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　新年同伴例会は、みなさん楽しんでいただけ

たでしょうか？

　余興の一つ、「シルバー・ライニング」様のバ

ンド演奏はとても幸運でした。当初は4名の楽

器演奏の予定でしたが、本宮会長の人望によっ

て女性ボーカルとプロのギタリストまで来てい

ただけることになり、もったいないくらいの余

興となりました。そして恒例の景品抽選会は

ちょっと新しい試みで、『ドラフト式』という、

参加者がそれぞれ欲しい景品に投票し、その投

票された中から当選者を抽選する。プロ野球の

ドラフト会議風にさせてもらいました。景品は

少数ながら豪華にしたことで、盛り上がりは

上々だったのではないでしょうか。

　三役・委員会をはじめ準備をお願いした方々

には大変感謝しております。ありがとうござい

ました。ただ、当日に風邪で私の声が出なかっ

たのが悔やまれるのみです…（泣）

計画委員長　門田　健一
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新年同伴例会



　新年例会で、32インチのテレビが当たり、誠

にありがとうございました。新年からこのよう

な豪華賞品が当たって今年1年分の運を使い果

たしたような気がし、これから先が心配ですが…

　実は当日母の診察日で、病院で定期検査のつ

もりでレントゲンを撮ると肺炎を起こしている

ことが分かり、あわや入院…　例会欠席を幹事

さんに連絡していましたが、結局通院で直す方

針となり、休むはずの例会に晴れて出席が叶い、

あまり参加する気がなかったレクレーションの

ゲームで、娘が大学進学で下宿にテレビがいる

と言っていたのを思い出し、何気なく名前を入

れて当たったのが現状です。テレビに名前を入

れた方々申し訳ございませんでした。物入りな

中村家のために神様からのプレゼントとして

ありがたくいただきました。母の肺炎も大した

ことなく、正月から縁起の良い年となりそうで

す。ありがとうございました。

中村　省司
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2019.2.3 第２回 献血について 保健委員長　矢野　和弘

2月3日（日） イオン今治店にて第2回の献

血をおこないました。少し小雨のぱらつ

く天気のためか92名受付、78名の400ml献

血と若干少なめ？ でしたが採血者の方た

ちには温かいぜんざいを提供させていた

だき、メンバーの方たちと交流を交えな

がら心も温まる良いアクテビティができ

たと思います。

ご協力いただいたメンバーのみなさま、

ありがとうございました。
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献血



2019.1.12 大鍋炊き出しの絆

2019.3.1 今治西高定時制卒業証書授与式報告
青少年育成委員長　山内　　誓

出席委員長　壷内　和彦

初の大鍋の使用は、やっぱりクラブ内でのアクティビティで使用し

たかった思いはあったのですが、今治中央ライオンズクラブさんから

の依頼もあり、今回「プロ野球選手の野球教室」の炊き出しに参加させ

てもらいました。限られた予算の中で約300人前の用意は頭を悩ませ

ましたが、冷凍野菜を用いてコストを下げ、1杯あたり約180円で作り

ました。しかし大根が硬すぎるというオチになりましたが、中には美

味しいとお替わりしてくれる子どもさんもおり、大変盛況に終えられ、

沢山の笑顔をいただくことができたと思います。カッター大会におい

ては、全部自分で準備をしていたのですが、今回は1～10まで皆でやっ

てもらいたかったので、下準備からお手伝いしていただきました。肉

を下茹でする人、蒲鉾を切る人、鍋を試し茹でして臭みを取ってくれ

る人、沢山の人がつぼ吉に手伝いに来てくれました。が、ただインフ

ルエンザにかかっていた会長は休んでくれていたほうが良かったのに

…（笑）。　

当日も大雨の中、15人のクラブメンバーが様子を見に来てくれ、各自

持ち場でお手伝いをしてくれました。その間の会話は、今までのアク

ティビティでも無い位の盛り上がりで、同じ物事で腹を立て、同じ物

事で笑い合い、楽しい一時を過ごさせていただきました。今回は野球

大会でしたが、起こらないことが一番なのですが、被災地での炊き出

しにおいても、提供する人が笑顔だからこそ、受け取る側も笑顔にな

れる！ そういった活動をこれからもおこなっていきたいと思います。

平成31年3月1日愛媛県立今治西高等学校定時制の第70回

卒業証書授与式がとりおこなわれ、今治東ライオンズクラ

ブからも本宮会長、阿部幹事、門田さん、山内の4名が参

加しました。

今年は男子4名、女子2名計6名

が学校から巣立っていかれまし

た。3年または4年間、昼は仕事、

夜は勉学と本当に大変なご苦労が

あったことだろうと思います。運

動会、88 ヶ所ウォーキング等の

活動が懐かしく思い出されます。

例年のように当クラブより6名全

員に記念品をお贈りしました。なお、女子卒業生の1人

は県警白バイ隊に入隊希望だそうです。みなさん振り切っ

て逃げようとしてもダメですよ。
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大鍋炊き出し・今治西高定時制卒業証書授与式



2019.1.18  in 波方小学校

2019.2.19  in 亀岡小学校

今年度も、1月18日（金）に波方小学校において薬物乱用防止教

室を開催しました。わたしが現在、波方小学校のPTA本部役員と

学校評議員を務めていることもあり、今年度も講師をさせていた

だきました。対象は6年生の45名の子どもたちです。毎年、思う

のですが、波方小学校の子どもたちは、普段見ていると活発そう

なのですが、案外、人前に出るとおとなしくなってしまうタイプ

が多いです。昔からの風土的なものなのか、わたしもそうであっ

た様に、他地域の子どもたちと比較して、自分自身をアピールす

ることが苦手な子どもが多いと感じています。

今回、先生の計らいで60分丸ままいただきました。言葉をかま

ない様に意識しながらゆっくりと進めていこうと考えていました

が、調子が上がらず、クラブのメンバーからのダメ出しを受けな

がらも、なんとか寸劇まで辿り着けたかなという感じでした。

寸劇では、子ども役として2人ずつ3組がクラブ劇団員の売人相

手に奮闘してくれました。やはりおどおどした子どもたちばかり

ではありましたが、精一杯演じてくれたと思います。この時間を

通してダメ。ゼッタイ。を心に持ち続けてもらいたいと願うばか

りです。ここ数年、常に子どもたちにわたしの言葉が届く様にと

考えて喋っているつもりですが、毎年反省、反省の繰り返しです。

後日、子どもたちの感想文を読んだ時、言いたいことは伝わり、

ほっとしたのと、わたしより文章が上手いなと感じる子が数人い

て感心してしまいました。

来期は、娘も6年生となり、わたしのPTA活動も最後となります。

次回もこの授業では、講師をさせていただき、わたしと娘とのよ

い思い出としたいし、今後の人生を歩んで行く上での大切な教育

に自らが関わりたいと思っています。

2019.1.24

in 伯方小学校

　平成31年2月19日（火）亀岡小学校にて、今期最後の薬物乱用防

止教室がおこなわれました。認定講師の講習を受け、満を持して

（？）の講師デビューとなりました。準備万端とは言えませんが、

9名の児童におこなう小規模な教室でしたので、デビュー戦には

もってこいな状況でした。

　当日、2名が早退し、メンバーの人数の方が多い状況でしたが、

元気のよい児童ばかりで、寸劇は7名全員が参加する賑やかなも

のになりました。途中、DVDの音声が止まってしまうアクシデ

ントがありましたが何とか復旧し、ベテランメンバーの協力で最

後まで終えることができホッとしております。

　普段は寸劇要員として参加することが多かったので、教室の内

容ももちろんですが、寸劇の着替えの間の取り方やつなぎ方、色々

な気づきもあり、次の機会に生かしていきたいと思います。講師

か寸劇か？、、、、んん、、、微妙ですね…笑

去る1月15日（火）大三島小学校において、薬物乱用防止教室が

開催されました。クラブ員は9名で児童の人数は19名。教室は

DVD→解説→寸劇と通常通りおこなわれました。当日は学校の

計らいで、電子黒板を使用させてもらいましたが、ちょっとした

ハプニングがあり、練習では反応していた電子黒板が本番では上

手く反応せず、最後にはPCを直接扱わざるを得ず残念でした。

と言うのは、わたしたちには年間何度もある教室ですが、児童、

生徒たちには一コマの教室です。わたし自身もスキルアップの必

要性を感じさせられた教室でした。余談ではありますが、壷内君

と篠宮君の寸劇のレベルはハンパない！！ 教室に参加して、見る

だけでも価値があると思います＼(^_^) ／

2019.1.15  in 大三島小学校

◎児童の感想

講師デビュー！！

髙橋　良幸　

保健副委員長　木村　弘宣　

MC副委員長　渡邉　　眞　
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伊 予 銀 行  日 吉 支 店
支店長　安波　充也

〒794-0015 今治市常盤町6-5-20
TEL23-1414　FAX32-3077
http://www.iyobank.co.jp/

昭和13年10月、今治商業銀行日吉

出張所として開設。今治市内でも長

い歴史を誇る店舗です。

今　治　薬　局
店主　薬剤師　安見　富雄

〒794-0015 今治市常盤町2-1-8
TEL22-0926　FAX22-0926

一般OTC医薬品の販売と、少々処

方箋調剤をいたしております。一

生、現役でがんばる！

㈱ ラ イ オ ン 広 告 舎

代表取締役社長　矢野　和弘

〒799-1521 今治市古国分3-5-43
TEL35-1331　FAX47-6331
http://www.karderi.co.jp/

看板はお店の顔です。お客様のビジ

ネスパートナーとして、お客様の目標

を達成するためのお手伝いをします。

薬物乱用防止教室



2019.2.21 例会報告「闘わないがん治療」
MC委員長　尼田　純子

2019.2.17 新入会員オリエンテーションに参加して 海原　泰治

　2月17日（日）、新入会員オリエンテーション研修に参加しました。羽

田野RCの挨拶の後、西原透地区名誉顧問のお話を聞きました。「ライ

オンズとは」を、その歴史と世界中の取り組みを紹介しながら教えてい

ただきました。「ロバート議事規則」について特に興味があり今後の活

動に生かしたいと思いました。この研修を境に、ライオンズの会員と

して義務をしっかりと果たしていかなければならないと自覚を新たに

した研修でした。

　一般社団法人メディポリス医学研究所 所長 伊野 朋宏様

よりお話を伺いました。今は2人にひとりはがんになる時

代と言われ、芸能界、スポーツ界などでもしばしばその

ニュースを耳にしています。がん… 身近に聞いてはいて

も、いざ大切な家族や自身が羅漢したら…

　今回お話をうかがったメディポリス国際陽子線治療セン

ターでは、滞在中温泉や釣り、ゴルフなど楽しみながらガ

ン治療ができる世界で唯一のリゾート滞在型施設だそうで

す。これまでの手術や辛い抗ガン剤治療ではなく、X線で

元気な細胞までも傷つけることなくピンポイントで粒子線

を照射しガン細胞のDNAを切断して増殖を防ぎ死滅させ

るもの。これまでの治療では効果がでないという場合の大

きな選択肢にもなるといいます。痛くも辛くもなくまさに

「闘わないガン治療」ということです。

　私の身近にも手術しか手立てがなく声は諦めてください

と言われたが、納得行くまで数件セカンドオピニオンを受

け、最終的にこちらの施設で咽頭を切ることなく今も元気

に講演活動を続けている方がいます。しかしまだまだ日本

ではセカンドオピニオンを受けるのも実際は難しく、この

陽子線治療は公的保険適用外であり、実費で1回300万前後

と高額で、誰もが気軽に治療を受けられるか？ かといっ

てお金で命を諦められるか？ という切実な問題になって

きます。

　今はわずかな掛け金で2,000万までの先進医療特約、セ

カンドオピニオン制度のサービスをつけることで交通費ま

でも無料で治療を受けることができる保険もあります。医

療は日々進歩しています。最新の治療を受けるために、今

の医療に合った保険内容を備えておくことも大切ですね。
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今治常盤町郵便局
局　長　海原　泰治

〒794-0015 今治市常盤町7-5-39
TEL22-4211　FAX33-4413

http://www.post.japanpost.jp/

嶋 村 税 理 士 事 務 所

税理士　嶋村　和宏

〒794-0812 今治市北高下町3-4-59
TEL22-0135　FAX32-7570

http://www.shimamura-tax.jp/

元気な中小企業と共に成長する税

理士事務所を目指しています。

丸 鷹 産 業 ㈱

代表取締役社長　矢野　昭利

〒799-1522 今治市桜井2-6-45
TEL47-4440　FAX48-8622
http://www.karderi.co.jp/

従来の体操服、スポーツウエアーに加

え近年はスーツ事業にも参入し、広範

囲な地域に販路を拓いています。

新入会員オリエンテーション・例会報告

1月17日 1月第2例会 2月21日 2月第2例会2月7日 2月第1例会



平成31年 2月21日　●第二例会
箱﨑　誠二 2月8日愛媛新聞にえびすぎれの写真が出ました。

大澤　宅也 インフルエンザのため、献血のお手伝い行けませんでした。
スイマセン！！

田窪誠一郎 新入会員オリエンテーションに海原さん、嶋村さんと出席を
してきました。わたしもたいへん勉強になりました。

渡邉　　眞 薬物乱用防止教室、講師デビューしました。

篠宮　博幸 2月17日第18回熊本城マラソンを無事に完走しました！お城
の復興チャリティにも参加し、1日も早い復興を願います！！
あと、亀岡小でのＬ渡邉眞さんの講師の完璧なデビューに感
動しました！

塚本真紀子 2月10日第57回愛媛マラソンに出場し、無事完走することが
できました！篠宮さん熊本城マラソンお疲れさまでした！

海原　泰治 2月17日に新入会員オリエンテーションに参加しました。と
ても勉強になりました。これからよろしくお願いします。

髙橋　良幸 渡邉眞さん、講師デビューおめでとうございます。塚本さん
愛媛マラソン5時間20分12秒完走おめでとうございます。

山内　　誓 花粉症もなく、活動できることに感謝します。

井出　幸彦 2月17日におこなわれた336Dアラートセミナー、講師に呼ん
でいただきました。感謝です。

誕生日ドネーション
門田　健一（1/1）　　 福本　琢美（1/2）
山内　　誓（1/6） ……★59才になりました。

中村　省司（1/10）　　村瀬　牧男（1/14）
矢野　和弘（1/30）……★50歳になります。
健康でアクティブに動ける50代でいられるようがんばります。

誕生日ドネーション
阿部　国弘（2/11）★50歳になります。建国記念の日で椿さんで天皇陛下在位30年記念の日に誕生日を迎えます。感謝

横田　康知（2/14） 田窪誠一郎（2/15） 嶋村　和宏（2/18）
尼田　純子（2/21）★年齢を重ねるのは怖いですが、“おめでとう”と言われるのはやはり嬉しいものです。

平成31年 1月5日　●第一例会
阿部　国弘 新年あけましておめでとうございます。要領の悪い幹事ですが、

あと半年よろしくお願いします。

尼田　純子 あけまして、おめでとうございます。昨年いたらない所だらけ
でしたが、あと残り精一杯がんばります。よろしくお願いいた
します。

山岡　将人 いまばり環境フェスティバルのフリーマーケット完売しまし
た！ ありがとうございました。

壷内　和彦 あけましておめでとうございます。田窪誠一郎さんの連続出席、
必ず粗品をお届けいたします。

田窪誠一郎 連続150回出席を表彰いただきありがとうございます。壷内委
員長、何かいただけるとのこと楽しみにしています。

篠宮　博幸 新年明けましておめでとうございます！ 今年こそよろしくお
願いします！

片山　　昭 孫と楽しいお正月をすごすことができました。

髙橋　良幸 連続例会出席300回できました。全てに感謝です。

渡邉　　眞 新年あけましておめでとうございます！ 先日はおいしいお酒
をありがとうございました！ 実績がともなうようがんばりま
す！

井出　幸彦 このところアクティビティに参加できていません。申し訳あり
ません。今年もよろしくお願いします。

平成31年 2月7日　●第一例会
本宮　光朗 新年からバタバタした例会ですみません。年男です。よろし

くお願いします。

近藤　嘉男 小学生の孫が親守歌大会にて優秀賞になりました。

篠宮　博幸 2月10日第57回愛媛マラソンにマッキーが出場します。無事
完走できます様に！！私は、翌週の17日に熊本城マラソンに復
興を支援しながら走ります！！

越智　人史 また、暫くお休みしておりましたが、委員会活動等がんばり
ます！

渡邉　　眞 日も少しずつ長くなり新しい生活にドキドキしてます…

 ※2月から奥さんと同居生活が再びスタートします。

井出　幸彦 アラートの話をさせていただき、ありがとうございました。

近藤嘉男・本宮光朗・阿部国弘・片山昭・樫田憲和・門田健一

 新年同伴例会へ

横田　康知 バレンタインデー、2月14日に米寿を迎えます。

渡辺　　望 第31回現代美術展が河野美術館で2月24日までおこなわれて
います。今回も娘、わたなべゆうこがコマーシャル映像を出
品しております。

山内　　誓 娘の就職と結婚がきまりました。

平成31年 1月17日　●第二例会
田窪誠一郎 美声のライオンズの誓いを楽しみにしています。

阿部　国弘 2月3日の献血、東京出張のため欠席させていただきます。すい
ません。

真木　一信 インフルエンザ完治しました。ご迷惑をお掛けしました。

本宮　光朗 新年例会後、インフルエンザでダウンしてました。中央LC55
周年の炊き出しなどみなさまにご迷惑おかけしました。もう全
快しました！

福本　琢美 えらい間違いをしました。すんません！

篠宮　博幸 昨年、12月30日に受けました、バスケットボール審判のB級ラ
イセンスをぶじに合格することが出来ました！ これからは、
全国大会や県外の大会での審判めざしてがんばります！！

夏目　幹男 乾燥機ありがとうございました。

野間　道博 夫婦

 1月第1例会インフルエンザのため欠席しました。ご迷惑お掛け
しました。

近藤　嘉男 大役を引き受けて半年たちました。みなさまのご協力により無
事終了しました。残り半年よろしくお願いします。

片山　　昭 嫁の還暦祝で、子どもたちが宇和島の一棟貸の木屋旅館をとっ
てくれました。大変雰囲気のいい旅館でお勧めです。

中村　省司 母が肺炎にかかり、欠席しようと思っていた例会に出たら、テ
レビが当たりました。

嶋村　和宏 新年例会でもらった高級日本酒おいしくいただきました。あり
がとうございました。 

海原　泰治 新年例会で掃除機をありがとうございました。買い替えを予定
していたので助かりました。

今治中央ライオンズクラブ様 
 去る1月12日に実施しました当クラブ55周年記念事業の少年野

球教室におきまして「おもてなし鍋」が準備・調理・片づけに至
るまで、貴クラブ会員のみなさまのご尽力でできました。おか
げさまで、寒い一日の最後に温かいお雑煮で生徒たちも心も体
も温まって帰ってくれました。本当にお世話になり、ありがと
うございました。
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