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● 新会員挨拶　● 月見例会

2020.9.3

新会員挨拶 　　　尊藤　勲　

「みんなの“ありがとう”で天国へ行ったのね」 小山田住職ご法話、締めくくり

の言葉は、亡き奥様に対するお孫さんの言葉でした。中秋の名月のまさにその日、

我々は仙遊寺さん最高の場所で奇跡的に晴れた夜空に輝く満月を堪能することが

できました。法話をいただいて、病を経て今治東ライオンズを引退なさいました

が、同志としての温かい言葉の数々に心の絆を実感しました。

今求められているのは「感謝」と「絆」と「志」。思いを新たに、そしてひとつに!!

　ライオン諸氏を思い浮かべると頼もしい、清々しい、愛おしい、この言葉にた

どりつきます。次の満月がもしも晴れたら… 場所は別々でも思い思いのグラス

を片手に乾杯！

2020.10.1

月見例会に寄せて テール・ツイスター　　渡辺　健三　

新会員挨拶
このたび、井出会長のお誘いを受け、

入会のお許しをいただきましたこと、大

変光栄に思います。この活動は、私が若

かりし時に人間が正しく充実した人生を生き抜く為には、

その過程で人に育てられ、救われる等の体験を受けて、後

世に伝えて生かしていく人間学が大切であると、お釈迦様

の教えを聞いたことがあります。ライオンズの活動そのも

のではないかと感動いたしております。ありがたいことで

す。ただ小生は高齢者でもあり、ご期待に答えられるか心

配です。ご支援、ご指導のほどよろしくお願いいたします。
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● いまばり環境フェスティバル2020　● マスク贈呈

10月18日（日）に「いまばり環境フェスティバル2020」がバ

リクリーンにおいて開催されました。わがクラブは、今回

もフリーマーケットを出店しました。この出店は重要な事

業資金獲得事業の一つですが、今年はコロナ禍の中、明徳

短期大学の学園祭が中止、加計学園の学園祭の開催もどう

なるかわからない状況で、無事開催となった事業でした。

当初は出品数が少なく心配しましたが、会員のみなさん

のご協力で開催直前には100点近くの品物が集まりました。

2020.10.18

いまばり環境フェスティバル 財務委員長　　海原　泰治　

2020.10.2

来島会へマスク寄贈 幹事　　樫田　憲和　

令和２年10月２日、井出会長とわたし樫田２名で、メン

バーから好意で集めさせていただいたマスク762枚を、社

会福祉法人来島会へ寄贈してきました。対応してくださっ

たのは理事長の越智清仁さんと越智人史さん。「コロナ禍

の中マスクの価格の高騰もあり、とても助かります。有効

利用させていただきます」とのことでした。今はコロナの

こういう時期だからできることに取り組んでおられるよう

です。小さなアクティビティです

が、こういうことを積み重ねてい

くことはとても大事だと思いまし

た。マスクを提供してくださった

メンバーのみなさん、ありがとう

ございました。

当日の販売も午前中の売れ行きはまずまずといったところ

でしたが、値段交渉も含めて積極的に声掛けをした結果、

閉店前には完売となり全部で７万円を超える売り上げにな

りました。

出品から準備、販売、片付けにいたるまでご尽力いただ

いたみなさん、大変お疲れさまでした。そして、ご協力あ

りがとうございました。



－ 4 －

● 薬物乱用防止教室

2020.10.7

ウィズコロナ時代の薬物乱用防止教室 会計　　阿部　国弘　

　10月７日水曜日、新型コロナウイル

スの影響で２か月ほど延期された薬物

乱用防止教室が今治市立西中学校でおこなわれました。こ

こは市内一生徒数の多い中学校で、その数は600人弱です。

さすがにこのご時世、全生徒を一同に集めてということも

できず、３年生だけでの開催となりました。また、この日

は愛媛新聞の取材もあり、恥ずかしながら、後日名前と年

齢が載った記事が掲載されました。

　教室自体は、よく言えばすごく真面

目に聴いてくれている、悪く言えば大

人しすぎる印象でしたが、これは講師

の役不足ですね。生徒の反応をうまく

　令和２年10月30日（金）今治市立南中

学校にて５時限目に１年生170名、６

時限目２年生150名＋先生に今期４校目の薬物乱用防止教

室を開催させていただきました。コロナ禍の中で全校生徒

が一堂に体育館への入場がかなわないため、分散しての教

室となりました。現在、教室の後半で三密を避ける措置で

寸劇を取り止め、11問の〇×クイズにしていますが、これ

2020.10.30

今治南中の薬物乱用防止教室 会員副委員長　　篠宮　博幸　

今治南中学校にて

今治西中学校にて 引き出せませんでした。コロナ禍で全員がマスク着用かつ

ソーシャルディスタンスをとった状態ですので、声もあま

り出せませんし、マスクで表情も分かりづらいです。最後

尾の生徒は体育館のはるか向こうでした。

ただ、ウィズコロナの時代、このようなスタイルの教室

が標準になると思います。学年を分けて１日に３講とか、

３日連続とか、あるいは全てリモートでといった機会も出

てくるかもしれません。その要望に対応できるよう、われ

われクラブ員も体制と知識を整えておく必要があります。

新型コロナの影響でアメリカでは薬物の過剰摂取による危

機増大、国内でも生活環境の変化による孤立感で、薬物や

アルコールの依存症になる人が増えてきています。外出自

粛を背景に、ネットで手軽に入手できるため薬物乱用が急

速に広がっていて、低年齢化も進むでしょう。コロナ禍だ

からこそ、薬物乱用防止教室の必要性と重要性を強く感じ

るこのごろです。

まで開催した中学校では、全問正解者が各校３名程度でし

た。しかし、なんと１年生は31名と抜群の成績を達成した

のですが、２年生は残念ながらゼロでした。冷静に考える

とわかる問題ですが、意外と引っかけ問題に引っ掛かりあ

と一歩で逃した生徒もいました。まだまだ、これから長い

人生、薬の誘惑に溺れることなく一人も薬物の乱用者が出

ないでほしいものです。
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● 献血　● 絵本贈呈　● 今治西高定時制秋季大運動会

令和２年９月６日（日）第１回献血がイオン今治店の駐車

場にておこなわれました。多くのアクティビティが新型コ

ロナ感染症の影響を受け、やむなく中止になることが多い

中、赤十字血液センターやイオン今治店、クラブメンバー、

関係者の方々のご協力のもと、感染対策を整えて何とか開

催することができました。例年は献血を終えられた方にク

ラブのテントでわらび餅、お茶などをお出しして、心ばか

りのおもてなしをして休憩していただくのですが、今回は

三密回避対策のため、ジュース、コーヒー等の清涼飲料水

と粗品をお渡しして丁重にお礼を言う流れになりました。

さらに、数日前から大型の台風10号が九州四国方面に進

環境・社会福祉委員長　　山内　誓　

2020.9.6

令和２年度第一回献血
路を取って接近してきており、気象条件も刻々と緊張度を

増す状態となってきました。田窪さんがテントを鉄柱に縛

るためのロープを買ってきてくださり、また、いざとなっ

たら久保さんと私がハーネスをつけてテントの重りになる

覚悟を決めていましたが、当日に献血した血液を広島の中

四国ブロック献血センターに安全に輸送する関係で献血車

の受付は午後1時までとなり、やむを得ず早めに終了しま

した。

結果、受付48名、献血者41名、不採血者７名となりました。

９月初旬の大変蒸し暑い中、いろいろとご協力いただいた

クラブメンバーの方々に心からお礼申し上げます。

10月１日14時より、今治国際ホテル真珠の間で、今治ライオンズクラブ寄

贈・絵本の贈呈式がおこなわれ、菅市長はじめ市幹部のみなさま、白石リジョ

ンチェアパーソン、二宮ゾーンチェアパーソン、地区委員、ブラザークラブ

会長の来賓と共に出席させていただきました。原田会長の挨拶の後、矢野市

民・教育奉仕委員長の経過報告があり、菅市長の挨拶、白石リジョンチェア

パーソンの挨拶があり滞りなく終了しました。この事業はメインアクティビ

ティとしておこなわれ、コロナに影響されず事業が完了したことが、双方に

とって大変有意義であったとの言葉に出席者一同感動いたしました。

会長　　井出　幸彦　

2020.10.1

今治ライオンズクラブ寄贈　絵本の贈呈式

10月８日（木） 待ちに待った「今治西高定時制秋季大運動会」が開催される

予定でしたが台風の影響でやむなく中止。順延された翌日は学校関係者のみ

での開催となり惜しくも参加がかないませんでした。昨年優勝の実績を持つ

我が今治東ライオンズクラブとしては当然、今年も優勝を狙って日々、精進

してまいりましたがお楽しみは来年にお預けとなりました。体調を整えてく

れていたメンバーのみなさま、ありがとうございました。また、来年がんば

りましょう。

青少年育成委員長　　矢野　和弘　

2020.10.8

今治西高定時制秋季大運動会
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● 地区ガバナー公式訪問　● LCIFキャンペーン100

2020.9.13

地区ガバナー公式訪問に参加して 第一副会長　　片山　昭　

９月13日（日）新居浜ユアーズにて2Rガバナー公式訪問

が開催されました。例年は三役、会員委員長、地区委員等

に出席依頼があるのですが、今年はコロナの影響で、会長

と第一副会長および地区委員のみの参加ということで、井

出会長とわたし、そして地区委員の野間さんの３名で参加

してきました。キャビネットおよび地区の関係者が23名、

各クラブからの参加者が34名、総勢57名の少し寂しい公式

訪問でした。

酒井ガバナーの挨拶では、主に下記の２つのことを言わ

れていました。

第一は会員の増強と退会防止です。336A地区全体では

毎年多数の入会者を迎えていますが、それ以上に退会者が

出ているため、結果的に会員数が減少しているとのことで

した。今後は新入会員を募集するとともに、それ以上に退

会防止策を考える必要があるのではないかとのことでし

た。楽しくないクラブ、変化のないマンネリ化した例会、

会員同士のコミュニケーション不足など様々な原因が考え

られるなか、今期のキーワードとしても掲げている「会員

ファースト」で活動しようとのことでした。

第二に来年度まで延長された、LCIF100ドルキャンペー

ンの達成をぜひして欲しいとのことでした。我がクラブで

はLCIFの関心度は低いのですが、今期は井出会長のもと

事業費に組み入れ１人100ドルを達成しています。厳しい

予算の中ではありますが、来期以降もMJFも含めて考える

必要があろうかと思います。２リジョン内では17クラブの

内76%のクラブが達成しているとのことでした。酒井ガバ

ナーの所信は地区誌７・８・９月号の表紙２に掲載されてい

ますので、まだ読まれていない方はぜひご一読ください。

その他の方のお話では、従来以上にアラートに関する話

が多かったように感じました。

ここ数年自然災害との戦いが続

いていますが、今後は我々もア

ラートへの対応も考えていく必

要がありそうです。

LCIFキャンペーン100について 会長　　井出　幸彦　

LCIFキャンペーン100の視点を少し変えてお話ししま

す。今年のスローガンの「ライオンズ基本に帰ろうWe 

Serve」を考える時、ライオンズの基本とは「恩送り」です。

英語では「Pay it forward」と言い、ライオンズの根本に流れ

ている考え方です。その結果「情けは人の為ならず」のとお

り、やがては自分や子、孫、子孫に戻ってくるのです。そ

して自分が救われるということです。30年以内に南海トラ

フ巨大地震の発生確率が80%もあり国家存亡の危機になる

のではないかと言われています。今、私たちがせっせと徳

を積むことによって、子や孫の世代に危機が発生した際に

必ずや多くの支援がもたらされるであろうと思われます。

つまり地域に奉仕できる訳です。決して資金が地元から流

失する訳ではありません。いずれ戻ってくるのです。また、

世界的に見て裕福な日本が恵まれた環境に感謝しつつ貧

困、災害にあえいでいる国、地域を支援することは我々ラ

イオンズクラブの当然の義務ではないでしょうか。
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● 大三島ほろ酔いタクシーツアー　● 日本遺産フェスティバル

今治を元気にするプロジェクト、♪大三島ほろ酔いタク

シーツアー♪ に参加しました。送迎付きで地ビールやワ

インを楽しめる、美味しいお酒好きにはたまらない… な

んて素敵で贅沢なツアー♡
大三島にワイナリー？？ まだまだ知らない人も多いと

思いますが、みかん畑をぶどう畑に、廃校となった小学校

をワイン醸造所に。なるほど〜と思いますが、大変なご苦

労もあったとか。県外から移り住まれたオーナーさんが地

元の方々と一緒にひとつひとつ手を入れ、新しい愛媛の魅

力を発信しています。こだわりの美味しいワインとランチ

にも納得！！

2020.9.12

大三島ほろ酔いタクシーツアー 青少年育成副委員長　　尼田　純子　

2020.10.10－10.11

日本遺産フェスティバル
よみがえる村上海賊の記憶 MC委員長　　壷内　和彦　

10月10、11日、テクスポート今治でおこわれた日本遺産

フェスティバル。コロナ禍の中、２日間で約6,500人の来

場者が足を運んでくれました。平成27年から文化庁が文化

財を１つのストーリーとして、地域活性化に繋げていくこ

とを目的に日本遺産認定制度を設立。村上海賊の痕跡とス

トーリーが認められ、今治市と尾道市で「日本最大の海賊

の本拠地 芸予諸島　よみがえる村上海賊の記憶」が四国遍

路に続き、平成28年４月25日愛媛県２件目の日本遺産に認

定されました。各認定地域との激戦の中、第６回の日本遺

産サミットとして今治市が開催場所として選ばれました。

当日会場には、102つある日本遺産のブースが設けられ、

今治と尾道のグルメブースや、大三島分校や伯方高校の村

上海賊の公開講座、日本遺産スイーツとして世界２位に輝

いた、今治工業卒のパティシエ徳永君のスイーツ発表など、

多彩な催しをおこない大盛況の中、無事に幕を閉じました。

全国各地の歴史や文化、ストーリーを知ると共に、日本

横断旅行をしている気分になるような、充実したイベント

体験をさせていただきました。

お詫び

前々回発行の会報誌457号（今期第１号誌）の新委員長の紹介ページで、会員委員長の本宮さんの原稿が抜けているという

大失態を犯してしまいました。今後、このようなことのないように全力を注いで会報誌の作成に取り組むことを誓います。

また、せっかく原稿を寄せていただいた本宮さんに深くお詫びを申し上げます。  MC委員会一同

その他、心ゆくまで地ビールを堪能し、大山祇神社の隠

れパワースポット、ぐるっと島を一周しながら、改めて素

晴らしい瀬戸内の眺めに癒された素敵な一日でした。ツ

アーを組んでくださった、わがクラブ名ガイドさんにも感

謝！
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● ドネーション

今治東ライオンズクラブ
フェイスブックページ

誕生日ドネーション

田窪誠一郎 尊藤様　ご入会おめでとうございます。

樫田　憲和 尊藤さんの入会を大歓迎してドネーションします。

田中　秀彦 尊藤さん、入会おめでとうございます。よろしくお願いし
ます。

渡邉　　眞 尊藤さん、どうぞよろしくお願いします！

渡辺　健三 尊藤さん　よろしくお願いいたします。

阿部　国弘 商売上手な樫田さんの口車に乗せられてキッチンだけでな
く、壊れていないリビングのエアコンまで付け替えさせら
れました。おかげで２か月分の給料がふっとびました。

本宮　光朗 今期はじめての入会式をすることができました。尊藤さん
入会おめでとうございます。引き続き会員増強をよろしく
お願いします。

篠宮　博幸 尊藤様、ご入会おめでとうございます。コロナ禍ではあり
ますが、ご活躍をお祈りします。追伸、孫ちゃんが５か月
で寝返りができるようになりました！！

野間　道博 私の初恋の相手、久美子ちゃんの誕生日でした。

海原　泰治 尊藤さん、入会おめでとうございます。これからもよろし
くお願いします。

髙橋　良幸 尊藤様の入会を祝して！！　21年乗った愛車が廃車になりま
した。急拠小さい車を買いました。

山内　　誓 門田さん貴重な卓話をどうもありがとうございました。

山岡　将人 バースデードネーション。

井出　幸彦 入会式、ありがとうございました。第２回、第３回の入会
式お願いします。

門田　健一 小学校と幼稚園の運動会で、子どもたちが活躍できますよ
うに。

大澤　宅也 台風10号の被害がなくてよかったです。

田中　秀彦 篠宮さん、面白い卓話をありがとうございました。

渡邉　　眞 篠宮さん貴重な話をありがとうございました。

篠宮　博幸 貴重なお時間をいただき、メンバー卓話をさせていただき
ました！　ありがとうございます！！

阿部　国弘 先週の土曜日、平野さんの運転＆案内で大三島のワイナ
リーとブリュワリーに夫婦で行ってきました。途中から雨
もあがってみんなとワイワイ楽しい小旅行でした。

海原　泰治 ワイナリーとパワースポットを巡る旅、大三島へ行ってき
ました。とても楽しかったです。ビールがおいしかった。
平野さんありがとうございました。あらためて今治市の魅
力を感じました。

樫田　憲和 今度は左足を負傷しました。全治１か月です。

夏目　幹男 尊藤さん歓迎会行けなくてごめんなさい。

山岡　将人 冷やし中華チャレンジ１か月達成しました。

井出　幸彦 今期、３か月が経過しました。ありがとうございます。

令和２年 9月3日　● 第一例会

令和２年 9月17日　● 第二例会

髙橋　良幸 月見団子を現物にてドネーションします。

樫田　憲和 忘れてましたが今月28日誕生日でした。

髙橋　良幸 喜んで誕生日ドネーションです。

大澤　宅也 月がとってもきれいなのでドネーションします。

尼田　純子 仙遊寺さんから眺めるお月様はとても素敵でした！！　キラ
キラ光る夜景を見ているとまだまだ今治も元気！　コロナ
になんか負けない～！！

片山　　昭 中秋の名月がいい天気でよかったです。

田中　秀彦 月見例会に、昨夜の土砂降りがウソのような、この見事な
満月。計画委員長として面目をほどこしました。

本宮　光朗 藤田さん、ようこそライオンズクラブの例会へ。入会を心
待ちにしています。

渡辺　健三 藤田さん、入会宣言ありがとうございます。重ねてクイズ
のお粗末をお詫びいたします。

壷内　和彦 藤田さんようこそ今治東ライオンズへ。一緒に楽しく活動
していきましょう。

樫田　憲和 軽トラ買い替えました。禁煙車にします。

田窪誠一郎 ラッキー賞が当たりました。

海原　泰治 月がとってもキレイなのでドネーションします。小山田様、
貴重なお話をありがとうございました。

篠宮　博幸 ゲストの藤田さん、本日はようこそいらっしゃいました！ 
ご入会をこころ待ちしています！！　孫ちゃんが1/2バース
ディを迎えました！！

木村　弘宣 ありがとうございました。

真木　一信 藤田靖英さん、ビジター訪問ありがとうございます。

久保　智秀 お弁当の注文、ありがとうございました。ドネーションい
たします。

白石　浩二 １年間のドネーションです。

井出　幸彦 満月です。田中計画委員長ありがとうございました。藤田
さん例会訪問ありがとうございます。

渡邉　　眞 井出会長、貴重なお話をありがとうございました！

髙橋　良幸 見事な中秋の名月でした。

大澤　宅也 横に座る山内さんがドネーションをしたので、何分の１か
ですけど、ぼくもドネーションします。

田中　秀彦 本クラブメンバーの山本武志さんが今月10日にご逝去され
ました。ご冥福を祈ります。

渡辺　健三 平野ライオンのカムバックを祈念して、そして山本さん安
らかにの思いを込めて。

篠宮　博幸 10月10、11日「日本遺産フェスティバルin今治」が開催でき
ました！！　大盛況でした。ありがとうございました。

樫田　憲和 10月28日61才になります。左足順調に回復しております。

海原　泰治 18日のいまばり環境フェスティバルに向けてたくさんの出
品をありがとうございました。当日の多くの方の応援をお
待ちしています。

山内　　誓 井出幸彦さん、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 キャンペーン100がんばりましょう。

小笠原　斉 お月見例会も楽しかったですし、今年もあとわずかとなり、
師走の向けて、走り続けるためにドネーションします。

令和２年 10月1日　● 第一例会

令和２年 10月15日　● 第二例会

山岡　将人（9/3）

白石　浩二（10/24）

髙橋　良幸（10/27）

樫田　憲和（10/28）


