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題字はクラブ会長の揮毫

『We Serve ～われわれは奉仕する～』
『Service Activity is the key to Lions clubs』
『No try No change!』
『Wa(和)』
『新たな時代、深めよう奉仕の心』
『共感力』
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C O N T E N T S



会　長　本宮　光朗
　この度、第46代会長に就任することになりまし

た。日に日に責任の重さを感じていますが、歴代会

長ならびに諸先輩方が築いてこられた歴史と伝統を

尊重し、来る50周年に向けての新たなスタートの

年となるよう、会員のみなさまのご協力を得て一年

間努めて参りたいと思います。

　来年には平成から新しい年号に変わります。そこ

で、会長スローガンとして「新たな時代、深めよう

奉仕の心」、キーワードを「共感力」としました。継

続事業が多くなりマンネリ化している部分もあり、

クラブ運営や事業の見直しが必要となってきます。

アクティビティが自己満足に終わらず、相手にも感

じ取ってもらってこそ奉仕活動であると思います。

　幸いにも阿部幹事、片山会計はじめ、素晴らしい

役員、理事、委員長に恵まれスタートすることがで

きました。しかしながら、会員の減少にともない非

常に厳しい予算での運営に迫られています。会員増

強、IT活用、楽しい例会を柱とし、今一度原点に

戻り、議論しコミュニケーションを深め、クラブの

活性化を図ってまいりたいと思います。今期一年間

よろしくお願いいたします。

幹　事　阿部　国弘
　昨年度はリジョンの

代表ということもあり、

結構重責だった地区委

員がやっと終わったと

思いきや、次はクラブ

幹事という、さらに責

任重大な役職が待ち構

えておりました。

　４月から準備委員会、

各種会合への出席、スクール受講など慌ただしく過

ぎ、新年度に入ってからは、例会準備や理事会準備

など時間に追われる毎日です。仕事と両立できるの

かな？ と、いまから不安でいっぱいですが、健康

と体重に留意しつつ、平常心を保ちながら努めてい

きたいと思っています。ご指導ご鞭撻のほど、お願

い申し上げます。

会　計　片 山 　 　 昭
　昨年度は財務委員長

といいながら、ほとん

ど幹事の木村さんと会

計の真木さんに予算を

組んでいただき、よく

わからないままトコロ

テン式に会計を拝命し

ました。

　今年度会計になって

みて初めて、ライオンズクラブの仕組みやお金の流

れが多少わかってきました。昨年会員数が減少し予

算が大変厳しくなってきています。今年度は会費の

内訳を変更し、運営費を増額することにより何とか

予算を組む事ができましたが、厳しいことに変わり

はありません。まずは会員数の増加が求められてい

ます。また、国際協会の方針も毎年のように変わっ

てきており、各クラブも変化することが求められて

いるようです。微力ながら本宮会長を支えていきま

すので、皆様方のご協力よろしくお願いいたしま

す。
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会員委員長　田窪　誠一郎

　このたび会員委員長を拝命いた

しました。会員委員長の役割はい

くつもありますが、やはり一番大

きな役割は会員増強にあります。

将来的にクラブを維持向上し、心

からの奉仕で貢献するために会員の退会を防ぎ、会

員の数を維持し増加させる意識を持って（委員長ス

クールの資料より）今年度は、純増３名、退会者ゼ

ロの目標に向かって日々取り組んでいきたいと考え

ています。

　メンバーのみなさまには、どうぞ１年間ご指導、

ご協力、新会員の紹介をよろしくお願いいたしま

す。

ライオン・テーマー　樫田　憲和

　おきらくに頑張ります。本来あ

がり症のわたしに、とうとうこの

時が来たかという感じです。還暦

も近くなり日に日に滑舌が悪くな

りだした今日このごろ、みなさん

の前で上手に話せるか不安で一杯ですが、自分なり

に、肩の力を抜いてがんばりたいと思います。この

１年間どうぞよろしくお願いいたします。ちなみに

「おきらく」とは決して手を抜くということではあ

りません。

2R-2Z ZCA　平野　義文

　今年度、近藤嘉男ゾーンチェア

パーソンのアシスタントを仰せつ

かりました、平野義文です。もち

ろん初めての役なので、何をした

らいいのか？　不安で一杯です

が、近藤ZCのご迷惑にならないように、目の前の

仕事をひとつひとつクリアしていきたいと思いま

す。スムーズな運営を目指し、一年間がんばってい

きますので、本宮会長をはじめサポート委員会、そ

してメンバーのみなさまのご協力よろしくお願いい

たします。

IT推進チームリーダー　井出　幸彦

　今年度はIT推進チームリーダー

とキャビネット副幹事を拝命させ

ていただきました。

　重責に緊張しておりますが、仕

事は待ってくれませんので、がん

ばってまいりたいと思います。今後共、みなさまの

ご協力をお願いいたします。

テール・ツイスター　福本　琢美

　このたび、テール・ツイスター

のお役をいただきました、福本で

ございます。本来ならクラブを退

こうと考えておりましたのに、本

宮会長の甘い言葉にうまく丸め込

まれました。ですが、これが最後のお役だと思い一

所懸命働かせていただきます。

　さて、クラブ付則第３条、役員の任務８項にテー

ル・ツイスターは適切な余興やゲームを行い、会員

に「ファイン」を上手に課すことによって会合の調

和、友好、活気を促進する。テール・ツイスターの

ファインを課す決定はいかなる規制をも受けない。

また、我がクラブ内規第12条ファイン及びドネー

ションに、ファインは１回500円までとし、同一例

会では２回を限度とする。

　以上よろしくお願い申し上げます。

2R-2Z ZC　近藤　嘉男

　このたび、はからずも自らの力

不足を顧みず2R-2ZのZCをお引

き受けすることになり、責任の重

大さを痛感し身の引き締まる思い

です。いまは単一クラブについて

も会員増強、退会防止とたいへん厳しいのが現状で

す。

　関野ガバナーのスローガン「No Try No Change」

とキーワード「Wa（和）」を十分理解するととも

に、ZCとしてキャビネットと2Z各クラブのパイプ

役ができればと思います。

　この１年間、アシスタントの平野さんをはじめク

ラブのみなさまのご協力をよろしくお願いいたしま

す。
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MC委員長　尼田　純子

　この度、MC委員長を拝命いた

しました。会報誌やSNSなど様々

なツールを駆使して、日々の活動

や取り組みをさらに対外的に発信

していくことで、一人でも多く一

歩でも広く活動の輪が広がっていけるのではないか

と思っています。とはいえ機械やインターネットは

苦手です。みなさまに助けていただきながら、一年

間がんばりたいと思います。ご指導ご協力のほどよ

ろしくお願いいたします。

財務委員長　山岡　将人

　今期も厳しい資金難となってお

ります。事業資金の獲得のために

いろいろと考えてはおりますが、

一番はなんといっても会員が増え

ることにあります。みなさんの協

力をいただきながら、高価で美味しいカレーを売ら

なくてもすむよう努力してまいる所存ですのでよろ

しくお願いいたします。

出席委員長　壷内　和彦

　５月に次期の出席委員長依頼の

お話をいただいたとき、ここ最近

出席率の悪い僕がいいのだろう

か？ と思いつつも、わざわざお

店にまで足を運んでいただいた、

次期幹事のお願いに「ハイ！ 喜んで！ 」と気が

付けば声にしていました（笑）。まー、あいかわら

ず NO と言えない性格だとつくづく感じました。他

のメンバーが助けてくれるだろうと安易な考えのも

とですが、心強い越智英年さんや同じ飲食店仲間の

田中副委員長さんにしっかりと甘えながら、使命を

全うしていきたいと思います。

　色々と考えた末に前期の合同例会での出席率の悪

さを踏まえ、今期は100％例会を４回という大きな

目標を掲げております。委員会メンバーで連携を取

りながら、しっかりとがんばってまいりますが、メ

ンバーひとりひとりの協力あっての目標達成となり

ますので、是非ともよろしくお願い申し上げます。

青少年育成委員長　山内　　誓

　今年度、青少年育成委員長を拝

命いたしました山内です。今期

は、あすなろ学園や今治西高定時

制、明徳短期大学の生徒さん学生

さんや先生方と様々な行事を通じ

ての交流をさらに深めていきたいと思います。

　それに加えて今年開学した、岡山理科大学獣医学部

に対しても、学園祭等の大学の行事、ライオンズクラ

ブの各種アクティビティ、大学への出張例会、講演会

の依頼などを通じて、多方面での交流を計画していき

たいと思います。将来レオクラブを創設できるとすれ

ば大学等の団体が中核になろうかと思います。

　16歳のときから今と同じ声（本当ですよ）の本

宮会長にひたすらついていくのみです。メンバーの

方々ご協力よろしくお願いいたします。

保健委員長　矢野　和弘

　初めての委員長として、至らぬ

ところも多々あると思いますが、

今後の委員会活動も「We Serve」

の精神でがんばっていきたいと思

いますので、みなさまのご指導と

ご協力をよろしくお願いいたします。

環境・社会福祉委員長　越智　人史

　このたび、環境・社会福祉委員

会の委員長に就任させていただき

ました越智人史です。今治東ライ

オンズクラブに入って、初めて委

員長をさせていただきます。今年

度、初めてのクラブ活動もある予定です。周りには

たくさんの諸先輩方がいらっしゃいますので、教え

ていただきながら勉強していきます。至らないとこ

ろも多くあると思いますが、なにとぞよろしくお願

いいたします。

計画委員長　門田　健一

　今期、計画委員長としまして

は、「楽しい例会」「敷居の低い例

会」を考えております。委員長ス

クールの資料には、「受け継がれ

てきた伝統は重んじられています

が、ほとんどは義務ではありません。それぞれのク

ラブに合わせてリニューアルしてみましょう」と

いったことが書かれていました。また、会長からも

自分のカラーを出すように、と言われていますの

で、それを念頭に１年間がんばっていきます。

　さっそく、夏には家族例会を計画しています。家

族みんなが参加しやすいよう、敷居をできるだけ低

くしたいと考えていますので、ご協力お願いいたし

ます。

　注目の新設大学や新しいクリーンセンターでの出

張例会も予定しています、例会を楽しんでもらえた

ら幸いです。どうか、よろしくお願いいたします。
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2018.6.21 最後のお勤め 前計画委員長　越智　祥文

　６月21日（木）、ケーオーホテルにおいて最終例

会をおこないました。計画委員会もこれが最後の企

画、進行の場となります。通常例会では、引き継ぎ

行事など三役交替も無事終えることができました。

久保会長、木村幹事、真木会計、本当に一年間お疲

れさまでした。

　懇親会では、委員会別のテーブルを用意し、メン

バーのみなさんに一年間の労をねぎらってもらおう

と、委員会ごとに知恵を出し創ってもらったゲーム

に、全員が参加し、懇親会の場の雰囲気を盛り上げ

ていただきました。委員長のみなさんには勝手なお

願いを押し付け、本当に申し訳ございませんでし

た。また、ケーオーホテル様には、例年にないほど

のたくさんのお土産を頂戴しありがとうございまし

た。

　久保丸の船出から帰港まで、計画委員会として不

手際なところも多々ありましたが、乗組員のみなさ

まのご協力でいい船旅となりました。

　次期の本宮丸の船出に期待を

し、下船いたします。いい旅を

ありがとうございました。

－ 5 －

最終例会報告



2018.6.19 薬物乱用防止教室　吹揚小学校
前保健委員長　渡邉　　眞

　６月19日に前年度最後の薬物乱用防止教室が吹

揚小学校にて行われました。新しい小学校で初めて

の開催であり、私ども保健委員会が担当する最後の

教室でもあったためか、16人ものメンバーの参加

がありました。

　当日は参観日ということで、学校との打合せや寸

劇の段取りなど、いつも以上に慎重になりました

が、篠宮講師のアドリブのきいた進行や参加いただ

いたメンバーの応援？ のおかげで無事に終えるこ

とができました。ありがとうございました！

　薬物乱用防止教室の新しいカタチには程遠い状態

でしたが、一年間経験したことを今期の新しい保健

委員会へ協力を惜しまず、充実した内容にできるよ

うに引き続き参

加しようと思い

ます。

　頼りない委員長でしたが、ベテラン委員の助けに

より何とか保健委員会を引き継げました。参加して

いただいたメンバーの方々、ありがとうございまし

た！

　 新会員紹介

新会員　海 原  泰 治

1959年8月生まれ（58歳）

奥様とふたり暮らし

　今治常盤町郵便局の海原泰治です。仕事の大先輩

である、渡辺一夫もと蒼社郵便局長の勧めでこちら

のクラブを知ることとなり、このたびご縁があって

入会することになりました。

　当地に赴任してから40年が過ぎ、そろそろ定年

を迎える年月を重ねてまいりました。その間、地域

のみなさまには公私ともに大変お世話になりまし

た。郵便局人生の集大成として、自分にできること

でなにかお役に立てることがあればという思いから

入会を決断しました。

　ライオンズクラブのことはなにひとつわかりませ

んので、みなさまのご指導ご鞭撻をよろしくお願い

いたします。

うみはら た い じ
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2018.5.17 春の叙勲
　平成30年春の叙勲で、福本琢美さんが長年の市

議会議員活動の功績を認められ、旭日小綬章受賞の

栄誉に輝きました。

　「旭日小綬章」は日本の勲章の一つで、旭日章６

つのなかで４番目に位置するそうで、以前は勲四等

旭日小綬章と呼ばれていました。今年の受賞者では

タレントの北野武や将棋の加藤一二三などがいます。

　福本さんからは、「議員生活を振り返って」とい

う題目で半生を語っていただきました。本当におめ

でとうございました。

きょくじつしょうじゅしょう きょくじつしょう

2018.6.7 ガールスカウト
　６月７日の第１例会で、ガールスカウト愛媛県第

６団リーダーの村上ゆかりさんと、監事の千葉淑姫

さんがゲストとして参加してくださいました。

　ガールスカウトは、100年前にイギリスで発祥し

たそうです。現在、国籍・人種・宗教の違いを超

え、150の国で約1,000万人の会員が活動する、世

界最大の少女と女性のための団体だそうです。そし

て、日本では約４万人の女性が活動しているとのこ

とでした。

　愛媛県支部では「教育はすべての少女と少年の未

来への扉をひらく」のスローガンのもと、アルミ缶

を集めたお金でミャンマーのアマカピーインダイン

小学校に文房具を贈る活動をメインに活動している

そうです。

　わがクラブでも、なにか応援ができないか、青少

年育成委員会で検討をすすめていく方針です。

2018.6.7 ガバナーズ・アワード
　６月第１例会において、徳島キャビネットより、

ガバナーズ・アワード表彰として、クラブ会報誌優

秀賞に金賞が、薬物乱用防止活動賞に優秀賞が贈ら

れました。

　また、ガバナ－感謝状表彰をIT推進チームの井出

さんと、MC・ライオンズ情報・地区誌・大会参加

委員の阿部さん、100周年記念・会員増強賞を野間

さんと箱﨑さんが授与されました。みなさんおめで

とうございます。そして、お疲れさまでした。
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平成30年 6月21日　●第二例会
田窪誠一郎 三役の皆さん１年間ごくろうさまでした。

門田　健一 お任せいただいておりました横断幕が完成しました。

後ほど、ご覧ください。

篠宮　博幸 また、無事に一年間連続例会出席ができました！！ 

いつまで続くか、がんばりまーす！

渡邉　　眞 先日の吹揚小の薬物乱用防止教室には、多くのメン

バーに参加していただきありがとうございました。７

月以降も、すでに開催が決まってますので、ご協力を

お願いします！

髙橋　良幸 １年無事に出席できました。

壷内　和彦 先週末の梅酒大会7000人もの来場者に恵まれ盛大に開

催できました。来てくださったみなさま、ありがとう

ございます。

山内　　誓 メンバーの方々、１年間大変お世話になりました。

久保　智秀 ６月６日、36回目の結婚記念日でした。

山岡　将人 ７月８日よりロシアハバロフスクに行きます。

井出　幸彦 今期はITの地区委員、来期委員長をやらせていただき

ます。よろしくお願いいたします。

三役（久保・木村・真木）    

一年間、本当にありがとうございました。

誕生日ドネーション

片山　　昭（５月10日）　　平野　義文（５月15日）

誕生日ドネーション

越智　人史（４月21日）　　渡辺　健三（６月６日）

小笠原　斉（６月15日）

平成30年 5月17日　●第二例会

平成30年 6月7日　●第一例会
田中　秀彦 クラブ会報誌の表紙に載るという栄誉に浴しましたの

で、些少ではございますかドネーションいたします。

中村　省司 昨日、結婚30周年を迎える事ができ、また夜には久し

ぶりに夫婦で、以前我がクラブにも来ていただきまし

た、越智大輔さんのトロンボーンコンサートに行って

きました。

田窪誠一郎 梅雨になりました。

渡邉　　眞 ６月19日(火)恐らく、今期最後の薬物乱用防止教室が

吹揚小学校であります！ ぜひお願いします！

篠宮　博幸 ５月27日　第41回小豆島オリーブマラソン全国大会

ハーフの部なんとか完走しました。自身20回目の挑戦

でしたが、１時間53分29秒で連続２時間切り達成しま

した。次は、秋のマラソンに向けてがんばります！！

野間　道博 バッヂいただきました。

髙橋　良幸 ガバナーズアワード、クラブ会報誌優秀賞をいただき

ました。全てのみなさまに感謝です。

箱﨑　誠二 100周年記念、会員増強賞ありがとうございました。

片山　　昭 事業資金獲得事業の商品のお届けが、７月の例会に

なってしまいました。申し訳ありません。

山内　　誓 委員会の方々、今治東ライオンズクラブメンバーの

方々、年間を通じてのご協力ありがとうございました。

壷内　和彦 今月16日、17日毎年恒例となりました、ワールドプラ

ザで開催いたします梅酒大会！！ 今年は7,000人を目

標に、地域活性につとめていきます。ぜひ遊びに来て

ください。

小笠原　斉 出席委員長を１年間無事勤めさせていただきました。

ありがとうございました。最終例会は100％出席で、

お願いいたします。

田窪誠一郎 13日は姫坂のおまつりでした。雨でしたが、最後まで

神輿をかきました。がんばりました。

篠宮　博幸 ５月３日第27回愛媛西予朝霧湖マラソンハーフ、何と

か完走しました。次は、５月27日小豆島オリーブマラ

ソン全国大会ハーフです。がんばります！！

山岡　将人 ６月１日より韓国済州島に行きます。

村瀬　牧男 ４月28日、半島四国八十八ヶ所にご支援ご協力ありが

とうございました。

山内　　誓 半島四国クリーンウォーキングご協力ありがとうござ

いました。

片山　　昭 ドバイで非日常を体験してきました。片道10時間以上

２泊５日の旅はハードでした。

夏目　幹男 ４年振りで黒字決算ができました。地域全部に感謝。

福本　琢美 賞をいただきました。
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