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亥亥（イイ）年になりますように
夏目　幹男

　ボーと生きてきて6巡目となりました。

前職35年、現業17年「一生一日」を心掛けて

は生きてきましたが、未だに何事も成しえ

ていない自身に呆然とします。ある意味、

ボーと生きてきて今があることは、幸せか

なと思いますが、干支でもあるので、亥風堂々とがんばって

みようと思っているので、よろしくお願いします。

　　海原　泰治

　あけましておめでとうございます。昨年

は新加入の私に対し温かくご指南いただき

ましてありがとうございました。加入後、

初めて迎えた今年は5回目の年男、大きな

節目の年になりました。知力と身体の衰え

は多少否めませんが、やれること精一杯やって、人生の再出

発点にしたいと思います。

　　樫田　憲和（昭和34年生まれ）

　いよいよ還暦を迎える歳になりました。

振り返ってみますと、私が30歳のころには

想像もできない様な生活をおくれていると

思います。朝6時半ころ起きてコロの散歩

に行き、毎週土曜日はソフトバレーに行っ

て汗を流し、地元の公民館の活動をお手伝いしたりと、我な

がら真っ当な生活が板についてきたと、しみじみ思う今日こ

の頃です。人生80年としてもう3分の2を過ぎましたが、これ

からの20年充実した生活を送れるよう周りの人への感謝の気

持ちを忘れずに、仕事もライオンズ活動もがんばっていきま

す。楽しいことはまだまだこれからだーーーー

　　安見　富雄

　猪は「猪突猛進」と言わ

れますが私は慎重派です。

7回目の干支となり体力に

自信がなくアクティビ

ティは不参加ばかりで心

苦しいです。座ってできる麻雀と、へぼ碁

は好きです。しかし例会には出席し迷惑は

かけぬようがんばります。

　　近松　徹也

　高齢年男の抱負　「終

活」宣言　余生を思い出の

中で生きるより思い出を

作りながら生きて生きた

い！

　　菅波　　宏

　亥の年生まれで84才を

迎えます。日本人男性の

平均寿命を超えました。

感謝です。昨の猪が農作

物を喰い荒らして困って

嫌われています。本年が平和で明るい年と

なるよう猪突猛進いたしますのでご愛顧の

ほどよろしくお願いします。

新年の挨拶
会　長　本宮　光 朗

年男挨拶

　新年明けましておめでとうございます。今年の干支は 「己亥」 です。どんな一年になるで

しょうか？ よく荒れる年になるとか言われていますが、できれば穏やかな一年であります

ように願っています。

　春には天皇のご譲位があり、元号も変わりいよいよ新しい時代の始まりです。我がクラ

ブも前半が終わり、この間色々な新しい事業に取り組んできました。あと半期、まだまだ

事業が残っています。心のこもったアクティビティに取り組んでいければと思います。また、

少しずつIT化にも取り組み、事務の効率化を図っていきます。最後に会員増強は全員で取り

組むべき問題です。残り6か月、力を合わせて目標達成に向けがんばっていきましょう。

　わたしもいよいよ還暦の年です。猪生まれということで 「猪突猛進」 といきたいところで

すが、一人で突っ走らずみなさまと足並みを揃え、心をひとつにして進んでいこうと思っ

ています。

　本年がみなさま方にとって、また今治東ライオンズクラブにおいても素晴らしい年であ

りますよう、祈念いたしまして新年のご挨拶とさせていただきます。
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2018.11.3 2R親善スポーツ大会

　我々、今治東ライオンズクラブバレーボール同好会 A

チームは、8連覇を目標に大会へ挑みました。予選・決勝

トーナメントを順調に勝ち進み、決勝戦は例年の通り西

条ライオンズクラブ。しかし、結果は例年どおりとはい

かず、ストレートで敗北してしまいました。主力2名の欠

場が非常に痛かった…　また、6名のみでの参加でしたの

で、決勝戦にまでなると身体が限界に達するメンバーも

おられました。バレーの実力だけではなく、年齢などに

も配慮したチーム構成が必要だったようです。

　今回は残念でしたが、また次期の大会までの一年間、

週末の楽しみとしてバレーの練習に励みたいと思います。

　　また、そろそろ新メンバーを勧誘しなくてはいけま

せんので、心当たりのある方は早めにシューズを用意し

ておいてくださいね。

Aチーム　門田　健一

　平成30年11月3日（土・祝）、今年も連覇と1位2位フィニッ

シュを目指して、今治東A、Bの2チームで出場しました。

　2チームともに第一試合は快勝。第二試合もAチームは

順当に勝って準々決勝進出を決定。Bチームも初戦の勢

いを駆って1ゲームを先取しましたが、足が段々動かなく

なり、逆転負けを喫してしまいました。それでも見事2チー

ムとも準々決勝に進出しました。

　準々決勝、Aチームは今治くるしまAに勝利。これでB

チームが川之江中央に勝利すれば、準決勝で今治東A、B

の夢の対決が実現するところでしたが、残念ながらBチー

ムは敗戦。しかし、準決勝でAチームが雪辱を晴らし、

いよいよAチーム対西条Aとの決勝戦となりました。決勝

戦ではAチームは交代選手がいないメンバー 6名で戦って

きた疲れもあって、惜しくも連覇を逃してしまいました

が、来年からまた新たな連勝街道を目指して頑張ってい

きます。応援、ありがとうございました。

Bチーム　安波　充也
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2018.11.20 薬物乱用防止東予地区大会 保健委員長　矢野　和弘

　11月20日（火） 今治市総合福祉センター「愛らんど今治」にて薬物乱

用防止東予地区大会、11月25日（日） ケーオーホテルにて薬物乱用防

止教育認定講師養成講座に参加してきました。

　子どもたちを相手の薬物乱用防止教室とは違い、お歴々の大人達を

前にしての篠宮講師、壷内講師の安定した講座、そしてメンバーのみ

なさんの寸劇のクオリティの高さには改めて感心させられました。

　先輩たちから学んできたこと、講座で学んだことを、今後の薬物乱

用防止教室に取り入れながら残り半期がんばりますのでよろしくお願

いいたします。

2018.11.25 薬物乱用防止教育
認定講師教育講座

2018.11.30 薬物乱用防止教室

2018.11.10 新居浜別子ライオンズクラブ30周年記念式典出席報告
会長　本宮　光朗

　去る11月10日（土）新居浜別子ライオン

ズクラブの結成30周年記念式典に、阿部

幹事、平野ZCAと3名で出席してきました。

30周年記念事業は「視力ファースト　光の

ない世界へ明りを」をテーマに、様々なお

こないをしていました。記念式典は生歌の

国家「君が代」「ライオンズクラブの歌」の

斉唱で厳かに始まり、凛とした式典でした。

　メインの事業は全盲の女子高生シンガーソングラ

イター佐藤ひらりさんをお招きしてのチャリティー

コンサート、使わなくなったメガネを発展途上国へ

送るリサイクル事業、感覚だけを頼りに行う卓球競

技のサウンドテーブルテニス卓球台を新居浜市に寄

贈などでした。会員26名の少数ながら素晴らしい事

業ばかりで感動しました。また、今治くるしまライオン

ズクラブとは友好クラブで合同例会など交流をされてい

ました。

　懇親会では美味しい料理と懐かしいポップスのバンド

演奏など楽しませていただきました。抽選会では出席し

た３名とも豪華賞品をゲットしました。ドネーションは

させていただいてます。最後に、新居浜別子ライオンズ

クラブの益々のご活躍をお祈りいたします。

常盤小学校
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2018.12.2 岡山理大獣医学部今治キャンパスゆめいこい祭

財務委員長　山岡　将人

　ゆめいこい祭では、焼豚玉子飯の久保さん、もつ鍋

の壷内さんが奮闘してくださり、またクラブ員の熱心

な呼び込みもあって当初の予想をはるかに超える売上

を上げることができました。

　いまばり環境フェスティバルでも「完売」することが

できました。今治東ライオンズクラブの名品珍品は人

気があり、アクセサリーや服などを並べていた店はあ

まり売れていなかったようです。来年の参考になれば

と思います。

　師走の忙しい中、みなさんのご協力のおかげで事業

資金をかなり獲得することができました。紙面をお借

りしてお礼を申し上げます。ありがとうございました。

2018.12.16 いまばり環境
フェスティバル

　 入会挨拶　　嶋村　和宏

　この度、片山昭様のご推薦により、歴史と伝統ある今

治東ライオンズクラブに入会させていただきました嶋村

和宏です。職業は税理士をしております。平成15年に創

業し、現在も日々の仕事に追われ、奉仕の精神など欠片

もない人生を送ってきましたが、取引先でもある数名の

諸先輩に強く勧誘していただき、入会させていただくこ

とができました。

　今後は先輩のみなさま方の活動をお手本に、今治東ラ

イオンズクラブの一員として、奉仕の精神を体得し地域

に貢献できるようがんばっていく所存です。ご指導、ご

鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
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2018.11.4 大型鍋贈呈式 幹事　阿部　国弘

　このたび、富山県の高岡アラートライオンズクラブさんから、

災害時に炊き出しなどで使える大型鍋を進呈していただきまし

た。贈呈式は11月4日、雲一つない晴天の日に10名の精鋭メンバー

が今治に来られ、立派な横断幕も準備していただき、厳かにも

華やかにおこなわれました。

　式典では、大鍋の目録贈呈、使い方の説明、感謝状の贈呈、

各メンバーの紹介などを執りおこないました。そのあと、会場

を来島海峡大橋が目の前に望める「大潮荘」に移して昼

食会を開きました。昼食後は来島大橋の記念館に少し

寄り道をし、今治を後にされました。

　この大鍋は、「炊くぞーくん」という名前で、メン

バーで周年記念実行委員長である苗加さんの会社で製

造されました。大きさは直径1メートル、最大1,000リットル

の容量があります。満タンで約300人分強の豚汁が作れます。

普段は備え付けのプロパンガス用のバーナーを使って煮炊き

をおこないますが、非常時には薪でも使えるハイブリッド仕

様です。

　高岡アラートライオンズクラブのみなさん、本当にありが

とうございました。

例会報告 MC副委員長　渡邉　　眞

　11月15日の第2例会で、愛媛県

今治保健所企画課 医療対策係技

師、小西夏貴さんにゲストとして参加していただき、卓話を

していただきました。主な講演内容は、①野生のケシの抜草作

業をおこなっている。今年は多く、すでに20,000本余りを処分

した。②ダメゼッタイ啓発活動と薬物乱用防止キャンペーンの

実施。③11月20日に薬物乱用防止の東予地区大会がある。今治

東ライオンズクラブにも協力をいただく。④薬物乱用防止教室

でのワーク。脳のはたらきや、かけがえのない人間としての

存在などを教えている。でした。

　また、12月20日の第2例会では、青少年・GST・LCIF・ライ

オンズクエスト委員長　野間典子さんをゲストにお招きして、

「LCIFについて」と題して卓話をいただきました。国際協会の

LCIFは50周年を迎えたそうです。今期は「キャンペーン100」

と銘打って、3年間で世界中で3億ドルの寄付を集める計画です。

そのことによって、2億人へ奉仕活動をおこなうことが

できます。日本の目標は、2017年から2021年で50億円

を集める予定で、会員一人が年間に100ドルを寄付する

ことによって達成が十分可能というお話でした。質疑

応答の時間も設けられ、活発な意見が交わされました。

2018.12.11 忘年会に参加して MC委員長　尼田　純子

　今年もL.菅波オーナーの「ホテル美賀登」

さんにて大先輩L.菅波の労いの言葉をいた

だき、海の幸山の幸そして鈍川名物、「い

のぶた鍋」を囲み盛大に一年の活動の喜び

を分かち合うことができました。

　中でも「いのぶた鍋」は初めていただきましたが、癖もなく

体も心も温まり、何よりコラーゲンたっぷりで、歳とともに

疲れた肌には有難い！ 美肌ついでに来年は温泉にも浸かりた

いかな…　しかし鍋を前にすると自然と会話も食もすすみ、

ひと鍋ごとに鍋奉行が現れ、同じ食材でも鍋の様子が違って

くるのも面白いです。

　終始ワイワイ賑やかな雰囲気は、いのぶたならぬ来年の干

支猪にもまた繋がっていきますように…　次期会長L.篠宮の

中締めで盛会のうちにお開きとなりました！

　皆さま今年一年大変お世話になりました。また来年もよろ

しくお願いいたします！！
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2018.12.22 感動のひよこ園クリスマス会
青少年委員会　越智　祥文

2018.12.2 リーダーシップ研修会に参加して
青少年育成委員長　山内　　誓

　12月2日（日）今治市ケーオーホテルで開催された、

336-A地区2Rリーダーシップ研修会に参加しました。

　2R各クラブの会計、幹事、理事等の役職の方々が代表

で1名参加されており、各クラブの活動においての様々な

問題点、課題について活発に意見交換がなされました。

　会員増強と定着（特に女性会員の入会促進）、アクティ

ビティの選択と集中、アクティビティを町おこしに繋げ

ていくこと、例会・アクティビティにあまり参加できな

い会員への対応等。当クラブのZCA平野さんからも、大

きな合同アクティビティ（四国お遍路道清掃活動等）をお

こなう場合の一般地域社会へのプレゼンテーションを

もっと強力に進めてはどうか（テーマを決める。シンボル

マークをつくる等）との提案がありました。

　講師の地区会則委員長松本清様のお話にあった「自分磨

き、人間としての成長の糧」としてライオンズ活動をし、

また、地区会則委員羽倉一正様の講評の言葉のように「身

の丈に合ったアクティビティ」を心がけていくように自分

自身を見つめ直して、これから先、微力ながらがんばっ

ていこうと思いました。

2018.12.8 第2回地区ガバナー諮問委員会ならびに
ゾーンレベル会員委員会報告 会員委員長　田窪　誠一郎

　去る、12月8日(土)にクラブ事務局会議室にて、第2回

ゾーンレベル会員委員と第2回地区ガバナー諮問委員会が

開催されました。

　当日はわがL.近藤が体調不良を訴え、ZC抜きでの委員

会となりましたが、会は会場が狭いながらも粛々と進み、

わがクラブは、岡山理大との関係の模索、災害支援や新

規のアクティビティ、大鍋贈呈式のことなどをアピール

しました。来る地区年次大会がとなりの4ゾーンで開かれ

るため最大限の協力と、会員増強、退会防止が最重要目

標であることを参加者全員で確認しました。

　閉会挨拶で、西原地区名誉顧問が「今後、事務局やもし

かしたらライオンズクラブ自体の合併が進んでいく可能

性がある。新入会員招請を含めクラブ間相互の協力体制

を全く別の方法にしていく必要が出てくるかも」と将来迎

える会員減の方向性を示して、委員会は閉会しました。

　12月22日（土）、着ぐるみが合わない山内トナカイのソ

リに乗り、標準体型の平野サンタ、スレンダーで妖艶な

尼田サンタ、クリスマスツリーに扮した、つぼっくこと

壷内ツリーマン、そしてハゲちびサンタの5名は、ひよ

こ園のクリスマス会に参上いたしました。我々の使命は、

サンタクロースから預かったプレゼントを園児たちに渡

すことです。はじめに園児たちが今日のためにがんばっ

て練習してきた出し物を見せてもらいました。そして、

いよいよ我々サンタの登場です。すずの音を響かせ、園

児たちの前に姿を現すと、園児たちは大喜び。先生や保

護者の方々も拍手喝采。見事、園児たちの心をつかんだ

と思いながら、またサンタ自身も感動しながら園児一人

一人にプレゼントを手渡すことができました。

　最後は、つぼっくのバルーンアートショーのお手伝い

をし、更に園児たちの笑顔をもらうことができました。

　我々にいただいた時間は僅かではありましたが、園児

たちの沢山の笑顔と拍手をメンバーのみなさんにもお届

けできればと思いながら、次の目的地に移動しました。

－ 7 －

ひよこ園クリスマス会・リーダーシップ研修会・ガバナー諮問委員会



平成30年 12月6日　●第一例会
髙橋　良幸 嶋村君の入会を祝して！！

山岡　将人 獣医学部の学園祭にて予想外の売上がありました。皆

さんありがとうございました。

本宮　光朗 ゆめいこい祭、予想をはるかに上まわる人出で、売上

もけっこういきました。皆さんお疲れさまでした。

海原　泰治 ゆめいこい祭の盛会おめでとうございます。次年度も

さらに盛大になりますよう祈ります。

阿部　国弘 このたび小売酒販の免許を取得して、お酒を販売する

ことになりました。みなさまのご用命をお待ちしてい

ます。

山内　　誓 岡山理科大学獣医学部学園祭ご協力ありがとうござい

ました。 

片山　　昭 嶋村さん入会おめでとうございます。

夏目　幹男 嶋村さん入会おめでとうございます。歓迎します。

篠宮　博幸 11月24日長男が結婚式を挙げました！ また１つ肩の

荷がおりました。あと、11月20日薬物乱用防止東予地

区大会で講師をさせていただきました！

田窪誠一郎 嶋村様おめでとうございます。こんな私ですが、今後

ともよろしくお願いいたします。

夏目　幹男 忘年会しました。賑やかに楽しく開催できました。海

原さん参加ありがとうございました。

平成30年 12月20日　●第二例会
田窪誠一郎 野間委員長 LCIFについての卓話ありがとうございま

した。

本宮　光朗 年末のお忙しい中、野間典子委員長、卓話をしていた

だきありがとうございました。わがクラブもLCIFや

MJFにも今後力を入れていきます。

矢野　昭利 立派な糖尿病になりました。ライオンズ活動も難しく

なります。よろしく！

篠宮　博幸 いまばり環境フェスティバルを欠席しました！ また、

来年もよろしくお願いします！

山内　　誓 ひよこ園クリスマス会とあすなろ学園クリスマス会に

出席してくださるメンバーの方々、ご協力ありがとう

ございます。

菅波　　宏 忘年会、ご利用いただきまして、ありがとうございま

した。

今治中央ライオンズクラブ様

 当クラブ結成55周年記念事業、少年野球教室を、1月

12日（土）大新田公園にて今治西高出身の西武ライオン

ズ熊代選手他4名を招いていたします。ぜひお越しに

なってください。当日は今治東ライオンズクラブさん

の肝煎りで温かい鍋もふるまいます。本日は貴重な時

間をありがとうございました。

誕生日ドネーション

谷口昭太郎（11/10） 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30年 11月1日　●第一例会

平成30年 11月15日　●第二例会
田窪誠一郎 常盤小での薬物乱用防止教室の講師をご指名いただ

き、本当にありがとうございました。いつか、お返し

させていただきます。

阿部　国弘 先日の新居浜別子ライオンズクラブの30周年記念式典

の抽選で「魚沼産のこしひかり」5キロが当たりました。

今年度は当たりがいいです。

本宮　光朗 新居浜別子ライオンズクラブ30周年の懇親会にて日本

酒が当たりました。

平野　義文 新居浜別子ライオンズクラブ30周年記念式典に代理出

席し、ふぐのセットが当たりました。

篠宮　博幸 先日の2Zスポーツ大会にて、前人未踏の8連覇をねら

いましたが、決勝で西条Aチームに破れ、準優勝にお

わりました。でも、Bチームも決勝トーナメントに残

り楽しいスポーツ大会でした！

壷内　和彦 前回の例会では熱くなり、長々卓話をしてしまいスミ

マセンでした。2日前の火曜日も横浜パシフィックで

行われた居酒屋全国大会でも、愛媛の震災について話

させていただきました。ありがとうございます。

山内　　誓 あすなろ学園クリスマス会、ひよこ園クリスマス会、

ご協力よろしくお願いいたします。

安見　富雄 ひ孫が生まれました。孫の時より心が躍るような気が

します。

福本　琢美 体にいいドリンク、ありがとうございました。

樫田　憲和 おつきあいでドネーションします。

白石　浩二 1996年製の赤ワイン72才の誕生日に夫婦で飲ませてい

ただきました。味はワイルドでした。

阿部　国弘 ヒザ痛がひどくて、今年はスポーツ大会に出られませ

ん。Aチームの樫田さんを全力で応援します。

田窪誠一郎 今日は、ライオンズローアをさせていただきます。よ

ろしくお願いいたします。

久保　智秀 娘一家と夢の国、TDL＆TDSへ行ってきました。

渡邉　　眞 バレーボール大会がんばってください！ ケガのない

ように…

篠宮　博幸 10月28日横浜マラソン2018に出場しました。昨年が台

風で中止になり、優先して走れることから、2年分の

メダルめざしてのエントリーでした。暑さと参加人数

（28,000人）にやられて撃沈しましたがなんとか完走し

ました！

片山　　昭 初めて一人で孫の子守りをしました。なんとかなるも

のです。

山内　　誓 愛媛県定時制生徒生活体験発表大会ご協力ありがとう

ございました。
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