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2019.9.26 恒例の今治西高定時制運動会
　　阿部　知永子

　今年も今治西高定時制の運動会に参加させていた

だきました。年々自身の老いを感じつつも、若い生徒

さんのパワーを少しでも感じたいと参加させていた

だいていますが、今年は膝がぶっ壊れかけの状態と

いうこともあって、応援に徹するつもりでの参加で

した。

　ところがですよ!!! 最初に矢野青少年副委員長の、

指名されたら「はい、喜んで！」と言うように、と無茶

ぶりの指令がくだり、まずまっきーと二人三脚。「は

い、喜んで（泣）」

　まあまあ膝に負担かかった頃、次の指令が…。まさ

かのリレーに名前入ってるやんっ！「はい、喜んで～

～～（大号泣）」まあ、ええわ。頑張るし！ と最強助っ

人の中野先生を捕まえ、皆で交渉してみごとゲッ

ト！ 最初から勝つ気満々の矢野さんの采配の元、抜

きつ抜かれつの微妙な点差で迎えた結果発表は、大

人気ない黄色組のわたしたちはなんと！ 総合優勝

してしまったのでした。今年卒業の生徒さんにとっ

ては、ある意味強く心に残る思い出になったことで

しょう。

　今度走る時はせめて女子と一緒に走れるように調

整をお願いします。あまりにも遅いと旦那に文句を

言われました。高校生男子と張り合えるわけない

じゃん！ 女子だったら勝つ自信ありです！（嘘）

補足　今年の「パン飲み競争」いつもならダントツの

速さでゴールする篠宮会長に「バターてんこもり」と

いうトラップが仕掛けられていてさすがの篠宮会長

も苦戦していました…が、トラップを物ともせずに

余裕の1位。おみごとです！
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2019.10.27 いまばり環境フェスティバル報告
財務委員長　阿部　国弘

　10月27日、晴れ渡る秋空のもと、バリクリーンにて

第2回目となる「いまばり環境フェスティバル」が開催

されました。当クラブは、昨年同様クラブ員のみなさ

んより休眠品を持ち寄っていただき、のみの市を出店

いたしました。

　五役立ち会いのもと、厳正なる金額を付けた掘り出

し物、お宝の山を約80アイテム、小テントひと張分の

スペースに分野ごとにところ狭しと陳列し、

いよいよお客さんをお迎えします。

　10時の開始の少し前から、お客さんもチラ

ホラと訪れ、かめしずく焼酎を皮切りに、ポ

ツポツと500～ 1,000円の品が売れていきま

す。迎えたお昼ころにお客さんはピークに達

し、ちょっと年齢高めの女性方の値引き攻勢

をなんとかかわしつつ、商品の8～9割をさば

きました。さすがに13時を過ぎると来場者も

減り始め、周りに出店しているいわば同業者

の方々にも声を掛け、商品は残りわずか。15

時を過ぎると5～ 6品の売れ残り？ 商品を

オール100円にするものも、なかなか減らず、

最後は残ってくれたいた、海原さん、真さん、

木村さんに無理やり押し付けて見事？ 完売いたしま

した。売上金は38,900円でした。支払いはゼロ円です

ので、丸々が事業資金として残りました。

　値付け、準備、搬出搬入を始め当日の朝早くから設

営、最後の片付けのお手伝いをしていただいたメン

バーのみなさんに感謝を申し上げ、報告とさせていた

だきます。

－ 3 －

いまばり環境フェスティバル



2019.9.8 FC今治×愛媛県赤十字献血センター×
今治東ライオンズクラブのコラボ献血

保健副委員長　平野　義文

　残暑厳しい9月8日、昨年に続いて2回目のFC今治×

愛媛県赤十字献血センター×今治東ライオンズクラ

ブのコラボ献血を実施いたしました。

　FC今治さんにはホームページで献血の案内、開催

場所のイオンモール今治新都市さんも数日前から館

内アナウンスをしていただきました。もちろんクラブ

メンバーもFacebook等で案内を拡散をして当日を迎

えました。今回の目玉は昨年に続いてFC今治さんか

ら提供していただいたチームグッズが当たるスピー

ドくじ（先着50名）です。FC今治効果の影響もあった

のか、開始直後から順調な滑り出し。なかにはユニ

フォームを着たサポーターの姿もあり嬉しい限りで

す。そして暑い中、献血をしていただいたみなさまに

は冷たいわらび餅のお接待も好評でした。さらに当日

はホームゲーム 、サポーターで沸き立つ夢スタの入

場口前に愛媛県赤十字献血センターのブースを開設

し、献血の大切さをPRすることができました。ところ

で肝心の結果は2-0でFC今治が勝ち、昇格に一歩前

進。献血も多くの皆様にご協力いただき、大変ありが

とうございました。来年はFC今治もJ3にステップ

アップしている予定！！ それに合わせてコラボ献血も

ステップアップして続けて行きたいと思います。それ

とFC今治が念願のJ3昇格を決めました！！ おめでとう

ございます。
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2019.10.11 薬物乱用防止について 青少年育成副委員長　矢野　和弘

　10月11日（金）鳥生小学校での薬物乱用防止教室

に参加してきました。

　L.阿部の安定の講師、寸劇ではL.壷内＆L.木村＆

L.篠宮会長のハイクオリティな演技、そして新しい

芸風なども炸裂し、回を増すごとにレベルが上がっ

ているな～と感心させられました。

　子どもたちも薬物乱用が何故ダメ！ ゼッタイ！ 

なのか印象に残る楽しい講義ができたと思います。

私も諸先輩方を見習って尽力できればと思います。
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2019.9.1 地区ガバナー公式訪問にて 会計　山岡　将人

　9月1日、新居浜ユアーズにて地区ガバナー公式

訪問に参加しました。そこで十数年ぶりに空手の

拳友と再会したことをお話しします。

　拳友とは新居浜別子LCの第一副会長の武田軍

司氏で、当時同じ流派の愛媛支部として何度も拳

をバチバチと交わしたものでした。思わぬ再会に

互いに手を取り合い、今後の活躍を約束して会場

をあとにしました。

2Rガバナー公式訪問に参加して 会長　篠宮　博幸

　9月1日（日）新居浜市ユアーズにて2Rガバナー

公式訪問が開催され、我がクラブから三役と井出

地区委員、久保会員委員長の代理で田窪前会員委

員長が出席しました。

　まず、明比RCの開会ゴング、開会宣言、関野前地

区ガバナー激励の言葉、そして高岡ガバナーの今

回の混乱から今に至る経緯や熱い思いが語られ

ました。1年掛けて行う準備を短期間でしたこと

で、多くの方々に迷惑を掛けましたが、その分集

中して取り組むことができたと感じているとの

ことで大変さがひしひしと感じられました。その

後、公式訪問の記念品をいただき、記念撮影、ガバ

ナーからの要望事項、質疑応答、そして地区役員

からの説明がありました。また、大川地区年次大

会実行委員長からは、松山大会に多くの参加を呼

びかけるお願いがありました。最後に各クラブ会

長から今期の目標、抱負発表がありましたが、真

木幹事がたすきの掛け方を間違えるというハプ

ニングで会場を沸かせました。

　懇親会ではメンバーの所属するジャズバンド

の生演奏のなか、田窪前会員委員長の独壇場で、

帰りの車（井出号）が修羅場と化していたとの報

告を受けました。偶然にも７年前の幹事の時も同

じ場所でガバナー公式訪問に参加したことを思

い出し、気持ちを新たにする機会となりました。
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2019.10.3 早朝例会 　　安見　富雄

　10月3日、織田ヶ浜で行う清掃と早朝例会の予定が

台風接近のため急遽市民の森に変更となり、谷口さん

を誘い時間を気にしながら参加しましたが、掃除もろ

くにせず、ラジオ体操の常連様の中に入り、第1第2体

操をしていました。

　以前記念事業のアクティビ

ティで植樹した藤棚が大きく

なったなと思いながら汗をか

き、自分も藤棚と同じく年を

とったんだなあと寂しくもな

りましたが、ラジオ体操と掃除で一転、爽やかな気持

ちになりました。

　早朝例会はいつもどおりに終り、記念撮影をして解

散しました。

今治東ライオンズクラブ在籍47年を振り返って
　　近松　徹也

　1974年に会員数48名で我が今治東ライオンズクラ

ブが発足してよりもう47年になる。

　当時はわが国も高度経済成長の中にあり、チャー

ター・メンバーの選考も、社会的地位や人格がどうの

こうので論議を尽くし、最終的に48名で何とか無事に

発足した。わがクラブの発足のモットーも全員の夜遅

くまでの激しい論議の末、それまでの先輩ライオンズ

クラブの一般的な風潮を避けて、「ものより心」という

立派なものになった。当時の熱気溢れる姿が昨日のこ

とのように思い出される。創立以来約50年弱になる

が、入会して良かった思い出は、色々な人に出会い、職

業や年齢や学歴の区別なく楽しい雰囲気で討論し

合った一コマ一コマである。

　またクラブの20周年記念では会長として無事会期

を履行させていただいた。

　現在の小生は今年84歳を迎える。精神的に肉体的に

衰えを実感し、最近はクラブ例会やアクティビティの

参加も殆ど休み、会友の皆さんには大変申し訳なく

思っている今日この頃である。今回会報誌への投稿を

依頼され、今のライオンズについて先輩の立場でどの

ような感想かと質問された。

　時代は変って現在のわが国の経済は、大都市中心の

大企業はまずまず

の状態であるが、

中小企業は極めて

低調な環境の中に

ある。わが今治を

含め四国の地方都

市では企業の閉鎖

や倒産が増加の傾

向にある。特に今

治のような殆どが

零細企業の町で

は、クラブのアクティビティについて、金銭のかさむ

事業は大変難しくなってきた。また今までのように新

たなクラブをエクステンションするという拡大志向

はとても無理である。クラブ数の現状維持すら危な

い。これは当地の兄弟クラブについても言えることと

想像する。今が大きな変換の過渡期であることを自覚

しなければならないと考える。ライオンズクラブがこ

れからも続いて発展していくためには、選ばれた実業

家の団体というより、市民に感謝される、いつでも市

民の中で即活動するボランティアの一団体という自

覚が必要なのである。
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令和元年 10月17日　●第二例会

渡邉　　眞 次の会報誌の準備をします。原稿依頼が来た
時は「ハイ、喜んで」お願いします！

真木　一信 西高定時制運動会、皆さんお疲れさまでし
た。

壷内　和彦 西高定時制運動会みなさんのおかげで優勝で
きました。よろこんでドネーションさせてい
ただきます。

渡辺　健三 突然、いただきました。ありがとうございま
す。マイルストーン・シェブロン・アワード
です。会長からのお祝いの言葉『ドネーショ
ンを忘れないでネ！！』でした。

本宮　光朗 運動会での綱引き、がんばりました。又、先
日のLCIF研修会、急な仕事のため欠席して
しまいました。申し分けございません。

阿部　国弘 先日、木村さんと一緒に帰ったとき、代行代
を全額出していただいたので、その分ドネー
ションいたします。環境フェスティバルとめ
いたんマルシェ、ご協力お願いします。

誕生日ドネーション

白石　浩二（10/24） 髙橋　良幸（10/27）

樫田　憲和（10/28）……とうとう還暦です。

誕生日ドネーション

森田　恭治（9/2）  

山岡　将人（9/3） ……50才になりました。

越智　英年（9/20）……古希を向えました。

　　　　　　　　　　　終活を始める年令です。

令和元年 9月5日　●第一例会

篠宮　博幸 8/29（木）臨時教育委員会で令和2年度から使
用する、小中学校の全教科書を選定しまし
た。教育委員としておそらく最後の大仕事で
したが、無事に終えることができました。

樫田　憲和 先日のカッター大会にて大ブレーキをかけて
しまいました。ゴメンナサイ！

渡邉　　眞 カッター大会お疲れさまでした。次回例会は
会報誌が発行されます。お楽しみに！ 
原稿ありがとうございました。

海原　泰治 音が切れてしまいました。みなさんのアカペ
ラはすごいです。申し訳けございませんでし
た。

山内　　誓 宮側様、大変貴重なお話をありがとうござい
ました。

片山　　昭 9月より当社の新年度がスタートしました。
個人的にはトラブル続きだったので、9月よ
り潮目が変る事を期待してドネーションしま
す。

井出　幸彦 昨年の7月豪雨でたいへんお世話になった佐
賀県武雄市の武雄ライオンズクラブに支援物
資を持って明日行ってきます。

令和元年 9月19日　●第二例会

渡邉　　眞 今回も皆様のご協力で会報誌ができました！ 
ありがとうございました。原稿依頼があった
際は、ぜひ、よろしくお願いします。

真木　一信 献血（イオン新都市）お疲れさまでした。

篠宮　博幸 9月14日、15日の両日、東予地区高校1、2年
生大会の審判してきました。2日で4試合男子
の体力にはかないませんが、何とか最後まで
務めました！！　これからもがんばります！！

海原　泰治 「めいたんマルシェ」が正式です。めんたい
マルシェと言ってしまいました。

夏目　幹男 Diamond Centennial Awad ありがとうござい
ました。

山内　　誓 壷内さん、大変参考になる卓話をありがとう
ございました。

谷口昭太郎 ①連続200回例会出席を達成しました。②9月
14日美須賀地区敬老会の席で米寿のお祝いを
受け、出席者代表として謝辞を述べる機会を
得ました。

海原　泰治 20年近く乗った車を廃車にしてプリウスの中
古を買いました。燃費がいいので助かりま
す。

篠宮　博幸 先月、9月28日に高知県いの町で高知中央ラ
イオンズ杯のミニバスケットボール大会で見
ごと優勝しました。西高定時制秋季大運動会
の大人気ない優勝と併せてドネーションしま
す！！

山内　　誓 井出幸彦様　大変参考になるメンバー卓話を
ありがとうございました。

井出　幸彦 つな引きで例年どうり1位になりました。あ
りがとうございました。
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