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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
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夜間例会
2016.10.20

｢中村知事を囲んで語ろう！｣
ライオン・テーマー

尼田

純子

ていました。
知事の話は冒頭から終始エネルギッシュであ
り、話を進める中での目力、そしてその言葉に引き
込まれていったのは私ばかりではなかったと思い
ます。
知事は話の中で、愛媛県全体の地域振興を
視野に入れたそれぞれの戦略。そしてこの今治の
主要産業についても触れられました。
中でも
“しま
なみ大橋”は“日本で唯一高速道路を走れる自転
車専用道”があることに注目され、今治を“サイク
リングの聖地”とし、さらに“愛媛をサイクリング
パラダイス”に。そして“四国をサイクリングアイ
ランド”へと世界最大自転車メーカー「ジャイア
ント」とタイアップすることで、しまなみ海道か
ら世界へと情報発信をしていく！！など６年前の

先日、中村時広愛媛県知事を招いて今治東ライ

公約からこれまでの政治家としての歩み、これか

オンズクラブ例会を開催いたしました。

らの自身の考えなど、伝えきれないほど盛りだく

公務のお忙しい中、この日もスケジュールを繰

さんな内容で、あっと言う間の時間でした。

り合わせ東京から駆けつけてくださり、知事到着
と同時にライオンズメンバーからの紹介、そして

これまで知事は特別な存在でしたが、中村知事

知事の卓話が始まりました。お会いするのは初め

は身近な存在であり、私は愛媛県民、今治市民で

てでどんなお話を聞けるのか、とても楽しみにし

あることがとても嬉しく感じました。
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熊本震災支援

2016.5.14～15・8.28

熊本地震被災地支援活動報告
井出

幸彦

４月14日から16日に

していたメンバーと福岡で懇親会があり、現地の

かけて震度７を記録し

状況報告、今後の活動計画等の話し合いが行われ

た地震が熊本地方で発

ました。

生し、死者 50人、負傷

その計画に基づき、２回目の熊本へ８月 28 日早

者 2,300人以上、避難者

朝２時に出発し「“がんばるばい熊本 ”南阿蘇ミー

18 万人以上の大災害と

ティング 2016 夏」へ参加の為、南阿蘇アスペクタ

なりました。

へ向かいました。50 人の死者に対する 10 人のお坊

阪神大震災、そして

さんによる慰霊祭が行われました。参加メンバー

2008 年のブランデル国

も北は北海道、南はフィリピンからも参加者がお

際会長が９.11の教訓か

り100 名以上、来場者も 3,000人を超え、大変大き

らアラートに取り組む

なイベントとなりました。336A からも大洲ＬＣと

こ と を 提 唱 さ れ、ア

宇和ＬＣの合同チーム５名が米 300kgを持って参

ラートに先進的な地区やクラブが東日本大震災や

加されました。
「食」
「遊」
「楽」と三つのテーマに分

各地の災害支援に尽力され、その中心的な方々が

けてそれぞれが精いっぱい被災者の皆様を勇気付

「TEAM ALERT ALL JAPAN」と名前を付けて活動され

けようと考えていたのですが、何時もの事ながら、

ています。
過去４回実施された公式な「アラート・
フォーラム」もこの方々が中心となって運営され

我々が勇気付けられて帰って来ました。
「被災した女性がほんのちょっとだけお洒落を
してここへ来てくれた事が我々の最も大きな喜び

ています。
その方々と２回熊本へ被災地支援に行かせて頂

です。」ある方がそう言われた時、皆の目には涙が
溢れていました。

きました。
１回目は 5 月14日(土)と15日(日)でした。すで

被災地へ来て良かったと思える瞬間でした。

に青森や茨城の先発隊が一週間ほど活動した後を

19時頃に片付けも一段落したところで、帰路につ

引き継いで炊き出しのお手伝いをしました。
資材、

き雨の中、翌朝午前５時に無事帰って来ました。

食材は殆ど 335A 明石魚住 LC(会員数12名のクラブ)
が 11トントラックで持って来たもので、このアク

今後も、南海トラフ地震や多くの水害等の自然
災害発生が予測されています。
困っている人を助けるという We Serve の原点

ティビティーの中心となっているクラブです。
この後に福岡国際大会があり、２日間熊本入り
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に返り、被災地支援をしましょう。

西高定時制運動会
2016.9.27

西高定時制運動会

（越智 祥文さんの感想です）

（壷内 和彦さんの感想です）

●競技に参加して感じたこと

●競技に参加して感じたこと

とても楽しく参加させてもらいました。もう
少し体力があれば…
●出場していたメンバー・子どもたちを見て
どう思いましたか？

ムカデ競争は、頭の悪い人にはできない種目
です（私は、三人四脚までしかできません）。
●出場していたメンバー・子どもたちを見て
どう思いましたか？

むしろ子どもたちが盛り上げてくれたので良
かった。

肥満体メンバーで構成された綱引きは、さすが
に強い！
（これを天下無敵という）
籠入れ競技の籠は、走る途中に下向きにすれば
勝てるはず！
（これは反則！）

●定時制の生徒たちの印象は？

もう少し元気にがんばっている姿を見たかった。

●定時制の生徒たちの印象は？

生徒の数も増え、活気に満ちた運動会であっ
たと思います。

（髙橋 良幸さんの感想です）
●競技に参加して感じたこと

日頃の運動不足を痛感しました。続けて参加
をしたいと思います。
●出場していたメンバー・子どもたちを見て
どう思いましたか？

（阿部 知永子さんの感想です）
●競技に参加して感じたこと

まだ走れるやん、私（笑）

普段見ることが少ない、いい顔を見ることが
できました。子どもたちも全力で活躍しても
らい、
明るいいい顔でした。

●出場していたメンバー・子どもたちを見て
どう思いましたか？

みなさんの競技を楽しんでいる笑顔がステキ
でした。

●定時制の生徒たちの印象は？

発表会等とは違い、みんなの全力さを感じま
した。
早く紅白２チームになれば良いとつくづく感
じました。

●定時制の生徒たちの印象は？
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日頃のたいへんさをみじんも感じさせず、生徒
さん全員が輝いていました。
我が子の成長と重なり、涙が出そうになるく
らい感動しました。

ライオンズクラブ第
99 回国際大会
献血・今治シティマラソン
2016.9.4

第１回献血
山内

誓

平成 28年９月４日
（日) 10：00 ～ 16：00、第１回

滴・献血などの時はかなり覚悟がいります。がん

献血が、イオンモール今治新都市にておこなわれ

ばって献血した後のわらび餅の味は格別おいし

ました。以前は、イオン今治店の駐車場でおこな

かったです。
午後は、天候も持ち直し、また、急遽イオンモー

われていましたが、今回から場所も広くなり、装

ル内で呼び込み活動をしたこともあって、今回は

いも意気込みも新たに、リ・スタートしました。

受付者103名、献血者89名、不採血者14名という結

当日は、台風12号が通過中で午前中は風雨が強

果で無事終えることができました。

く、来場者数の伸びがやや鈍かったように思いま
す（午前中の出席メンバーが雨男だったわけじゃ

保健委員会を中心に、このアクティビティをお

ない）
。
私も前回は、風邪気味で献血できなかった

手伝いいただいた会員の方々、また、わらび餅・

ので今回は400ml 献血しました。

紙コップ等を拠出してくださったムロヤ菓舗の
谷口さん、ミツワ不動産の広瀬さん、どうもあり

例によって後日、血液検査成績が送られてきま

がとうございました。厚く御礼申し上げます。

したが、異常項目がなく一安心でした。私は、カミ
ングアウトしますが、実 は尖端恐怖症なので、点

2016

10.2

第 3 0 回今治シティマラソン
結果は以下の通りです

篠宮博幸
10km 50 歳台男子
タイム 0：51：46（グロス）
123 人中 37 位 総合 739 人中 244 位

10 月２日(日)、10 月とは思えないほどの真夏日の中、今治シ
ティマラソン 2016が開催されました。当日は、ゲストランナー
としてロンドン世界陸上の選考レース「第 70 回福岡国際マラ
ソン」
（12月４日)を控えた、川内優輝選手が出場されました。
わが今治東ライオンズクラブからは、鉄人篠宮博幸さんと事
務局塚本さんが参加されお二人ともみごと完走されました。
－ 5 －

塚本真紀子 10km 30 歳台女子
タイム 1：02：35（グロス）
39 人中 20 位 総合 739 人中 486 位

両選手、お疲れさまでした！

大洲・宇和ライオンズクラブ訪問

大洲・宇和ライオンズクラブ合同例会訪問

2016.9.23

阿部
９月23日に井出さんと井出さんの奥さんの３人で、
大洲・
宇和ライオンズクラブの合同例会に参加してきました。

国弘

にわたる29 のクラブ・アクティビティのエントリーの中
から、今回合同例会をおこなった両ライオンズクラブが、

当日はお昼から、330-A 地区のキャビネットの近藤ガ

そろって優秀賞を受賞されました。

バナー、進藤GMTコーディネーター、谷田部広報情報委員

大洲ライオンズクラブは「大洲ジュニアトライアスロン

会アドバイザーを松山空港まで迎えにいき、一路大洲へ。

大会」
、
宇和ライオンズクラブ「小学生企画運営による『運

大洲まちの駅で大洲ライオンズクラブのみなさん、宇

動公園桜まつり』
」のアクティビティによる受賞です。大

和ライオンスクラブの大氣さんたちと合流して、
「おはな

洲ジュニアトライアスロンの様子は 10 月のライオン誌にも

はん通り」から今年、国の重要文化財に指定された「臥

掲載されています。

龍山荘」を見学してまわりました。途中、剣道の修行にき

その夜は、宇和まで戻り江戸時代から続き、新渡戸稲

ているという外国人に話しかけられていましたが、東京か

造や犬養毅も泊まったという
「松屋旅館」
に宿泊しました。

ら来られた３人の英語のペラペラぶりに驚かされました。

翌日は午前中、宇和の町並みを散策しその後、東京のお

さて夜になり、合同例会が始まりました。今回の例

三方とは道後温泉前でお別れとなりました。

会のメインはやはり、330-A 地区主催で、全国に呼びかけ

今回、合同例会に参加させていただき、大洲・宇和両ラ

た「2015－2016 全国青少年健全育成アクティビティ・コ

イオンズクラブのアクティビティの質の高さと、両地区の

ンペティション」の表彰式です。全国、７つの複合地区

歴史や自然に触れることのできた有意義な２日間でした。

ライオン誌

▲

月号

10

㈱国際観光 美賀登
代表取締役

菅波

宏

794-0121 今治市玉川町鈍川庚773-21
TEL55-2360 FAX55-2361
http://www.mikado-nibukawa.ehime.jp/

清流鈍川の渓谷沿いに建ち、四
季を通じて自然に恵まれた美人
湯で名高い鈍川温泉で眺望絶景、
四 季 の 彩 り、渓 流 と 花 の 宿、国
際観光旅館連盟会員。
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ライオンズクラブ55周年記念式典（伊予三島･今治 LC）
2016.10.15

伊予三島ライオンズクラブ55周年記念式典
副幹事

木村

弘宣

去る 10月15日（土）、55周年記念式典に樫田会計の代役で出席させていただきました。伊予三島ライ
オンズクラブさんは、日本で 333 番目に誕生されました。そのスポンサーは北九州ライオンズクラブ
で、北九州ライオンズクラブにとって 10 回目のエクステンション事業で誕生されたとのことで、その
回数に、まず驚かされてしまいました。
記念式典においては我々の他に、提携クラブの台湾、台南市名人国際獅子会、秋田山王ライオンズク
ラブ、そして北九州ライオンズクラブからも多くの方々が出席され、それぞれのクラブとの記念品の
交換があったりと、賑やかな記念式典でした。記念事業も、日頃からの地域へ密着した事業を展開し
て、学校や複数の施設へ図書券、書籍、遊具などを寄贈されていました。祝宴では、乾杯前に地元の四国
中央少年少女合唱団によるすばらしい合唱が披露されました。子どもたちの清らかで、優しい歌声に
日頃の邪念が浄化される様な気分になった方々も大勢いたのではないでしょうか。乾杯の後には、地
元出身のソプラノ歌手の村上彩子さんによるリサイタルがあり、子どもたちとは違った清らかさと力
強さに圧倒されました。
この様に時代を乗り越えて脈々と受け継がれて環境を育ていく状況に貢献され続けてこられた事
に敬意を表したいと思います。
我がクラブも来期、45 周年を迎えます。今回、このような経験をさせてもらったことで、それに向
かっての良い経験ができたと思います。クラブを代表して楽しませていただきましたことを感謝いた
します。ありがとうございました。

2016.10.16

今治ライオンズクラブ結成55周年記念式典
出席委員長

片山

昭

去る10月16日(日)に今治ライオンズクラブの結成55周年記念式典に参加してきま
した。
来賓として、菅今治市長、越智教育長、今治商工会議所会頭、市内の全ロータリークラ
ブの各会長、今治青年会議所会長、国際ソロプチミスト今治会長、そしてライオンズ関係
は、336-A 地区ガバナー、ガバナー補佐、松山ホストライオンズクラブクラブ会長、そし
て姉妹クラブである台湾の嘉義ライオンズクラブ会長、尾道ライオンズクラブ会長と、
とさすが今治ライオンズクラブと思わせる錚々たるメンバーをお迎えしていました。
また、記念事業として、嘉義ライオンズクラブとの国際交流交換留学事業をおこ
なったとのことでした。これは今治と台湾で各６名の学生を相互に迎え入れ交流を
おこなうという事業です。
式典には台湾の嘉義ライオンズクラブからも20名近いメンバーが参加しており、
開会
時にまず台湾の国家斉唱、
続いて君が代斉唱というのも始めての経験でした。
我々も来年結成 45 周年を迎えます。今治ライオンズクラブと同じようなことはで
きませんが、今治東ライオンズクラブとしてどのような記念事業をおこなうのか、今治東ライオンズクラブらしい記念式典とはど
のようなものなのかを、全会員が真剣に考えないといけない時期にきていると改めて感じました。

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
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㈲中村屋蒲鉾店
代表取締役

中村

省司

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

素材と技が生きている瀬戸
内の自然が生んだ伝統の蒲
鉾。安心 ・ 安全 ・ しあわせ
をお届けする中村屋です。

ドネーション

メンバー近況報告
平成28年 ９月１日
箱﨑
山岡
髙橋
篠宮

●第一例会

誠二
将人
良幸
博幸

市民カッター大会で愛媛新聞に写真がのりました。ということで…
９/３で47歳になります。
カッター大会お疲れさまでした。
８月21日(日)第25回今治市民カッター競技大会選手、応援の皆様あ
りがとうございました！ 残念ながら、25回目賞のゲットはできま
せんでしたが、ブービー賞を獲得しました。来年は、入賞目指して
がんばってください！ コスプレが愛媛新聞に載りました！
福本 琢美
ご指名ありがとうございました。
門田 健一
前回の例会では、ツイスターの時間楽しませていただきました。
また、長女が５才になりました。
田窪 誠一郎 カッター大会では、活躍できました。
井出 幸彦
８/28に熊本地震被災者3,000人の来場者に5,000食をふるまい喜ん
でいただきました。全国から130名のメンバーが集まりました。

平成28年 ９月15日
樫田 憲和
阿部 国弘

渡辺 健三
髙橋 良幸
箱﨑 誠二
本宮 光朗

篠宮 博幸

大澤 宅也
矢野 昭利
村瀬 牧男
中村 省司

田窪誠一郎
井出 幸彦

●第二例会

昨晩中国語の勉強をしていてちょっといいことがありました。
前回の例会で、生まれて初めてライオンズ・ローアで「一声でお願
いします」と言い忘れ、みんなをきょとんとさせてしまいました。
次回から、気を付けます。
ツイスター様、３か月を経て、取り合えず面白いのでドネーションさ
せて頂きます。足りない分は樫田ライオンからもらってください。
アサヒ本生いただきました。ありがとうございます。
前回の例会閉会ゴングを忘れました。申し訳ございません。
マイルストーン・シェブロン・アワードいただきました。又、カッ
ター大会出席のビール（奥様用）、ありがとうございました。来年は
女性チーム用のユニフォームをお願いします。
９月17日（土）高知中央ライオンズクラブ杯のミニバスケットの試
合があります。二連覇めざしてがんばります。あと、10月２日
（日）今
治シティマラソン10㎞部に出場します。ほどほどに走ってきま
す！ もう一つ、献血を欠席してすいませんでした！
９/４(日)献血では、皆さんにお世話になりました。
久し振りに出席ラッキー賞が当たりました。
９/２～４日韓国・珍島の鳴梁大捷記念祭にいってきました。
中村省司さんに真木一信さんが同行してくれました。
先日９月２・３・４日の三日間 村瀬さん、真木さん等４名で珍島へ訪問してき
ました。今回は、高松空港発のため、時間の都合上韓国国内は新幹線ＫＴＸを利
用しました。着いてすぐ国立民族音楽学院にいき、素晴らしい韓国の民族芸能に
接することができました。次の日は、珍島郡守に表敬訪問後、倭徳山にいき来島
通総公の墓参り、その後メインイベントであります、全羅南道 道知事主催の昼
食会、鳴梁大捷（ミョンヤンだいしょうさい）記念祭に参加いたしました。その
後、珍島の主だったところを観光して無事２日目を終えました。最終日は、早朝
からの移動で仁川空港から高松へと帰ってきました。毎度のことながら心温ま
る接待を受け、台風の影響も心配されましたが、雨にも一滴も当たらず無事帰国
することができました。今治、いや日本を背負っての訪問ですが普通の観光では
味わえない貴重な体験を毎回毎回させて頂いております。来島保存顕彰会の皆
様に感謝とお礼を申し上げます。尚、次回テールツイスターの時間は、矢野昭利
さん欠席のため、私がテールツイスターの時間をさせていただきます。時間の都
合上クイズができるかどうかわかりませんが、時間があればクイズは、珍島、鳴
梁大捷記念祭のクイズをさせていただきます。みなさま、予習をよろしくお願い
いたします。
マイルストーン・シェブロン・アワードありがとうございました。
９月５日で満25年の在籍となりました。
台風10号で被災した北海道に古タオル70㎏を送らせていただきま
した。

平成28年 10月６日
安波 充也

篠宮 博幸

壷内 和彦
木村 弘宣
髙橋 良幸
阿部 国弘
夏目 幹男
渡辺 健三
山内

誓

久保 智秀
近藤 嘉男
井出 幸彦

中村 省司
田窪誠一郎
越智 英年
渡辺

望

●第一例会

28年９月末、28年度上期の節目、決算を無事終えることができまし
た。職員全員健康で元気で終えられて、よかったです。業績は厳し
いです。
10月２日第30回今治シティマラソン10㎞に出場しました。
51分30秒
で134名中34位(50才の部)でした。次回は、23日久万高原マラソン
ハーフです。
がんばります！
西高定時制運動会への参加ありがとうございます。ケガなく無事
に終わりました。
西高定時制運動会、波方小学校の運動会がずれこんだため、直前
でキャンセルさせて頂きました。ご迷惑をお掛けしました。
楽しい綱引きでした。大人気なかったと、少し反省しております。
先日の西高定時制の四人五脚でころんでしまい、となりにいた尼田さ
んにケガをさせてしまいました。たいへん申し訳ありませんでした。
行政指導がすんだので富士山へいってきました。２泊２日で忙し
かったけど、山道も山頂もＯＫでした。
本日は失礼致しました。事前のお詫びにドネーションさせて頂き
ます。
テーブルスピーチの時間に歯科医師会の番宣をさせていただい
てどうもありがとうございました。
出席ラッキー賞で非常持ち出し袋が当たりました。今日は、出費
が多かったのでこれで勘弁してください。
広島カープが25年ぶりに優勝しました。又、
ペースメーカー３
回目の入れ替えをしました。
９月23日に330Ａ地区（東京）の前期の近藤ガバナー、キャビネット
幹事・会計の３人を大洲・宇和ライオンズクラブ合同例会に案
内してまいりました。
10/１ 次男がカフェをオープンしました。マスヤ書店、日吉さん
の斜め前です。よかったらいってやってください。
今日は支払いが多かったです。
無事退院しました。声も以前より出ます。ツイスターの矢野様、期
待はずれで申し訳ございません。
９月17日（土）私のホールインワン記念コンペが今治カントリーク
ラブで行われ、ゴルフ日和の中143名の参加をいただき無事に終
える事ができました。

平成28年 10月20日

●第二例会

新居浜ひうちライオンズクラブ 会長 塩崎安規 様
例会訪問うれしくおもいます。これからもよろしくお願いします。
新居浜ひうちライオンズクラブ 幹事 眞鍋啓太 様
本日はお招きいただきありがとうございます。
新居浜ひうちライオンズクラブ 会計 岡田直人 様
例会、
お招きありがとうございます。
片山
昭
中村知事、今日はお忙しい中、ありがとうございます。
篠宮 博幸
10月23日（日）第21回久万高原マラソンのハーフの部に出席しま
す。今シーズン初めてのハーフがんばってきます！
村瀬 牧男
矢野昭利さんのご子息の仲人をさせていただきました。
山岡 将人
10/24 ～ 10/26まで台湾（台北）に行きます。理事会欠席します。
田窪誠一郎
ゲストのみなさま、ようこそおいでくださいました。
渡辺
望
今治ライオンズクラブ結成55周年記念ゴルフ大会で55位になり55
周年記念賞をいただきました。
樫田 憲和
この度店を移転する事となり何かとバタバタしています。
来年１月末
移転オープンに向けて３か月ガンバリます！
井出 幸彦
前回の例会でライオン誌に私達夫婦の写真が出ているのを見つ
かってしまいましたのでドネーションします。
矢野 昭利
息子が結婚しました。村瀬御夫妻には大変お世話になりました。

誕生日ドネーション
誕生日ドネーション
森田 恭治(9/2)
越智 英年(9/20)

例 会 日
例 会 場
会
長
幹

事
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白石 浩二(10/24) 古希です。いたわってください。
髙橋 良幸(10/27)
樫田 憲和(10/28) たぶん57才です。
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