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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



会　長　久保　智秀

　新年、あけましておめでとうございます。

　みなさまはどのような新年を迎えられましたか。新

しい年に新たな思いを胸に一年をスタートされたこと

と思います。

　45周年を迎えた今年度も、みなさまのご協力で昨年

末にメインアクティビティの記念講演を無事終えるこ

とができました。月日が経つのは早いものであっとい

う間に半年が経ち、折り返し地点までくることができ

ましたが、まだまだあと６か月、２月の記念例会に向

けて準備を進めていただいています。全員心をひとつ

に周年行事が完結できますようお願いいたします。

　45周年を機に、また新たなスタートを切った今治東

ライオンズクラブにとって、将来を見据えた素晴らし

い一年になることを心からお祈りし、新年のご挨拶と

させていただきます。

　本年もよろしくお願いいたします。

年男挨拶

門田　健一

　あけましておめでとうござい

ます。

　思い返せば、わたしが今治東ラ

イオンズクラブに入会したのも戌

年でしたし、空手を始めたのも戌年でした。

　何かを始めるには良い年なのかもしれませ

ん。この一年、犬のように走り回って考えたい

と思います。

白石　浩二

　６回目(最後かな？)の年男。

一日一日を楽しく元気で過ごし

ます！

箱﨑　誠二

　今治東ライオンズクラブに入会して、早

いもので足掛け20年になる今年、２回目の

年男の挨拶を依頼されました。

　さて、今年は戊戌（つちのえいぬ）。戊

は十干で陽の土　戌は干支で陽の土で比和。

比和とは、同じ気が重なると、その気が盛んになるとい

う意味で、結果が良い場合は更に良くなりますが、悪い

と更に悪くなるということだそうです。

　今年は還暦の年。良い一年にするために、過去の失敗

にクヨクヨせず、成功にも囚われず、改めて『０』からの

スタートとして前向きに何事にも積極的に取り組んでい

きたいと思っております。よろしくお願いいたします。

福本　琢美

　年男については２回目になる。たしか

前回は将来の夢を描いたように思うが。

　さて、我がクラブの先輩方に会うたびに

思うことは、

①何かにつけて意欲をもたれている。

（マージャン、ゴルフ、ドライブ、トラベル、etc）

②一年、一年の目標を持たれている。

　そこで、72才になった私の目標はまず、喜寿を基点に折

り返し、５年間に何をしておくのか、じっくり考えてやり

残しのないようにしておきたい。雪と欲はつもる程道を忘

れるといわれるが、生きる欲はつもるばかりである。

近藤　嘉男

　新年明けましておめでとうご

ざいます。

　今年は６回目の戌年を迎える

ことになりました。60歳の還暦

は過去のものになり、70歳の古希もあっという

間に過ぎました。人生は長くて短いものです。12

年後の７回目の戌年をめざして有意義に元気で

迎えたいと思います。

新年の挨拶
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今治西高定時制校内生活体験発表会45周年記念事業

　今治東ライオンズクラブ結成45周年記念

事業として、12月4日（日）14時より、今治

市公会堂において、講師内谷正文さん、ア

シスタント宮田正広さんをお招きして、薬

物依存症をテーマとした講演会を、市内中

学校９校の２年生（生徒905名・先生方70

名）を迎え、開催いたしました。

　久保会長肝煎りで実現した今回の講演会

ですが、これは自ら薬物を体験し、今その

薬物依存と真正面から向き合っている、内

谷さんにしか表現できないこと、我々には

語ることのできない本当の薬物の恐ろし

さ、薬物とはどういうものなのかというこ

45周年記念講演部会長　田窪　誠一郎

とを、子どもたちに、また我々メンバーに

も直接見て聞いて感じてほしかったからで

す。

　一人芝居については、大人にも分かりづ

らかったので、子どもたちは理解できただ

ろうか、体験談についてもちゃんと伝わっ

ただろうかと、心配していましたが、子ど

もたちの感想文からしっかりと内谷さんの

思いが伝わったということが分りました。

　そして講演会を締めくくる会場全員での

「薬物乱用は、ダメ。ゼッタイ。」のコー

ルが子どもたちの心に強く届いたと感じ、

講演会の目的を達成できたと確信しており

ます。

　最後になりましたが、ご後援をいただき

ました、今治市、今治市教育委員会、今治

警察署ならびに各報道機関のみなさま、そ

してなによりもご参加くださいました、中

学校のみなさま、本当に感謝しておりま

す。そしてクラブメンバーのみなさんのご

協力にも、心から感謝しつつ、簡単ではご

ざいますが講演会のご報告とお礼のご挨拶

とさせていただきます。ありがとうござい

ました。

2017.12.4 　　  45周年記念講演報告
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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

薬物乱用防止教室参加人数

11月30日(木) 常盤小学校　6年生 81名、メンバー11名

12月11日(月) 富田小学校　6年生112名、メンバー 8名

12月18日(月) 波方小学校　6年生 50名、メンバー 7名

2017.11.30

常 盤
小学校

2017.12.18

波 方
小学校

2017.12.11

富 田
小学校
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今治西高定時制校内生活体験発表会2R親善スポーツ大会

　　篠宮　博幸

　向かうところ敵無し!! 来期は今治開催。今治同

士の決勝戦、楽しみに!!

会　長　久保　智秀

　８年前の連覇が途切れた時の最後のサーブミス

は一生わすれることはないと思います。

　また一つ、夢であった、現役で、会長で、七連

覇。皆さんの力で達成することができました。心

より、感謝、感謝、感謝!!　バンザ～イ!!

事務局　塚本　真紀子

　とても頼りになるチームのみなさんとの日ごろ

からの練習の成果で七連覇することができまし

た。いつも楽しく参加させていただいています！ 

ありがとうございます。

2Rスポーツ大会七連覇に一言！

　　阿部　知永子

　七連覇って、簡単にできることではありませ

ん。日ごろのたゆまぬ練習で培ったチームワーク

で勝ち取った勝利です！

　　門田　健一

　頭の中はすでに八連覇したことを妄想していま

す。

　　寺町　　陽

　みごと七連覇をかざることができて良かったで

す!!　Ｂチームのみなさま、長時間応援いただき

ましてありがとうございました。

　　箱﨑　誠二

　今年も良かったよかった。
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今治西高定時制校内生活体験発表会広島フェニックスライオンズクラブ訪問・腕木式昼間潮流信号機除幕式

　他クラブの訪問は、今回が二回目でした。前回は

今治中央ライオンズクラブさんの例会にちょこんと

座ってただけでしたが、今回は違います。薬物乱用

防止教室に保健委員長として参加させていただきま

した。しかも先進クラブの視察！ 仕事は繁忙期でし

たが、この機会を逃すものかと（笑）、先輩方３名と

ご一緒させていただきました。

　当日の天候や市内北部の小学校とのことで少し心配

でしたが、快適な車の上、４ＷＤ＋スタッドレスの完

全装備で予定通りに到着。普段の例会とは違い、限ら

保健委員長　渡邉　　眞

れた車中で、みんなでライオンズクラブや薬物の教室

について熱く語り（笑）、２時間余りがアッという間で

した。

　教室は、大学生が講師役を務めていて、我がクラブ

とは違った新鮮さを感じることができました。また、

一度解散したにも関わらず、広島フェニックス横路会

長から連絡をいただき、じっくりとお話を伺えたこと

は何よりの収穫でした。今後の教室運営に貴重な経験

をさせていただきました。内容に関しましては、特別

研修部会より報告させていただきます！

2017.12.19　　  広島フェニックスライオンズクラブ訪問

　11月2日、午前11時から

今治ライオンズクラブさ

んが主催された、腕木式

昼間潮流信号機の除幕式

に三役の一人として参加

させていただきました。

　その日は早朝例会も、

はーばりーで行われまし

たので、半日その場にい

た感じでした。式典も市

長をはじめ、RC、ZCのメ

ンバーも出席され、粛々

会　計　真木　一信

と行われました。

　来島海峡が日本三大潮流のひとつであり、来島海峡

の中央に位置する中渡島にこのような信号機が存在し

たことすら知りませんでしたが、来島海峡の歴史に触

れることができ、

意味あるひととき

を過ごすことがで

きました。中渡島

は母方の先祖とゆ

かりのある島でし

たので何かの縁を

感じました。

2017.11.2 　　  腕木式昼間潮流信号機除幕式
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今治西高定時制校内生活体験発表会OSEALフォーラム

　今年、MCの地区委員を引き受けましたが、同時に

「大会参加」委員でもあり、自分で参加しないのは役

職放棄でもあると、思い切って参加を決めました。

　台湾２日目、会場である「高雄巨蚕（高雄アリー

ナ）」に到着。ドーム内を埋め尽くした、約25,000名

のアジア地域のライオンが開式を待っています。やが

て13時を少し過ぎたころ、賑やかな音楽と照明で、台

湾の神様を模倣した大きな人形が登場し、OSEAL

フォーラムが開会しました。太鼓演奏と雑技団による

アクロバティックな踊り、ボーカリストによる歌の披

露、大型スクリーンに映し出させる台湾各地域の景色

やライオンズクラブの面々。その間に、大会役員や各

国の地区ガバナー、国際理事が続々と花道を通って入

場してきます。最後に国際会長のナレシュ・アガワル

氏が登壇し、オープニングパレードは終了しました。

　大会実行委員長の挨拶に続き、国際会長がスピーチ

で、東洋東南アジアの団結力の強さと実行力に敬意を

表されました。

　続いて、高雄市長 陳 菊氏、台湾総統（大統領） 蔡 

英文氏の歓迎の挨拶がありましたが、お二人とも女性

でした。ライオンズクラブ国際協会も第一副会長は女

性です。今後ますます女性が活躍する時代と社会を実

感しています。

　これからの100年を誓う気球が打ち上げられ、お祭

りで使う着ぐるみ人形のダンスパフォーマンスのあ

と、会場全員で「I LOVE LIONS」を合唱して開会式は

16時過ぎに終了しました。

　そのあと、会場を林王宮に移したジャパンナイトに

も招待していただき、国際理事候補者の激励に訪れた

　　阿部　国弘

国際会長をはじめ、元国際会長から第二副会長まで

錚々たるメンバーを目の当たりにしました。

　会場を台南擔仔海鮮餐廳へ移し１日を締めくくる

MD336の夕べが開催されました。再来年はこのOSEAL

フォーラムが、日本、さらにはわが複合地区、広島で

開催されることが決まり、参加メンバー全員で協力と

成功を誓い合いました。

　ツアー日程の都合で、閉会式には出席できませんで

したが、実りのある初OSEALフォーラム参加でした。

お祭り的な要素も強く感じましたが、アジア地域のラ

イオンズパワーに圧倒された４日間でした。実に30年

ぶりの海外旅行で、暑かったり、寒かったり、お風呂

のお湯が出なかったり、携帯が容赦なく掛かってきた

りと、楽しくも疲れ果てた台湾遠征でした。駆け足で

したが、故宮博物院の見学もできました。ただ、帰っ

た後に机の上が玉山になっていようとは知る由もあり

ませんでしたが…

2017.12.4 　　  第56回OSEALフォーラム

－
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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 12月21日　●第二例会
篠宮　博幸 12月19日（火）広島フェニックスライオンズクラブの薬物

乱用防止教室を見学させていただきました。大学生が講

師で新鮮でアットホームな教室でした。勉強したことを

生かしていきたいと思います！！

渡邉　　眞 今年も薬物乱用防止教室、献血に、ご協力ありがとうござ

いました。来年は1/16 大三島小学校からです。よろしく

お願いします！

大澤　宅也 髙橋MC委員長すいませんでした！

木村　弘宣 髙橋さんすみません。

髙橋　良幸 上半期の会報原稿ありがとうございます。下半期も喜んで

原稿を受けていただきますようよろしくお願いします。

久保　智秀 12月4日記念講演の記事がマイタウンに掲載されました。

菅波　　宏 忘年会、ご利用いただきまして有難うございました。

山内　　誓 平成29年、メンバーの方々には、大変お世話になりました。

夏目　幹男 第一例会、自社の忘年会と被っていたため忘れてしまい

ました。忘年会の方は、楽しく賑やかに実施できたのでド

ネーションし、反省します。

誕生日ドネーション

谷口昭太郎（11/10）　気持ちは58才のつもりで

　　　　　　　　　 頑張ります。

箱﨑　誠二(11/14)　　　越智　祥文（11/17）

近松　徹也（11/20）　　　近藤　嘉男（11/27）

誕生日ドネーション

菅波　　宏（12/7） 　　　久保　智秀(12/16)

平成29年 11月16日　●第二例会
中村　省司 全日本大学駅伝で母校、神奈川大学が20年ぶり3度目の優

勝をしました。正月が楽しみになりました。神奈川のエー

ス鈴木健吾君は愛媛（宇和島）出身です。

渡邉　　眞 11月30日！ 月末ですが、常盤小学校の薬物乱用防止教室

よろしくお願いします。講師は髙橋さんです！

篠宮　博幸 ゲガもほぼ完治したので、2R親善スポーツ大会は、優勝

めざして頑張ります！ ついでに、8月北海道マラソンの

結果が新聞号外にのりましたので、ドネーションしま

す！！

片山　　昭 29日（水）のあいテレビ「夜まち」という番組でサイボウズ

社のボウズマンと行くというコーナーで、1分間しか放送

されませんが当社が紹介されます。

阿部　国弘 左ひざと右ふくらはぎの痛みがとれず、2R親善スポーツ

大会に参加できません。すいません。明日からOSEAL

フォーラム参加で台湾に行ってきます。

山内　　誓 ルート88クリーンウォーキングエントリーおよびお接待

チームのエントリー大変ありがとうございました。

山岡　将人 11/16よりマカオに行きます！ 21日に帰国します。

バレーボール同好会

 2R親善スポーツ大会、7連覇を達成しました。Bチームも

1勝しました。一年間の練習の成果です！

井出　幸彦 OSEALフォーラムで、2011年にYCE生として来たタン・

スー・ヤン君のお父さんに会いました。大変うれしかっ

たのでドネーションします。

壷内　和彦 11月25・26日、B-1グランプリ西日本大会in明石において

今治焼豚玉子飯世界普及委員会がみごとゴールドグラン

プリに輝きました。念願のゴールド！！ ありがとうござ

います。

髙橋　良幸 45周年記念講演、お疲れさまでした。内谷さんのホーム

ページに早々と紹介されていました。

田窪誠一郎 先日の内谷さんの記念講演！ 無事終えることができま

した。みなさまのご協力に感謝して。

渡辺　　望 今治東ライオンズクラブ結成45周年記念講演会、お疲れ

さまでした。打上げ会二次会まで年甲斐もなく参加させ

ていただきました。ありがとうございました。

小笠原　斉 2R親善スポーツ大会V7おめでとうございます。その場に

いれただけで光栄です。それと、研修会、西原地区名誉顧

問のお話し大変役に立つ話でした。記念講演も大変勉強

になりました。

久保　智秀 みなさんのおかげで、45周年記念講演、無事終えることが

できました。また、11月の2R親善スポーツ大会では7連

覇、B-1グランプリ西日本大会では、ゴールドグランプリ

を受賞しました。

本宮　光朗 先日の45周年記念講演、お疲れさまでした。各学校からも

「良かったです」とのお言葉をもらいホッとしています。

又、当日のニュースで皆さんを代表してアップで映ったそ

うです。残りの記念誌、記念例会よろしくお願いします！

平成29年 12月7日　●第一例会
渡邉　　眞 12/11 富田小、12/18 波方小、共に月曜日のお昼からです

が、薬物乱用防止教室、よろしくお願いします！！

大澤　宅也 12月4日はお疲れさまでした。来年2月15日が記念例会が

あります。よろしくお願いします。

篠宮　博幸 LC45周年記念講演の最後、閉会の挨拶と「ダメ。ゼッタ

イ。」コールをさせていただきました。副実行委員長とし

て、唯一の仕事でしたが、1,000人を超える人数でのコー

ルに感激しました！！

中村　省司 先日の記念講演会は主業のため、欠席させて頂きました。

申し訳ございません。50周年に向かって皆様の活躍を祈

念してドネーションさせていただきます。

片山　　昭 初孫が生まれました。かわいい女の子です。

真木　一信 45周年事業、今治東ライオンズクラブメンバーのみなさ

ま、お疲れさまでした。今治東ライオンズクラブの歴史の

里程標となる事業だったと思います。ありがとうござい

ました。

木村　弘宣 45周年記念事業が無事終わりました。ご協力ありがとう

ございました。また本日もツイスターの時間が充分にと

れませんでした。中村さん、申し訳ありません。
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