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題字はクラブ会長の揮毫

ライオンズクラブ国際協会スローガン
336-A地区スローガン
336-A地区ガバナースローガン
336-A地区ガバナーキーワード
今治東ライオンズクラブ会長スローガン
今治東ライオンズクラブ会長キーワード

『 We Serve ～われわれは奉仕する～ 』
『 Service Activity is the key to Lions clubs 』
『 新世紀・明日につなごう 奉仕の輪 』
『 初心 』
『 百言一行 心ひとつに We Serve 』
『 考動力 』
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会 長・幹 事・会 計 就 任 の 挨 拶

会 長

久 保

智 秀

百言一行
このたび、今治東ライオンズクラブ会長を拝

なって同じ方向に向かい、同じ目標を持って一
年間共に行動（考動）できることを願っています。

命いたしました。
45周年を迎える今期のスローガンを「百言一

45 周年の関連事業については、本宮実行委員

行 心ひとつに We Serve」、そしてキーワード

長、篠宮実行副委員長を中心に進めていただき、

を「考動力」とさせていただきました。

各部会が知恵を出し合い、活発な意見交換をし
ながら、また冗談もいいながら融合し、心から

百言一行、本来は「百言、一行にしかず」です。

一つになって意義ある周年の一年間、そしてき

口で言うなら誰でもできる。要は実行するかど

たるべき 50周年に向けてのステップの年になれ

うかです。

ますように精一杯がんばっていきたいと思って

45 周年を迎えるにあたり、各委員長を筆頭に

います。一年間よろしくお願いいたします。

委員会活動や例会に集い、メンバーがひとつに

幹 事

木 村

弘 宣

会 計

真 木

今年度、久保会長のもと、

一 信

あまり何も考えず

幹事をさせていただくことと

に会計を引き受けま

なりました。いまだにどうし

した。久保さんの頼

て引き受けてしまったのか、

みというのが、大き

凄く後悔している次第です。

かったと思います。

入会以来、その年々の幹

久保さんはライオン

事さんの仕事ぶりを拝見し

ズクラブの先輩で、

ていて、自分には無理だな

いつも気に掛けてく

と感じていました。なのに、

れていた人で、その

なぜ？ 久保さんに誘ってい

久保さんから「楽し

ただいたから逃げられなかったということなのですが、

く木村君と三人でやらんで」と言われ、断る理

いずれにしても、引き受けたからには精一杯がんばらな

由もなかったので引き受けました。人と比べて

いといけないなと思っています。

ではなく、自分なりに楽しんでやろうと思いま

メンバーの皆さんの協力をもって、一年間楽しんでこ
の職を全うしていきたいと考えていますので、ご指導
ご鞭撻のほどをよろしくお願いいたします。
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す。一年間ご迷惑をお掛けするかもしれません
が、よろしくお願いします。

ラ イ オ ン テ ー マ ー・テ ー ル ツ イ ス タ ー・委 員 長 就 任 の 挨 拶
45周年という節目の大切な年にライオン・テーマーという大役を仰せつかって、
かなり
テンパっております。今治東ライオンズクラブに入会して４年と３か月… 例会も１年間
皆勤したのも１度だけという、
まじめでない私に果たしてこの役が務まるのかどうか…
周年事業として、12月に大きなアクティビティもあり、木村幹事、真木会計、中村テー
ル・ツイスターと協力して、久保会長を全力で支えて、楽しい１年間にしていきたいな
あ… と自信は全然ないですが思っております。

ライオン・テーマー

大澤

宅也

この度、
テール・ツイスターに就任させていただきます。
前任者の矢野昭利さんが、広い人脈に加え、ユニークなキャラクターを最大限に発揮
し、今までのテール・ツイスターの殻を破った後の就任で、とてもとてもプレッシャーを
感じています。
思い起こせば、私の幹事就任の前任幹事が矢野昭利さんでした。とても素晴らしい幹
事さんで、とても彼のように立派なクラブ運営はできないと大変プレッシャーを感じた
のを懐かしく思い出しましまた。
プレッシャーの中、自分らしく精一杯楽しい例会が出来るようがんばらせていただきます。よろしくお
願いいたします。

テール・ツイスター

中村

省司

今年度、会員委員長を拝命させていただきました。今年はクラブ結成45周年にあたり
ます。記念行事もあり、今治東ライオンズクラブの活動を多くの市民の方々に知ってい
ただく絶好のチャンスです。
禁煙を含め薬物乱用防止教室をアクティビティとしておこなってきたことをみなさん
に知っていただきたいと思っています。アクティビティをアピールすることも会員増強
の大きな一面だと考えます。
純増２名を目標に今年も会員委員会はがんばりますので、この方どうだろうという人
がいれば、
ぜひ当方に連絡よろしくお願いいたします。

会員委員長

野間 道博

この度、若輩者ではありますが、出席委員長を拝命いたしました。新会長のもと、みな
さんが、和やかに笑顔で参加できるライオンズクラブを目指し、誰も退会することのない
クラブ運営を心掛けていこうと思っています。
とはいえ、平和と自由を守り、社会奉仕に精進するココロを念頭におき、知性を高める
ことは常に自ら研鑽を重ねていくこととし、友愛をよくよく深め、相互理解をより深く推
進していこうと本日より決心いたしました。
みなさまのご指導、
ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
出席委員長

小笠原

斉

プレッシャーに勝つ
２年前、久保会長
（当時第二副会長）
は私に言いました。
「俺が会長の時に、お前は何かの
委員長をやってもらう」
と。
そういう訳で、
この度計画委員長を仰せつかりました(なんでやねん)。
久保会長は、
計画委員会に対して楽しい例会を企画・運営し、特にコミュニケーション
力を高めることに力を入れてほしいとプレッシャーを与えてきました。計画委員会は一
丸となって、久保会長のプレッシャーに屈することのないように知恵と汗を出し合い
１年間務めてまいります。
メンバーの皆様には、何卒ご協力いただけますことをお願い申し上げ、就任の挨拶といたします。
計画委員長
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越智

祥文

委員長就任の挨拶
今年度からＰＲ
（パブリック・リレーションズ）
からＭＣ
（マーケティング・コミュニケーション）
に名称が変わりました。特に今までとは大きく
変化はないのですが、
今まで以上にライオンズク
ラブを一般社会に知らせることが任務です。
クラブ員以外の人が見ても良くわかる広報
誌を心がけたいと思います。
１年間ご指導いただきながら、活動していきます。よろしくお
願いします。
ＭＣ委員長

髙橋

良幸

この度、青少年育成委員長に就任しました田
中秀彦です。今年度の事業計画といたしまして
は、従来の活動に加え、新規事業として『ひよこ
園への支援』
と、
『レオクラブの研究と調査』
とい
う２つのテーマを掲げさせていただきました。
いずれも当委員会の理念に沿うものと思って
おります。精一杯務めさせていただきますの

財務委員長
を拝命しまし
た 片 山 で す。
クラブの財務
のことは全く
理解できてい
ませんでした
が、
真木会計、
木村幹事のご協力に
より何とか予算書も完成すること
ができました。来年の会計に向け
て、
より理解を深めていきたいと思
います。また、
事業獲得資金に関し
ましては、
従来通りおこなう予定で
すが、
内容に関しては全くの白紙で
すのでご意見等お聞かせください。
一年間、
ご協力よろしくお願いい
たします。
財務委員長

片山

昭

で、
ご支援のほど、よろしくお願いいたします。
青少年育成委員長

田中

秀彦

この度、保健委員長を拝命しました。ようや
くクラブに入会し一年が経ったところで、十分
に活動内容も理解していない状況での大役の
就任ですが、強力な委員会メンバーのもと、知
らぬが仏？ 恥と汗をかきながら、一生懸命が
んばります！ 少しでもクラブ活動の理解を深
め、社会奉仕に精進してまいりますので、ご協
力のほど、よろしくお願いいたします。
保健委員長

渡邉

眞

今年の特別委員会は、45 周年実行委員会の
研修部会も兼ねるというかたちで活動してい
きます。目的は、現在おこなっている薬物乱
用防止教室の内容を改善・充実させるための
情報収集です。
精力的に活動されている他ライオンズクラ
ブとの情報交換や、外部講師による卓話を予
定してますので、皆様のご協力を大いに期待しております。また、
他団体から興味深い内容のＤＶＤを提供していただいております
ので、是非機会をつくって観ていただきたいと思っております。
一年間よろしくお願いいたします。
薬物乱用防止特別委員長

門田
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健一

ある日の例
会が終わって
帰ろうとして
いると、次期
会長の久保さ
んが「山内君、
話があるんよ」
と来られました。服のサイズの話
かなと思ったのですが、何と「来
期の環境・社会福祉委員長をやる
ように」とのことでした。
もう１、
２年鼻たれ小僧でいさせて欲し
いという思いはありましたが「え
えい、ままよ！」と勢いだけで引
き受けてしまいました。
今年何年かぶりに復活する
『ルート88』お遍路ウォーキング
も、おもてなしの心を持ってぜひ
成功させたいです。
何分未熟者ですので、前任者、経
験豊富な先輩方に相談しながら、
大風呂敷を広げすぎないように、
今年一年間職責を果たしていきた
いと思います。どうぞよろしくお
願いいたします。
環境・社会福祉委員長

山内

誓

今治西高定時制校内生活体験発表会
最終例会報告・薬物乱用防止教室

最終例会！やりきった！

2017.6.15

前計画委員長

越智

英年

今年度計画委員会最後の例会企画。有終の美を飾る

ＭＶＰは、箱﨑賞に阿部国弘さん、久保賞に塚本真紀

ため、委員会はいつにもまして入念な企画会議。いか

子さん、本宮賞に渡邉眞さんが、各会長から豪華副賞

にしてメンバー全員に楽しんで頂くか？ 侃侃諤諤！

を持って表彰されました。

全員参加で競う、＊知力・体力・時の運 テーブル対

団体賞は、ベスト委員会賞に保健、チームワーク賞

抗
「力をあわせて We 勝負！」準備した４つのゲームに、

に出席、アイデア賞に財務、奉仕委員会賞に環境、メン

メンバー全員が必ずどれかのゲームに参加していた

バー参加賞に青少年、本宮賞にＰＲ(ＭＣ)、久保賞に会

だき、老いも若きも真剣勝負。豪華賞品をゲットして

員、そして栄えある箱﨑賞には忖度の袖の下が効い

いただきました。

て、
わが計画委員会が表彰されました。

さて、最後のメインイベントは年間を通じてクラブ

精一杯やりきった計画委員会でしたが、その裏には

活動に貢献のあった全メンバーの表彰式です。名付け

委員会メンバーの、おのおのの隠れた才能と平野幹事

て
「Imabari East Lions Club Awards 2017」
です。
個人

の細かな気遣いに助けられた一年でした。
感謝。

薬物乱用防止教室

2017.6.29

校
in 近見中学

今年度最終のアクティビティ、薬物乱用防止教
室が６月29日
（木）
午後より、近見中学校にて開催さ
れました。
当日は全校生徒 161 名、先生 25 名とライオンズ
メンバー 10 名が参加しました。講師は L.阿部が務
めました。
恒例の寸劇では、急遽指名された先生も好演技
をみせ、楽しい中にも学びの深い教室でした。これ
からも青少年の明るい未来を応援していきます。

愛和印刷株式会社
代表取締役

阿部

国弘

住友生命保険相互会社
新居浜支社

㈱ 井 出 工 具
代表取締役

今治北支部

井出

幸彦

794-0804 今治市祇園町3-2-1
TEL32-0110 FAX31-4575
http：//aiwa-print.com

794-0015 今治市常盤町8-4-15
TEL23-5007 FAX23-8722

794-0021 今治市米屋町4-1-27
TEL32-5731 FAX32-5765
http：//www.idekougu.com/

高品質なサービスと印刷物を提
供しています。プライバシーマーク
取得で、個人情報保護も万全。
全印工連CSR認定事業所です。

働けなくなった時やがんの
手厚い保障、企業様のリス
ク・節税対策など様々な商
品を取り揃えております。

工場向けの機械工具販売 ・
家庭用太陽光発電システム
（シャープ）販売。
ISO14001全営業所取得。
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伊 豫 運 送 ㈱
代表取締役

大澤

宅也

〒794-0801 今治市東鳥生町5-27
TEL32-5171 FAX32-3187

運送業を通して、豊かな社会
づくりと、地域の発展に貢献
いたします。

次期クラブ委員長スクール

次期クラブ委員長スクール

2017.6.18

越智 祥 文
３年ぶりに計画委員長として、次期クラブ委員長スクールに参加
いたしました。
委員長スクールの柱は、何と言っても他クラブの現
状をその場で聞くことができる分科会です。
計画委員長分科会で
は、
1Ｚから 4Ｚまでの17クラブのどのクラブも例会の運営や企画に
ついては、抱える問題点は同じであり、マンネリ化を防ぐためにい
ろいろと知恵を振り絞っているようであります。
わがクラブでも参考にするところは多々ありました。
まだ計画中
の企画にぜひ積極的に取り入れていきたいと考えております。

中村 省司
次期委員長スクールにテール・ツイスターとして参加させていた
だきました。
元岡次期 2Ｚ・ＺC の指導のもと、スクールが開かれましたが、適
切な指導で新しい発見が多々あったスクールでした。
元岡次期 ZC お
疲れ様でした。
関野第一副地区ガバナーがおっしゃっていた、メンバーの退会防
止のためにも、魅力ある楽しい例会運営を目指して微力ながら尽力
させていただきます。

野間 道 博
講師によるスクールが 20分ほどありました。
そのあと、2Ｒ17クラ
ブの期首からの会員動静が発表され、合計４名増、クラブ内の増減
はあったものの全体としての変化は少なかったことが述べられま
した。
今後は家族会員やクラブ支部を増やし、会員増強をはかっては
どうかとの提案が講師よりありました。
そのために会則の規定を明
確にするよう指導がありました。
「ＧＭＴ・ＧＬＴ・ＦＷＴを活用し、会員増強に努めましょう」との
助言をもって会議は終了しました。

片山

昭

次期青少年･ＬＣＩＦ･ライオンズクエスト委員会のスクールに参加しました。
各クラブでの青少年系の活動報告を行った後、ＬＣＩＦ
（ライオンズクラブ
国際財団）、ライオンズクエスト（ＬＱ）、平和ポスター等の説明と意見交換
を行いました。特にライオンズクエストに関しては全く理解してなかった
ので、ＬＱの目的や意義は理解できましたが、一クラブで活動しても十分な
成果が出るのかの疑問もわきました。
今回のスクールは質問も活発にされ、成果のあるものでした。ライオンズ
クラブへの理解が深まりますので、まだ参加したことのない方は次回はぜ
ひ参加されることをお勧めいたします。

㈱ＡＳＣＯＴＴ
代表取締役

小笠原

斉

794-0015 今治市常盤町8-4-38
TEL35-2210 FAX33-3351
http：//www.ascott.com

リーチザビクトリーで世界制
覇するアカウンティングを身
近なところから。 夢をはぐ
くみ育てるカンパニー。

丸 越 時 計 店
店主

越智

山内 誓
2017 年６月18 日、次期クラブ委員長スクールと献血・献眼推進セ
ミナーが、
四国中央市のユーホールにておこなわれた。
次に全体会議、つづいて各委員会に分かれて、分科会があり、委員
会のテーマに沿った会議が行われた。
環境保全については、
１．
環境にやさしいライフスタイルの確立 ２．
環境と共生する地
域づくり ３．
環境に配慮した社会システムづくり ４．
地球環境保
全に向けた国際協力 などが話し合われた。

田中 秀彦
次期クラブ委員長スクールのＹＣＥ・ライオンズレオ・国際関係分
科会に参加して参りました。
ＹＣＥ業の現状については、積極的な活動をしているのは東予ラ
イオンズクラブのみであり、他クラブにおいても今後の事業の活性
化や資金の積立が必要であるとの認識が共有されました。
レオクラブについては、県内でだた 1 つのスポンサークラブであ
る西条石鎚ライオンズクラブの石川女史から発足の経緯や運営に
ついての説明がありました。
わがクラブにおいても研究と調査をおこなう予定である旨を述
べると、
歓迎の意と激励を受けました。

髙橋

社会福祉法人 来島会

英年

事務長

794-0015 今治市常盤町4-3-4
TEL22-2710 FAX32-6347

創業昭和27年、時計、宝飾品、
メガネ、補聴器、小売販売店。
現在、ロレックス他舶来時計の品
揃えを強化、又修理部門は地域
一番店を自負しています。

良幸

去る６月18日、土居町ユーホールにて委員長スクールが開催されました。
わがクラブの井出ＩＴ地区委員の司会と阿部次期ＭＣ地区委員の講師に
より、90分みっちりのスクールでした。内容を抜粋すると、双方向の情報交
換により、ライオンズ活動を知ってもらうという意味で、ＰＲ
（パブリック・
リレーションズ）からＭＣ
（マーケティング・コミュニケーション）へ変化し
ました。とは言え、今までと大きく変わることではなく、より充実させてい
くことが重要となります。
また、デジタル化の強化、特に Facebook による発信やＨＰの充実を図って
いかなければなりませんが、情報の発信方法については、理事会や例会にて
ご相談させていただきたいと思います。
最後に井出ＩＴ委員から各種大会参加への参加促進があり、セミナーを修
了しました。 途中で各クラブの現状の情報交換をしましたが、会報誌を手
作り手作業で発行しているクラブが 2Rには数多くあると知りました。

越智

人史

社労士 越智事務所
社会保険労務士

越智

祥文

794-0028 今治市北宝来町2-2-12
TEL32-0700 FAX32-0701
http：//www.kurushimakai.jp/

799-1506 今治市東村5-8-35
TEL36-6238 FAX36-6239

障がい者・高齢者・児童福
祉をトータルサポート。地域
と共に、新しい社会福祉を
切り開く。

平成9年4月に独立開業。労
働保険事務組合愛媛雇用
管 理 協 会 併 設。幅 広 い 労
務管理を行っています。
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第100 回国際大会（シカゴ）
2017.6.30 ～ 7.4

「ライオンズクラブ国際大会」の楽しみ方
井出

範子

まず国際大会に参加してもらうというのも、一つの方

ライオンズクラブ生誕 100周年を祝う大会が発祥の
地、シカゴで開催されました。

法かもしれません。大会では、国際会長や役員の方々

私が初めて国際大会参加したのは、2005 年香港大会。

も、より一層身近に感じますし、握手や一緒に写真を

そして今回の参加で 11 回目となりました。
最初は、夫

撮っていただける機会もあります。

が勝手に申し込みをし、連れて行かれるといった具合

そんな体験をしたことで、インターナショナルパ

で、自発的に行っていたわけではありませんでした。

レードは私の楽しみの一つとなりました。プラカード

2011 年３月 11 日東日本大震災が起こり、日本全体

の言葉も新年度の会長スローガンや伝えたい想いを

が自粛ムード。そして夫も今年ばかりは国際大会への

書 い て い ま す。Let’
s enjoy LCI Con. Lions save

参加を控えるというので、申し込みはしませんでし

the World. We love Lions.Thanks Sri Lanka：

た。震災後、
ＬＣＩＦからの緊急募金、世界各国からも多

Mr.Junius Richard Jayewardene. From JAPAN スリラン

くの支援が日本に届けられる中、私は日本人として感

カのジャヤワルダナ大統領ありがとう（戦後日本の分

謝の言葉を伝えるよい機会なのではと思い、夫が行か

割統治を防いでくれた人）。
毎年の国際大会のスケジュール表を細部まで読み

ないので友人を誘って行くことにしたのです。
私は「Thanks Lions (ARIGATOU) From JAPAN」と書

込むと、様々なイベントが盛り沢山。今年の大会では、

いたプラカードを作り、パレードの沿道に立ちまし

ノーベル平和賞のアル・ゴア元米副大統領、パン・ギム

た。想いだけは伝わるだろうと信じたのです。パレー

ン前国連事務総長のスピーチ（通訳機で拝聴）。ザ・

ドの先頭には、オープンカーに乗った国際役員の

ビーチ・ボーイズは「サーフィンＵＳＡ」
で会場ノリノ

方々、続いて各国の行進が延々と４時間余りも続きま

リ。50 周年を迎えるバンドＣＨＩＣＡＧＯの貴重なコン

す。多くの人が私のプラカードを見つけ、親指を立て

サート、「素直になれなくて」はよく聴く曲。アンコー

る
「Good」
のポーズをし、また側まで来て一緒に写真を

ルは「長い夜」で一気に盛り上がる⤴⤴

撮ってくれる人、握手やハグをしてくれる人…

その他各種

ライ

セミナー、日本ライオンズ朝食会、MD336 の夕べなど

オンズ繋がりで、こんなにも親しく交流できるという

で行事をこなすのに忙しい。いっそのこと、こんな機

素晴らしさに私は感動し、ライオンズこそ世界平和に

会は他には無い、観光に重きを置かず、国際大会自体

貢献できるのでは！ と思う程でした。
この時、一緒に

をとことん楽しもうと決め込んでも良いのかもしれま

行った友人は、クラブメンバーではありませんでした

せん。

が、登録料さえ支払えば誰でも国際大会に参加できる

来年はラスベガス、
ＭＧＭグランド・リゾートでの

ことを、この時初めて知りました。勿論、現地へ行っ

大 会。ど の よ う な 基 調 講 演、イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル

てからでも登録可能です。今後のメンバー募集の際、

ショーが楽しめるのでしょうか。
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ドネーション

メンバー近況報告
平成29年 6月1日
門田

健一

田中

秀彦

本宮

光朗

阿部

国弘

篠宮

博幸

中村

省司

山内

誓

田窪誠一郎

●第一例会

今期最後の会報誌となりました。一年間あり
がとうございました。
次期青少年育成委員長を拝命致しました。よ
ろしくお願い致します。遅ればせながらド
ネーションさせていただきます。
いよいよ45周年に向けてスタートします。皆
さんのご協力をよろしくお願いします。
４月に受けた検定、２つとも受かりました。
どちらも３級でたいしたことありませんが。
明日から山形に出張します。
土曜日の２ゾーン
年次会合、欠席します。すいません。
５月28日
（日）
第40回小豆島オリーブマラソン
全国大会ハーフに参加しました。
記録は、
１時
間50分50秒の今期ハーフベストでした。来期
は、
８月の北海道マラソンからスタートします！
本日は、リハーサル例会を計画していただ
いてありがとうございます。現の方に見守
られながら次年度に向かって勉強させてい
ただきます。
50メートル走っただけで汗をかく季節にな
りました。ああ…
本日も、すばらしい例会でした。

平成29年 6月15日
中村

省司

渡辺

健三

篠宮

博幸

木村

弘宣

髙橋

良幸

森田

恭治

木村
菅

弘宣
富二

井出

幸彦

小笠原
壷内

誕生日ドネーション
渡辺 健三(6/6)

小笠原 斉(6/15)

斉

和彦

●第二例会

一年間皆様ご苦労様でした。来年もよろしく
お願いします。
最後の脅迫でした。皆様1年間本当にご苦労
様でした。
環境・社会福祉委員会の皆様、一年間お世話
になりました。一年皆出席もあわせてドネー
ションします。
いよいよ来期がはじまります。楽しんでがん
ばりたいと思います。
皆出席ありがとうございます。
１年間お疲れ
様でした。
１年間楽しいテールツイスターで私の出席
率が少し上がりました。
ご苦労さまでした。
呉に行けて楽しかったです。
夏本番の暑さですが元気で最終例会に出席
でき、皆さんにお会いできて嬉しく思いま
す。皆さんお元気で楽しく、そして東ライオ
ンズクラブのますますのご発展をお祈りい
たします。
シカゴに行く為、３回の薬物乱用防止教室
を欠席させていただきます。申し訳ござい
ません。
今日の最終例会が丁度〇回目のバースデー
なんです。
今週、土日と毎年恒例となりました梅酒大会
がワールドプラザで開催されます。その日し
か飲めない梅酒もたくさんあります。睡眠ゼ
ロで２日間がんばりますのでぜひ遊びに来
てください。

片山

昭・安波 充也
一年間出席率向上のご協力いただき、あり
がとうございます。純出席 100% はかないま
せんでしたが､補正後100%は 2 回達成しまし
た｡来年度はぜひ 100%を達成してください。
野間 道博
国際協会より表彰されました。
田窪誠一郎 箱﨑会長はじめ役員の皆様、１年間ごくろう
さまでした。
箱﨑 誠二・平野 義文・樫田 憲和
メンバーの皆様には、１年間、温かいご理解
と多大なご協力をありがとうございました。

例 会 日
例 会 場
会
長
幹
会

事
計
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