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題字はクラブ会長の揮毫

国際会長モットー
ボブ・コーリュー国際会長テーマ
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～ 』
『 NEW MOUNTAIN TO CLIMB（次なる山を目指して）』
『 100周年、夢と誇り・笑顔と絆で We Serve 』
『 挑む 』
『 集い、語らい、築く。仲間と共に We Serve 』
『 集仲力 』
いど

祝！

白石浩二さん、
例会連続出席
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薬物乱用防止教室（大西中・大島中・日吉中）
2016.7.11

薬物乱用防止教室
（大島中）
について
安波

平成 28 年７月11日
（月）、
大島中学校におきまして薬

充也

教室では、井出さんを講師に、リーフレットとプロ
ジェクターを用いて薬物乱用がいかに恐ろしいかを

物乱用防止教室を開催いたしました。
当日は梅雨の時期で蒸し暑い日でしたが、新しく

説明しました。とても真面目に聞いてくれていまし

購入したパソコンやプロジェクターの設営を順調に

た。そして、クラブメンバーによる寸劇披露の後、
１年

おこない、のぼりも立てて準備万端で生徒が体育館

生から３年生の代表生徒による寸劇（比較的おとな

へ入場してくるのを待っておりました。そうすると、

しめ）をおこない、教室を無事に終了することができ

体育館の入り口に数名の生徒が入ってきて、入場者

ました。

を迎え入れるように並びました。
そして、生徒が入場

これからもこういう素直な少年・少女たちが、決

してくると、大きな声で
「こんにちは」
と挨拶を始めま

して薬物乱用に走らないように、我々大人がしっか

した。
挨拶というものは気持ちがいいもので、見てい

りと見守っていかなければならないと感じた薬物乱

る我々も非常にすがすがしい気持ちになりました。

用防止教室でした。

大西中学校

大島中学校

×
日吉中学校

－ 2 －

×

前半の総括

薬物乱用防止特別委員長

山岡

将人

箱﨑会長は当初、各委員会が担当委員会とし
て教室運営をおこない、
そこから上がってくる問
題点や改善点を特別委員会で論議することによ
り、
今まで保健委員会の枠内でおこなっていた教
室を全員参加型にし、
全方位的視点から教室運営
を見直し、発展させようとする構想であり、特別
委員会も経験豊富な人員を配置して、
今期のメイ
ンアクティビティに備えたのです。
しかし、
「やり
たくない、やれない」と言う意見が出始めまし
た。言うは易し行うは難しとは言うものの、奉仕
は行動がすべてであり、行動なき言葉は害にす
らなる典型的な例と言えるでしょう。
「やりたくない」と言ってはいけないのです。
なぜかわかりますか？
それは、まわりが真似するからです。
担当委員になることは、真似しませんよ。大変
ですから。
講師を務めることは、真似しませんよ。大変で
すから。
でも、やりたくないは真似するんですよ。楽で
すから。
会長、特別委員会は検討を重ねました。
７月の
新年度早々に３校の教室開催が決まっていま
す。会長の意向を曲げたくはないが、主軸を大き
く変更しなくてはならない。
今治東ライオンズクラブの薬物乱用防止教室
にとって大きな一歩になるはずだった構想でし
たが、特別委員会が運営し担当委員会に資料や
機器の搬入の手伝いをしてもらうことにしまし
た。従来からあるアクティビティの形態を変え
るだけで騒動になるのですから、若手が新規事
業の提案をする気が失せるのは当然です。45 周
年を前に薬物乱用防止教室を熟成させる年だと
思いますが、不安や不信は募るばかりです。た
だ、参加人数は増えました。一筋の光明を見出し
たと言えます。冬休み前には教室開催が集中し
ます。夏から秋にかけ委員会を重ね、冬の教室を
あるべき姿にしたいと思います。冬の教室へ全
員参加が達成できるようにお願いして夏のまと
めとします。

日吉中の生徒さんより

大西中の生徒さんより
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第 25 回今治市民カッター競技大会

カッター大会！

2016.8.21

渡邉

眞

今年６月に入会し、初めてアクティビティ
に参加させていただきましたが、正直、なめて
いました…
まず、人生で初めてボートの類に乗りまし
たが、結構体力には自信があったりしたので、
楽勝やろ！ と軽く想像してました。しかし、
当日も連日の暑さで、さらには、着ぐるみ仮装
したおかげでさらに暑く、股から飛び出した
ヒヨコのせいで漕ぎにくく、３分ほどの競技
時間も実感ではそれ以上に感じられ、ぶっつけ本番で６人全員の呼吸が整うわけもなく、
ゴールするのがやっとでした。
さらには、開会式が終わって、９時過ぎ。
「とりあえず、やっと
こか！」と、いきなりの生ビール！ すでに暑さもいい感じになっていたので、遠慮がちに
も、
これはいける！ 出走の昼前の時間頃には、
すでに、
ええ感じの状態に
（酔）
…笑
勝てるわけがありません。
しかも、
昼からもう１レース。
さすがにメンバーを入れ替え、
レース
に臨みましたが、
代わったメンバーも、
もちろん、
すでにいい感じ… 結果は当然です。
レースの内容はともかく、結果はなんとブービー賞！ の表彰付！ さらに翌日の愛媛新
聞には、
我がチームの写真が掲載されているじゃありませんか！
何より、開放的な屋外で、おいしい飲み物と食べ物、スイーツまで準備していただき、楽し
い時間を過ごせました。ちょっとだけでもライオンズクラブのメンバーに参加させても
らったことを実感できた一日になりました。
ありがとうございました！

H28.8.22

エディオン今治東店
代表取締役

樫田

憲和

愛媛新聞

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

799-1502 今治市喜田村1-5-5
TEL47-1111 FAX48-6126

〒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/

オール電化 ・ リフォーム ・
空調機器何でもご相談くだ
さい。アフターサービスも万
全です。

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。
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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。

ライオンズクラブ第
99 回国際大会
あすなろ学園地域交流夏祭り
2016.8.18

あすなろ学園地域交流夏祭り
木村

弘宣

今年度も恒例の、あすなろ学園地域交流
夏祭りに参加して参りました。お盆も終わ
り、季節がやや進んだかなと思われる気候
の中、ポップコーンの販売とバルーンアート
のプレゼントをおこないました。
ここ数年は、この組み合わせでおこなっ
ているため、段取りも良く、和やかな雰囲気
の中、スムーズに作業ができました。時折、
我々のブースに学園の子どもたちが遊びに
来たり、なかには、バルーンアートに挑戦す
る子どもたちもいたりと、終始、賑やかな時
間となりました。
また今回、阿部さんの奥さんと柴犬の愛
犬“コロ助”君も登場し、大いに盛り上げて
いただきました。２時間程度のアクティビ
ティではありましたが、あすなろの子ども
たちと有意義な
時間を過ごせた
と 思 い ま す。ご
協力ありがとう
ございました。

㈱ テイクワン
代表取締役

久保

智秀

近 藤 商 事 (有)
近藤

㈱ 篠宮工業所
代表取締役

嘉男

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

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

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。

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。

篠宮

三興商会

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。
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メルタス IYO
代表取締役

白石

浩二

794-0016 今治市中浜町4-139-1
TEL22-1489 FAX22-1423

これからはオール電化！
太陽光発電！ ご相談をお
待ちしています。

訪問例会・西高定時制生活体験発表会
2016.8.18

今治東ライオンズクラブ例会訪問
336-Ａ地区 2Ｒ-ＲＣ

去る８月18日
（木）
第二回例会の訪問に先き立ち、

河端

寛

られないでしょう。

門田健一ＰＲ委員長から会報誌に掲載したいの

また、例会の時間調整や楽しみを提供するのが

で、
「外部から見た今治東ライオンズクラブの例

テールツイスターの重要な役目ですが、矢野テー

会の感想を頂きたい」とのメールがあり、緊張し

ルツイスターは今回クイズ形式で全員の気を引

て出席させてもらいました。

くように色々な人を指名し、否応なく参加させる

例会場は今治くるしまライオンズクラブと同

テクニックは素晴らしく、ボケ具合が芝居なの

じですが、設営が少し違い、丸テーブルでの会は

か、根がボケなのか（ごめんなさい）
？ 20分間の持

テーブル内の会員同志の和が保ち易く、新人にも

ち時間を飽きさせず楽しませました。経験の浅い

早く打ちとけて話ができると思います。

人には真似のできない「芸当」でした。このような
重宝な人がクラブにいると本当に助かります。

一時間の会の流れや雰囲気は、ライオンテー
マで大きく変わりますが、尼田テーマーは声も

緊張したスタートから終わる頃には、すっかり

よく通り、職業柄か、女性アナウンサーのごと

リラックスして、楽しい例会でした。今治東ライ

く、テンポや「間」のとり方がうまく、会の進行

オンズクラブの皆様によい機会をいただき、あり

がスムーズですので２～３期はテーマーを辞め

がとうございました。

2016.7.11

定時制生活体験発表会
ＰＲ委員長

門田

健一

今の生活をがんばっていることがよくわかりま

７月11日、今治西高の蛍雪会館にて６名の生徒

した。

たちの発表を聞かせてもらいました。それぞれの
生徒たちが話す、これまでの人生。定時制へ入学

これからも今治東ライオンズクラブとして支

を決意し、通いながら学んでいること。そしてこ

援を続けていくうえで、この生活体験発表会は西

の先の将来。

高定時制を理解する良い機会だと思います。個人
的にもとても貴重な経験となると思いますので、

たくさんの話を聞くことができましたが、どの
生徒もつらい経験や厳しい環境を乗り越えて、

－ 7 －

ぜひ次年度は参加してみてください！

平和の鐘を鳴らす式典
2016.8.5

第９回 戦災死没者追悼献花と
平和の鐘を鳴らす式典について

田中

秀彦

爆弾がまるで自分の頭の上に落ちてくるように

平成 28 年８月５日、戦災死没者追悼献花と平和

思い、恐怖で逃げ惑った」そうです。

の鐘を鳴らす式典に参加して参りました。

さて、式典当日、菅良二市長が挨拶の中でこの

大東亜戦争末期の昭和20 年、今治市は三度にわ

ような趣旨のことを申されておりました。

たり米軍による空襲を受け、合わせて死傷 739 名
以上の人々が犠牲になりました。最後の空襲と

「おびただしい犠牲の出た悲惨な出来事を忘れ

なった、８月５日深夜から翌６日未明にかけては、

てはならないが、我々はどこかの国のようにしつ

おびただしい数の焼夷弾並びに小型爆弾が落とさ

こく謝罪しろ賠償しろなどと、言い募りはしな

れ、旧市街は焼き尽くされ壊滅状態に陥りました。

い。ただ静かに追悼しましょう」と。まさに我が意
を得たり。

当時、尋常小学校２年生だった母は、市街地か

「許しはすれども忘れまじ」

ら遠く清水村徳重にてこの空襲を目撃し、「爆発

来年もまたこの式典に参加したいと思います。

炎上する今治の炎に照らされて落ちてくる無数の

－ 6 －

ドネーション

メンバー近況報告
平成28年 ７月７日

●第一例会

山岡 将人

大西中学校での薬物乱用防止教室おつかれさまでした。
７/11大島中、７/13日吉中もよろしくお願いします。
片山
昭
今年は、メイクアップの徹底をヨロシクお願いします。
渡辺 健三
七夕例会なのでドネーションさせて頂きます。矢野テールツイス
ターに大いに期待しています。楽しくなければ罰則があります。
阿部 国弘
最終例会に多数景品を出品していただきありがとうございまし
た。おかげで楽しいビンゴゲームが開催できました。また、福岡国
際大会、楽しく参加させていただきました。
篠宮 博幸
11月13日福岡マラソン、11月20日神戸マラソンが当たりました。初
のフルマラソン２週連続ですが、気合を入れてがんばります。
中村 省司
今年度１年間会員増強、ご協力よろしくお願い致します。
福本 琢美
表彰を間違いで受けましたので、よろしくお願いします。
森田 恭治
新しい車を買いました。
井出 幸彦
①７月７日 誕生日です。
②国際大会で投票してきました。
③ライオン誌Ｐ25の炊き出しに参加しました。
白石 浩二
最終例会で、勝手にワインを飲みました。クラブで支払ってくれ
たので、ドネーションします！
渡辺
望
７月２日おこなわれた、今治４ライオンズクラブコンペで準優勝
しました。
髙橋 良幸
退任記念ありがとうございました。１年間ありがとうございまし
た。
木村 弘宣
１年間、楽しく勉強させて頂きました。ありがとうございました。
田窪誠一郎
箱﨑会長はじめ３役のみなさまのご活躍を心よりお祈りします。
箱﨑 誠二・平野 義文・樫田 憲和
１年間、よろしくお願いいたします。

平成28年 ７月21日

●第二例会

336-A地区 2R-2ZC 羽田野 修司 様 ､2R-2ZCA 菅 道就 様
篠宮 博幸
先日、日吉中学校515名の薬物乱用防止教室の講師をさせていただ
きました。また、今治中央ライオンズクラブさんの教室を見学、勉
強させていただきました。
山岡 将人
夏休み前に予定されておりました３校の薬物乱用防止教室の参
加、ありがとうございました。
箱﨑 誠二
決算報告において、理事会での内容と異なっておりました。反省の
意を込めてドネーションいたします。
田窪誠一郎
本日ビジターの皆様、ありがとうございます。
箱﨑 誠二
羽田野ZC､菅ZCA､３クラブ三役様 ようこそ当クラブへ !

平成28年 ８月４日
田窪誠一郎
篠宮 博幸

髙橋 良幸
樫田 憲和
尼田 純子

平野 義文
夏目 幹男
渡辺 健三

壷内 和彦
井出 幸彦

平成28年 ８月18日
336-A地区 2R
336-A地区 2R
336-A地区 2R
箱﨑 誠二
篠宮 博幸

山岡 将人

片山
昭
田窪誠一郎

誕生日ドネーション
野間 道博(7/2)
井出 幸彦(7/7)
渡辺
望(7/16)

田中 秀彦(7/6)
夏目 幹男(7/15)

阿部 国弘
樫田 憲和
山内
誓
安見 富雄
井出 幸彦
白石 浩二
村瀬 牧男

●第一例会

今年、ツバメが玄関先に、巣をつくりました。先日３羽、旅立って
いきました。
７月30、31日にミニバスケットボールの遠征で高知にいってきま
した。
と言うのは口実で、
高知中央ライオンズクラブの垣吉さんと
高知の街を堪能してきました。
ごちそうさまでした！
！
行けなかった世界大会の宿泊料金が戻ってきましたので、一部ド
ネーションします。
７月22日、32回目の結婚記念日でしたが、フェイスブックに間違っ
て23回目とアップしてしまいました。
今日は篠宮さん本当にごめんなさい。これまでのチョコチョコし
た失敗をお詫び申し上げます。また次回からもはりきってまいり
ます。
ＰS.次男が、愛媛選抜ボートで岩手国体出場が決まりました！
皆さん！ 愛媛の応援よろしくお願いいたします。
初の連続例会出席表彰です。
このままがんばって続けます
（予定）
１年振りに孫一家とユニバーサルスタジオジャパンにいってき
ました。楽しい３日間でした。
ご命令によりドネーションさせていただきます。
１.中学生の孫が４×100ｍで県優勝しました。タイムは平凡で す。
ついでですが、娘の誕生日です。
２.テーマーの２回連続自爆への感謝、今後共よろしくお願いいた
します。
もぎたてテレビに出ちゃいました。
８月28日(日)に熊本地震被災地へ支援にいってきます。

●第二例会

RC 河端 寛 様、2R RCA 菅 公逸 様
青少年・LCIF委員 羽藤 巧 様
環境保全・保健福祉・アラート委員 尾越 光高 様
河端RCはじめ、菅RCA、羽藤・尾越両地区委員さん、ようこそ今治
東ライオンズクラブ例会へお越しいただきました。
８月５日平和の鐘を鳴らす式典に沢山のメンバーに参加をいただ
き、準備、片付け等お世話になりました。８月21日の市民カッター
大会もご協力をお願いします。
８/11イオンモール今治新都市店において、今昔写真イベントをお
こないました。今治東ライオンズクラブの写真を使わせていただ
きありがとうございました。箱﨑会長とひめきゅんフルーツ缶の
コラボ写真は必見です！
両親と子どもたちと、兄弟で楽しい時間をすごせました。
世界平和を願い。
この７月より車でですが、
家内と四国八十八カ所の
旅をはじめました。
こんな日がくるとは思ってもいませんでした。
おかげさまをもちまして、連続例会出席100回を達成できました。
これからも精進していきます。
内容は言えませんがお盆の間に２回いい事がありました。
暑気払いドネーションです。
二男一家の帰省に合せて長女・長男の家族中が集まり、にぎやか
で忙しくも楽しい盆休みを過ごしました。
８/28に熊本被災地支援にいきます。誰かいく人いませんか？
出席は義務です。
１.今治ユネスコ協会の「平和の鐘を鳴らそう」にご協力ありがと
うございました。
２.８/２～８/７まで今治北高生10名を連れ韓国、珍島にいき、珍島
高校生達と有意義な交流をしました。

誕生日ドネーション
渡邉
眞(8/16)
真木 一信(8/17)
大澤 宅也(8/27)
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