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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 』
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今治西高定時制校内生活体験発表会
献 血
2017.9.3

献

血

保健委員長

渡邉

眞

平成29年9月3日
（日）10時から16時まで、イオン
今治店
（旧サティ）
において、献血活動がおこなわ

きました！ ありがとうございました！
次回は、2月の寒い時期にイオンモール新都市

れました。保健委員会の2大事業の一つであり、
私自身2度目の献血イベントでありました。
今回、以前までの場所から変更になったため、

店で実施します。去年とは献血バスの場所も変更
になり、戸惑うこともあるとは思いますが、防寒
対策も検討していますので、積極的にご参加をお

不安な要素もありましたが、当日は、88名の受付、
72名の採血ということで献血センターの目標をク
リアすることができました！

願いいたします！

朝から準備を、また終わってから片づけを手
伝っていただいた方、ご家族や知人に声を掛けて
いただいた方、ご自身も献血していただいた方、
お接待を積極的にお手伝いしていただいた方、勝
手に時間割を決めたのにもかかわらず、文句も言
わず参加していたただいた方、自分の担当時間以
上に手伝っていただいた方、ただ座っていただけ
の方… 皆さんのご協力で無事に終えることがで

献血豆知識

献 血 表 彰 制 度 と 記 念 品
※献血回数は成分献血・400ml献血・200ml献血全て１回です

献血50回以後50回ごとに、
ガラス器
（紫色）

献血50回以上で、60歳後に献血すると、
ガラス器と感謝状
献血50回以上で、
満68歳を迎えた後に献血すると感謝状

－ 2 －

100

回以上で、金色有功章
（ガラス盃）

回以上で、
銀色有功章（ガラス盃）

献血10回（青色）、
30回（黄色）、50回（緑色）でガラス器

献血

献血
70

今治西高定時制高校の運動会
2017.9.28

今治西高定時制高校の運動会

＊参加させてもらって
L.L.

阿部

知永子

今治西高定時制の運動会に参加させていただく
のは今回で3回目。最初は応援で参加しましたが、
やっぱり運動会は見るより出なきゃ！ というこ

＊参加して
MC副委員長

尼田

純子

雨続きの天候が心配されるなか、無事開催でき、
今年もケガなく大いに盛り上がりました。
毎年リレーで脚光を浴びる人、器用にさまざま
な障害を軽々クリアする人、応援、お弁当の番を
してくれる人とそれぞれ得意分野での参加でした
が、なかでも3年連続1位をかけた綱引きでは、井
出さんによる綿密な事前ミーティングの甲斐も
あって、思惑通りの1位を遂げることができまし
た。必死に綱を引く少年のような（大人げないと
もいう（笑）
）姿はメンバー全員が生徒たちと真剣
に向き合い、何事も全力でぶつかる我がクラブの
良さが際立つ印象深い競技でした。

－ 3 －

とで、2回目からは張り切ってジャージで参戦。
毎回参加して思うことは、定時制の生徒さんの
素直さとすがすがしさ。私のような、おばさん相
手でもニコニコ笑顔で接してくれる。男の子も女
の子もみんなとっても可愛いくて、日頃仕事と勉
強の両立は本当に大変だと思うのに、まだこんな
にも周りの人たちにパワーを分けてあげれるんだ
と、感心させられます。なに不自由ない環境で暮
らしていても、不満だらけの人が多い中、こんな
に一生懸命なこの子たちを見習ってほしいといつ
も思うのです。
毎年、この日ばかりは彼等、彼女等にとって思
い出に残る運動会になるよう、お手伝いしたいと
心から思います。今年も参加することができてよ
かったです。みなさん、ありがとうございました。

今治西高定時制校内生活体験発表会
薬物乱用防止教室

今後の薬物乱用防止教室
第二副会長

今期、我がクラブは創立45周年を迎え、メイン
アクティビティの一つである「薬物乱用防止の啓

.4

2017.9

篠宮

博幸

にて

学校
北郷中

発」をより強くアピールするための記念事業を開
催します。取り組みから7年余りになり、
「今後の
薬物乱用防止教室を、どのような形でどう進めて
いくか」がクラブの課題だと考えます。これまで
市内の小中高生を対象に、延べ1万人以上に教室
を開催してきました。警察署や保健所がおこなう
方法と違い、クラブ独自で作成した資料を使用し
て、より身近な所で起こった問題を取り上げ、一
方的な説明だけでなく、寸劇を用いて強く印象に
残るような教室の内容としています。また、年々
少しずつ資料の変更をしていますが、大きく変更
しないのは、より多くの認定講師が授業を担当
し、クラブ員全員が何らかの形で教室に関われる
ようにしているからです。同様の活動を行ってい
る他のライオンズクラブを見学し、大学生や高校
生の講師を育成など活動範囲を広げるのも必要
かと思います。しかしながら、我がクラブの現実
として年間数名の講師で担当し、寸劇の配役も同
様に特定のメンバーが演じています。これまでの
実績が認められ、ブラザークラブと合わせて毎年
多くの学校からオファーがあります。これらに答
えるためにも、今一度多くのメンバーのご理解と
ご協力をお願いしたいと思います。
0.27

2017.1

2017.9

.

桜井中6
学校に

て

て

学校に

鳥生小
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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

高知桜ライオンズクラブの
薬物乱用防止教室への訪問

2017.9.21

薬物乱用防止特別研修部会長

門田

健一

9月21日、薬物乱用防止特別研修部会として、
他クラブの情報を得るために高知へ訪問に行って

です。
講師の学生さんは、
「ダメ、ゼッタイ」という大

きました。偶然にも今治東ライオンズクラブの例
会と同じ日だったのですが、貴重な勉強の機会と
いうことで、L.近藤・L.井出・L.平野と私を含めた

学のサークルに所属しており、我々と同じく認定
講師養成講座も受講しています。講義内容もサー
クル内で試行錯誤しているようで、高知桜ライオ

4名で行かせてもらいました。
対象は、高知市立旭小学校の6年生65名。講師
は高知県立大学の学生3名で、
警察も協力して行っ

ンズクラブとしては、小学校→警察→ライオンズ
クラブという流れで受けた依頼をサークルと打合
せして授業を行っているそうです。

ていました。教室の流れは我々とあまり変わりま
せんが、学生2人の掛け合いで進めていく講義は
わかりやすく、教えているというより一緒に考え
る、といった様子で、年齢が子どもたちに近いの
で、親しみやすさもあって教室全体が柔らかい雰
囲気でした。それだけに、警察からのドラッグの
怖さを強調した語り口は、インパクトが強かった

いろいろ難しい問題もありそうですが、今治東
ライオンズクラブでも学生を巻き込んでの教室を
検討することはできると思います。今期中に他の
ライオンズクラブにも研修に行く予定ですので、
マンネリ気味の薬物乱用防止教室の内容を発展さ
せられるよう、新しい情報を仕入れていきたいと
思います。

㈱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。
－ 5 －

今治西高定時制校内生活体験発表会
2Rガバナー公式訪問
2017.9.2

2Rガバナー公式訪問
日時：9月2日（土）

午後2時より／場所：ホテルグランフォーレ

去る9月2日、2R地区ガバナー公式訪問が開催されました。
川辺ガバナーをはじめ徳島キャビネットより8名、2Rの地区役
員ならびに地区委員が18名、2R 17クラブの各会長ほかメンバー
83名と総勢109人での公式訪問となりました。
まず石川2R-RCより、歓迎の挨拶があり、続いて西原元地区
ガバナー・地区名誉顧問より、
「川辺さんは故武久国際理事に師
事し、その教えを正統に受け継ぐ最強のガバナーである」との
激励のお言葉がありました。替わって川辺ガバナーが、
「今年
度はライオンズクラブのメンバー全員で知恵を出し合い、それ
を行動に移していきましょう」と挨拶をされました。
各クラブ会長にオリジナルバナーの進呈、アワード表彰者の
発表のあと、今期の新入会員には特別に豪華な盾が進呈される
旨の報告がありました。
ガバナーからは、シカゴでの国際本部スタディツアーの参加
依頼、
「ウイ・サーヴ」の言葉には、団結の力、奉仕の力、行動
の力が込められていること、今期は特別委員会を全て廃止して
「スモールキャビネット」
を目指したこと、来る来年の地区年次
大会への参加要請や分科会が7つに増えることなどの報告があ
りました。また、年次地区大会の選挙を電子投票にする準備を
進めているそうです。そして、今年度の最大の懸案でもある、
ライフジャケット進呈の336-A地区全145クラブでの合同アク
ティビティについては、佐藤キャビネット幹事より、あらかじ
め予想された反論に回答するという形式で、かなりの時間を掛
けておこなわれました。
休憩をはさんで、各地区コーディネーターや私を含む地区委
員からの要望事項の伝達があり、最後に2R17クラブの各会長
より今期の方針やスローガン、事業計画案などの発表がおこな
われました。国際力強化を目指すアクティビティ、サッカー大
会、ブラインドダンス、九州北部豪雨支援、青少年セミナー、

阿部

国弘

遍路道清掃、オークションなどなど、各クラブそれぞれの特徴
があり、説明に熱が入り過ぎてかなり時間の圧した発表にはな
りましたが、川辺ガバナーは途中、質問なども返して熱心に聞
かれていました。
本当にあっという間に過ぎた充実した3時間でした。川辺ガ
バナーの真摯な姿勢と熱い情熱が体感できた、実りある地区ガ
バナー公式訪問でした。

㈲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/

いよ路サービス㈲
代表取締役

夏目

幹男

〒794-0059 今治市鯉池町1-1-22
TEL25-1919 FAX25-1920

素材と技が生きている瀬戸 訪問介護・障がい福祉（85名）
内の自然が生んだ伝統の蒲 ケアマネージャー（6名）小規模
鉾。安心 ・ 安全 ・ しあわせ （15名）で、生活をトータルでサ
をお届けする中村屋です。
ポートしています。
－ 6 －

今治西高定時制校内生活体験発表会
例会・今治くるしまライオンズクラブ25周年記念事業
2017.9.7

2リジョンチェアパーソンおよび地区委員訪問

9月7日の第一例会は、336-A地区2リジョンの石川リジョン
チェアパーソンをはじめ、GMT・GLT・FWT・会員会則担当の若
狭委員、青少年・LCIF・ライオンズクエスト担当の高原委員、

2017.9.21

9月第2例会

そして我がクラブから輩出している地区委員2名、さらには松
山南ライオンズクラブ元会長の近藤さんにご出席をいただき、
例会に花を添えていただきました。
例会は各委員の報告も多岐にわたり、また、今期地区の合同
アクティビティであるライフジャケット贈呈に関して、活発な
協議がなされました。この件に関して意見を求められた石川リ
ジョンチェアパーソンも、公的な立場、私的な立場の両観点か
ら丁寧な回答を行っていただきました。
バタバタとした例会ではありましたが、我がクラブの雰囲気
を少しは味わっていただけたのかなと思っています。

すが、こうしてリアルな実体験を聞くと、その使命感にもより
力が入る例会となりました。

9月21日の第2例会は、ゲストに「えひめダルク」
の村上代表と
支援会会長の射場さんをお迎えして卓話をいただきました。
村上さんは13歳で薬物を知ってしまい、約10年を刑務所で過
ごします。ですが出所してからは、ダルクと繋がり薬もやめて、
香川、徳島、愛媛と四国内に次々と支部を立ち上げられました。
そういうご自身の体験談を、明るく冗談混じりに話されていま
したが、精神病院入院と刑務所服役を繰り返した薬物依存の25
年間は、想像を絶するものだったろうと思いました。
続いて、薬物依存をやめさせるためには、反省でも決意でも
なく
「居場所」
であると支援課会長で弁護士の射場さんが話され
ました。
我がクラブも薬物防止の啓蒙活動に積極的取り組んではいま

2017.10.15

今治くるしまライオンズクラブ結成
25周年記念事業「時計」設置除幕式
幹事

10月15日(日)今治くるしまライオンズクラブ結成25周年記念
事業、吹揚公園東側駐車場「時計」設置除幕式に出席しました。
ぱらぱらと雨が降っているものの、
心配していたほどではなく、
今治くるしまライオンズクラブのメンバーの皆さんの日頃のお
こないの良さ、運の強さを感じました。
式が始まり、来賓紹介において、市長をはじめ市の要職の
方々、ライオンズクラブ2Rの役員の方々、そして2Zの各クラ
ブの3役の紹介がありました。他クラブは3役が揃って出席して
いましたが、我がクラブは今治くるしまライオンズクラブの親
クラブであるにもかかわらず、諸事情のため、私一人での参加
となってしまいました。後で、内外から強い指導もいただき、
もう少し慎重な対応をすべきであったと深く反省しておりま
す。記念式典が3月25日に開催されるとの事ですので、抜かり
なく、しっかり対応したいと考えています。

－ 7 －

木村

弘宣

さて、今治くるしまライオンズクラブ会長の挨拶の後、来賓
挨拶において、菅市長、関野第一副地区ガバナー、西原名誉顧
問のスピーチ。それぞれがそれぞれの立場でのすばらしい話を
いただき、いよいよ除幕式。肝心の時計のオブジェは、魚をモ
チーフにした大島石に、我がクラブメンバーの丸越時計店さん
が時計をはめ込み、周りの景観にもマッチし、設置場所も良く
考えたなと感心しました。場所は歩道と駐車場の境界に設置し
ています。
最後に全員で記念写真を撮り終了。式典の間我慢してくれて
いた雨も、式典が終ると徐々に強まり、午後からは大雨になっ
てしまいました。計画から準備までさぞかし大変であったと思
います。この天気も含め、関係者の心境を考えると頭の下がる
思いです。我々の45周年事業も幸運に恵まれたいものです。

ドネーション

メンバー近況報告
平成29年 9月7日

平成29年 9月21日
一信

阿部

国弘

篠宮

博幸

夏目 幹男
田窪誠一郎
山内

誓

村瀬

牧男

夏目

幹男

越智

人史

幹
会

●第二例会

先回の例会、たくさんのビジターが来られていたにもかか
わらず3役の2人が欠席してしまいました。申し訳ありませ
んでした。ドネーションします。
このたび、家族が増えました。とは言っても猫ですが。
片山さんの会社の方に譲っていただきました。先住の柴犬
となかなか仲良くなってくれませんが、長い目で見守って
いきたいと思っています。
9月16日（土）
、私が指導しているミニバスケットボールの
チームが、高知中央ライオンズクラブ主催のミニバスケッ
トボール大会に参加し、準優勝しました。来年は、優勝目
ざして頑張ります！！
会員増強賞ありうがとうございました。
村上様・射場様、本日はおこしいただき、貴重なお話あり
がとうございました。
10月22日、ルート88おへんろウォーキングおよび、前日準
備よろしくお願いいたします。また、当日は良い天気であ
りますように。
9/8 ～ 9/11韓国・珍島に行ってきました。そこで全羅南道
知事の（11/1）
愛媛県来訪の話を取り付けてきました。
孫2名（2年5年久枝小）新体力テストでそろってＡ級認定を
頂きました。
欠席しがちになりすいません！！仕事では徳島県神山で地

例 会 日
例 会 場
会
長
事
計

誕生日ドネーション
森田 恭治
（9/2）
越智 英年
（9/20）

●第一例会

336－A地区2R RC 石川 正人 様
336－A地区2R GMT・GLT・FWT・会則委員 若狭 努 様
336－A地区2R 青少年・LCIF・ライオンズクエスト委員 高原 章 様
336－A地区2R IT推進チーム2R担当 井出 幸彦 様
336－A地区2R MC・ライオンズ情報・地区誌・大会参加委員 阿部 国弘 様
松山南ライオンズクラブ 近藤 淳 様
髙橋 良幸
玉川ダムに恵みの雨でありますように。
渡邉
眞
9月に入って献血、薬物乱用防止教室とたて続けにご協力
ありがとうございました。次回は10月後半ですが、よろし
くお願いします！
矢野 昭利
暑い夏が過ぎようとしているのに、体重が3kg増えてしま
いました。食欲の秋になれば、どうなるのか？
篠宮 博幸
8月27日第31回北海道マラソンを坐骨神経痛と戦いながら、
何とか4時間40分39秒で完走しました。さわやかな気候と
広大な景色、そして美味を堪能してきました。次は、ケガ
を治して走りたいと思います！
田窪誠一郎
100周年記念会員増強賞ありがとうございました。
山内
誓
市民カッター大会ご協力ご参加どうもありがとうございま
した。お遍路ウォークもよろしくお願いいたします。
片山
昭
30年ぶりに店舗を改装しました。
夏目 幹男
8/19 ～娘家族と恒例のUSJに行って来ました。マリオット
ホテル（アベノハルカス40階）
の眺め感動でした。
井出 幸彦
石川リジョンチェアパーソンはじめ地区役員、委員の皆様
ようこそいらっしゃいました。近藤さん例会訪問ありがと
うございます。

真木

域貢献活動をしたりしています。できるだけ例会参加でき
るようにがんばります！！
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12月4日の講演会には、全員参加でよろしくお願いします。
出張なんでも鑑定団in新居浜に行ってきました。前回例会
で報告した通り、色々と『タンノウ』してきました。また、
先日我家に黒猫が迷い込んできました。飼うことにして『か
めた』
と名付けました。
10/27昼～鳥生小学校にて薬物乱用防止教室があります。
寸劇志望の方、よろしく参加の程、お願いします！
連続例会出席250回を達成することが出来ました！ 自分の
周りへの環境に感謝して300回目指します！！
9月26日、おかげさまで つぼ吉が10周年をむかえる事が
出来ました。飲食業界10年をこえているお店がわずか17％。
更に20年、30年とがんばります。
結婚してから60年になりました
（ダイヤモンド婚）♡

白石 浩二
（10/24）
〈71才〉
髙橋 良幸
（10/27）
樫田 憲和
（10/28）

今治市共栄町2丁2-20

弘

●第二例会

誕生日ドネーション

発 行 日
発 行 所

村

●第一例会

中村テール・ツイスターより扉の修繕を、頼まれています。
もう2か月以上たちます。もうすぐ行きます。
ライオンズクラブの歌の次に会長あいさつをとばしてしま
いました。
貸切バス安全評価認定制度で星を一ついただきました☆
今後も安全なバス輸送につとめます。
えひめ国体も後半戦です！がんばれチームえひめ！
国体、伊予銀行メンバーが出場した、男女のテニス、女子
ソフトボールで無事優勝することができました。応援あり
がとうございました。
3年ぶりに、愛媛マラソンの抽選に当たりました！ 10月は、
怪我のため3レースキケンして、11月から、練習がんばり
ます！！
広島カープ優勝しましたので
やっと息子が大学を卒業してくれました。人より年数はか
かりましたが、ひと安心。
（就活）も内定取れてるみたいで
す。
当方の店、丸五呉服店が今期で創業140周年を迎えました。
マイタウンに載りましたので、ドネーションいたします。
国体セーリング競技、天皇杯・皇后杯共に獲得しました。
賞状は私が印刷しました。
ルート88ウォーキング、多数のご参加、サポートでのご参
加大変ありがとうございます。
10/14よりニュージーランドに行きます。10/19第2例会は
帰国しておりませんので欠席します。

平成29年 10月19日
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