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2020.7.3

今季初の薬物乱用防止教室 講師　　篠宮　博幸　

　令和２年７月３日（金）今治市立近見

中学校全校生徒175名＋先生に今季初

の薬物乱用防止教室を開催させていただきました。本来な

らば、私が会長時にご依頼いただきましたが、コロナ感染

症拡大防止や大雨警報等で市内小中学校の臨時休校の措置

が多くなり、やむなく日程変更となりました。また、わが

クラブでは「記憶に残る教室」として寸劇を取り入れていま

したが、三密を避けるため〇×クイズを取り入れ薬物の怖

さを覚えていただくこととしました。興味をもって真剣に

考え答える生徒の姿に講師として感激しました。11問中全

問正解者は４名と少数でしたが、これからの人生の課題の

一つとして捉えていただけると幸いです。今後のコロナ禍

での教室をさらに考えていきたいと思います。

　７月22日（木）本年度３回目となる薬

物乱用防止教室に参加しました。本年

度は幹事ということもあり、全アクティビティになるべく

出ようと思っています。昨年度は、保健委員会に所属して

いたにも拘わらず実は１回も参加していません。尼田委員

長、真に申し訳ありませんでした。それはさておき、立花

中１年生140名対象の教室についてですが、今年はコロナ

対策として後半の寸劇をクイズに替えて実施しています。

今回講師のL壷内、流石の軽妙な講師ぶりで生徒たちを飽

きさせない語り口で、特にクイズの時はあえて他校の全問

正解者数と比較して、正解者を称えるなど、生徒達には記

憶に残る教室になったと思います。最初は優しい問題から

入り最後の方は大人でも迷いそうな問題を出すと全問正解

者は意外と少なくなります。先日、委員会で決めた「全問

正解者証」いいかもしれません。

● 薬物乱用防止教室

近見中学校にて

2020.7.22

薬物乱用防止教室 幹事　　樫田　憲和　

立花中学校にて
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７月29日、今治西高定時制生活体験発表会に参加してきました。今

年も６名の発表がありました。発表者それぞれが、悩みや問題を抱え

ていて、それでも高等学校卒業の資格を目指しているなど、様々な話

を聞くことができまし

た。私自身、今年で２

回目の参加でしたが、

いいお話を聞かせてい

ただきました。みなさ

まもぜひ生徒たちの声

を聞きに来てくださ

い。

2020.7.29

今治西高定時制生活体験発表会 青少年育成委員長　　矢野　和弘　

● 今治西高定時制生活体験発表会　● 今治空襲の日の慰霊

2020.8.6

「今治空襲慰霊」と「平和の鐘を鳴らそう」
中止にもかかわらず… 村瀬　牧男　

８月６日（木）、恒例の今治空襲の慰霊祭と、ユネスコ「平和の鐘を鳴

らそう」は新型コロナの影響で式典等は中止となった。戦後75年、戦

災を思い平和を考える節目の年であっただけに、コロナウイルスに負

けたのは残念であった。それでも、任意にお参りする人たちもいると

の思いで慰霊碑の周りを清掃し、献花のため菊の花を用意した。

猛暑にもかかわらず、今治東ライオンズクラブの会員をはじめ、約

50名の市民のみなさまが慰霊に訪れ、平和の鐘を打った。年を追うご

とに戦災を語れる人がいなくなる不安と、この行事を執行する組織が

維持継続できるのか、多くの課題を抱えた今治空襲の日であった。
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2020.8.20

今治東ライオンズクラブ例会に参加して ２R－RC　　白石　公成　

● ＲＣ訪問例会　● 第１回ゾーンレベル会員委員会・地区ガバナー諮問委員会

RC訪問例会 会計　　阿部　国弘　

で楽しい懇親会になりました。暑い中出席したみなさま、

お疲れさまでした。

○村上真理子　青少年・LCIF・ライオンズクエスト委員　

とにかくLCIFに協力を。336-A地区はLCIF献金が全国で

も最下位で残念。平和ポスターもよろしくお願いします。

○野間道博 環境保全・保健福祉・GST・アラート委員　公共

公園、公共トイレの美化運動のアクティビティを全クラ

ブでおこなってほしい。ドナー休暇制度やヘアドネー

ション、献血、献眼、小児がん予防、糖尿病予防など多

岐にわたって取り組まなくてはいけない。

○井出幸彦 IT特別委員　ガラケーではなくスマホに機種

変更をして、新型コロナウイルス対策アプリをインス

トールしてほしい。レバノンで大規模な事故の支援を

FBでおこなっている。LCIFの対象にもなった。

今治東ライオンズクラブの例会に初めて参加させていた

だきましたが、手指消毒をし、飛沫防止のため歌やライオ

ンズクラブの誓い、ライオンズロ－アも発声なしとし、新

型コロナウイルス感染症対策を十分に考慮された例会でし

た。今治東ライオンズクラブの井出幸彦会長は336-A地区

2R・IT特別委員もされていて、2Rでの様々な会議に同席す

ることが多く、行動力のある方だと思います。LCIF100ド

ルキャンペ－ンは、今年度が目標達成の最終年度ですが、

早々とLCIF100ドル入金が決定され、有り難いことです。

委員会活動は現在の状況では、多くの人が参加する事業は

難しいと思いますが、知恵を出し合って、できることをし

てください。ツイスタ－の時間では、渡辺テ－ル・ツイス

タ－が、大変ユニ－クな方で語りが面白く、また、出席ラッ

キ－賞などもあり、楽しい例会でした。出席率も高かった

8月20日の第二例会は恒例のRC訪問例会でした。ビジ

ター挨拶で述べられました各委員の今年度の方針を紹介い

たします。

○白石公成　2R RC　コロナ禍ではあるが各クラブ新し

い価値観と伝統を守ってクラブ活動に励んでほしい、11

月のスポーツ大会はできるだけ開催したい。地区ガバ

ナーの方針である環境保全、公共の美化に協力してほし

い。

○今岡正士　GMT・GLT・FWT・会員会則委員　このよう

な状況なので退会防止を最優先に。可能であるなら会員

1名あたり3名の人に声掛けをおこない、会員拡大を目指

してほしい。

2020.8.29

第１回ゾーンレベル会員委員会・
地区ガバナー諮問委員会 会員委員長　　本宮光朗　

８月29日（土）今治国際ホテルにおいて第１回ゾーンレベ

ル会員委員会ならびに地区ガバナー諮問委員会が開催され

ました。

会員委員会では、やはりこのコロナ禍で会員増強は苦労

し、各クラブ退会防止に力を入れているようです。今治ラ

イオンズクラブの「友だちの輪例会などが参考になりまし

た。まだ今期始まったばかりです。作成したパンフレット

等を利用して会員一人３名以上の声掛けをお願いします。

諮問委員会は各クラブそれぞれ特色ある事業をしていま

すが、やはりコロナ禍の影響で苦労していました。しかし

このコロナ禍はすぐにはなくなることはないので工夫して

やっていくしかありません。その後、各委員会の活動報告

を聞き、最後に白石RCの講評。そして二宮ZCこだわりで、

飲み食いのない会合はダメということで久しぶりに有意義

ので、今後とも今治東ライオンズクラブらしい例会や事業

を発展させるとともに、クラブ会員の皆様の今後益々の活

躍を祈念いたします。
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新型コロナウイルスが世界や国内に広がりだし

てから約７か月が経ちました。今治市においても

行政の支援やテイクアウトの導入による各店舗で

の取り組みなどがおこなわれ、７月にはほとんど

の外食産業は80％近い回復を見せていました。し

かしながら、恐れていた今治市で感染者の発生に

より、上昇しかけていた景気は一気に崖から突き

落とされ、中心市街地ではお客様が一人も来ない

日が続く店舗が多発し死活問題にまで深刻化して

いきました。この状況を打開するには、料理を提

供する前にまずお客様に安全安心を提供するのが

先決と思い、東京都での虹色シールの取り組みや

広島県の宣言店の取り組みを参考にし、県や市で

はなく飲食店が作る「コロナ対策取組宣言シート」

を作成しました。このシートを中心市街地はもち

ろん、今治市内の飲食店やサービス業、小売店な

ど様々な店舗に貼りだしていただくことにより、

ALL今治で対策に取り組み、「安全安心を提供す

るため頑張っているお店が多いんですよ」「しっか

り対策取っているので大丈夫ですよ」をお客様に

伝えていき、もう一度人の流れを作る。そういう

意味合いでの取り組みをおこなっています。現在

１軒１軒配って回っているのですが、一人の力、

１店舗の力ではどうにもなりません。それぞれが

取り組むことにより、大きな力を発揮致します。

是非ともご協力よろしくお願いいたします。

ＭＣ委員長　　壷内　和彦　

● 感染症対策取組宣言店シート　● 政府マスクを今治市へ贈呈

アベノマスクを必要とされる所へ

ＭＣ委員長　　壷内　和彦　

政府から支給されたアベノマスク。しかしながら小さいとか、今更マ

スクをもらっても、などと様々な声が上がりました。多くの批判もあっ

た反面、助かった人がいるのも事実です。それなら必要とされる方にお

渡しし、WinWinの関係にしていく。その想いで、焼肉の神戸さん、う

どんの得々大西店さんが集めてくださった420枚のアベノマスクを高齢

福祉や高齢介護の方々へ届けてもらうため、市役所を訪問させていただ

きました。

いつまで続くかわからない新

型コロナウイルス感染症。消耗品

であるマスクを活用し、自己防衛

に取り組んでいただきたいと共

に、みんなで助け合いながら笑顔

を取り戻してもらいたいです。

新型コロナウイルス
感染症対策取組宣言店シート
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2020.7.1

いまばりエールプロジェクト「タクバリ」 平野　義文　

コロナ禍でタクシーの売上が激減する中、国土交通省が４月21日に

タクシー事業者が飲料や食料を有償で貨物運送することを期間限定で

特例的に認めると発表した翌日、陸運局に申請に行き翌日には許可を

いただき、最初は「つぼ吉」さんとのコラボでスタートしたタクシーの

食品有償輸送ですが、その後に今治市から依頼があり今治市内全ての

タクシー事業者が参加し配送料の一部（500円）を今治市が助成する「タ

クバリ」を７月１日からスタートしました。システムは簡単です。利

用者が飲食店に注文してそれをタクシーが配送するという仕組みで

す。タクシー事業者だけでな

くコロナ禍で通常営業が難し

くテイクアウトをしている飲

食店や外出が難しい利用者の

みなさまの少しでも助けにな

ればと運行しています。期間

は９月末まで。詳しくは「い

まばりエールクーポン」HPの

タクバリのページをご覧くだ

さい。

http://www.oideya.gr.jp/yell/takubari.html

● いまばりエールプロジェクト

コロナ禍で家に閉じこもって何処にも行けない日々が続きますが、

そろそろ旅行に行きたい！けど、遠くに行くのは不安と言うことで、

気軽に今治市内で旅気分を味わえる「ふるさと魅力再発見の旅」をご紹

介します。

この企画は市内の観光事業者を後押しするために始まった「いまば

りエールプロジェクト」のひとつです。今治市民の皆様が感染予防に

注意しながら今治市内を旅行する企画で旅行代金の半額（上限10,000

円）を今治市が助成してくれます。各社特色のある企画を打ち出して

いますが、河南タクシーでは三密回避の観点から、少人数の貸切での

タクシーツアーを運営しています。特に「ほろ酔い大三島」では普段見

られないワイナリーのぶどう畑や醸造所の見学や試飲、ブリュワリー

ではクラフトビールを味わい、飲酒運転を気にすることなくタクシー

で帰ってこれるプランです。その他のプランや詳細は「ふるさと魅力

再発見の旅」HPをご覧ください。

http://www.oideya.gr.jp/yelltabi/

いまばりエールプロジェクト
「ふるさと魅力再発見の旅」 平野　義文　

今治観光マップ
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令和２年７月豪雨が７月３日から８日にかけて九州全

域、特に熊本では65人が死亡するという大災害が発生しま

した。８日に青森を出発し、支援物資を積み込みながら人

吉市へ向かう青森ゼロライオンズクラブ

の2tトラックへ積み込んでもらうため、

９日午前10時に吉備サービスエリアへ向

かいました。我がクラブより土嚢袋400

枚、それと「サクランボの会」からいたい

た古タオル252kgを託しました。

人吉市では高野寺住職の味岡さんが、

ライオンズメンバーで被災されている寺

を近隣メンバーとともに整備し物資受け

入れを引き受けてくれました。そこへ物

資が搬入され配布していただきました。

後日、トング30本も送りました。

８月28日と29日には炊き出しが計画さ

れ２日間で約3,000食を用意するようで

す。わがクラブでも、こういう時に大鍋

を持って参加できるようになりたいもの

2020.7.3—7.8

熊本豪雨災害支援 会長　　井出　幸彦　

2020.8.5

レバノン大爆発支援 会長　　井出　幸彦　

● 熊本豪雨災害支援　● レバノン大爆発支援

国の財政はデフォルト（債務不履行）に陥っているレバノ

ンのベイルート港倉庫で８月５日午前０時過ぎに突然大爆

発が起こり200人以上の死者、6,000人以上の負傷者を出し

ました。二人の友人に連絡を取ったところ、一人は本人が

鼻を負傷し、もう一人は娘さんが5針を縫う負傷でした。

病院はさながら野戦病院で血みどろの死亡者、負傷者が運

び込まれ、自力歩行できる数千人が一度に病院へ押しかけ

たので大混乱となり、知人の病院へ行って治療してもらっ

たそうです。

です。一番手前が木村さん、二番目が斉藤さんで、二年前

の南予で被害を受けた７月豪雨でも来てくれた方々です。

驚くべきはライオンズの対処の速さで３日後には「バッ

クホームキャンペーン」というアクティビティをテレビで

発表し、その翌日には支援を訴えるプロモーションビデオ

がアップされています。2008年のアル・ブランデル国際会

長が「ライオンズ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しれない」と言われたことが現実とな

りました。先陣を切り行動する彼らに少しばかりの支援金

をお送りしました。



誕生日ドネーション

大澤　宅也　最終例会ではみなさまに、お世話になりました。
木村　弘宣　物足りないテールツイスターでしたが、一年間おつきあい

いただきありがとうございました。
田中　秀彦　計画・出席委員長に任ぜられました。一年間よろしくお願

いします。追伸　発言が噛み噛みですみません。
本宮　光朗　いよいよ井出丸の船出、クラブの存続の危機です。力を合

わせて会員増強をお願いします。 
髙橋　良幸　新年度の出航を祝して。 
門田　健一　最終例会ビンゴ大会で、すばらしい景品をいただきました。

ありがとうございました。
田中　秀彦　只今、店のトイレの改修工事のため休業しております。営

業再開のあかつきには、便器の様子を見に来てください。
海原　泰治　財務委員長を仰せつかりました。よろしくお願いいたしま

す。事業資金獲得事業では多くの会員のみなさんの参加を
お願いします。

片山　　昭　今年一年ヨロシクお願いいたします。
野間　道博　本日は私の誕生日です。Wでドネーションさせていただき

ます。
山内　　誓　今年一年間お世話になります。よろしくお願いいたします。
篠宮　博幸　６月30日最後のアクティビティ、清水小学校での薬物乱用

防止教室を開催しました。たすきを尼田委員長より受け取
り無事終えることができました。大変お世話になりました。

真木　一信　今期五役の活躍を心より期待しています。
山岡　将人　迷惑をお掛けしました。
樫田　憲和　今期一年よろしくお願いします。
阿部　国弘　今期一年間よろしくお願いいたします。
渡邉　　眞・渡辺　健三

一年間がんばります。どうぞよろしくお願いいたします。
失敗を織り込んでおります。

井出　幸彦　一年間よろしくお願いいたします。７月７日誕生日です。

336-Ａ地区2R-2Z-ZC　二宮　幹雄　様
2R-2Z-ZCA　白石　憲司　様
田中　秀彦　先日、人生で３回目の成人式となる日を迎えました。
渡邉　　眞　真木さんの保護司でのご活躍をご期待申し上げます。
篠宮　博幸　初孫が無事100日を迎えました！すくすくと育ってほしい

と願います。
髙橋　良幸　ビジターのみなさま、お世話になります。
樫田　憲和　先日、冷蔵庫が倒れて右小指先端を骨折してしまいました。

厄払いのためドネーションします。
野間　道博　地区委員を拝命いたしました。
渡辺　　望　本日７月16日、81才の誕生日を迎えることができました。

丁度例会日と重なりましたのでドネーションさせていただ
きます。

山内　　誓　９月６日（日）イオン今治店（旧サティ）で献血があります。
ご協力よろしくお願いいたします。

井出　幸彦　二宮ゾーンチェアパーソン様はじめ、ブラザークラブのみ
なさま、ありがとうございました。

令和２年 7月2日　● 第一例会

令和２年 7月16日　● 第二例会

渡辺　健三　ドネーションの嵐　嬉しい悲鳴です。ありがとうございま
す。

本宮　光朗　PR用パンフレットが完成しましたら、お１人２枚ずつ配
布のご協力をお願いします。

渡邉　　眞　今治東ライオンズクラブ結成時の48年前は３才でした。48
年後は99才です…　おめでとうございます。

田中　秀彦　本日、入会以来２度目のライオンズローアをつとめさせて
いただきます。

篠宮　博幸　早退します。平和の鐘を鳴らす式典は中止になりましたが
献花して鐘を鳴らし追悼させていただきました。

髙橋　良幸　戦没者（今治空襲）慰霊式、質素ながら良い式典でした。
樫田　憲和　先日の相互訪問例会で３クラブで出席ラッキー賞が当たり

ました。この運他の時に使いたいです。
村瀬　牧男　本日（８月６日）の「平和の鐘を鳴らそう」には略式にもかか

わらず、多数のご参加ご協力ありがとうございました。
海原　泰治　本日は私の話を聞いていただきありがとうございました。

かんばれFC今治！！
山内　　誓　９月６日（日）イオン今治店（旧サティ）第１回献血にご協力

よろしくお願いいたします。また、本日の平和の鐘をなら
す式典に個人で参列、献花くださったメンバーの方々あり
がとうとざいました。

夏目　幹男　新型コロナより孫に負けました。九州に乗馬に出かけてし
まいました。

井出　幸彦　昨日、レバノンのベイルートで大爆発があり、友人一人怪
我しました。もう一人の娘さんが軽傷ですが入院してます。
早期の回復を祈って。

336-Ａ地区2R　RC　白石　公成　様
336-Ａ地区2R　RCA　明比　保親　様
336-Ａ地区2R　GMT・GLT・FWT・会員会則委員　今岡　正士　様
336-Ａ地区2R　青少年・LCIF・ライオンズクエスト委員
　　　　　　　  村上　真理子　様
336-Ａ地区2R　環境保全・保健福祉・GST・アラート委員
　　　　　　　  野間　道博　様
336-Ａ地区2R　IT特別委員会委員　井出　幸彦　様
大澤　宅也　８月27日誕生日です。
真木　一信　誕生日ですので、ドネーションいたします。
本宮　光朗　８月16日　61回目の誕生日でした。新たなスタートです。

合わせて新会員の紹介をお願いします。
阿部　国弘　この酷暑の中、自宅のキッチンのエアコンが壊れました。

邪気払いでドネーションします。 
壷内　和彦　新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店シートへのご協

力よろしくお願いします。
樫田　憲和　右足完治しました。
田中　秀彦　最近、ダイエットとかしてないのに腹が引っ込んできまし

た。喜ばしいことのようですが、もしかしたら病気でしょ
うか。それともただの夏痩せでしょうか。

篠宮　博幸　ビジターのみなさま、本日は例会訪問ありがとうございます。
渡邉　　眞　８月16日、52才になりました。健康でありますうように。
木村　弘宣　やっとスマホにしました。
片山　　昭　コロナと猛暑が治まることを祈念してドネーションします。
海原　泰治　８月９日に61歳になりました。
山内　　誓　336-Ａ地区　2Rの役員・委員の方々、本日はお暑い中お越

しいただき、ありがとうございます。今期、コロナ感染症
等でいろいろ大変ですが、よろしくお願いいたします。

井出　幸彦　白石リジョンチェアパーソンはじめ地区役員・委員・アシス
タントのみなさまありがとうございました。

令和２年 8月6日　● 第一例会

令和２年 8月20日　● 第二例会
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