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新年のご挨拶
会

長

篠宮

博幸

新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いし
ます。
子年は、商売繁盛や子孫繁栄につながる良い年と言われます。半
年前に「襷で繋ぐ

物より心で

We Serve」をスローガンのもと、

一本の襷をメンバーのご協力で繋いでまいりました。新しいアクティ
ビティも取り組みましたが、メンバーの減少に歯止めがかからず6人
減という前代未聞の危機的状況にあります。もちろんメンバーそれ
ぞれに事情があり仕方がないと思いつつも、自分の不甲斐なさに落
胆しているところです。後半は気持ちを切り替え、会員増強をクラ
ブの最優先課題とし取り組んでまいりたいと思います。50周年に向
けて一歩ずつステップアップできるようにワンチームで頑張りま
しょう。今後ともよろしくお願いいたします。

年男挨拶
田窪

誠一郎

渡辺

明けましておめでとうございま

柔な犬ではなく、ひ弱な庚子な

す。

のです。しかしながら、ライオン

今治東ライオンズクラブに入会し

樫田によると、
「窮鼠猫を噛む」
と

て3回目の年男、気が付けばなん
と！

健三

いう。

60歳の還暦を迎える年となり

ました。

10回の干支を迎えると120年に
なる。人生100年でなく、120年なのだ。志財半ばで

まだまだ落ち着くことなどできません。ひとつの通
過点として、ここでまた一度気を引き締め、身体に

多くの人が次の世界へ旅立つのだが、私達ライオン
は負けまい！！
合言葉は今こそ『愛』『滅私』『信念』。次の12年

も。チュウ意しながら歩んでいきたいと思います。

に向けて時代の節目に立つ！ 合掌

田中

秀彦
山内

いままで年男と言われてもとくに

誓

意識することなく過ごしてきました

何度か年男を迎えるうちに、と

が、還暦と厄年とが重なる4度目の

うとう還暦となりました。12年前

年男を迎えるにあたり、やはり人生

と比べても資産は増えませんでし

の大きな節目かなと思うようになり

たが、脂肪をため込んで体重だけ
は増えました。重量のせいか身長

ました。
去年、人生で初めての4か月半も入院する大怪我を

もピーク時から1.5cm縮みました。主に足の長さが

足首に負い、家族を始めクラブのみなさまや周囲の方

縮んでしまったようです。探し物をする回数もだん

たちに多大なる迷惑をかけてしまいました。今後は大

だん増え、整理整頓すると余計に物が行方不明に

過なく事故や病気などせぬよう生きていけたらなと思

なったりします。
1年、1月、1週、
時間の過ぎるのもど

います。また、出身校の今治南中学校第9期生の幹事

んどん早くなっていくような気がしますが… 嗚呼。

をしており、今年は5年ぶりの同窓会を開催する予定

今年1年We Serveの志を忘れず、鈍足ながら歩ん

です。前回に増して大勢の年男年女の集まりにしたい

でいこうと思いますので、本年もよろしくお願いい

と思っています。

たします。
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太陽石油移動例会・動物ふれあい教室
2019.11.21

太陽石油移動例会

嶋村

和宏

11月21日
（木）
は、太陽石油移動例会となりました。

るのかと思いきや太陽石油では初めての移動例会との

通常例会の後、太陽石油の会社説明ビデオを見ながら

ことで、貴重な体験をさせていただきました。ありが

食事をし、村上部長さんから菊間工場の設備概要を説

とうございました。

明していただき、その後バスで工場内を車窓見学しま
した。菊間町出身の私としては、外
からの風景は見慣れたものでした
が、間近で見るのは初めてで、縦横
無尽に巡らされた配管を備えた石油
精製設備やおびただしく配置された
タンクを目の当たりにし、その迫力
に圧倒されました。恒例になってい

2019.11.27

みんなヘビが大好き

青少年育成委員長

壷内

和彦

今回、初のアクティビティである「動物ふれあい教

みたりと笑顔いっぱいでした！ クラブ員も慣れてき

室」を、清水小学校2年生70人を対象に開催いたしま

たのかヘビを手にする姿を目にするようになりまし

した。近年、ペット放棄や虐待などが相次ぐ中、愛媛

た。やっぱりみんなヘビが大好き！！！ 一番成長と貴

県は殺処分率全国1位という現状を少しでも改善する

重な体験ができたのはクラブ員かもしれません（笑）
。

べく、子どもたちに愛護の心や命の大切さを学んでも

この活動は青少年育成はもちろん、環境や愛護教育

らうこととしました。初めての取り組みだけに、いろ

など様々な分野で今後も必要とされるアクティビティ

いろと行き違いなどもあり苦戦しましたが、無事開催

です。継続アク

に漕ぎ着けました。

ティビティとし

教室ではポニー、ヤギ、モルモット、ウサギ、リク

て来期も是非が

ガメ、ハリネズミ、トカゲ、そしてクラブ員のほとん

んばってもらい

どが苦手と答えたヘビ。子どもたちは聴診器による心

たいです。

音の確認や餌やり、乗馬体験など様々な体験を行いま
した。もちろんヘビも手に持って見たり、首に巻いて

－ 3 －

2R親善スポーツ大会・薬物乱用防止教室
2019.11.17

リベンジ果たした！！

バレー同好会 キャプテン

門田

健一

昨年、今治にて惜しくも決勝で西条ライオンズクラ

を下してきた四国中央法皇ライオンズクラブでした

ブに敗れた2R親善スポーツ大会でしたが、
今年は見事、

が、ここも接戦の末ストレート勝ちで頂点に返り咲き

優勝旗を取り戻してきました。

ました。
活躍が目立ったのは、
「パワフルアタックのL.L.田窪」

今回は参加選手が少ないこともあり、チームをA・
Bに分けず『ONE TEAM』で大会に臨みました。予選

「練習してないのに上手くなっていたL.壷内」
「緊張が
解け実力を発揮したL.樫田」だったと思います。

で1セット落としたものの、その他はストレートで勝

ではまた来期に向けて、練習開始です！

ち上がり決勝戦。相手は、宿敵西条ライオンズクラブ

2019.12.6
2019.12.12

薬物乱用防止教室

薬物乱用防止について

矢野

和弘

12月6日
（金）
立花小学校での薬物乱用防止教室に
おいて初めての講師を努めさせていただきました。
当初から先生が開催日を間違う、参加してくれ
るメンバーが少ない、会場でスリッパがない、
DVDが映らない… 極めつけはパワーポイント
の内容が練習したものと違うなど、いろいろとあ
りましたが結果メンバーもたくさん来てくれて寸
劇も、L.山内のデビュー、担当の先生も飛び入り
参加しての大盛り上がり、なにより子どもたちが
喜んでくれたので大変良い教室ができたと思いま
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。

2019.12.6.

薬物乱用防止教室に参加して

山内

誓

令和元年12月6日立花小学校、12月12日玉川中学校の薬物乱用
防止教室に参加しました。遅まきながらのデビュー2連戦です。
矢野和弘さん、篠宮博幸さんの講師講義の後、恒例のクラブ員、
生徒さん方の合同チームによる薬物乱用防止教室の寸劇を何例か
行い、薬物勧誘のパターンや、断り方をわかりやすくイメージ化
して記憶していただきました。
クラブ一座のベテランの方々のようには、上手く演じられない
ので、スベリまくりでしたが、生徒さんの協力と相方の渡邉眞さ
んのリードで何とか形を作ることができました。
最近のSNS等を使った薬物の勧誘に対処した寸劇も考えてみた
いです。一度でも参加してしまうと二度と元には戻れなくなって
しまう薬物乱用防止教室だと思いました。これからもよろしくお
願いいたします。

立花小学校

2019.12.12.
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玉川中学校

めいたんマルシェ・獣医学部ゆめいこい祭
2019.11.2

今治明徳短期大学

学生祭2019

絆～心をひとつに笑顔の力～出店報告
夏目

幹男

真面目に取り組んでいることが良く伝わり、自身の忘

当日（11月2日）めいたんマルシェ出店に参加のた

れかけていた情熱が蘇ってきました。

め、誘導により第2駐車場へ廻りました。空きスペー

笑顔で焼きそばを売る学生、近くのテントの売り子

スを探すのに手間取り、駐車場からでも学祭のパワー

さん、女性2名を加え述べ22名のメンバーとの会話も

アップぶりが伺えました。

楽しく、玉子飯116食、ポップコーン58食、販売利益

門を潜ると、イベントのざわめきをはじめ、あちら

15,910円と成果もあり、充実の一日でした。

こちらの屋台から音楽や呼び込みの賑やかな声が聞こ

会長をはじめ、参加の方々、ご支援くださった方々、

えてきて、手伝いの身でありながらも“ウキウキ気分”

ご利用くださった方、ありがとうございました。

で、
我が今治東ライオンズクラブ屋台に近づくと、
壷内
さん、海原さんの「今治名物！！ 焼き豚玉子飯はいか

（従前は成果発表に軸足を置いていた学祭だったけど、

がですか？ たったの500円ですよ。
」
「ポップコーン山

今後はカーニバル的な内容も取り入れ、楽しいイベン

盛りが200円どうですか？」と啖呵売にも負けない周

トにしていきたい。各協力団体に感謝しております。

囲を圧する呼び声に、
“頑張っている！！ 応援しなきゃ

…学長後日談）

あ”と思い、
「10個くださ～
い！」と言って、土曜出勤
の社員用に買っていました。
店番の間を見つけ、教室
内の研究成果等の展示も見
させていただいて、真剣に

2019.11.23

ゆめいこい祭に参加して

田窪

芳子

おかげで疲れが吹っ飛びました。楽しい体験をさせて

初めての加計学園の学園祭参加で、久保さん不在で

いただきありがとうございました。

したが、『焼豚玉子めし』を作ることになりました。

本当にご苦労様でした。

目玉焼きの焼き加減がよくわからず不安なままスター
トしましたが、
みんなの息の合った流れ作業で、
朝早く
から夕方までなんとか無事に終えることができました。
足が棒になりそうだったけど、楽しく接客ができて
嬉しかったのと、私が「コーヒーが飲みたい」とつぶ
やいたのを聞いた門田君が、みんなにコーヒーを買っ
てくれていました。
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OSEALフォーラム
2019.11.7

第58回OSEALフォーラム

第一副会長

井出

幸彦

方18時からは「MD336の夕べ」があり橋本議長、
高岡ガバナーも晴れやかにご挨拶されてました。
19時からの大鍋繋がりの高岡アラートライオンズ
クラブ、呉安浦ライオンズクラブと今治東ライオ
ンズクラブ合同懇親会があり、本宮前会長、阿部
前幹事が出席され、私たちは顔を出すだけで失礼
し、同じく19時からの100名以上参加されたア
ラートオフ会、22時からのライオンズクラブフェ
ヤン君の父 タンPDG

イスブックオフ会に参加しました。そこにはレバ

11月7日の例会終了後広島へ向け車で3Rの大氣

ノンのサリムPIDも来られて元気な姿を見せてく

さんを乗せて出発。8日には登録ブースでクラブ

れました。そんな訳で4つの懇親会をはしごして

の皆さんと合流し、屋外展示ブースを見学し、

帰ったら25時でした。

2011年にYCEで来られたタン・スー・ヤン君の父
タン・スー・クンPDGと会いました。展示ブース
では薬物乱用防止教室でお世話になっている広島
フェニックスライオンズクラブの横路さんとお会
いできました。その近くではFWTの皆さんがと
ても活き活きとレモネードスタンドと募金活動を
アラート女子ビビアンと

されていました。午後の開会式は入場者数の関係

サリムPIDと

でホストであるMD336は舞台の裏側でしたが大

9日には10時からアラートセミナーを受講しま

きなモニターがあり不便は感じませんでした。夕

したが400人収容の部屋で500人を超える受講者が
詰めかけ大盛況でした。

アラートセミナー

MD335森レオ委員長
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リーダーシップ研修会・忘年 会 ・ ひ よ こ 園 ク リ ス マ ス 会
2019.11.23

2Rリーダーシップ研修会に参加して
MC委員長

渡邉

眞

全体会の後、部屋を移動し、羽田野前2R-RCが講師
として「ライオンズに入ったきっかけ、目的、今後や
りたいアクティビティ」などを全員に問われました。
10名余りの様々な考え方を聞け大変刺激になりまし
た。また、オブザーバーで井出さんも参加されてお
り、IT委員ならではの話を
していただきました。2時
間ほどの短い時間でした
11月23日
（土）
西条市で開催されたリーダーシップ研

が、あらためて前向きに取

修会に参加してきました。当日は、岡山理科大学の学

り組むきっかけになる貴重

祭と重なり、奥様方にもお手伝いをしていただく人手

な時間でありました。

不足の中、研修会に参加するということで緊張感を
もって出席しました。

2019.12.10

忘年会に参加して

会員副委員長

本宮

光朗

12月10日、恒例の理事・会員の忘年会が鈍川温泉の

ができました。
入浴中まで写真撮影をしていたMC委員

美賀登さんで開かれました。菅波さん、横田さん、菅

長の渡邉眞くん、シャンプーのついでに背中でも流し

さん、近松さんなど大先輩方はじめ、多くのメンバー

てくれたら良かったのに。来年は美賀登さんにご迷惑

の参加のもと、楽しいひとときを過ごすことができま

がかかるといけないのでシャンプーや石鹸、
垢すりグッ

した。篠宮会長は理事会後ということで走ってではな

ズなど持参で行きますので楽

く、送迎バスに乗車していました。今年のメイン料理

しみにしておいてください。

は、きじ鍋でしたがお酒を飲む方が忙しくゆっくり味

そして帰りのバスはいつも

わって食べることができませんでした。以前は余興と

のようにみんなで湖城に途中

して一芸などを披露したり、みんなのスピーチがあっ

下車。呑み足りなかったのか

たりで、大変はじけた忘年会でしたが、最近は飲んで

遅くまで盛りあがりました。

食べて話をしてと、おとなしい忘年会になりました。

参加したことのない方はぜひ
来年は一緒に楽しみましょう。

バスの出発まで温泉にもつかり、ゆっくりすること

2019.12.21

ひよこ園のクリスマス会

会計

山岡

将人

烈に喜んでくれていました。

12月21日、クリス

「サンタさん、また来てねー」の子どもたちのリク

事務局駐車場に集合

エストに応えるためにも来年のクリスマスまでに体重

し、ひよこ園に赴き

を30kg増やし、サンタらしい腹にしようと思います。

クリスマス会保護者
の方からのお手紙←

マス会に参加のため

ました。篠宮会長、
L.壷内、L.矢野、L.
山岡の4名は現地に到着し、園長先生と打合せをした
後、コスチュームに着替えます。会長トナカイ、壷内
ツリー、矢野、山岡がWサンタに扮し、クリスマス会
を地鳴りするほどに盛り上げまくり、子どもたちも熱
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ドネーション

メンバー近況報告
令和元年 11月7日
真木

●第一例会

一信 「めいたんマルシェ」みなさま、お疲れさま
でした。

渡邉

令和元年 12月5日

●第一例会

田窪誠一郎

今日、常盤小学校で、孫の持久走を応援して
きました。1年女子の部でみごと30位に輝き
ました。

髙橋

良幸

薬物乱用防止教室にて、悪のドクターT登場
し、だますことに失敗しました。

本宮

光朗

先日の動物ふれあい教室ではポニーの乗馬体
験のお手伝いで、おかげで筋肉痛でした。

眞 原稿依頼「ハイ、喜んで！」

箱﨑

誠二 久々に例会出席しました。皆さんの顔が見れ
て嬉しかったです。

山岡

将人

太陽石油の移動例会ありがとうございまし
た。

阿部

国弘 環境フェスティバルとめいたんマルシェにご
協力ありがとうございました。岡山理大の学
祭もよろしくお願いします。

渡邉

眞

篠宮

博幸 いまばり環境フェスティバル、明徳短大めい
たんマルシェでは、お世話になりました。11
月も沢山アクティビティがあるので、引き続
きご協力お願いします。

会報誌ができました！ 阿部さんの奥さんや
チャーターメンバーの貴重な原稿が集まりま
した。ありがとうございました！ ハイ、ヨ
ロコンデ！

阿部

国弘

岡山理科大獣医学部の学祭ではいろいろとお
手伝いいただきありがとうございました。結
果は残念でしたが、楽しい1日を過ごせまし
た。

久保

智秀

明短学生祭、岡山理大ゆめいこい祭で、焼豚
玉子飯、ポップコーン食材お買い上げいただ
き、ありがとうございました。

壷内

和彦

清水小学校 動物ふれあい教室 みなさんのご
協力のもと無事終了しました。クラブ員を含
め子どもたちにいい体験をしていただけたと
思います。ありがとうございました。

夏目

幹男 10月第2理事会無断欠席しました。ゴメンナ
サイ！

近藤

嘉男 孫がソフトテニスの高校新人呉大会にてベス
トエイトに入りました。

山内

誓 奥野浩様、大変参考になる卓話をありがとう
ございました。

井出

幸彦 11月2～3日に佐賀県の武雄ライオンズクラブ
50周年記念式典に出席してきました。素晴ら
しい50周年でした。

誕生日ドネーション
谷口昭太郎（11/10） ……87才になりました。
箱﨑 誠二（11/14） 近松 徹也（11/20）
近藤 嘉男（11/27）

令和元年 12月19日

●第二例会

真木

一信 幹事も半分終わりました。下半期もよろしく
お願いします。

海原

泰治 テーマーの仕事も半分終わりました。あと半
分、2020年もどうぞよろしくお願いします。

篠宮

博幸 12月12日玉川中の薬物乱用防止教室で講師を
させていただきました。12月15日第2回ガバ
ナー諮問委員会を欠席しました。

山内

誓 渡邉眞さん薬物乱用防止教室の寸劇で一緒に
スベッてくださってありがとうございまし
た。これからもよろしくお願いします。

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。

例 会 日
例 会 場
会
長
幹

事
計

海原

泰治

スポーツ大会優勝おめでとうございます。わ
が家に令和１年11月11日に2人目の孫が生ま
れました。女の子です。

井出

幸彦

11月24日、FC今治の試合前に野口太鼓台を
かかせていただきました。

夏目

幹男

11月29日
（金）会社の忘年会クリスタルホール
で楽しく実施しました。地域のおかげです。

山内

誓

11月24日
（日）に娘が結婚式をあげました。嬉
し寂しの心境です。

篠宮

博幸

13年余りで連続例会出席300回を達成するこ
とができました。次は400回めざします！！
「ゆめいこい祭」で私のわがままで赤字にな
りました。合わせてドネーションします！！

誕生日ドネーション
菅波
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