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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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新春家族例会

2016.1.6

新春家族例会
計画委員長

阿部

国弘

1 月６日(木)今年初めての例会はかねてより計
画していた、夜間の家族例会となりました。年末
の現地での予行演習？ をはじめ、万全の体制で
準備を進めてきたつもりでしたが、やはり本番と
もなると緊張してきます。
まずは、井出さんの OSEALフォーラムの報告を
含む通常の例会を済ませ、司会を夏目さんから交
代し、いよいよ家族例会の始まりです。箱崎第一
副会長の乾杯あいさつ、つづいて年男の平野さん
と谷口さんより今年の抱負について発表があり
ました。
さて、このあとはいよいよ今回例会の目玉！
ゲストのらくさぶろうさん登場です。自己紹介か
ら軽快なトークで会場を盛り上げてくれます。そ
して、お弟子さんのひめさぶろうさんも登場し、
絶妙な掛け合いトークで面白さも倍増。最後はオ
リジナルカレーを景品に大じゃんけん大会にな
り、らくさぶろうさんたちと楽しい時間を過ごし
ました。
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今治西高定時制校内生活体験発表会

その余韻冷めないうちに、山岡さんの今治今昔
写真パネルを使ったクイズ、渡辺出席委員長の進
行による大抽選会が始まりました。
ここでは、ご夫
婦で参加されたメンバーから奥様方に日頃の感謝
の言葉と花束が贈呈されました。そのあと、出席
ラッキー賞の抽選もおこなわれ大いに盛り上がり
ました。
楽しい時間はあっという間に過ぎ、また会う日
まで、久保第二副会長の中締めのあいさつで宴は
幕を閉じました。
いろいろと司会や進行に不手際はあったと思い
ますが、おおむね満足していただけたのではない
かと自負しています。今回は赤字にもなりません
でしたし…
最後に、ゲストの招請に多大なご尽力をいただ
いた壷内さん、田窪会長はじめ５役のみなさん、計
画委員会のメンバー、当日ご参加いただいた奥様
方、そして今治東ライオンズクラブの全員に感謝
を申し上げます。次のイベントは最終例会です。ま
た、
楽しくやりましょう！！
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OSEALフォーラム報告
2015.12.3 ～ 6

第54回 OSEALフォーラムに参加して
井出

幸彦

「Excellence Through Service」
を テ ー マ に12月

今回、ライオンズクラブ国際協会初の女性国際

３日から６日までの４日間、微笑みの国タイのバン

会長候補のグッドラン・イングバトター元国際理

コクで開催されました。

事が大変な人気で何処へ行っても握手攻めにあっ

タイでのフォーラムは８回目で参加者合計は

ておりました。

8,088人、
日本からは2,013人参加されました。

また、日本ライオンズ史上最も若い52才の国際

いつもは11月に開催されるのですが、今回は｢タ

理事候補者の330C地区のL.中村泰久が猛勉強のか

イ国王ラーマ９世｣の誕生日、そして日本の天皇の

いがあって立派に英語のスピーチをされておりま

誕生日月でもある12月にさせて頂いたとポンサッ

した。

ク大会委員長のご挨拶で始まりました。

OSEALフォーラムはお祭りの要素が強く、他の会

山田国際会長のお話では難民問題が大きな国際

則地域のフォーラムとは少し違うということで、

社会の問題となっておりますが、会長テーマが｢命

セミナーを多く開催するよう大きく変わっていく

の尊厳と和｣であり、LCIFと協力して取り組んでい

と思われます。

るが、個々のメンバー、クラブでも何ができるか考
えて欲しいと訴えられ感動した聴衆から万雷の拍

今回も多くの友人と会い、
そして新しい友人と出
会い、
多くの感動をいただきました。

手を受けておられました。それと｢多様性｣につい

ライオンズクラブに入会した最大のメリットがそ

ても言及され地域、人種、言語、性別等の違いを超

の感動を得ること、
つまり多くの人との出会いです。

えて交流し、他国への理解を促進し、いずれは共同

６月には福岡で第99回国際大会が開催されます。ぜ

事業を行うようになって欲しいと言われておりま

ひ、
その感動を存分に味わってください。

した。
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連続例会出席表彰

連続２００回例会出席達成

渡辺

健三

感謝！ 感謝！ ただただ感謝です。ライオン諸氏に、
例会当日に病気にならなかったことに、
仕事が暇なことに！
次の目標は240回。石の上にも三年、いや十年一昔とさりげなく語りたい。ぼつぼつ終活を考える入口にさしか
かった実感を思うこのごろですが、先輩ライオンの後光の射すお姿を拝見するたびに、
“まだまだ若造”“青春はこ
れから”“継続は力”
と言い聞かせております。｢君は大丈夫、長生きする
… 憎まれっ子だから｣と言ってくれたライオンに報いるためにも、必ず目標
達成を誓います。
モチベーションを保つために
１.連続出席を続ける
４.酒を止めない
２.中学生の健全育成に尽力する
５.麻雀で負けない
３.孫のために､頑張る姿を維持する
６.筋トレを始める
功罪相半ばですが、以上遵守することをお約束してお礼の言葉とさせて
いただきます。
合 掌

献血・愛媛マラソン

2016.1.31

献血

壷内

毎年の恒例アクティビティでもある献血。今年は昼
間の担当だったので６時間以上の睡眠が取れ、
しかも
来てすぐにお汁粉でお餅を２個も食べたので、
１年半ぶ
りに献血ができる条件が整っちゃいました。
ベッドに横たわり注射針を刺した途端、
看護師さん
が笑いながら
「すごい勢いで出てますよ」
。これは喜ん
でいいのか悪いのか、
たぶん誰かに刺されたら、
あっと

2016.2.7

和彦

いう間に出血多量で死ぬのかな？ っと思っている間に
400mlが５分足らずで終わってしまいました。
献血が終わった後もお餅を２個食べ、
クラブ員とワイ
ワイ話しているうちに、
あっという間に２時間経ってま
した。夜もいただいた卵を食べ体力回復！ ごちそう
さまでした。

塚本さん愛媛マラソン完走！
！

２月７日(日)、
春の訪れをわずかながら感じられる穏やかな天気のもと、
第54回愛媛マラソンが開催され、
史上最多の１万293人のランナーが松山～
旧北条のコースを駆け抜けました。
その中で、
わが今治東ライオンズクラブの事務局員、
塚本さんがフルマラ
ソン初挑戦ながら、
女子完走者1,755人中973位、
タイム５時間07分16秒とい
う好記録で見事完走されました。
最後までエントリーをためらっていたという塚本さんですが、
当選の知らせ
を受けてからは、
ただ完走することだけを目標に練習を重ねてきたそうです。とはいえ、
結構楽しんで走れた様子で、
給水ポイント各所で坊っちゃん団子を始めとする、
愛媛の銘菓を次々と味わうほどの余裕の一面も見せていました。
塚本さんのたぐいまれな努力とチャレンジ精神は、
われわれメンバーにも大きな刺激と励みになりました。塚本さ
ん、
お疲れさまでした。
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薬物乱用防止教室
2016.1.17

波方小学校薬物乱用防止教室
会計

木村 弘宣

去る１月17日(日)、
波方小学校の薬物乱用防止教室を実施しました。私の母校という
こともあり、
今年で３年連続の講師をさせていただきました。また、
今年は２ゾーンの
４クラブ交流行事として各クラブの３役の方々にも案内を出し、
ゾーンチェアパーソンの
越智浩さんをはじめ多数の出席をいただきました。小学校の参観日に合わせた薬物
乱用防止教室ということで、
日曜日にもかかわらず出席いただき、
ありがとうございま
した。参観授業ということで、
当然のことながら保護者の方々も多数傍聴されていま
す。今年度、
波方小学校のPTA会長をさせていただいていることもあり、
ほとんどの来場
者に見覚えがあり、
なんとなく緊張してしまいました。教室で子どもたちに、
｢私のこと
を知っていますか｣という質問を投げかけたところ、
寂しい反応に終ってしまったことが
非常に残念でした。私の努力が足りないのか、
先生方や保護者の方々の教育が悪いの

の体験においては、
子どもたちも恥ずかしながらも、
個性を発揮して演じてくれ、
ダメ！

かわかりませんが、
今後の私自身の課題となりました。

ゼッタイ！ という言葉をしっかりと記憶に留めて貰えたと思います。

教室の方はといいますと、
自分の表現が良いか悪いかわからない所がありますが、
与

残念なことに、
今年に入って元プロ野球ＯＢの清原和博氏が覚醒剤所持、
使用の容疑

えられた時間の中で、
ペース配分もほどほどで、
精一杯させていただきました。後日、
今

で逮捕されました。また神奈川県葉山町の町議会議員をトップ当選した現職の細川

治ライオンズクラブの入舟会長から、
良かったよと言っていただき、
また次も、
さらに良

議員も同じ容疑で逮捕されています。それぞれ、
注目度も高く日々プレッシャーと向き

い教室になる様にがんばろうと思いました。

合っていることからの反動だと思いますが、
子どもたちには強い意志で、
自分の夢に

毎回感じることですが、
講師においても、
寸劇の演技者においても、
やりっぱなしで
はなく、
改善の検討会というか、
アドバイスを受ける場があれば、
もっと良い教室ができ
上がってくるのではないかと思います。また講習会のメインでもある寸劇による断り方

向かって、
自分の力でがんばっていってもらいたいものです。
今回も、
多くのメンバーの皆さんに出席いただき、
場を盛り上げていただきました。
引き続きご協力をお願いします。ありがとうございました。

2016.2.16

桜井小学校薬物乱用防止教室
阿部 国弘

２月16日、桜井小学校で児童82人を集めて、今年２回目の薬物乱用防止
教室を開きました。当日は寒波到来でとても寒く、広い体育館は凍えるよう
な冷たさでしたが、子どもたちはおとなしく真剣に話を聴いてくれていまし
た。寸劇も最初は遠慮がちでしたが、終盤には緊張も解けたのか楽しそう
でした。
今回、講師をさせていただきましたが、今年に入ってから有名な元スポー
ツ選手やＮＨＫ職員、松山市の僧侶の危険ドラッグ密輸事件などマスコミ
をにぎわす話題には事欠きません。薬物使用の危険性を伝えていくことの
重要性をあらためて再認識した次第です。

2016.2.23

薬物乱用防止教室に参加して
副幹事

平野 義文

２月23日(火)今治市立近見小学校での薬物乱用防止教室にメンバー 11
名とともに参加して参りました。今年度はあまり参加できていませんでした
が、この日は久しぶりの参加です。いつもと違うのは松山西ライオンスクラ
ブ、西条石鎚ライオンズクラブの方々が見学にお越しになるとのこと。見学
者のプレッシャーのなか講師のL.篠宮、寸劇の田窪会長、L.壷内の安定感は
見ていて大変勉強になりした。
近見小学校５年生の子どもたちはこの日も元気いっぱい！ 薬物からの
誘いを断る寸劇や教室の感想を発表する際には、元気よく参加したり発表し
今後もこのような活動に積極的に参加し子どもたちに薬物の恐ろしさを

ており、最後に恒例の｢薬物乱用はダメぜったい！｣コールも大きな声で見て

伝えていければと思います。

いて気持ちよくなりました。

本 宮 石 材 ㈲
㈲ 福 本 商 店
代表取締役

福本

琢美

〒794-0021 今治市片原町2-1-31
TEL55-3875 FAX55-2305

代表取締役

本宮

光朗

㈱スリーウッド
代表取締役

真木

一信

〒799-1522 今治市桜井5-11-17
TEL48-1703 FAX47-1742
http://hongusekizai.com

〒794-0051 今治市高地町1丁目甲1792-1
TEL34-8333 FAX34-8337
http://threewood.blghp.jp

大島石をメインに自社加工
自社施工で純国産の墓石
を建立。明治創業、現在五
代目石工（１級技能士）。

外構工事をCAD作成により
デザイン ・ 設計し、様々な
ニーズに合わせたお庭作り
をお手伝いさせて頂きます。
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村 瀬 海 運 ㈱
代表取締役

村瀬

牧男

〒799-2110 今治市波方町郷甲1394−3
TEL41-9149 FAX41-9158

波方ターミナルで船舶代理
店と、海上防災作業の請負
をしております。

薬物講師認定講座受講・今治４クラブ対抗ボウリング大会
2016.1.24

薬物乱用防止教育認定講師養成講座について
篠宮

博幸

平成28年１月24日(日)午

ライオンズクラブの西澤様から｢実践講座の中で事例発表を

後1時から伊予市の｢ウェル

してほしい｣と依頼があり、
我がクラブのこれまでの取り組み

ピア伊予｣にて薬物乱用防

をご披露させていただきました。

止教育認定講師養成講座に
参加しました。前日からの
大寒波襲来で、
たどり着け
るかどうかといったところで、
案の定東予東部や南予の数名
が会場に来られず、
後日再講習になりました。
今回で私は２回目の再講習で、
実績が認められたのか有効
期限５年のゴールド認定証をいただきました。また、
高知桜

2016.1.27

今治４ライオンズクラブ親善ボウリング大会
門田

PR 委員長

健一

ており、
とても良い交流となりました。

１月27日桑名ボウルにて、
今治ライオンズクラブ主宰の

今回は、
ダントツで今治くるしまライオンズクラブの優

ボウリング大会が開催され、
我々のクラブからも会長をは

勝となりましたが、
我がクラブにはまだ眠れる獅子が数名

じめ有志８名が参加しました。
クラブ対抗で平均点を競うチーム戦(年齢別ハンディあ
り)をおこない、
今治東ライオンズクラブは見事に４位でし

いるらしいので、
次こそはその面々にも参加してもらい、
Ｖ
奪還を狙いたいです。

た… 誰が足を引っ張ったかはナイショです。
事前に練習を数回おこなったというメンバーもおり、
ハ
イスコアの対決が予想されましたが、
案外そうでもありま
せ ん で し た。皆 さ ん 口 々 に
「こ ん な は ず で は な か っ た
～！
！」
と嘆いていましたが、各レーンでは４ライオンズク
ラブのメンバーが和気あいあいと、
１投ごとに一喜一憂し

愛媛県警備保障㈱

今

治

薬

局

代表取締役社長 森田 恭治

店主

薬剤師

安見

富雄

丸 鷹 産 業 ㈱
代表取締役社長 矢野

昭利

山内歯科医院
院長

山内

誓

〒794-0028 今治市北宝来町1-2-20
TEL32-8222 FAX22-8510
http://kenkeibi.web.fc2.com/

〒794-0015 今治市常盤町2-1-8
TEL22-0926 FAX22-0926

〒799-1522 今治市桜井2-6-45
TEL47-4440 FAX48-8622
http://www.karderi.co.jp/

〒794-0824 今治市石橋町1-3-22
TEL22-7832 FAX25-6956

地域に密着した警備会社で
施設警備、交通雑踏警備、
身辺警備、機械警備、ホー
ムセキュリティが専門です。

一 般OTC医 薬 品 の 販 売
と、少々処方箋調剤を致し
て お り ま す。一 生、現 役 で
頑張る！

オーダースーツ事業を
立ち上げました。
《Salvator Venito》
よろしくお願い致します。

開業昭和61年６月。平日は
夜８時頃まで診療していま
す。必要があれば歯科訪問
診療もいたします。
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ドネーション

メンバー近況報告
平成28年 １月７日
白石 浩二

田窪 誠一郎
本宮 光朗
木村 弘宣
髙橋 良幸
井出 幸彦

元旦の市広報に次男の姿が写真にのってました。タオ
ルリレーマラソンの走ってる姿で青色のトレーナーを
着ているのが息子です。31才彼女募集中、だれかいませ
んか？
新年あけましておめでとうございます。
新年、明けましておめでとうございます。
新年、明けましておめでとうございます。あと半期も宜
しくお願いします。
新年おめでとうございます。下半期もよろしくお願い
いたします。
年初の卓話をさせていただきました。ありがとうござ
いました。

平成28年 １月21日
篠宮 博幸

山岡 将人
尼田 純子

山内
誓
田窪 誠一郎
髙橋 良幸
本宮 光朗
木村 弘宣

近松 徹也
阿部 国弘

●第一例会

●第二例会

１月10日西条市うちぬきマラソンハーフの部に出場し
ました。結果は、お正月太りにもかかわらず、１時間46
分23秒の自己新記録を出す事ができました。次は、３月
の鳥取マラソン（フル）、４月のとくしまマラソン（フ
ル）に挑戦します。
今昔写真の展示をさせていただきありがとうございま
した。来期も展示させてください。
終活カウンセラーの資格をとりました。お客様の心に
寄り添えるカウンセラーを目指します。あと、次男が成
人式を迎えました！
満56歳になってしまった。１月６日生れ。ムムッ！！
卓話ためになりました。ありがとうございました。
第一例会で資料を忘れました。申し訳ありません。
先日の青少年育成委員会をすっかり忘れていました。
申しわけございません。
先日の波方小学校の薬物乱用防止教室を、休日にもか
かわらず、皆様の御協力をもちまして楽しく開催でき
ました。ありがとうございました。
今年第一例会最後のライオンズローアを一身上の都合
で欠席しました。申し訳ありません。
先々週の新春家族例会には、たくさんのメンバーと奥
様方にご参加いただきありがとうございました。おか
げさまで楽しい例会が運営できました。

誕生日ドネーション
門田 健一 (1/1)
山内
誓 (1/6)
村瀬 牧男 (1/14)

福本 琢美 (1/2)
中村 省司 (1/10)
渡辺 一夫 (1/21)

平成28年 ２月４日
真木 一信
越智 祥文
田窪 誠一郎
篠宮 博幸

阿部 国弘

大澤 宅也
村瀬 牧男

イオン献血、仕事のため参加できませんでした。血液は
あり余ってたんですが…
４クラブボウリング大会で見事最下位でホタル賞をい
ただきました。ボウリングはつまらん！！
薬物乱用防止教育講師認定証（ゴールド）をいただきま
した。
先日の、薬物乱用防止教育講師養成講座にて我がクラ
ブの取り込みを発表させて頂きました。今回からゴー
ルドの認定書を頂きました。あと、マッキーのえひめマ
ラソンの無事完走を祈念してドネーションします！！
家族例会の決算にご協力いただき、ありがとうござい
ました。あと、事務所と工場の照明をLEDにしました。
明るくなって仕事もはかどっています。
今日は、日吉中２年生168名の少年式でした。無事、何事
もなく終わりました。たいへん寒かったです。
昨年12月に韓国MBCテレビが日韓正常化50周年記念特
別番組そして制作したドキュメンタリー「鳴梁（ミョン
リャン）今なお続く物語」の録画が送られてきました。
意外にも私を中心に構成されていました。

平成28年 ２月18日
片山

昭

箱崎 誠二

尼田 純子

阿部 国弘

篠宮 博幸

塚本 真紀子

渡部 健三
井出 幸彦

野間 道博

田窪 誠一郎
理事有志

●第一例会

●第二例会

母校が久々に甲子園に出場します。愛媛のみなさんご
めんなさい。
毎年の恒例、呉服のえびすぎれ無事に終了しました。
140年を超える今治の風物詩、呉服屋として大事にして
いきたい文化事業です。
来週折込チラシが入ります！吹揚会館で見学会があり
ます。皆様にいち早くお知らせご案内したくドネー
ションいたします！ご家族で是非お越しください。
16日に桜井小学校で薬物乱用防止教室の講師をさせて
いただきました｡篠宮さんがFBに写真をあげてくれた
のですが、太っているなと改めて思いました。
先日の｢第54回えひめマラソン｣で､塚本さんが５時間
７分16秒で完走しました｡私のアドバイスのおかげ？
でしょう。私も負けない様にがんばります！！
応援していただいた皆さまのおかげで、無事、第54回愛
媛マラソンを完走することが出来ました。タイムは５
時間７分16秒､順位は女子総合で2,255人中の973位でし
た。初フルマラソンとても楽しかったです！
ありがとうございます。ライオン諸氏に、ただただ感謝です。
先日、メーカーの工場見学でバンコクへ行きましたので
チェンライへ寄ってきました。カレン族の長老に幸運の
ミサンガを巻いてもらいました。良い事が起こりますよ
うに！
①ラベルピンを授与されました。ありがとうございま
す。②今年になって､CATVで｢お口ナビ｣に出演させて
いただいています。阿部チャンからは｢ふんぞりかえっ
て､えらそうに｣と言われています。
次男が、志望大学へ合格することができました。
理事会の後の食事会残金をドネーションします

誕生日ドネーション
阿部 国弘 (2/11)
広瀬 靖博 (2/14)
尼田 純子 (2/21)
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