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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モットー・ナレシュ アガワル国際会長テーマ

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』

題字はクラブ会長の揮毫



クラブ結成45周年記念事業

　周年事業とは何か？　組織を見つめ直すきっかけと

なります。

　ライオンズクラブにおいては、今までの歩みを振り返

ると同時に、次なる中長期的に未来に向けて組織改革や

活性化を図る機会でもあります。しかしながら他の団体

や一般の人から見ると、あまり関心がないかもしれませ

ん。50年でも100年でも一緒、ましてや45年ではどうで

しょうか？　周年事業を通して対外的にはPRするチャン

スでもあると思います。それともう一つは謝恩的な意味

合いがあり、みんなで祝うことでもあります。

　本来なら、企画の段階からみんなでコミュニケー

ションを取り話し合えばよかったのですが、久保会長

の熱い思いで、内谷氏の一人芝居がほぼ決定してお

り、具体的な内容からの検討になってしまいました。

コンセプトやテーマが後まわしになった感がありま

す。まだ盛り上がっていないのは、このあたりが原因

ではないかと思います。しかし、８月第二例会におい

て45周年の事業および予算が承認されました。中心に

なる講演部会では現在、おかげさまで会場となる今治

市公会堂のキャパいっぱいの約1000人の参加が決まり

ました。予算はかかりますが、安全を第一に大型バス

での送迎をおこないます。メ

ンバーを含め子どもたちと共

に何かを感じてもらえればと

思います。「ダメ、ゼッタ

イ！」を市内の子どもたち

に、今以上に広めていきま

しょう。研修部会では他クラ

ブの薬物乱用防止教室の視察

をはじめ、今までの活動を見

直し、今後の展開を検討して

今治東ライオンズクラブ結成45周年記念事業
45周年実行委員会 実行委員長　本宮　光朗

います。記念誌部会では近年の活動内容を中心に、今

治東ライオンズクラブの歴史を振り返り、映像も併せ

て記録し、記念式典に合わせて発刊します。記念式典

部会ですが、当初は３月24日のチャーターナイトに合

わせる予定でしたが、３月は日程調整が難しく最終的

に２月第二例会を記念例会とし２月15日におこないま

す。例会ということであまり華美にならず、みなさん

と共にお祝いしましょう。そして1973年７月22日のク

ラブ誕生より今日までを見つめ直し、そして来る50周

年に向けての新たなスタートとなるような式典になれ

ばと思います。

　今一つクラブ内での盛り上がりに欠けますが、記念

式典まであと半年です。各部会や実行委員会は頻繁に

開催しています。他の部会でもかまわないので、積極

的に出席をお願いします。具体的な内容も徐々にでは

ありますが決ってきています。今一度、薬物乱用防止

「ダメ、ゼッタイ！」を推進していきましょう。

　12月４日(月)、内谷正文氏による一人芝居

『 ADDICTION 今日一日を生きる君 』が開催されます。

　この一人芝居は100回以上も公演され、自身の実体

験である薬物依存症をテーマに薬物の恐怖、怖さを

訴え、薬物使用の歯止めになればと迫真の演技で公

演を続け、その活動は様々なメディアにもとりあげ

られています。

― 内谷氏のメッセージ ―

　私は薬物を使っていた。そして大切な弟を薬物

の世界に引き込んだ。だからみんなに薬物やる

な、なんて偉そうには言わない。ただ薬物やった

らこうなるよって実感込めて伝えたい。そして薬

物依存症という病気の現実を知って欲しい。薬物

依存の裏には必ず誰か人がいるということ。依存

症という病気は人と人との間に生まれる病気だと

いうことを実感して欲しい。

40周年記念誌
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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

　７月５日（火）岡村小学校の薬物乱用防止

教室に渡邉眞保健委員長と２人で行ってまい

りました。迷走した台風５号の影響で通船が

欠航、１日遅れでの開催となりました。朝８

時20分発の通船に乗るべく、２人で港へ向か

う時、空は雲に覆われ、いつ雨が降ってきて

もおかしくない状態でした。船に揺られるこ

と約１時間、岡村港に到着した時には、ぽつ

ぽつと雨が降り始め、迎えに来てくださった

渡邉先生と学校に向かう途中、次第に雨足が

強くなり小学校に到着した瞬間、大雨になっ

てしまいました。前日は警報が出ていたもの

の、天候は安定していたので、予定通りの開

催の方が良かったのではと思いながら玄関を

入ると、学校関係者全員でお迎えしていただ

きました。

　児童は５年生の女の子はるちゃんと６年の

男の子りょう君、そして吹揚小学校を兼務さ

れている校長先生、教頭先生、そして迎えに

来てくださった渡邉先生の５名です。薬物乱

用防止教室も全員参加で、大雨による幻想的

な雰囲気そして開放感のある校舎の雰囲気と

相まって、アットホームな感覚にとらわれな

がら教室を進めていくと、この地にこの教育

は必要があるのかなと感じながらの時間でし

た。しかし、この子たちもいつかは、この地

を去る時が来るでしょう、その時のために

　　　　　　幹事　木村　弘宣

も、薬物に対する知識をしっかりと持っても

らい、自分の道を真っ直ぐしっかりと進んで

もらいたいと強く思いました。

　岡村小学校も、来年になれば児童は、はる

ちゃんのみとなります。２階が中学校の教室

となっているため、あと３年間は２人の生徒

が登校することになりますが、今後は当分、

新しい生徒が入学してくる予定はないそうで

す。

　今治に到着した頃には雨も上がり、蒸し暑

さが戻ってきました。なんとなく半日の小旅

行を楽しんできたという気持ちになり、ま

た、岡村小学校に行くことがあるのかなと思

いながら帰路に着きました。

2017.7.5  　　  薬物乱用防止教室in岡村小学校

薬物乱用防止教室参加人数

７月５日（水） 岡村小学校　 生徒２名　メンバー２名

７月７日（金） 上浦小学校　 生徒26名　メンバー７名

７月12日（水） 西中学校　　生徒540名　メンバー14名

2017.7.5

岡村小学校

2017.7.7

上浦小学校
2017.7.12

西中学校
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今治西高定時制校内生活体験発表会カッター大会

　短艇海に浮かべては鉄腕櫂も撓むかな♪♪♪

　８月20日第26回今治市民カッター競技大会

が、今治城南堀にて開催されました。当クラブ

からも健男淑女（女傑？）を選抜して、精鋭

チームを結成。練習日には十分な実戦訓練を行

い、大会に臨みました。

　チーム一丸となって全ての気力と体力、日頃

の愚痴・鬱憤をオールに込め、ひたすら漕ぎ続

け、200mを疾駆しました。１レース・２レース

ともライバルクラブのチームと激戦を繰り広

げ、総合順位も昨年より一つ上げることができ

ました。そして、我チームの『タイムや順位だ

けにこだわらず、大会を楽しく盛り上げる事に

も意義がある』という心意気が評価されたの

か、『審判長特別賞』をいただきました。

　ピコ太郎やアヒル、チャイナドレス、モジモ

ジ君など怪しげなコスチュームで汗だくになり

ながら、漕艇してくださった選手メンバーの

方々、３人の奥様方、大変お疲れさまでした。

設営に協力していただいた方、お暑い中応援に

来てくださった方、また、サーバー、氷、ガス

機器、わらび餅、ソフトドリンクなどをドネー

ションしてくださった方、ありがとうございま

した。厚くお礼申し上げます。

　来年も存在感のあるチームとしてがんばろう

と思います。

　　　　　　環境・社会福祉委員長　山内　誓

2017.8.20 　　  第26回 今治市民カッター競技大会
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今治西高定時制校内生活体験発表会あすなろ学園夏祭り・今治西高定時制生活体験発表会

　８月18日、あすなろ学園夏祭りが開催され

ました。おかげさまで賑やかにとりおこなう

ことができました。

　わがクラブの催し物は例年通り、ポップ

コーンの販売とバルーンアートでしたが、木

村幹事と私の担当したポップコーンの売上は

不本意なものとなってしまいました。また、

青少年育成委員長　田中　秀彦

事業資金の見積もりが甘く、予算オーバーし

てしまった事も痛恨の極みであります。

　参加してくださった、11名の会員のみなさ

ま、ありがとうございました。バルーンアー

ト作りをがんばってくれた方々には、特にお

礼を申し上げます。

2017.7.18 　　  あすなろ学園夏祭り

　７月11日、年度が替わって最初

のアクティビティになりますが、

生活体験発表会に参加してきまし

た。入会してからできるだけこの

アクティビティには参加するよう

にしています。

　今年も６名の発表がありまし

た。発表者それぞれに過ごしてき

た場所も時間も違い、それでも高

　　　　　　ＭＣ委員長　髙橋　良幸

等学校卒業の資格を目指している

など、様々な話を聞くことができ

ました。定時制の支援を積極的に

行っている今治東ライオンズクラ

ブに在籍している限り参加したい

と思います。それに参加者が多い

と生徒たちもやりがいが出ると思

います。皆さんも来年はぜひ参加

してください。

2017.7.11 　　  今治西高定時制生活体験発表会

－ 5 －



今治西高定時制校内生活体験発表会今治空襲戦災死没者追悼献花と平和の鐘を鳴らす式典

　８月６日、南光坊でおこなわれた「今治空襲 戦災死没者追悼献花 平和の鐘を鳴ら

す式典」に参列してきました。

　台風が近づきつつも快晴の天気のもと、粛々と式典はすすみ、吹揚小学校の児童の

作文朗読のあと、戦災犠牲者に黙祷をささげ、慰霊碑に献花をし平和の鐘を響かせま

した。

　72年前のこの日、日付が変わったころから約45分間にわたって、空の要塞といわれ

ていた米軍機B29が64機も飛来し、今治市中心部を目標として９万発以上の焼夷弾を

投下したそうです。500人弱の市民が犠牲になり、市街地の８割が灰になりました。

　この７時間後に広島に原爆が投下され、９日後の８月15日に終戦を迎えました。

　このような悲劇を二度と繰り返さないように、今できることを深く考えさせられた

ひとときでした。

　　　　　　　　阿部　国弘

2017.8.6  　　  「今治空襲 戦災死没者追悼献花と
平和の鐘を鳴らす式典」に参列して
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今治西高定時制校内生活体験発表会相互訪問例会・地区委員活動報告

　2014年に発足したWebチームで２年、2016年度はIT特別委員

会、そして今年度はIT推進チームとなり４年連続の地区委員を務

めさせていただきます。

　以前には、2002年度にIT特別委員、2005年度にIT特別委員長、

2005～2006年度に複合のIT専門委員を務めさせていただきまし

た。

　この３年間で、膨大な地区のホームページを整理し全面改訂が

完了しました。今年度は国際本部、地区へのマンスリー報告様式

IT推進チーム2R担当　井出　幸彦

が全面的に変更となりますので、そのサポートが大きな仕事とな

ります。

　また、クラブ、キャビネットのIT化を促進し、合理化、省力化

を図っていきます。

　これまで長くライオンズクラブのIT関連の仕事をさせて頂い

て、他準地区、他複合地区、外国にも多くの友だちができて、毎

年の国際大会やOSEALフォーラムで情報交換の場が設けられ、昨

年の福岡国際大会では200名を超えるメンバーが集い盛大に情報

交換・オフ会が催されました。そこには多くの外国の方々や国際

役員にも参加していただきました。アラートやYCE等の日本ライ

オンズを代表するようなメンバーがいて、普段我々が経験するラ

イオンズライフとは全く別のライオンズライフを体験することが

できます。そのためにはSNSが大変有効なツールとなります。そ

のSNSを使うにはスマートフォンさえあれば簡単に交流できま

す。また、スマートフォンさえあれば、例会の出欠集計等を簡単

に費用をかけずにできますので、ガラケーからスマートフォンに

移行するようお願いいたします。

　今後共、IT推進チームに温かいご声援をよろしくお願いいたし

ます。

　あまり物事を深く考えずに引き受けた地区委員でしたが、これ

ほどまでにライオンズ活動に時間と頭を使わせられるのかと、苦

悩する毎日を送っています。人手不足のおり、本業も目一杯で、

どう時間のやりくりをしたらいいのか？ もともと時間ギリギリ

な生活を送っていますが、さらに拍車が掛かってしまった感じで

す。一緒に地区委員を務めている井出さんにも迷惑の掛けっぱな

しです。

　９月はたくさんの行事が待ち構えていて、いまから気分が落ち

着きませんが、送り出してくれている今治東のメンバーにも迷惑

を掛けられませんので、職責を全うすべく自分にムチを打ってい

ます。ただ、今期この状態で、来年クラブ幹事が務まるのか？　

という新たな不安も出てきております。

　とはいえ、他の地区委員やリジョンやゾーンの方々、各会長、

幹事などと交流する機会も当然増え、みんな経験豊かな人たちば

かりなので、恐縮しながらも勉強させてもらえることは新鮮で楽

しいです。お酒を飲む機会も増えて、カロリー摂取量も大幅に

オーバー気味ですが…

　今年度の役職を引き受けたことが、今後のライオンズ活動の糧

になるよう、今の立場を苦しみながらも楽しみたいと思っている

次第です。

IT推進チーム2R担当地区委員に就任して

MC・ライオンズ情報・地区誌・大会参加委員　　阿部  国弘
地区委員活動報告

　去る7月20日、今治東ライオンズクラブ７月第二例会にお招き

をいただき、お礼を申し上げます。

2ゾーン ゾーンチェアパーソンの元岡由則Ｌが体調不良のため、

私が代理の挨拶をさせていただきました。

　当クラブは今年45周年を迎えるにあたり、会長久保智秀Ｌ、実

行委員長本宮光明Ｌを先頭に綿密に計画推進をなされている様子

が委員会報告でもうかがえました。

　2ゾーン各クラブそれぞれ特色あるクラブ運営に、日頃から会

員一丸となった協力の成果が発揮されているのではないでしょう

336Ａ地区　2ゾーン ゾーンチェアパーソン アシスタント　小川　良明

か。当クラブ結成45周年記念事業の成

功とますますのご発展をお祈りいたし

ます。

2017.7.20 　　  今治東ライオンズクラブ例会訪問させていただいて
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ドネーション

メンバー近況報告メンバー近況報告

平成29年 8月3日　●第一例会
篠宮　博幸 ツイスターの時間には、早退していません！ 先日、長男が入籍しまし

た。式や披露宴は後ほどらしいです。また、肩の荷がおりました。

中村　省司 先日、塚本さんから、ギネスの認定証を見せていただきました（名古

屋ウィメンズマラソンに参加した時、女性参加世界最大のマラソン

だったそうです）。よい物を見せていただきました。ありがとうござ

いました。

安見　富雄 獣医大学新設問題と今治商店街の現状についてＴＢＳテレビ局が突

然取材に来てビックリ。翌朝、東京にいる次男から「君の父親がテレ

ビに出ていた」と仕事仲間から聞いたと問い合せの電話にまたビッ

クリ。悪いことで全国放送テレビニュースに出演したのではなくて、

良かった。

山内　　誓 ８月６日の式典では、みなさま方にお世話になります。台風５号に、

少し涼しい風を吹かせてほしいです。

村瀬　牧男 ユネスコ「平和の鐘を鳴らそう」にご支援、ご協力を感謝します。

平成29年 8月17日　●第二例会
大澤　宅也 ８月の第１例会で、出席率の発表をとばしてしまいました。小笠原委

員長スイマセンでした！！

箱﨑　誠二 第１例会ライオンズの誓いにて、最後まちがった様で、自分では「精

進する」と言ったつもりだったのですが… ドネーションいたします。

篠宮　博幸 ８月２７日北海道マラソンから今シーズンがスタートします。現在、

怪我のため走れてませんが、当日までには治して真夏の北海道完走

をめざします！！

田窪誠一郎 暑い日が続きますが元気でがんばります。

本宮　光朗 ４５周年の事業、予算ご承認ありがとうございます。

髙橋　良幸 本日、初めてのお盆休みです。

渡邉　　眞 暑かった夏休みも後半になります。休み明けに、献血、薬物乱用防止

教室と続きますが、よろしくお願いします！！

田中　秀彦 明日の「あすなろ学園夏祭り」に、ご協力とご参加よろしくお願いし

ます。

近藤　嘉男 ８月１３日マツダスタジアムへ広島VS巨人を見にいき、広島が勝利

しました。阿部慎之介の2000本安打を見てきました。

片山　　昭 娘がやっと嫁に行ってくれました。

山内　　誓 カッターで「勝った～」と言えますように！

真木　一信 甥っ子が、済美高校野球部で２回戦突破しました。皆さん応援よろし

くお願いします。背番号は１１です。

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）

誕生日ドネーション

本宮　光朗（8/16）　　　渡邉　　眞（8/16）

真木　一信（8/17）　　　木村　弘宣（8/25）

大澤　宅也（8/27）

平成29年 7月6日　●第一例会
越智　祥文 計画委員会を１年間よろしくお願いします。

片山　　昭 45周年記念誌発行のご協力ヨロシクお願いいたします。

篠宮　博幸 今期、45周年実行副委員長＆第２副会長をさせていただきます！ 一

年間精一杯がんばります。よろしくお願いします！

渡邉　　眞 献血、薬物乱用防止教室、よろしくお願いします！ また欠席したにも

かかわらず、身に余る賞をいただきありがとうございます！ 今後も

がんばって参ります！

本宮　光朗 いよいよ新年度スタート。実行委員長として１年間がんばりますの

でよろしくお願いします。

矢野　昭利 中村さん、一年間ツイスターがんばってください。

髙橋　良幸 ＰＲ委員会からＭＣ委員会に変更になりました。１年間よろしくお

願いいたします。

阿部　国弘 最終例会で箱﨑前会長より個人ＭＶＰ賞をいただきました。身に余

る光栄です。ありがとうございました。あと、最後のアクティビティ

となった近見中の薬物乱用防止教室で講師をさせていただきまし

た。

久保　智秀 ３社合同の旅行でマカオ、香港へ行ってきました。マカオにドネー

ションしてきたので少なくてすみません。

中村　省司 今年一年よろしくお願いします。最終例会では、10秒あてゲームで

ピッタリを出し豪華景品をいただきました。

田窪誠一郎 久保会長のすばらしいスタートを祈念して。

山岡　将人 10日よりベトナムとタイに行きます。

井出　幸彦 めくるめく、シカゴ国際大会から帰ってきました。シカゴのコンサー

トではかぶりつきで大いに盛り上りました。

久保智秀・木村弘宣・真木一信 

 いよいよ　はじまりました。一年間よろしくお願いします。

箱﨑誠二・平野義文・樫田憲和 

 三役、がんばってください！！

山内　　誓 新年度始めのドネーションです。一年間よろしくお願いします。

小笠原　斉 わが娘が無事、小学校に入学しまして、３か月無遅刻で登校していま

す。双子の女の子が登校している後ろ姿を見ていると、ほほえましい

と近隣からお声がけいただいています。あっそれと、出席委員長にな

りました。

平成29年 7月20日　●第二例会
中村　省司 ２ＺのＺＣ、三役のみなさま、ようこそ今治東ライオンズクラブへ。

今年一年みなさまのご活躍ご祈念申し上げます。元岡さんの一日も

早いご回復をご祈念申し上げます。

本宮　光朗 本日はブラザークラブのみなさま、例会に出席していただきありが

とうございます。45周年についても併せてよろしくお願いします。

片山　　昭 社員旅行で台湾に行ってきました。暑かったです。

渡邉　　眞 ７月は薬物乱用防止教室３件ご苦労さまでした。９月も早々に献血、

薬物乱用防止教室と続きますので、ご協力をお願いします。

篠宮　博幸 今日は、保護司として貴重な時間をいただきましてありがとうござ

います。第67回社会を明るくする運動にご協力をお願いするととも

に、「更生保護」へのご理解を重ねてお願いします！！

山内　　誓 平和のためのドネーションです。８月４日、８月６日はお世話になり

ます。

近藤　嘉男 １年間無事に薬物乱用防止教室に参加させていただきました。

門田　健一 先日、代表取締役を交代しました。３代目ですが、よろしくお願いし

ます。

336-Ａ地区2R2Z　ＺＣ　元岡由則 様 

 本日は、例会にお招きいただき誠にありがとうございます。ただ、急

な体調不良により欠席となり誠に申し訳ございません。

336-Ａ地区2R2Z　ＺＣＡ　小川良明 様 

 今期一年間みなさまのご協力をよろしくお願い申し上げます。例会

にお招きくださり、ありがとうございました。
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