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題字はクラブ会長の揮毫

 国際会長モットー 『We Serve ～われわれは奉仕する～』
　 ボブ・コーリュー国際会長テーマ 『NEW MOUNTAIN TO CLIMB（次なる山を目指して）』
　 336-A地区ガバナースローガン 『100周年、夢と誇り・笑顔と絆で We Serve』
 キーワード 『挑む』
　 今治東ライオンズクラブ会長スローガン 『集い、語らい、築く。仲間と共に We Serve』
 キーワード 『集仲力』

いど
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新春同伴例会

新春同伴例会

　今回の同伴例会は、普段お世話になっているご家族

だけでなく、今治東ライオンズクラブのことを知って

もらい、入会を勧めたい人物を対象にした例会でし

た。出席者は、会員40名・ご家族15名に加えて「ライオ

ン広告の矢野和弘様」「立花接骨院の鈴木孝年様」がビ

ジターとして来てくださいました。

　矢野様は、以前から理事会などでお名前は聞いてお

りましたが、今回は箱﨑会長の招待で来られました。

お話を聞くと、なんとすでに入会は了承済みで、今は

仕事の都合で時期を待っているだけ、ということでし

た。また一人頼れる仲間の誕生です！

　そして鈴木様に関しては、私は一生頭が上がらない

人物です。なぜなら私を結婚させてくれた方だからで

す。当時、仕事とバレーと空手しかなかった生活に、鈴

木様が彼女を紹介してくれ、それが嫁さんとなりまし

た。なので、個人的にはあまり強く招請はできません

が、我がクラブの活動に大変関心を持っていただけた

ので、今回の同伴例会の意義は大きかったと思います。

　懇親会では Ken Watanabe & East End Quartet が

大いに盛り上げてくれました。L.渡辺健三のいつも以

上に軽快なＭＣで始まり、L.中村・L.久保・L.本宮の

サックス＆L.矢野のトランペットのすばらしい音色

が会場を包み込みました。セッションあり、ダンスあ

り、笑い（？）ありで、楽しい演奏会は飽きることがあ

りませんでした。

　また、篠宮環境･社会福祉委員長から、「来夏のカッ

ター大会にはふがいない男達ではなく、LL.本宮を

リーダーとした女性チームで挑む！」との発表があ

り、当の本人達が困惑するなか『オー！！』と結成式が

行われました。後のことは次期の委員長に丸投げのよ

うですが…（汗）

　お楽しみの抽選会では、L.壷内夫妻が後先考えずに

運気を大放出！ ２人とも豪華な品をゲットして、尽き

たかに思われましたが、実は持て余していたようなの

で、今年もクラブへの大いなる活躍を期待しています。

　最後は、また会う日までからのL.近松のライオン

ズ・ローアで会場を後にしました。計画委員会の企

画力には脱帽です。すばらしい例会をありがとうご

ざいました。
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運気を大放出！ ２人とも豪華な品をゲットして、尽き
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   ＰＲ委員長 　門田　健一
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薬物乱用防止教室 

薬物乱用防止教室 in波方小学校and大三島小学校

　　　　　　　　　　　　　　　  副幹事　木村　弘宣

　１月15日（日）、今年度も波方小学校の薬物乱用防止教室

において講師をさせていただきました。今年度は私の娘

もいて、前日から娘に、変なことをしない様にと釘をささ

れていましたので、なんとなく気が引き締まる思いで、教

室に臨みました。

　波方小学校での講師は、この教室を波方小学校で始め

て以来、変わりなく連続してさせていただき、今回で４回

目となります。参観日の開催で、保護者の方々も視聴して

おりますので、家庭での知識の共有であったり、地域ぐる

みの意識の向上に役立っているのではないかと思いま

す。私がＰＴＡの役員をしていることもあり、どの年も、

先生方、保護者の方、子どもたちみんなで受け入れてくれ

ている感が感じられますが、今年度は、私自身の娘のいる

学年ということで、日頃から、児童たちとふれあっている

こともあり、みんな集中して話を聞いてくれていたよう

に感じました。

　寸劇では是非とも、娘を指名したかったのですが、家に

帰ってからのことを考えると、それはできませんでした。

そうした配慮にも関わらず、夜には「お父さん、噛み過ぎ、

立ち位置が悪いから良く見えなかった」など多くの指摘

を受けました。しかし、後日、娘や他の児童たちの感想文

を読むと、とても素直に話を受け入れてくれている気持

ちが伝わってきて、うれしく思いました。わが子のいる学

年の子どもたちに人生にとって重大な教育を自らできた

ことを大変うれしく思います。これもライオンズクラブ

に入会しているおかげであると思いますし、この幸運に

感謝したいと思います。そして何より、この教室にご協力

いただいたメンバーの皆さん、ありがとうございました。

　また、１月17日（火）、大三島小学校の薬物乱用防止教室で

も講師をさせていただきました。毎回、大三島の学校に来

ると感じるのは、子どもたちのあいさつがすばらしいこと

です。子どもたちと会話をしても、その素直さがしみじみ

と感じられ、大三島の環境と地域のすばらしさが伝わって

きます。子どもたちには、違法薬物に関わりをもつことな

く、今のまま、自分の人生を頑張ってもらえたらと、心から

思います。

　今回、特別教室ではなく、私にとって初の普通学級教室

で、テレビモニターを使った教室となりました。講師とし

ての立ち位置であったり、寸劇の場所であったり、工夫す

べき要素が多々あった様に思います。日々、私たちも学習

を積み重ねて、尽きることなく、より良い教室を目指して

行く気持ちを持ち続けていたいと思いました。

1/15
2017 波方

小学校

1/17
2017 大三島

小学校
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今治西高定時制校内生活体験発表会

薬物乱用防止教室 in近見小学校

2/9
2017 近見

小学校

2/14
2017 亀岡

小学校

　２月14日、菊間の亀岡小学校に於いて薬物乱用防止教室の講師を勤めてまいりました。

　６年生総員８名という少子化の現実にも驚きましたが、おとなしい男子２名と活発な女子６名という構成にも感慨深いも

のがありました。

　講師をするのは２回目でしたが、クラブメンバーの数人から、なかなか良かったとの評価を頂き、大任を果たせてホッとし

ました。当日参加して頂いたメンバーの皆様、ご協力ありがとうございました。

薬物乱用防止教室 in亀岡小学校
　　　　　　　  　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中 秀彦

　平成 29 年１月 27 日、ついにその日がやってまいりまし

た。なんと伯方小学校での薬物乱用防止教室の講師を担当

するのです。薬物乱用防止教室には何度も参加しています

が、講師や役者の担当ではなく記録係が主な役割でした。

が、今年度は、認定講師の資格をもちながら、一度も講師経

験のない人を！！ ということでよろこんで（？）やらせてい

ただきました。

　まあ何とかなるだろうと思っていましたが、パソコンの

薬物乱用防止教室 in 伯方小学校　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第一副会長　久保　智秀

1/27
2017 伯方

小学校

調子が悪く、とまどうことばかりで、しかも初講師という

こともあって児童を前に少々緊張気味でうまく進行する

ことができず反省をしています。

　寸劇はいつもの盛り上がりをみせてくれ、薬物に係らな

いこと、また勇気を持って逃げることの大切さを伝えるこ

とができたのではないかと思っています。

　いい経験をさせていただきました。でも、２度目の講師

は… ダメ、ゼッタイ！！
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2017.2.5　　　第２回献血                                

　　　　  　　　　  
保健委員長　大澤  宅也

2017.1.22　　　薬物乱用防止教育認定講師養成講座

献血・薬物乱用防止教育認定講師養成講座

　２月５日（日）、フジグラン今治店の正面玄関にて、今期

２度目の献血のお手伝いをしました。深夜から降り続ける

雨と寒さのなかでの過酷なアクティビティになりました

が、たくさんの会員の皆さんの協力のおかげで、無事

400ml献血者69人という成果をあげることができました。

　献血をしてくださった人たちには、おみやげのティッ

シュペーパーとぜんざいのおもてなしを行いました。

　昨年９月に行ったイオンモールでの献血と比べたら、

20人減となりましたが、この寒さのなか、途中餅を焼く

ホットプレートが故障するというアクシデントを乗り越

え、無事終了したことに心より感謝申し上げます。

丸 鷹 産 業 ㈱

代表取締役社長　矢野　昭利

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

従来の体操服、スポーツウエ

アーに加え近年はスーツ事

業にも参入し、広範囲な地

域に販路を拓いています。

今　治　薬　局
店主　薬剤師　安見　富雄

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

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！

伊予銀行 日吉支店
支店長　安波　充也

〒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。

愛媛県警備保障㈱
代表取締役社長　森田　恭治

〒794-0028 今治市北宝来町1-2-20
TEL32-8222　FAX22-8510

http://kenkeibi.web.fc2.com/

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。
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　　　　　　　　　　　　    　渡邉　眞

　入会させて頂き、はや８か月が過ぎ、ようやく

今治東ライオンズクラブにも自分なりに慣れてき

たころかなと実感しております。

　そのタイミングでの新会員の研修であり、再度

ライオンズクラブ活動について再認識することが

できました。

　当日は、中村さんに引率をしていただき、現地で

安波さん、井出さんと合流できました。

　336－Ａ地区の２Ｒの他のクラブの方も参加さ

れ、緊張感もありましたが、地区名誉顧問の西原

さんの話でより一層クラブ活動を理解できたので

はないかと感じております。

　会場までの往復では、車の限られた空間の中で、

中村さんからいろいろな話を聞かせてもらい、オ

リエンテーションよりも貴重な時間を経験できま

した。ありがとうございました。

　                                　　　　　　　安波 充也

　２月25日、新居浜市のユアーズにて新会員オリエンテーションに参

加させていただきました。当クラブの中村省司さんに引率していただ

きました。

　オリエンテーションでは、元地区ガバナー・地区名誉顧問の西原

さんに講師をしていただきました。ライオンズクラブの成り立ちや、

世界212か国、クラブ数は約46,900、会員数は約138万人と世界最大規

模であることや、日本でも約12万人の会員がいること、また、今年はメル

ビン・ジョーンズがシカゴでライオンズクラブを創立して100周年と

なる記念すべき年であり、６月にシカゴで国際大会が開催されること

などの紹介がありました。LION

誌や各クラブＨＰなどもよく

見て、クラブ活動について理解

をしてほしいとの案内もあり、

ライオンズ必携と合わせてこ

れから勉強して、立派な会員に

なっていきたいと思います。

新入会委員オリエンテーション・ミニコラム

2017.2.25 　　  新会員オリエンテーション

「えびすぎれのお話」第１回
　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　会　長　箱﨑　誠二　

　現在では、今治の春を告げるイベントの一つとして

定着している『呉服のえびすぎれ』ですが、その発祥

は、明治５年矢野用助 (広屋のようすけ )さんが、現

在の本町３丁目にて大阪修行から帰今し、呉服屋をさ

れる中、大阪・今宮の十日戎を真似て、旧暦の１月10日

に端切れや半端ものを破格値で売ったのが由来とさ

れています。

　当時は一年に一日限りのえびすぎれでしたが、現在

主催している｢今治呉服商同盟会｣で３日、５日と日程が

伸び、現在では新暦の２月11日(建国記念の日)を挿む、

原則として木曜日始まりの月曜日までとしています。

　和装小物から呉服の逸品物・作家物まで呉服全般

２割引きから半額、場合によっては７～９割引きのも

のまで用意されています。

　今治中の呉服屋が『呉服のえびすぎれ』と称して売

り出しを開催しておりますが、全国でも珍しく、全国

放送で流れたときもありました。

　近年、呉服の状況は非常に厳しくなっております

が、この５日間に於いては、まだまだこの日を待って

買い物される方も少なくありません。

　皆様も一度『呉服のえびすぎれ』に遊びがてらお出

かけしてみてはいかがでしょうか。

㈲コピー商会

横田　康知

〒794-0027 今治市南大門町3-2-5
TEL32-9398　FAX32-9398

新 京 自 動 車

代表取締役　山本　武志

〒794-0072 今治市山路411-1
TEL23-5581　FAX23-5592

昭和58年6月開業。仕事内

容は新車・ 中古車販売車

検、整備、鈑金塗装全般

を取り扱っております。

サンセイ石油㈱

代表取締役　山岡　将人

〒799-1527 今治市長沢甲1252-1
TEL48-0158　FAX52-3320

弊社は今年で50周年を迎え

る事が出来ます。これから

も地域の皆様に愛されるス

タンドを心掛けていきます。

山内歯科医院

院長　山内　　誓

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

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。

　ライオンズクラブ会員ミニコラム
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平成29年 1月5日　●第一例会 平成29年 2月2日　●第一例会
髙橋　良幸 今日は節分の仕事で早退します。ごめんなさい。 

篠宮　博幸 次男の就職が決まりました！ これで親としての役割がひとまず終

わります！！ あとは、社会人として、頑張ってほしいと望むばかり

です！！ 

中村　省司 次男が愛媛新聞に出てました。

片山　　昭 ４月９日の年次大会、楽しいツアーを企画しています。多くの方の

参加をお待ちしています。

樫田　憲和 １月27日無事移転オープンしました。たくさんのお祝い、ありがとう

ございました。 

箱﨑　誠二    ２/９～13まで、えびすぎれが開催されます。140年を超える歴史あ

るイベントですので、皆様是非おでかけください。すいませんが、

近見小と亀岡小の薬物乱用防止教室に行けません。申し訳ござい

ません！！ 

真木　一信 事業資金獲得事業で10万円集めることが目標です。たくさんカ

レーを買ってください。 

田窪誠一郎 娘夫婦と孫２人がわが家の近くに引っ越してきました。

井出　幸彦 先週木曜日に３回目の熊本へ行ってまいりました。

福本　琢美 予告ドネーションになりました。

平成29年 2月16日　●第二例会
大澤　宅也 ２月５日の献血では、お世話になりました。

篠宮　博幸 明日、今治市教育委員会の教育委員として文部科学省へ研修に

行ってきます。今後の教育のお役に立てばと思います！！ 

箱﨑　誠二 ２/９、２/14の薬物乱用防止教室お世話になりました。無事、えびす

ぎれが終わりました。

平野　義文 先日、会社の代表取締役になりました！ 今後ともよろしくお願い

いたします。 

野間　長子 本日は私の誕生日です。家族会員ではありますが、当日誕生日とい

うことで、ダブルでドネーションさせていただきます（夫より、本

日は金正日(キムジョンイル)の誕生日で、今年生誕75周年事業があ

るそうです。我が家ではありません）。

渡辺　　望 河野美術館で開催されている第29回現代美術展に娘渡辺ゆうこが

「はい句の町あらかわ」という題で荒川区ＰＲ映像を出展しており

ます。10分程度ですので時間がありましたら見てください。

田窪誠一郎 亀岡小の薬物乱用防止教室の劇でかわいい子ども役をさせていた

だきました。  

壷内　和彦 新たなるスタートを切ることができました。これからもしっかり

と今治のため、がんばって参りますので、よろしくお願い申し上げ

ます。

樫田　憲和 新店舗、何とか形になり１月27日にオープンできそうです。 
門田　健一 今回の会報誌に、バレー同好会メンバーの紹介を勝手に書かせ

てもらいました。すいません！ ウソは書いてないと思います。
篠宮　博幸 １月新年例会のビンゴ景品で会長から出された良い品を頂きま

した。ありがとうございました。半島四国お遍路ウォークのアク
ティビティの準備を始めます。ご協力をお願いします。

田中　秀彦 新年例会の二次会のご利用ありがとうございました。
山岡　将人 木村弘宣さん、２回連続の薬物乱用防止教室講師ありがとうご

ざいました。   
越智　祥文   今回の会報誌に、うちのかわいい嫁さんが写っております。
 どう？  かわいいやろ！ 
夏目　幹男 50回表彰、2回目次第記載ありがとうございました。これって増

収策？
木村　弘宣    先日の波方小学校の薬物乱用防止教室では、大勢のメンバーの

方の協力をもって楽しく開催できました。ありがとうございま
した。娘が明徳中学校に行くことになりました。 

安見　富雄 新年同伴例会、出席と欠席を間違えていました。ご迷惑をお掛け
しました。

箱﨑　誠二 新年例会楽しく過ごすことができました。LL、Leoもたくさんご
参加していただきありがとうございました。

田窪誠一郎    前回の新年同伴例会は、とても楽しかったです。ありがとうござ
いました。

壷内　和彦   新年例会にてダイヤモンドネックレスやおしるこが当りまし
た。同伴してくれた嫁に、すてきなプレゼントができました。

 ありがとうございました。  

平成29年 1月19日　●第二例会

誕生日ドネーション

門田　健一(1/1)　　　　 福本　琢美(1/2)

山内　　誓(1/6) … １月６日で57才になりました。あと２年、
　　　　　　　　　　　  ハナタレ小僧でいさせてください…  

中村　省司(1/10)　　　　村瀬　牧男(1/14)

田中　秀彦 今年もよろしくお願いします。
渡邉　  眞 新年あけましておめでとうございます。二人の娘も帰省し、にぎ

やかにお正月を過ごせました。
中村　省司 久しぶりに母校（神奈川大学）が箱根駅伝５位入賞のシード権内

に入ることができました。大変良い正月でした。
髙橋　良幸 明けましておめでとうございます。現物でのドネーションとい

たします。
篠宮　博幸 １月１日、新春城山登山マラソンに参加。松山城山頂まで走って

きました！ 今年も一年、走り続けまーす！！
菅波　　宏 忘年会、ご利用いただきましてありがとうございました。
夏目　幹男 次回も50回を目指しがんばります。
箱﨑　誠二 新年同伴例会にたくさんのメンバー、LL、Leoそしてビジターの

方々のご出席、ありがとうございました。
片山　　昭 還暦となりました。
真木　一信 家族で初めて例会に参加させていただきます。
井出　幸彦 12月21日～24日に15回目の岩手県へ行って、無事帰ってきました。
福本　琢美 人口減少にささやかな抵抗に感謝。
"Ken Watanabe & East End Quartet（矢野昭利・久保智秀・中村省司・本宮光朗・渡辺健三）"

 あらかじめお詫びいたします。
田窪誠一郎 ビジターの皆様ようこそおいでくださいました。
山内　　誓 年始め１回目のドネーションです。
谷口昭太郎 昭和32年１月２日結婚式を挙げて以来、60回目の結婚記念日を迎

えました。ダイヤモンド婚と言うらしいです。夫婦共々、半ボケな
がら何とか仕事を続けていられることに幸せを感じています。

全　会　員　 Ken Watanabe & East End Quartetの皆様へ

誕生日ドネーション

阿部　国弘（2/11） …　　　　

横田　康知（2/14）　　　　田窪誠一郎（2/15）

尼田　純子（2/21） … またひとつ大人になります！ 心はい
つ までも少女のように … 小さなこと
に感動するステキな毎日を送りたい
です！ 皆さんこれからもよろしくお
願いいたします。

11日で55歳になります。ゴーゴー進ん
でいける、年にしたいです。 


