありと認む。

連続例会出席表彰

５０回例会出席表彰を受けて

田中

秀彦

この度、連続50回例会出席表彰を受けて、
今まで何回欠席したか調べてもらいました。
平成23年4月7日の入会以来、
4回だそうです。
思い起こせば、生まれて初めてインフルエンザに罹って寝込んだし、寝坊して早朝例会
を欠席したし、海外旅行の帰りの飛行機が遅れて新年例会に間に合わなかった事もある
し、手術で入院した事もありました。
連続50回といえば2年あまりの期間ですが、その間様々な事がありましたが例会の日に
は何事もなかったという事です。ある意味、
幸運だったといえるかもしれません。
これからもこの幸運が続くよう精進して、
連続出席記録を伸ばしたいと思います。

司法書士
寺町篤一事務所
寺町

陽

〒794-0027 今治市南大門町1-5-22
TEL33-3308 FAX33-3380

㈲中村屋蒲鉾店
代表取締役

中村

省司

いよ路サービス㈲
代表取締役

〒794-0015 今治市常盤町1-4-3
TEL22-1152 FAX25-0373
http://www.nakamuraya-shop.com/

夏目

幹男

〒794-0059 今治市鯉池町1-1-22
TEL25-1919 FAX25-1920

素材と技が生きている瀬戸 訪問介護・障がい福祉（85名）
内の自然が生んだ伝統の蒲 ケアマネージャー（6名）小規模
鉾。安心 ・ 安全 ・ しあわせ （15名）で、生活をトータルでサ
をお届けする中村屋です。
ポートしています。
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伊予銀行 日吉支店
支店長

二宮

秀介

〒794-0015 今治市常盤町6-5-20
TEL23-1414 FAX32-3077
http://www.iyobank.co.jp/

昭 和13年10月、 今 治 商 業
銀行日吉出張所として開
設。今治市内でも長い歴史
を誇る店舗です。

新入会員オリエンテーション
2015.12.6

ライオンズクラブ 第１回 新会員オリエンテーションに参加して
尼田

私たち新会員の教育の場として、
新会員オリエンテーション開催

純子

の教えを後世に受け継いでいかなければならないと感じました。
一人ではできないことも、ライオンズクラブの仲間が集ま

にあたり、
講師の方はもちろん、
各地区役員 ・ 委員ならびに引率の

ればひとつでも多く、少しでも大きな活動ができます。９月

方々など多くの皆様のご支援をいただいた事に感謝いたします。
今回のオリエンテーションに参加し、ライオンズクラブの

に今治東ライオンズクラブに入会させていただいて以来、

これまでの長い歴史など、講師の方のご経験など交え、わか

日々の先輩方の活動、奉仕の精神に触れ感動の連続です。ま

りやすく教えていただきました。そんな中で改めて強く心

た年代、職種を越えて出会うことのできた会員の皆様とのご

に残ったのは
“ライオンズクラブは世界最大の奉仕団体であ

縁に感謝し、これからも大切にしていきたいと思います。温

る”
ということ。210もの国の領域で国境を越えたネット

かく迎え入れてくださった先輩方に教えていただきながら、

ワーク、奉仕活動ができるということです。また、世界どこ

ひとつでも多くの活動に参加し、微力ではありますが、クラ

へ行っても会員全員が同じ想いであるということです。

ブの一員として社会奉仕

そのために私たち新会員はライオンズクラブの国際協会の目的

のお役に立ちたいと思い

や道徳綱領などしっかりと学び、
同じ目的を持ったライオンズク

ます。今後ともよろしく

ラブの一員であるという自覚とほこりをもって活動に参加し、
そ

お願いいたします。

今治４ライオンズクラブ対抗 麻雀大会
2015.11.25

４クラブ対抗麻雀大会(第４回谷口昭太郎杯)
トンピン会会長

樫田

憲和

11月25日(水)午後７時より、雀荘大

ライオンズクラブの中村浩治さんが優勝、２位は１回戦ダ

三元さんにて第４回谷口昭太郎杯を

ントツの１位から粘っての谷口昭太郎さん。３位は相変わ

開催いたしました。今回は会長会で

らず堅実な麻雀をする越智英年さんとなりました。

４クラブの親睦を深める為合同のイ

団体戦はクラブ毎の得点の平均点で競い、優勝は我が今

ベントをやってはどうかとの提案が

治東ライオンズクラブ、続いて今治ライオンズクラブ、今治く

あり、１回目が我がクラブ得意(？)の

るしまライオンズクラブ、今治中央ライオンズクラブさんとな

麻雀になりました。ルールは懐かし

りました。優勝賞品は25日発売の年末ジャンボ宝くじ70枚

い４人打ち禁煙にて、賞品とクラブの名誉をかけて戦う健

を山分け、当っ

康麻雀です。

た 人 は どうか
隠さずにビッグ

大会は田窪会長開会宣言、越智浩ゾーンチェアパーソン、

ド ネ ー ション

谷口昭太郎さんの挨拶、ルール説明の後、各クラブ精鋭20名

宜しくお願いし

による熱戦がスタートしました。

ます。

まずは各クラブ入り乱れて１回戦を行い、得点の高い人

最後に私は、

から順に卓を囲み２回戦を行いました。各卓壮絶な熱戦な
らぬ舌戦をくりひろげた結果、個人戦は１回戦３位、
２回戦

1,300点 で11位

トップ卓の親番で見事四暗刻(役満)をツモり上がった今治

でした。

野間労働衛生研究所
所

長

野間

道博

㈱

丸

代表取締役社長

五
箱崎

河南タクシー㈲
誠二

〒794-0006 今治市石井町1-1-71 野間歯科内
TEL32-8750 FAX32-8750

〒794-0018 今治市本町1-2-2
TEL32-0505 FAX22-0558
http://www.marugo05.com

労働災害防止の為の診断、計
画立案、教育、指導をおこな
う労働衛生コンサルタントで
す。お気軽にご相談ください。

創業明治10年。日本の伝統
衣裳『きもの』を通して、日
本文化、習慣など和の心を
伝えていきたいと思います。

常務取締役

平野

義文

〒794-0821 今治市立花町3-7-38
TEL25-1000 FAX32-1145

大型バスから車椅子専用軽
タクシーまで色々な車種を
取り揃えています。観光 ・
送迎などお気軽にご相談く
ださい。

－ 7 －

㈱ミツワ物産
代表取締役会長

広瀬

靖博

〒794-0813 今治市衣干町3-1-28
TEL22-7451 FAX31-6759

包装用フィルム・袋、運搬保
管用プラスチックコンテナー、
ＦＲＰタンク、食品容器の事な
ら何でもご相談下さい。

ドネーション

メンバー近況報告
平成27年 11月５日
篠宮 博幸

片山

昭

田中 秀彦
田窪 誠一郎

●第一例会

10月25日第20回久万高原マラソンハーフ１時間53分12
秒で完走しました。次は今週末、第1回おかやまマラソ
ンフルを走ります。完走めざしてがんばりま～す！！
八丈島と三宅島に行ってきました。島のバスガイドさ
んには、定年は、なさそうです。
反省しております。
植樹の視察よく生きて帰ってきてくれました。ありが
とうございます。

平成27年 11月19日

●第二例会

本宮 光朗

バレーボール大会、父の33回忌法要のため欠席します。
優勝めざして頑張ってください。
久保 智秀
間もなく５人目の孫が誕生します。女の子らしいです。
無事生まれますように…
田中 秀彦
五十回連続例会出席表彰をいただきました。身に余る
栄誉と存じます。今後も精進いたします。
篠宮 博幸
11月８日第１回おかやまマラソンに出場しました。小
雨の中約14,000人の参加する大きな大会で、無事に完
走、４時間８分50秒の自己ベストを記録しました。次も
頑張ります。
木村 弘宣
２Rスポーツ大会、みなさんの足を引っぱらない様、がん
ばりたいと思います。11/21(土)も練習に行きたいです。
高橋 良幸
ゴルフ同好会の支払いが終わりました。今年の賞金王
は広瀬さんです。ビックドネーションを期待します。
田窪 誠一郎
かわいい孫の七五三。みなさんに、お見せしたかったです。
井出 幸彦
11月12日に発生したレバノンのベイルート空港近くのテ
ロ事件がありましたが、知人の無事が確認できました。
山岡 将人
11/8 ～ 14まで米国の先住民研究に行きます。デンバー、
サンタフェ、セドナ等見てきます。
今治ライオンズクラブ 菅 道就 様
去る、11月４日（水）今治北高等学校大三島分校にて、薬
物乱用防止教室の講演を依頼しましたところ、田窪会
長をはじめとする数多くのメンバーの皆様にご協力し
て頂きました。これで分校の生徒たちも道を誤ること
がないと思います。本当にありがとうございました。貴
クラブの益々のご発展とご活躍を祈念申し上げ、ド
ネーションいたします。

誕生日ドネーション

平成27年 12月３日
中村 省司

長女が第35回全国中学生人権作文コンテスト愛媛県大
会においてNHK放送局賞を頂きました。
夏目 幹男
理事会・準備会２連続欠席ゴメンナサイ。反省。
高橋 良幸
電話番の為、昨日の薬物乱用防止教室参加できません
でした。ごめんなさい。
越智 英年
バレーボール大会悲願の５連覇おめでとうございま
す。私も苦節６年思いが叶い喉のツカエが落ちました。
篠宮君ありがとう。先日の麻雀大会３位に入賞しまし
た。樫田さんご苦労様でした。
樫田 憲和
先日の麻雀大会お忙しい中にもかかわらず出席ありが
とうございました。感謝の気持ちでドネーションしま
す。504円は会費の残金です。
広瀬 靖博
昨年度の今治東ライオンズクラブゴルフ同好会にて賞金
王となりました。
田窪 誠一郎
特別支援学校の学習発表会とてもすばらしいものでし
た。感動しました。
今治東ライオンズクラブＡチーム 門田、木村、久保、篠宮、寺町、箱崎、塚本、LL阿部
11月23日(祝) 第43回 ２Rス ポ ー ツ 大 会 に お い て、A
チームが念願の５連覇を達成しました。予選リーグを
３位で通過し準々決勝で今治くるしまライオンズクラ
ブ、準決勝で今治ライオンズクラブAチームをストレー
トでやっつけ、決勝は、昨年と同じ西条ライオンズクラ
ブAチームでしたが、ストレートで破っての優勝でし
た。次は６、７連覇目指してがんばります！！
渡辺
望
この度全国社会福祉大会にて民生委員児童委員功労者
307名を代表して厚生労働大臣表彰を受賞しました。

平成27年 12月17日
田窪 誠一郎
田中 秀彦

門田 健一
阿部 国弘

木村 弘宣
髙橋 良幸

谷口 昭太郎(11/10)
越智 祥文 (11/17)
近藤 嘉男 (11/27)

箱崎 誠二 (11/14)
近松 徹也 (11/20)

●第一例会

菅波
宏
村瀬 牧男

井出 幸彦

●第二例会

福岡国際大会 みんなで行きましょう。
忘年会の二次会ありがとうございました。かねてよ
り今治城内に展示されていた、今治城木製模型が新
しい物に交換されたことに伴い、旧模型を当店に頂
きました。また見にきてください。
12月６日に妹が結婚式をしました。安いからと言って、
仏滅の午後からでしたが、これで一安心です。
昨晩ひめぎんホールでおこなわれた野村万作・萬斎の
「狂言の夕べ」を観にいってきました。年末の慌ただし
い時期でしたが、日本の伝統芸能に触れて楽しいひと
ときを過しました。
半年が過ぎました。
もうひとがんばりします。
上半期が何とか終われそうです。下半期もよろしくお
願いします。
忘年会、ご利用頂きましてありがとうございました。
日本ユネスコ協会の
「書きそんじハガキ募集」
にご協力く
ださい。
ハガキ11枚でひとりの子どもがひと月学校に通
えます。
12/３よりOSEALフォーラムそしてチェンライへ行っ
て防寒着の配布をさせていただきました。ありがとう
ございました。

誕生日ドネーション
菅波
宏 (12/7)
久保 智秀 (12/16)
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