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今期のスローガンは「ライオンズ 基本に帰ろう We Serve 」で、会員減少、クラブ存続の危

機と捉え、会員増強を図るためにも基本に戻って考えていく必要があると思います。歴代

会長の築き上げてこられた、今治東ライオンズクラブの伝統を守りながら、みなさまと相談

しながら改革するべきところは改革していかなければいけないと思っております。従来か

ら取り組んでいるアクティビティは見直し、改善をしながら継続して参りたいと思います。

具体的に取り組みたいことは、① アラート準備金を５万円計上し、緊急災害支援を迅速

に行いたいと思います。② 大鍋の活用をぜひとも進めてアラート出動の準備をしたいと思

います。③ ライオンズベストの採用ですが、社会のライオンズに対する認知度が下がって

ボランティアに対する情熱ある人材が他のNPOに流れていると思われます。ライオンズク

ラブの認知度を向上させるためにもアクティビティ時に着用し、「ライオンズ=ベスト＝奉

仕活動」とワンセットで認知してもらうためのCI（コーポレートアイデンティティ）活動の

有効な手段と思いますが、協議しながら進めて行きたいと思います。④ YCEの受け入れは

前回から10年が経とうとしています。ライオンズの基本的な奉仕活動ですのでぜひとも進

めたいと思います。⑤ 禁煙推進は新型コロナウイルスのこともあり、ご家族のためにもぜ

ひ進めたいと思います。

以上、みなさまのご指導をいただきながら進めて参りたいと思っておりますので、よろ

しくお願い申し上げます。

会　長

井出　幸彦

　幹事就任の要請を受けて、あっ

という間に１年が過ぎいよいよ

幹事の年となりました。今期は

コロナ対策・会員減少等様々な難

題を抱えてスタートする重要な

１年と考えています。こんな時

だからこそ何をすべきかクラブ

員のみなさまの意見を聞きなが

らより良いクラブ運営を行える

よう今年一年がんばります。ま

だまだ未熟者ですので、すこし

でもおかしな言動が見られましたら、遠慮なく直接ご意見、

ご指導をお願いします。私の今年一番の目標は『笑顔一杯楽

しいクラブ』例会もアクティビティもみなさんが楽しみなが

らできる様に、お手伝いをさせていただこうと思います。年々

記憶力は低下し滑舌も悪くなっていますが、その辺は温かい

心でご容赦ください。一年間よろしくお願いいたします。

幹　事

樫田　憲和

　今期テーマーという大役を仰

せつかりました。私自身、年間

を通じてすべての例会に出席を

したことが今までになく、今回

の就任をきっかけに例会出席は

もちろんのこと、スムーズな例

会の運営に努力して参りたいと

思います。また身なりの大きな

体とは裏腹に、肝が小さく大勢

の人前で話すことに緊張感を感

じやすいたちで、汗かきでもあ

りますから、みなさんにはご迷惑やご心配をお掛けするこ

とになろうかと思いますが、温かい目で見守っていただき、

ご協力と今まで以上の優しいご指導をお願いいたします。

クラブのアクティビティや直面する問題にも一生懸命取り

組んで参りますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

ライオンテーマー

渡邉　　眞

　じつは「一度はさせていただ

きたい！」と思っていました。

問題は素面（ノンアルコール状

態）での対応に自信がないこと

です。酩酊状態にこそ天国にい

られる…と思っています。ほぼ

アル中なのです。

　前任の木村ライオンは、癒し

に満ちた笑顔と洒脱な味で、ラ

イオン諸子の心をがっちり掴

み、予算以上を、然もはるかに

多額をゲットされました。時期を誤りました。しかしなが

ら、させていただく以上、全力を尽くします。

目標、目的、希望はドネーションのお願いに尽きます。

モットーは「心を一つに、明るく楽しく!!」明るくも楽しく

もないお願いですが、どうかどうかよろしくお願いいたし

ます。

私ごとき者を生かすも殺すも、桃色封筒に入った現金（後

払い可）次第です。決して私にではなく、世のため人のため、

世界平和のためなのですから…

テール・ツイスター

渡辺　健三

　２年ぶりに三役に戻ってきま

した。前期後半は、クラブ会費

値上げの件でメンバーのみなさ

まにはいろいろとご助言ならび

にご協力をいただきましたこ

と、この場を借りて厚く御礼を

申し上げます。今期はあまり出

しゃばらず、無口な会計として

樫田先輩の邪魔をしないように

心がけていきますので、どうか

よろしくお願い申し上げます。

会　計

阿部　国弘
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就 任 の ご 挨 拶

　この度、計画・出席委員長に

任ぜられました田中秀彦です。

運営に関わる委員長になるのは

初めてなので、いささか緊張し

ております。今期の特色といた

しまして、メンバー卓話の充実

ということを掲げました。２～

３名の方に２分から３分の間で

お願いしたいと思います。短い

時間ですが、その思いの丈を述

べていただければ幸いです。

また、出席率向上への取り組みの一環として、出席ラッ

キー賞を実施しておりますが、その賞品としてみなさま方

が旅行された際の、日持ちのするお土産等の提供も大歓迎

ですのでお含みおきください。まだ新型コロナウイルス禍

の落ち着き先が見えない状況ですが、みなさま方の健康と

クラブの隆盛を願いつつ、挨拶と代えさせていただきます。

計画・出席委員長

田中　秀彦

　今期、財務委員長の大役を仰

せつかりました。クラブの財務

について何ら理解しておりませ

んが、諸先輩方にご指導いただ

きながら精一杯務めさせていた

だく所存ですが、今期の予算書

を見て、会員増強の重要さを思

い知らされました。事業資金獲

得に向け、環境フェスティバル

や明徳短期大学、岡山理科大学

獣医学部の各学園祭へ参加しま

す。学園祭では、髙岡アラートライオンズクラブさんから

いただいた大鍋を活用した出店を考えています。もしもの

時に大鍋の力が発揮できるよう使い慣れておくことが必要

です。

とにかく、なにごともみなさまのご協力なくしては成し

得ません。どうぞよろしくお願いします。

財務委員長

海原　泰治

　2008年に入会し12年、自分で

も驚いておりますが、なんと初

のMC委員会です。しかも委員

長という大役を仰せつかりまし

た。普段は身体を動かす委員会

が多く安易に考えておりました

が、前MC委員会の活動をマジ

マジと拝見させてもらい、最終

例会に体験させてもらったので

すが、コレが予想以上にハード

で大変な委員会だと実感いたし

ました。センスはあまりないのですが、これから１年間み

なさんの写真を撮って撮って撮りまくりますので覚悟して

おいてください。会報誌に関しては副委員長である阿部さ

んに丸投げいたしますので、よろしくお願いいたします。

ＭＣ委員長

壷内　和彦

今年度、青少年育成委員長を拝

命いたしました。２回目の委員

長として、前回より少しは要領

よくこなしていきたいと思いま

す。新型コロナウイルスの影響

で例年と変わった形での取り組

みとなるアクテビティもありま

すが、「 We Serve 」の精神でが

んばっていきましょう。メン

バーのみなさま、ご協力よろし

くお願いいたします。

青少年育成委員長

矢野　和弘

　今年度は保健委員長です。薬

物乱用防止教室専門“劇団キム

ラ”を解散して約１年となり、

現在活躍中の“劇団真”の一員と

して安らかに過ごしておりまし

たが、ここでまさかの委員長就

任となってしまいました。まだ

まだ続きそうな新型コロナウイ

ルス感染の防止対策を学校側と

共に考えながら、また予期でき

ない事象も数多く出てくると思

われますが、メンバーのみなさんのご協力をもって乗り越

えていきたいと思っています。１年間よろしくお願いいた

します。

保健委員長

木村　弘宣

　今期、環境・社会福祉・市民奉

仕・LCIF・アラート委員会委員

長を拝命いたしました。

　前期より続く新型コロナウイ

ルス感染症拡大の影響を受け、

すでにいくつかの大きなアク

ティビティが本年度中止になっ

てしまいました。９月６日（日）

のイオン今治店においておこな

われる、日本赤十字社主催の献

血が最初の大きなアクティビ

ティになる予定です。クラブメンバーの方々のお力添えを

いただきながら、クラスターを発生させないよう細心の注

意を払いつつ各アクティビティを効果的におこなって参り

たいと思います。

また、先日受講した次期委員長スクールの資料によれば、

２Rの17クラブの中で、わがクラブは2019年度LCIFの献金

額が堂々の17位でした。上位を張る必要はないかなと思い

ますが、せめて『並』レベルには食い込みたいと思案してお

ります。１年間ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

環境・社会福祉委員長

山内　　誓

－ 3 －



委員長スクールに新居浜までいってきました。これまで

委員長経験はあったのですが、中々日程が合わず、久々の

受講となりました。今回MC委員会の司会担当に当クラブ

の井出さんがいることもあり、心強い気持ちで受けられま

した。委員長スクールが始まるまでの時間に過去のライオ

ンズクラブの映像（1960年代？）を見せていただき、改めて

ライオンズクラブの歴史と伝統を感じさせられました。

スクールではSNSや会報誌の頻度を各クラブが発表しま

就 任 の ご 挨 拶

　この度地区委員を仰せつかり

ました。この１年よろしくお願

いいたします。私の委員会は高

知キャビネットの基本事業をお

こなうものです。

　１. 環境保全 ：① 美化プロ

ジェクトを発足し公共公園や公

共トイレの清掃　② 植樹・育

樹・リサイクル活動　２. 保健

福祉 ： ① 糖尿病への啓発活動

② 小児がんへの支援活動とし

てヘアードネーションの提供　

③ ㈣献運動（献血・献眼・献腎・ドナー登録）の推進　④ 薬物

乱用防止活動の推進　３. アラート活動

以上の活動を２リジョン各クラブがおこなっていただけ

るよう、啓蒙とお願いをおこなってまいりますので、ご協

力の程お願いいたします。本年度は新型コロナウイルスの

感染拡大のため、こういった事業はやりにくいかもしれま

せんが、これら事業は長年継続してやってきたおかげで

徐々に社会に受け入れられてきたものです。今後も続くも

のですので、今年１年しっかり勉強させていただきます、

ご協力の程、よろしくお願いいたします。

地区委員
336―A地区

環境保全・保健福祉・アラート委員

野間　道博

　2014年からWebチーム

員として連続7年目の地

区委員となります。昨年

度は12年続いたマンス

リーの報告方式が大きく

変わりましたが、２リ

ジョンでは大きな混乱も

なく無事切り替えること

ができましたのも、みな

さまのご協力の賜物と感

謝しております。

今年度はその新方式の定着や、新しい地区選挙方

法の開発等の課題は山積しておりますが、新型コロ

ナウイルス対策としてWeb会議が多くのクラブで実

現できたことは、今後の利用促進、タイムリーな対

処、経費節減等の効果が期待できますので、大いに

活用して欲しいと思います。厚生労働省よりリリー

スされました「接触確認アプリ」をライオンズクラブ

が積極的に採用し、市民に広げることも奉仕のひと

つですので、ご協力をお願いいたします。今期１年

よろしくお願いいたします。

IT特別委員

井出　幸彦

2020.6.13

委員長スクール受講 MC委員長　　壷内　和彦　

したが、毎月会報誌を

発行しているクラブ

の方が少なく、ペー

パーレスに移行して

いるクラブが多い様に

見受けられました。ま

た、SNSで の 配 信 は

ホームページこそ多

かったのですが、フェ

イスブックやツイッ

ター等は詳しい人に任

せているクラブが多

く、現状ではどのクラ

ブもあまり差がない様

に感じました。共通の

課題は会員減少による

会報誌予算の確保の困難さでした。スクール終了後に他ク

ラブと色々な取り組みのお話も聞かせていただきました

が、会報誌にしろ、ホームページにせよ活動内容をいかに

アウトプットしていくかが今後重要課題で、活動報告も新

たな取り組みとして見直す時期に入っていると思いまし

た。まだまだ普及までには時間がかかりますが、少しずつ

次期への痕跡を残せるような活動にしていきたいと思いま

した。
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2020.6.20

最終例会報告 会　計　　阿部　国弘　

ついに最終例会を迎えました。新型コロナウイルスの影

響で開催すら危ぶまれたこの最終例会ですが、やはり最後

くらいは無理をしてでもみんなで集まって、顔と顔を合わ

せて１年を締めくくりたいとの意見を大勢のメンバーから

いただき今日の運びとなりました。

この１年を振り返ると、付け焼き刃のようなキャビネッ

ト発足に始まり、後半は新型コロナウイルスによるあらゆ

る大会の中止。わがクラブでは大量の退会者と暗い話題ば

かり先行しましたが、ここにきて終身会員でもあり、日本

食研ホールディングス会長の大沢一彦さんが９人目の愛媛

県今治市名誉市民の称号を授与されたという、メンバーに

とってもたいへん嬉しいニュースが飛び込んできました。

ということで、最終例会の懇親会は大沢さんの名誉を称

え、卓話をしてもらい、記念品の贈呈を大々的におこなう

こととなりました。

卓話は創業時の苦労話、新都市にできた新しい宮殿工場

のこと、ライオンズクラブの来会方式を自社の会議に取り

入れていること、そしてずっと支えてくれた奥様の話など、

大沢さんの人となりを目の当たりにできました。みんなお

酒を飲むのも忘れて話に聞き入っていました。

その後、大沢さんも交えてビンゴ大会をおこない、和や

かな雰囲気の中、短い時間でしたが中身の濃い最終例会を

味わうことができました。まさに「終わりよければ全てよ

し」です。
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● 最終例会報告
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2020.6.30

清水小学校薬物乱用防止教室 前保健委員長　　尼田　純子　

6月30日清水小学校で６年生対象に今期最後の薬物乱用

防止教室を行いました。新型コロナウイルス感染防止の為、

２月以降休止となっていましたが、ソーシャルディスタン

スを保ち、マスクを着用、密を避けるためにいつもの寸劇

は控え、クイズにするなど対策を講じての開催。その上講

師は今回デビューの私が担当！ 色々な意味でいつもより

少し緊張感のある（私だけかも？）教室となりました。

時間配分が難しく最後は走り気味でしたが、子どもたち

は素直に最後まで話を聞いてくれて無事終わり、ほっとし

ました。メンバーのみなさんに温かく見守っていただきな

がら、一年間委員長を務めることができ、最後に講師デ

ビューも果たせ無事終えることができたことに感謝いたし

ます。

クラブのこの活動が末永く続き、次の世代を担う子ども

たちの明るい未来を応援できることを祈っています。

● 薬物乱用防止教室　● ２リジョン年次会合

2020.6.20

２リジョン年次会合に参加して 前会長　　篠宮　博幸　

令和２年６月20日（土）新居浜市ユアーズにて２

R年次会合が開催され、我がクラブから私と井出

現次期地区委員・次期会長、野間次期地区委員が

出席しました。

まず、明比RCの開会ゴング・宣言で始まり、挨

拶では新型コロナウイルスの影響で規模を縮小し

て開催することの残念さと、一年間のお礼と各

ZCや地区委員ご功績に謝辞がありました。そし

て最後に自粛のため暫く飲み会等もなかったの

で、大いに盛り上がってほしいとのことでした。

今期は地区年次大会や複合、そして国際大会まで

も中止となり前代未聞の状況で各クラブの活動も

制約が掛り、リジョンの運営も大変だったことと

思います。今期関わったすべてのみなさまに感謝

申し上げます。お世話になりました。
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● ２ゾーン年次会合　● ６月第一例会報告

2020.6.28

第４回ゾーンレベル会員委員会・
２ゾーン年次会合 前幹事　　真木　一信　

６月28日国際ホテルにおいて、第4回ゾーンレベル会員

委員会・２ゾーン年次会合が催され、地区委員、現次期の

三役、現会員委員長で参加してまいりました。日浅修ZC

の「この１年がキャビネットのごたごたで始まった異例の

年でしたが、新型コロナウイルスの影響で１年間、負のス

パイラルから抜けられなかった」との感想で始まりました。

４クラブの質疑応答でも、わがクラブは今期大幅な退会者

を出したため歯切れの悪いものとなりました。そんな中で

も、西原透地区名誉顧問からは「皆さんにとっては、後に

も先にも本当に新型コロナウイルスの影響で本当に忘れら

れない１年となったと思います。これからのライオンズク

ラブは、例会・奉仕活動すべてにおい

て新しく変わっていかなくてはいけな

いと思います。これからも挑戦するこ

とをあきらめないよう、会員ファース

トで会員がやりやすいよう、会員で居

続けられるよう、新しいライオンズク

ラブに生まれ変われるように」と前向

きな講評をいただき、無事１年の締め

くくりの会合を終えることができまし

た。これからのクラブ運営に係わる方

たちに期待を込めて会合の報告とさせ

ていただきます。

2020.6.20

６月第一例会報告 第一副会長　　片山　昭　

６月の第一例会、今期も残すところ今回を入れて２回で

すが、後半は新型コロナウイルスの影響でたびたび例会が

キャンセルとなり、開催しても周りに遠慮しての例会で、

どことなく不完全燃焼の気分が否めません。とはいえクラ

ブ発足以来、初めての会費の値上げがおこなわれ、自動的

に内規の変更もおこなわれることになりました。ならば

ついでにと、会費の項目だけでなく、なんとなく分かりにく

い文書とか昔の刑法みたいな言い回しも現代風に訂正し、

結構分かりやすい内規になったと思います。今後も今回の

内規改正のように、時代に対応した柔軟なクラブ運営を目

指していきましょう。

つづいて、惜しくも60過ぎの若さで突然この世を去った、故箱﨑誠二さんにお別れの言葉が在籍のメンバー４名から贈ら

れました。

お店がご近所の安見さん、会長時代の幹事だった平野さん、着物をよく買いにいっていた壷内さん、スポンサーをしても

らった矢野さん。それぞれのエピソード、思い出話を聞くにつれ、箱﨑さんの優しい笑顔が次々に思い出され、胸の奥が苦

しくなりました。箱﨑さん、安らかにお休みください。合唱。



渡邉　　眞 １年間ありがとうございました。来期もよろ
しくお願いします。 

尼田　純子 委員会のクラブのみなさま、クラブのみなさ
ま、一年間ありがとうございます。保健委員
会より。 

片山　　昭 １年間お疲れ様でした。来期は新型コロナウ
イルスも治っていることを祈念してドネー
ションします。 

髙橋　良幸 今年も皆勤できました。ありがとうございま
す。 

海原　泰治 １年間テーマの仕事をやらせていただきまし
た。失敗しながらも何とかやりきることがで
きました。みなさまのご協力のおかげです。
ありがとうございました。

井出　範子 無事、抜釘手術しました。元気です。ありが
とうございました。 

山内　　誓 クラブメンバーの方々、１年間大変お世話に
なしました。 

現三役

（会長／篠宮博幸、幹事／真木一信、会計／山岡将人） 
１年間お世話になりました。今日、十分楽し
んで帰ってください。 

誕生日ドネーション

嶋村　和宏（2/18）　渡辺　健三（6/6）

小笠原　斉（6/15）

渡邉　　眞 みなさんのご協力で無事、会報誌が発行でき
ました。ありがとうございます！ 

山岡　将人 人手不足の危険物輸送業界ですが、田中さん
の息子さんが私の会社に入社してくださいま
した。エースドライバーになるよう教育中で
す！！ 

真木　一信 理事会メンバーのみなさま、各委員長のみな
さま、一年間お疲れさまでした。残すところ
わずかとなりましたが、最終までよろしくお
願いします。 

篠宮　博幸 先日、初孫のお宮参りをしました。新型コロ
ナウイルスの影響でかなり遅くなりましたが
無事に終わりました。すくすくと育ってくれ
ることを望みます。

山内　　誓 新型コロナウイルス感染症が早く終息します
ように。 

近藤　嘉男 25年間お世話になりました。 

渡辺　健三 初めて表紙を飾らせていたきました。心をこ
めて感謝のドネーションをさせていただきま
す。渡邉委員長を恨みます。どうもありがと
うございました。 

令和２年 6月4日　 ● 第一例会

令和２年 6月18日　 ● 第二例会
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