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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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9月第二例会は岡山理科大学獣医学部今治キャンパ

スでおこない、学部長の吉川先生の講話や学食体験、

施設見学など、今までにない例会でとても新鮮な感覚

でした。

大学の見学は、岡山大学や修道大学、島根大学など

いくつかは行ったことがあったのですが、一期生のみ

の大学はこの先も中々携わることはないと思います。

また、講話の中で最も印象の深かったのが、無単位授

業の取り組みを生徒の発案からおこない、島しょ部で

イノシシの生体や解体に関わることによって地域密

着を自らおこなっていることでした。近未来の獣医の

取り組みやライフサイエンスなど、現日本の最先端を

行く獣医学部が今治にでき、そこから世界に発信して

いく物事は、大きな未来と期待を感じました。

12月2日におこなわれる学祭も諦めていた学校側の

考えと裏腹に、学生たちが開校からおこなわないと意

味がないと立ち上がった話は凄く感銘を受けました。

様々な風評被害があった大学だけに、子どもたちの地

域に対する気遣い、そ

して一期生だから自分

たちで作っていくとい

う意気込みを感じ、ラ

イオンズでも個人でも

少しでも共に地域を盛

り 上 げ て い け れ ば と

思った実りある例会で

した。

2018.9.20 岡山理科大学獣医学部今治キャンパス　移動例会
出席委員長　壷内　和彦
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2018.9.2 第1回目 献血アクティビティ報告
小笠原　斉

9月2日（日）、快晴の天気のもと、今年度第1回目の

献血のアクティビティをイオンモール今治新都市店に

ておこないました。懐かしの味「峠のアイスクリン」を

用意し、献血希望者を募りました。また、当日は今治

明徳高校矢田分校の生徒さんにも協力をお願いし、呼

び掛けなどのお手伝いをいただきました。

その甲斐もあり、採血希望者104名、採血者90名とい

う、夏場にしては優秀な成績を残すことができました。

この日はFC今治とのコラボ企画ということで、FC

今治にちなんだグッズの抽選もおこないました。また、

献血会場上の、ありがとうサービス夢スタジアムでは

ホンダFCとの熱戦が繰り広げられました。残念なが

ら力及ばず惜敗を期しましたが、その後の奮闘でこの

会報誌が発行されるころにはJ3昇格を決めていること

でしょう。

まだまだ残暑厳しく、灼熱の太陽が照りつける中、

協力いただいた34名のライオンズクラブメンバーに感

謝を申し上げ報告といたします。

2018.10.12 鳥生小学校 薬物乱用防止教室
前保健委員長　渡邉　眞

矢野委員長の適切な段取りのもと、毎回出席の近藤

さんをはじめ、10名以上の協力を得て、阿部さんの講

師で始まりました。安定の講師は何の問題もありませ

んでしたが、問題は寸劇。今回は私（笑）と木村さん、

壷内さんの３人ですることとなりました。私は木村さ

んと二人でクラブの見本をしましたが、壷内さんは児

童への売人役を二組対応しました。その献身ぶりも立

派ですが、内容はもっと素晴らしいものでした。入り

方、展開、アプローチ、流れ、クロージング、完璧です。

やはり四天王！（あと３人は・・・？）。私は力不足を痛

感しましたが、ずっとメモを取っていた委員長の今後

の活躍が期待できそうです。
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去る9月27日（木）恒例の「今治西高等学校定時制・秋

季大運動会」が開催され、メンバーとご家族合わせて

25名、あすなろ学園より生徒8名、先生3名でチームを

結成し、西高生徒、先生たちと、軽く汗を流しました。

ラジオ体操から始まり、アキレス腱が切れそうな競

技はあすなろ学園の生徒さんたちにお願いし、それぞ

れが適材適所の競技に参加しました。私も恒例となり

ました「綱引き」を井出隊長のリーダーシップのもとい

つものように、大人の厳しさを生徒さんや若い先生方

に教育することに成功しました。

お弁当タイムになり、別の会合が入っていたので、

ここで退場しました。翌日に軽い筋肉痛がありました

ので、少々ホッとしております。食事後の競技の様子

は参加されたメンバーに聞いてください。年に一度の

運動会、良いですねぇ。

2018.9.27 今治西高等学校定時制・秋季大運動会
髙橋　良幸
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今治西高定時制運動会



2018.10.18 今治ライオンズクラブ 第5回 サイクリング車贈呈式
会長　本宮　光朗

2018.10.23 第56回 愛媛県高等学校定時制通信制の生活体験発表大会
会長　本宮　光朗

10月23日には今治西高校にておこなわれた第56回愛

媛県高等学校定時制通信制の生活体験発表大会に出席

してきました。東予・中予・南予それぞれの代表8名に

よる発表がありました。中でも川之江高校の石川正治

さんは71歳の一年生、お孫さんと同級生です。歳をとっ

ても失わない向上心に感動しました。今治西高校の塩

崎航汰さんは惜しくも努力賞でした。さすが県大会、

何時もの校内の発表会とはレベルが違いました。この

日のためにみなさんかなり練習したんだなと思いま

す。優秀賞は松山東高校の豊田明夏さんで県代表とし

て全国大会に出場されます。愛媛県代表として是非が

んばってきてください。

10月18日サンライズ糸山にて今治ライ

オンズクラブの今年度メインアクティビ

ティであるサイクリング車の贈呈式にZC

近藤嘉男さん、ZCA平野義文さん、そして

三役で出席してきました。サイクリング車

の贈呈は平成9年、15年、21年、24年に続

いて5回目になります。今回は25台のクロ

スバイクでした。今までで合計150台以上

もになり、さすが今治ライオンズクラブ。ちょうど「サ

イクリングしまなみ2018」の開催直前ということもあ

りタイムリーな素晴らしいアクティビティでした。
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2018.9.29 ようこそ「高岡アラートライオンズクラブ」のみなさん
幹事　阿部　国弘

2018.10.18 マイルストーン・シェブロン表彰
MC委員長　尼田　純子

このたび、わがクラブから10名のライオンがマイル

ストーン・シェブロン表彰を受けました。受賞された

方は、45年　谷口昭太郎、菅富二、近松徹也、丹下好郎、

安見富雄、40年　村瀬牧男、35年　横田康知、20年　

箱﨑誠二、10年　木村弘宣、樫田憲和（敬称略）のみな

さんです。それぞれ賞状と記念品が本宮会長から贈ら

れました。これからもライオンズ活動を通じて地域に

貢献したいと、谷口さんが感謝の言葉を述べられまし

た。また、合わせて田窪誠一郎さんに、ライオンズク

ラブ100周年記念会員増強賞が贈られました。みなさ

んおめでとうございました。

9月29日（土） 午前10時より、富山県の高岡アラート

ライオンズクラブの会長、幹事をはじめ総勢5名のみ

なさんに今治まで来ていただき、井出工具さんにて5

周年記念のアクティビティについて打ち合わせをおこ

ないました。

高岡アラートライオンズクラブは名前のとおり、災

害支援に特化したクラブで「アラート」の名前を冠した

初めてのクラブだそうです。先の熊本地震や今回の西

日本豪雨に食料品や飲料水などの支援物資の提供や炊

き出しをおこなってきました。

また、カンボジアにノートや文具の支援、シリアの

難民キャンプの小学校建設の支援などもおこなってい

ます。メンバーは42名で事務局や職員も持たず、会費

も会食費込みで月7,500円だそうです。会費を抑えて、

誰でも入れるクラブを目指しています。

今回創立5周年を迎えるにあたり、当クラブに災害

用の大鍋一式を贈呈いただけることになりました。こ

の鍋は災害支援だけでなく、地域のイベントでの使用、

また他のライオンズクラブや団体に貸し出し、積極的

に活用してほしいとのことです。

今年の11月ごろに改めて贈呈式をおこない、来年の

3月半ばころには周年記念式典を地元高岡のホテルで

おこなうので、ぜひ来てくださいとのことです。

その後、今治国際ホテルで昼食を共にし、お互いの

クラブ活動や食文化の違いの話に花を咲かせました。
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㈱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。

高岡アラートライオンズクラブとの打ち合わせ・マイルストーン・シェブロン表彰
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2018.9.9 地区ガバナー公式訪問
2R2Z-ZCA　平野　義文

2018.9.29 LCIF研修会参加レポート
会計　片山　昭

9月9日（日）、今治国際ホテルにおいてガバナー公式

訪問が開催されました。当日は大雨で警報も発令され

ていて、高知道は閉鎖。高知県からの参加者はあいに

くの欠席という状態でした。また、マナーモードでも

通知がくる緊急避難のエリアメールが会場内に幾度

となく鳴り響いていました。

そんな中でも会議は粛々と進み、関野ガバナーから

はスローガン「No try No change ！」にしたがって、積

極的な行動でクラブの変革と活性化を進めていってほ

しい、と。また、今期キャビネットからは、会員増強

と退会防止、さらにはLCIFのキャンペーン100への協

力要請がありました。

最後に各17クラブの会長が目標と抱負を発表し閉会

しました。わが本宮会長は、新しい元号を迎えるにあ

たり、国際協会の方針もどんどん新しくなってきてお

り、柔軟な対応をしていきたい。また、今年度市内に

新しく開学した大学とのつながりを模索したいと発表

をおこないました。

2018年7月よりキャンペーン100（ワンハンドレッド）がス

タートしています。「100」には、昨年100周年を迎え、次の

100年に向かうわれわれが、会員1人当たり年100ドルの寄

付に世界の全会員100％が参加し、100％のエネルギーを

出す。という意味が込められており、それにより年間1億

ドル、2021年6月までの3年間で3億ドル（320億円）の資金

調達を達成し、奉仕のインパクトを拡大しようという意欲

的なキャンペーンのことです。

今治東ライオンズクラブでは、以前より環境社会福祉委

員会の運営費として予算を組んでおり、今期は＠50ドル×

10名で500ドルの予算を組んでいます（昨年までは@20ドル

×25名と総額は変わらず）。5月のキャビネット会議の資料

によれば、2017年7月～ 2018年5月の実績は、1R・2R内で

最下位でした。2Rの17クラブ合計がMJFを含み44,248ドル、

今治東ライオンズクラブは500ドルで構成比1.1%（人数の構

成比は7.4%）。また、多くのクラブでMJFの実績がありま

したが、今治東ライオンズクラブは0（未実績は17クラブ中6

クラブのみ）とLCIFへの

取り組みが大変低いの

が現状です。LCIFへの

取り組みが今後の課題

となりそうです。
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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

訪問介護・障がい福祉（85名）

ケアマネージャー（6名）小規模

（15名）で、生活をトータルでサ

ポートしています。

㈲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/

素材と技が生きている瀬戸

内の自然が生んだ伝統の蒲

鉾。安心・安全・しあわせ

をお届けする中村屋です。

地区ガバナー公式訪問・LC I F研修会



平成30年 9月6日　●第一例会
平野　義文 100回連続例会出席表彰ありがとうございます。でも、次

回旅行業務取扱管理者講習の為休みます。（笑）

田窪誠一郎 海原さんの卓話、たいへんよかったです。

壷内　和彦 先日、イオンモール新都市店で献血をさせていただいたと

き、なんと特賞のFC今治サイン入り色紙が当たってしま

いました。一般の方をさしおいてスミマセン！！ ありがと

うございました。

門田　健一 移動例会、BBQ大会への参加、ご協力ありがとうござい

ました。

矢野　和弘 献血にご協力いただき、ありがとうございました。第2回

献血もよろしくお願いいたします。  

篠宮　博幸 8月26日（日）今治市民カッター大会をお休みしました。す

いませんでした！

近藤　嘉男 第1回諮問委員会が無事終わりました。

箱﨑　誠二 退院いたしました。お見舞ありがとうございました。 

夏目　幹男 あすなろ夏祭、ご参加ありがとうございました。

村瀬　牧男 平和の鐘を鳴らす式典では大変お世話になりました。

山内　　誓 あすなろ学園夏祭り、ご協力ありがとうございました。

 今治西高定時制運動会ご協力よろしくお願いいたします。 

     

篠宮　博幸 9月27日（木）今治西高定時制の秋季大運動会にて、「パン飲

み競争」に出場し断トツの1位でした。「パンは飲み物」が座

右の銘です。

安波　充也 10月1日、伊予銀行日吉支店開設80周年を迎えることがで

きました。90年、100年へ向けて、これからも、よろしく

お願いいたします。

髙橋　良幸 今治西高定時制運動会、楽しく過ごせました。

田窪誠一郎 週末は、孫の運動会です。屋内であると思います。台風の

影響がなければいいのですが。

片山　　昭 9月より、当社も新年度が始まりました。今期もがんばり

ます。

山内　　誓 今治西高定時制運動会ご協力大変ありがとうございまし

た。

山岡　将人 10月14日～ 10月19日まで韓国に行きます。

白石　浩二 23年前のワインはまだ飲んでいません。

平成30年 10月4日　●第一例会
田窪誠一郎 会員増強賞ありがとうございました。皆さん、新会員ご紹

介よろしくお願いします。

中村　省司 次男がバリスタの大会、UCC coffee masters 2019 の関西大

会で3位に入りました。本人は不本意だったようなのです

が…。

篠宮　博幸 10月7日第7回高知龍馬マラソンハーフの部出場しました。

激坂ばかりで過去ワースト1の記録でしたが、リベンジす

る予定です。次は、28日の横浜マラソン、フルに挑戦します。

谷口昭太郎 マイルストーン・シェブロン賞50年の表彰を受けました。

箱﨑　誠二 先日の父の葬儀に際しましては、たくさんのメンバーの

方々にご参列賜りましてありがとうございました。重ねて

マイルストーン・シェブロン20年在籍表彰ありがとうござ

いました。

山内　　誓 10月23日（火）定時制通信制生徒生活体験発表会、お時間の

ある方はよろしくお願いいたします。

近藤　嘉男 広島カープがセリーグ三連覇しました。日本一をめざして

がんばってほしいです。

平成30年 10月18日　●第二例会

誕生日ドネーション

森田　恭治（9月2日） 越智　英年（9月20日）

篠宮　博幸 9月15日（土）高知中央LC主催のミニバスケットボール大会

で準優勝しました。決勝戦では高知1位のチームに1点差の

負けでした。リベンジしたいです！！

田窪誠一郎 本日の例会を記念して

阿部　国弘 連続出席150回の表彰ありがとうございました。獺祭、嬉

しいです。次は200回目指して邁進します。

山内　　誓 今治西高定時制運動会、ご協力ありがとうございます。け

がのないように楽しみましょう。

本宮　光朗 今日は雨の中、多くの会員に出席していただいて、岡山理

科大学獣医学部今治キャンパスで例会が開催できて嬉しく

思います。

平成30年 9月20日　●第二例会

誕生日ドネーション

山岡　将人（9月2日）  

白石　浩二（10月24日） 髙橋　良幸（10月27日）

樫田　憲和（10月28日） 

★59才になりました。もうすぐちゃんちゃんこです。
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