
336A地区2R-2Z 2019.9 No.452

題字はクラブ会長の揮毫

『Liberty, Intelligence, Our Nation's Safety(自由を守り、知性を重んじ、われわれの国の安全をはかる)』
『We Serve』
『Service Activity is the key to Lions clubs』
『We Serve(ウィ・サーブ)』
『真心』
『襷で繋ぐ 物より心で We Serve』
『50周年に向けて今出来ること』
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2019.8.25 第28回今治市民カッター大会に参加して
副幹事　樫田　憲和

　一昨日の金曜日、夕方6時より最後の練習がありま

した。たまたま時間が空き練習に参加。海洋少年団の

池田さんが一緒に乗ってくださり、漕ぎ方について

レクチャーを受けました。握り方から始まり体の使

い方とかを懇切丁寧に、とても勉強になり、これは今

回はいけるぞと勝手に思い込みさて本番。ナースの

衣装とブロンドのカツラを身にまとい、いざ漕ぎ出

してみるとアレアレちょっと違うぞ。オールが流さ

れること3回、その度に引き上げるときに左側漕ぎ手

の壷内、門田両選手の頭をゴンゴン。他人まで巻き込

んでの大ブレーキとなりました。タイムは2分台後

半、私がいなかったら2分は切れていたかも？ いや

きっと切れていたと思います。リベンジのつもりで

漕いだ2レース目は、何とか2分台前半。後で聞いたら

大きくコースアウトしていたそうです。本番に弱い

自分をなさけなく思いました。でもテントの下では

生ビールとバーベキューを美味しくいただき、1日

笑って過ごすことができました（実は私のオールを

避けながら、必至に漕いでいる壷内、門田さんの姿を

想像して2・3日はニタニタしてました。壷内、門田さ

んごめんなさい）。
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2019.7.19 第26回来島夏祭りのお礼  　越智　人史

　毎年開催させていただいています「来島夏祭り」で

すが、今年で26回目となりました。おかげさまで恒例

行事となり、毎年800名近くの来場者をお迎えし、夏祭

りを開催させていただいております。

　今年はあいにく、雨の中ではございましたが、今治

東ライオンズクラブのみなさまには、初めての試みと

して、「からあげ販売」のご出店をいただけたととも

に、その売り上げをご寄付いただきました。この場を

お借りして、改めて厚くお礼申し上げます。

　障がいのある方やご高齢の方々、また地域の方々も

からあげを食べて、「おいしい!」と喜び、とっても良い

笑顔になっておりました。

　このように、障がいや、年齢に関係なく、皆さまと交

流することで生まれる「笑顔」は、喜びになり、生きが

いになり、私たちの介護技術や支援技術だけでは生み

出すことのできない一番大切なものです。ぜひ、来年

もお願いできればと存じます。

　今治東ライオンズクラブのみなさま、暑い中、長時

間に渡りご出店ありがとうございました。
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2019.8.6 ユネスコ「平和の鐘を鳴らそう」に寄せて
　　村瀬　牧男

　8月6日（火）、南光坊境内で、ユネスコ「平和の鐘を鳴

らそう」と今治空襲の被災者への献花追悼の式典が

あった。今治混声合唱団「響」の合唱も加わり厳粛にし

て、日本一ユニークな平和祈願をした。

　そして今回も今治東ライオンズクラブのみなさま

や明徳高校矢田分校のみなさんたちの裏方に徹した、

いつもながらのご協力に感謝したい。

　今、日韓関係の悪化や、米中関係などをみると大戦

前夜の様な雰囲気があるが、それだけに第三次世界大

戦は絶対避けねばならないという、ユネスコの原点に

立ち返り、世界平和への願いを込めて鐘を打つ。この

ささやかな行為が今治市民の理解と支持を得て、永続

することを願うばかりである。

2019.7.11 西高定時制校内生活体験発表会
青少年育成委員長　壷内　和彦

　毎年6名の西高定時制生徒が生活体験の発表会を

行っています。この発表会は全国大会まであり、全国

を目指すと言うよりも、個々の想いや体験を皆に知っ

てもらう、そのように感じます。その発表

会もはじめは学校だけで行っていました

が、いいお話なのに、せっかくだからクラ

ブでも聞きに、支援しに行こうと参加させ

てもらっています。僕も毎年行かせていた

だいていますが、学校に行けなくなった理

由や家庭環境、友人環境など表には出した

くない内容を、勇気を持って話してくれて

いる生徒たちの堂々とした姿。是非、一人でも多くの

方に見て聞いていただきたい。そのように願います。
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2019.7.1～
2019.7.12 薬物乱用防止教室実施報告 保健委員長　尼田　純子

　今期は篠宮会長の確固たる方針のもと、薬物乱用

防止教室の開催を最重点項目として掲げています。

前述のとおり、7月のひと月間でなんと6校の教室を

おこないました。

　それぞれの教室で講師の活躍や寸劇の様子も話の

ネタに尽きないのですが、今回は各学校の児童から

いただいた感想文を掲載いたします。感想文の内容

から、わたしたちがおこなう薬物乱用防止の啓蒙活

動が、未来ある児童の道標となることを信じてやみ

ません。

7月1日　吉海小学校、 　7月2日　上浦小学校、 　 7月3日　大島中学校、

7月9日　関前中学校、 　7月11日　宮窪小学校、 　7月12日　桜井小学校
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2019.8.18 あすなろ学園地域交流夏祭り
MC委員長　渡邉　眞

　8月18日「あすなろ学園地域交流夏祭り」に参加して参り

ました。例年のように「ポップコーン」と「バルーンアート」

での参加となります。毎回感じていた暑い夕方のイメージ

とは少し違って、台風の過ぎた後で若干風もあったせい

か、気持ちよく過ごせた時間になりました。

　当日は、地区ガバナー諮問委員会と日程が重なってお

り、三役は終了間際の参加になりましたが、

委員会終了後駆けつけていただきました。

よって、主賓席には、第二副会長の片山さん

が招かれ、夏祭りのスタートとなりました。

　安定の内容なので、ポップコーンもバルーンアートも順

調に対応できましたが、バルーンアートの作り手が不足す

る時間帯もあり、なぜか「バナナ」が飛ぶように出たりで、

おかげさまで「つぼっく」の弟子入り候補くらいには、なれ

たかもしれません。来年は「アンパンマン」を教えてもらお

うと思います。

　見覚えのある生徒さん

たちからも、フランクフル

トやかき氷の差し入れを

いただき、また交流を少し

深められた時間でした。

2019.8.18 地区ガバナー諮問委員会・ゾーンレベル会員委員会
幹事　真木　一信

　8月18日に今治国際ホテルにおいて、ホストクラブであ

る、今治くるしまライオンズクラブのもと、第一回ゾーン

レベル会員委員会および第一回地区ガバナー諮問委員会

が開催されました。

　わがクラブからは、篠宮会長、山岡会計、久保会員委員長

とわたしが参加し活発な質疑応答がおこなわれました。会

全体としては、メルビンジョーンズの掲げたライオンズの

目標が「友だちを作ること」であることから、各クラブ退会

者が増える中、今一度原点に立ち返ってクラブ活動を計画

するよう促していただきました。家族会員にはより一層ア

クティビティに参加してもらうことにより、クラブの活性

化を図るなど良い意見交換がおこなわ

れました。後半の懇親会では、国際ホテ

ル22Fのオリオンで夜景を眺めながら

他クラブと意見交換し楽しいひと時を

過ごさせていただきました。参加者の

みなさん、お疲れさまでした。
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2019.7.5～
2019.7.9 第102回ミラノ国際大会に参加して

第一副会長　井出　幸彦

　今回は公式ツアーより2日早く出発し、5日の「モンテ・

ステラ公園清掃」アクティビティーに参加したかったので

すが、大会登録番号が不明で結局参加できませんでした。

それと、出だしから大失敗をやらかしてしまいました。今

回出発時に、Wi-Fiルーター受け取りを忘れていることに、

出国後気が付き、やむなく少し遅くに出発する他地区の元

ガバナーに無理をお願いしたところ快く引き受けていた

だき、ミラノの空港で無事受け取りできました。感謝、感謝

です。

　5日（金）に予定していた清掃アクティビティーは参加で

きなかったので、「最後の晩餐」をサンタ・マリア・デッレ・

グラツィエ教会へ見に行きました。思ったより色が薄いに

も拘わらず独特の雰囲気で皆満足していました。

　6日はインターナショナルパレード。例年通り最初から

見るために8時過ぎには出発ポイントへ。グッドラン国際

会長を先頭にパレードが始まりました。すぐ近くにチャー

ルズ皇太子、エリザベス女王のお面をかぶったお二人が現

れパレードがたびたび渋滞を引き起こしていました。レバ

ノンのサリムPID夫婦は孫娘とともにパレードしていま

した。その際にアリア夫人から16時からのISSAMEのレセ

プションに必ず来るように念を押されました。

　日本ライオンズは整然とパレードを行い制服部門で一

位となりました。
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令和元年 8月1日　●第一例会

336-Ａ地区 2R RC　明比　紳一郎　様

2R RCA　植木　光夫　様

336-Ａ地区 YCE・ライオンズレオ・国際関係委員　渡辺　正隆　様

336-Ａ地区 IT特別委員会2R担当　井出　幸彦　様

渡邉　　眞 夏祭りお疲れさまでした！

篠宮　博幸 本日は、明比リジョンチェアパーソン様をはじめ渡

辺、井出地区委員様、植木リジョンチェアパーソンア

シスタントの皆様、我がクラブへ訪問ありがとうござ

います！！

久保　智秀 6月25日、さいたまスーパーアリーナ、愛媛県武道館

での小田和正のコンサートツアーへ行ってきました。

昨日はアリーナ席で、横で歌ってくれました。

山内　　誓 大変お暑い中ご出席ありがとうございます。

山岡　将人 ロシア在住の娘が14年ぶりに帰国します。楽しみで

す！

令和元年 8月22日　●第二例会

真木　一信 暑中お見舞申し上げます。

篠宮　博幸 8月13日石鎚山へトレイルランをしてきました。台風

の影響か登り下り中曇っていましたが、山頂に居た間

は晴れていました。一度も登ったことのない方は、ぜ

ひ一度いかがですか？

阿部　国弘 体調不良であすなろの夏祭りと委員会を休んでしまい

ました。すいません。みなさんも体調管理にこころが

けて、ご自愛ください。

山内　　誓 大変お暑い中、ご出席ありがとうございます。

村瀬　牧男 8月6日ユネスコ「平和の鐘を鳴らそう」にご協力あり

がとうございました。

海原　泰治 還暦の祝いに二人の娘たちが温泉旅行をプレゼントし

てくれました。とても楽しいひとときを過ごせまし

た。まだまだがんばります。今日はすみません、途中

退席します。

誕生日ドネーション

海原　泰治（8/9） 本宮　光朗（8/16） 渡邉　　眞（8/16） 真木　一信（8/17）……52才になります。

木村　弘宣（8/25） 大澤　宅也（8/27）

誕生日ドネーション

小笠原　斉（6/15） 野間　道博（7/2）
田中　秀彦（7/6） 井出　幸彦（7/7）
夏目　幹男（7/15） 渡辺　　望（7/16）

令和元年 7月4日　●第一例会

田窪誠一郎 新三役のスタートを祝って。

木村　弘宣 テールツイスターとしてがんばります。一年間お付き

合いをお願いします。

大澤　宅也 出席・計画委員のみなさん、よろしくお願いします。

平野　義文 記念品ありがとうございました。今年度は保健委員会

でがんばります。薬物乱用防止教室の参加よろしくお

願いします。

篠宮　博幸 最終例会のビンゴで非常持ち出しセットが当たりまし

た。使うことがないことを願ってドネーションしま

す。

真木　一信 最終例会では、ビンゴゲームでトイレットペーパー

一年分いただきました。精出して使わせてもらいます。

海原　泰治 ライオン・テーマ―をやることになりました。一年間

よろしくお願いします。

近藤　嘉男 記念品いただきましてありがとうございます。

片山　　昭 最終理事会の開始時間が変更されていたことを失念し

てました。申し訳ございません。

山内　　誓 今年度1回目のドネーションです。

三役（会長　篠宮博幸、幹事　真木一信、会計　山岡将人）

一年間よろしくお願いします。

前三役（前会長　本宮光朗、前幹事　阿部国弘、前会計　片山昭）

前期はたいへんお世話になりました。みなさんのご協

力で楽しい一年になりました。本日、記念品をいただ

きましたので、そのままお返しします。

令和元年 7月18日　●第二例会

336-Ａ地区 2R 2Z ZC　日浅　修　様

2R 2Z ZCA　後藤　浩文　様

髙橋　良幸 ご利用くださいまして、ありがとうございました。

渡邉　　眞 今期、最初の会報誌がみなさんのご協力でできまし

た！　ありがとうございます！　フェイスブックな

ども更新して参ります！　よろしくお願いします。

篠宮　博幸 本日は、2R・2Zゾーンチェアパーソン日浅修様をは

じめ、ブラザークラブのみなさま、大変お忙しい

中、訪問ありがとうございます。

田窪誠一郎 関前中学校の薬物乱用防止教室の講師をさせていた

だきました。

門田　健一 明日の来島夏祭りまでに雨が止みますように！

阿部　国弘 昨日、無事にとは言いませんがプライバシーマーク

の第6回目の現地審査が終了しました。毎回ながら痩

せる思いです。

山内　　誓 蒸し暑く足もとがお悪いなか、ご出席ありがとうご

ざいました。

井出　幸彦 ミラノ国際大会で選挙応援した、サリム・モーサン

氏が落選しました。残念でした。
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