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『 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) 』
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新年例会

2020年
1月4日

新年例会

新年例会お年玉大抽選会
近藤

嘉男

新年例会お年玉大抽選会で青森県産のお酒「純米吟
醸 田酒」の入札があり、参加者は一人だと思いました
が、海原さんとの競争入札となりました。はじめは
3,000円くらいで落とせると簡単に思っていましたが
競争入札のため、値段が5,000円を超えました。そこ
で止めればよかったのですが、酔った勢いで6,500円
もの金額を言ってしまい、ようやく落札できました。
「純米吟醸 田酒」は飲みやすく、さっぱりしたお酒
でした。友人と一緒に美味しくいただきました。

－ 2 －

菅波

宏

1月4日開催の新年家族例会で、恒例の景品
抽選会にて、元来くじ運の悪い私になぜかふ
とん乾燥機の豪華景品が当たりました。
私は1977年4月21日入会で、長年在籍して
いることに対しての神様からのご褒美をいた
だいたものと思い、驚きと嬉しさと共に新年
早々のこの運の良さが続くことを祈念してい
ます。ありがとうございました。
みなさん永く在籍して、一緒に社会奉仕に
精進してください。きっといいことがありま
すよ。
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献血
2020.2.2

第2回献血活動

環境・社会福祉委員長

門田

健一

2020年2月2日イオン今治店にて、今期2回目の
献血活動をおこないました。快晴でとても気持

結果は受付者87名、採血者76名、不採血者11
名の大変多くの方々にご協力いただけました。

ちの良いお天気でしたので、作業中は暑いくら
いでした。毎年恒例のムロヤ菓舗、吉田屋餅店
のぜんざいを提供させてもらい、大変好評で喜

また、メンバーの熟練されたお手伝いのおかげ
で、委員会の負担も軽く、全ての作業がスムー
ズに流れていました。本当にありがとうござい

んでもらえました。

ました。
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呉安浦ライオンズクラブ訪問・ 2R親善ボウリング大会
2020.2.23

呉安浦ライオンズクラブCN40周年
財務委員長

阿部

国弘

2月23日、令和初めての天皇誕生日の祝福すべき日に、
呉安浦ライオンズクラブさんのチャーターナイト40周年
記念式典にL.本宮、L.片山、L.樫田と4名で参加してきま
した。呉安浦ライオンズクラブさんとは、高岡アラート
ライオンズクラブさんの大鍋つながりで縁ができました。
一昨年夏に中四国地方を襲った西日本豪雨災害で、会
員の3分の2以上の企業が被災されたそうです。自分の会
社が大変な状況でも、支援物資の搬入やシャワー施設の
設置、水に浸かった小学校図書館への図書の寄贈など地
域の復興に尽力されました。
式典は会員数22名とは思えない立派な式典でした。そ
の後の祝宴で披露された復興の動画がまた感動的でした。
本当に大変な目に会いながらも、それを乗り越えて、今
日の40周年があるのだなと胸が熱くなりました。
我がクラブはあまり他クラブとの交流が得意な方では
ありませんが、これを機会にクラブ外にも目を向けて、
災害支援などの活動にも積極的に取り組んでいかなけれ
ばいけないと感じた記念式典でした。

2020.1.26

2R親善ボウリング大会 特別賞！！
会員委員長

中山律子・並木恵美子・須田開代子… この方々の名前
を聞いてピン！ とくる人は、1970年代のボウリングブー
ムを経験した方ですね。当時、今治にも5 ～ 6軒ボウリン
グ場があり、私も友だちと早朝から通ったものでした。
…っと前置きは以上で、去る1月26日西条のワンダーボ
ウルにて2リジョン親善ボウリング大会が開催され、今治
東ライオンズクラブから現3役＋私の4名で参加いたしま
した。最近ではボウリングをする機会もなく、直近といっ
ても記憶にあるのは、10年ほど前、アクティビティで、
あすなろ学園の子どもたちとの交流で投げた記憶がある
程度で、本当に久しぶりのボウリングでした。
結果は、何と参加17チーム中16位でしたが、17番の今
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久保

智秀

治中央ライオンズクラブは対象外だったため、実際は最
下位という誠に残念な結果となりました。
少し言い訳をするなら、今治ライオンズクラブの原田
第一副会長も言っていたとおり会場についた時点で、指
の合うボールがなかったこと… 2ゲーム目は指の痛みと
の戦いでした。次回参加されるメン
バーは、早めの会場入りをおすすめ
します。
個人的には、個人賞の特別賞
（当日
賞）
をいただき、先日賞品が届きまし
た。
ありがとうございました。
そして、
参加されたみなさま、お疲れさまで
した。

薬物乱用防止教室
2020.1.16.

今治明徳高等学校

薬物乱用防止教室に参加して

山内

1月16日（木）今治明徳高等学校にて薬物乱用防止教室が
開催されました。今回参加者は1、2、3年生合わせて234
名と大人数となり、篠宮会長が講師を直々に買って出て
くださいました。
最初にリーフレットで、今治地区がシンナー等の乱用
少年検挙補導件数過去10年間県内ワースト1であること、
危険ドラッグ等に手を出す少年が増えている可能性があ
ることをわかりやすく説明しました。次に、パワーポイ
ントを使って、薬物の種類と、脳、身体、精神、社会生
活への有害な作用が強いことを図説しました。依存症の
治療が極めて困難であり再犯を繰り返すことにより、結
局は家庭崩壊にも繋がることになると熱意をもって語り
かけました。会長のリアルな説明に生徒の方々も真剣に
聞き入っていました。また最近では、スマホ、SNSを通

2020.1.30.

じた未成年者の被害が増えていること、売人は個人情報
を解析することにより、コンタクトの機会を常に狙って
いるので、注意するように力説しました。
その後、ライオンズメンバーと生徒とのコラボチーム
による薬物の断り方の寸劇を行い、
理解を深めました。
（売
人役の人は、確実に職務質問を受けられるクオリティで
した。
）
最後に、みんなで『ダメ。ゼッタイ』コールを大きな声
で唱和、参加者全員の声が体育館に響き渡る中、不退転
の決意を新たにしました。
小・中学生よりも社会生活の範囲が広がっており、近々
進学、就職等で社会に出るようになるこの年代の若者に
こそ薬物乱用防止教室を行っていけたら、より効果が上
がると確信しました。

波止浜小学校

2020.2.4.

薬物乱用防止教室の講師をやりました
1月30日に波止浜小学校の薬物乱用防止教室に参加し、
初めて講師をやらせていただきました。「子どもたちに薬
物の犠牲にゼッタイになってほしくない」という一心で一
所懸命訴えました。寸劇の一場面で「くすりをもらってい
いかな？」というメンバーの台詞に対し「ダメー！」
という

誓

波方小学校

ライオン・テーマー

海原

泰治

大合唱が起こったのを見て少し想いが伝わったのかと安
堵しました。時間配分やパワーポイントの操作など反省
点ばかりですが、次の機会にはもっと良いものにするた
めに練習を重ねていきます。
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アラートフォーラム全国大会 i n福 岡 ・1月 第 2例 会 報 告
2020.2.11

「アラートフォーラム全国大会in福岡」報告
第一副会長

2月11日建国記念の日に福岡の日航
ホテルにおいて、MD337主催で開かれ
た「アラートフォーラム全国大会in福
岡」
に参加してきました。
全国規模のアラートフォーラムが
公式に開催されたのは、2012年福岡
OSEALフォーラムが最初でした。そ
の後、2014年に神戸、2015年福島、2016年福岡(国際大会)、
2017年 横 浜 と 千 葉、2018年 山 形、2019年 神 戸 と 広 島
(OSEALフォーラム)で開かれ全て参加ました。
今回は初めて日本ライオンズ後援となり、全国から熱い
「アラート魂」
を持ったライオンが450名集まりました。
日本ライオンズの識名理事長の熱意溢れる開会の挨拶の
後、MD335のアラート委員長の坂本ライオンの
「国難級の
巨大災害にどう備えるか」
と題して講演が行われました。
最初に「Our Nations Safety」の意味は「国、地域の安全」つ
まり
「アラート奉仕活動」
を指すと明言され、改めてライオ
ンズの意味を認識しました。そして、南海トラフ巨大地震
をどこまでイメージできていますか？ と問いがあり、改
めて何もイメージできていない事に気づかされました。
2月27日に愛媛県社協と
「災害時におけるボランティア支

MC委員長

本日のゲスト卓話は
「富田総ぐるみこどもみまもり隊」
の
田中健二さんにご来談していただきました。
「富田総ぐるみこどもみまもり隊」
は平成16年に地区の不
審者対策として発足しました。愛媛県でも初の組織でした。
活動内容は、登下校の見守り、毎月第1金曜日の青パト隊
によるパトロール、そして毎月5日の夜間巡回パトロール
などです。その他、地区内に啓発の看板やステッカー、通
学路を中心に青色防犯灯を設置する活動をしています。ま
た、地元の小学校と協力して
「田んぼの学校」
で年間を通じ
て子どもたちと一緒に米作りをし、収穫祭や餅つき大会な

Ё
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幸彦

援に関する協定」
が結ばれましたが、これを実行するのは
我々自身ですので、準備をしなければいけません。今後、
この協定が全国各地区と各県社会福祉協議会の間で結ばれ
ます。ライオンズが大きくアラートに舵を切っていくとい
うことです。
我が地区の高岡ガバナー、澤田キャビネット幹事も出席
されていました。
クラブ単位では、すぐに使える資金の積み立て、大鍋の
活用等課題は山積しておりますが、地域奉仕のために取り
組む必要があると思います。
「ライオンズクラブがアラート
に取り組まなければ次の100年は生き残れないかも知れな
い」
と2008年のアル・ブランデル国際会長が言われた通り、
アラートに取り組まなければ会員数の減少、そしてクラブ
解散の危機に直面するのはそう遠くないように思います。
フォーラムの後の懇親会は約250
名の参加で、熱いアラート魂を持っ
たメンバーが口角泡を飛ばしながら
の議論が続き博多の夜が更けまし
た。次回は来年、東日本大震災の被
災地で行う予定だそうですので、皆
で参加しましょう。

1月第2例会報告

2020.1.16

井出

渡邉

眞

どを実施したり、善い行いをする児童生徒の表彰をするな
ど子どもたちとの絆を深めています。
そのような永年に渡る活動が評価され、昨年の10月に
「安
全安心なまちづくり関係功
労者内閣総理大臣表彰」を
受賞されました。代表の秋
山辰郎さんが、総理大臣官
邸で安倍晋三首相より表彰
状を授与されたそうです。
「ウィサーブ」
をモットー
とするわれわれライオンズ
クラブメンバー。見習わな
くてはいけないことがたく
さん詰まった卓話でした。
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ドネーション

メンバー近況報告
令和元年 1月4日

●第一例会

令和元年 1月16日

●第二例会

阿部

国弘

このたび、3級ですが「知的財産管理技能士」の資格
試験に合格しました。会社のCSR認定も「ツースター」
に昇格しました。全国4,000社のうち、わずか15社の
栄誉です。
無事、次女の中学受験がおわりました。次は長女の高
校受験があります。がんばってもらいたいものです。

真木

一信

明けましておめでとうございます。

髙橋

良幸

明けましておめでとうございます。今年はより良い年
になりますように！！

木村

弘宣

田窪誠一郎

還暦！

渡邉

眞

片山

昭

本年もヨロシクお願いいたします。

篠宮

博幸

大澤

宅也

新年例会では皆様にお世話になりました。

篠宮

博幸

田中健司さん、本日はゲスト卓話ありがとうございま
す。急な依頼でしたが、快く引き受けていただき良い
話でした。今治明徳高校の薬物乱用防止教室の講師を
させていただきました！

久保

智秀

今年は、2020年！会社の代表電話番号も2020、久しぶ
りにドネーションします。

真木

一信

リクシルリフォームコンテストで全国表彰銅賞を受賞
しましたのでドネーションいたします。

片山

昭

奥さんの誕生祝で娘と孫の4人で、久々に千年松に泊
りました。

山内

誓

本日、明徳高校で薬物乱用防止教室寸劇を行いまし
た。海原さんのリードのおかげで、小スベリぐらいで
なんとかおさまったと思います。ありがとうございま
した。

令和になって初めてのお正月を迎え、新年家族同伴例
会に沢山の方々にご出席いただきありがとうございま
す。今期の後半もよろしくお願いします！！

誕生日ドネーション
門田
山内

健一（1/1）
誓（1/6）…ハツカネズミのようにフットワーク
軽くいきたいけど体が重い！
おもちをたくさん食べました。

村瀬

牧男（1/14）

矢野

和弘（1/30）

令和元年 2月6日

●第一例会

会報誌の原稿ありがとうございました！
欠席してしまいスミマセンでした…

令和元年 2月20日

新年例会、

●第二例会

山岡

将人

ボウリング大会、楽しかったなー！

田中

秀彦

真木

一信

2リジョン親善ボウリング大会、L.久保智秀、特別賞
おめでとうございます。

孫がまたできました。男の子で枢（かなめ）と名付け
られました。

門田

篠宮

博幸

2月2日の献血を仕事でお休みしました。後、2月9日第
58回愛媛マラソンでマッキ―が無事完走しますよう
に！！

木村

弘宣

2月4日
（火）
、波方小学校の薬物乱用防止教室にて講師
をさせて頂きました。SNSを何度もSSSと言ってしま
い、参加していた娘にも帰ってすぐさま指摘をうけま
した。

海原

泰治

健一

塚本さん、愛媛マラソン完走おめでとうございます。

塚本真紀子

2月9日（日）第58回愛媛マラソンを無事完走すること
ができました！ ありがとうございます。今回は高橋
尚子さんに笑顔がいいですねと、声を掛けていただけ
ました。

篠宮

博幸

2月9日第58回愛媛マラソンで、私が沢山のサプリをプ
レゼントしたおかげでマッキ―が5時間9分代で無事？
見事？ に完走しました！！きっと私のおかげでしょう。

波止浜小の薬物乱用防止教室で講師デビューしまし
た。緊張しましたが楽しかったです。参加されたみな
さんお疲れさまでした。

真木

一信

花粉症が出てきましたのでドネーションします（笑）

山内

誓

コロナウイルス感染症が早く下火になっておさまりま
すように。

箱﨑

誠二

最後のえびすぎれ、愛媛新聞に2度、マイタウンに1度
掲載されました。

久保

智秀

入会25年目、マイルストーン・シェブロンアワードを
いただいたうえ、卓話をさせていただきました。

夏目

幹男

ライオンズの誓い、カミカミの予定です。予防ドネー
ションしておきます。

片山

昭

明日、テクスポートでフェアをおこないます。SDGs
のセミナーもありますので、お時間のある方はぜひお
越しください。

山内

誓

井出

幸彦

久保さん、貴重な卓話をありがとうございました。
1月29日～31日の予定で宮城県丸森町へ軽四で
1,100km走って行ってきました。倒壊した家屋が多く
ありました。

例 会 日
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事
計
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国弘（2/11）…令和初めての建国記念の日に58歳に

宮側
尼田

浩一（2/12）
純子（2/21）

なります。
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