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● 薬物乱用防止教 室
2021.1.15

大三島小学校

出席・計画委員長

田中

秀彦

令和３年１月15日、大三島小学校にて、薬物乱用防止教
室の講師を務めてきました。教室対象者は９名と少数でし
たが、素直で明るい児童たちでした。パワーポイントで作
成した資料を使った講演でしたが、わたしの体験談等を交
えて話すと、担任の藤井千奈美先生をはじめ、陪席の先生
方や児童みんなで身を乗り出すようにして聞いてくれまし
た。
最後のクイズのコーナーでも和気あいあいとして、楽し
く講演を終えることができました。学校全体が明るい雰囲
気なのだなと感じました。
久しぶりに講師をしたので戸惑う部分もありましたが、
もっとスキルを上げて、またやれたらいいなと思います。

2021.1.20

伯方小学校

ライオン・テーマー

１月20日（水）伯方小学校の薬物乱用防止教室に行ってま
いりました。６年生43名です。講師の依頼があったときに、
島しょ部の小学校だから小規模かな… なんて思っていま
したが、数少ない講師の経験で最大の児童数でした。コロ
ナの状況で、訪問するメンバーも精鋭の５人ってことで、
井出会長、篠宮隊長？、塚本事務局員、講師の私、そして
何より寸劇なき今も、その存在感が薄れることのない当ク
ラブの座長！ 木村さんが保健委員長として同行していた
だいたことは何より心強かったです！ 寸劇に変わり、ク
イズ方式の教室になりもちろん初めての講師でしたが、
しゃべりが大きなウエイトを占め、児童たちの反応も薄
かったりしたときは、変な汗が出てきましたが、何とか時

渡邉

眞

間内に終えることができました。やはり寸劇の方が印象深
いかな… なんて思いながらも、もっとシビアな薬物や売
人の環境をリアルに伝
え て い か な け れ ば！
と自分の力不足を反省
いたしました。
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● 薬物乱用防止教 室
2021.1.28

波止浜小学校

計

阿部

国弘

財務委員長

海原

泰治

会

念願の波止浜小学校で薬物乱用教室の講師をさせていただきま
した。毎年なぜか出張と重なり、その度に悔しい思いをしていま
したが、今年は東京にいく機会もなく晴れて登壇となりました。
実はここはわたしの母校なので、卒業生であることや、当時の
思い出や昔の話などを織り交ぜて、リラックスした薬物乱用防止
教室にしたいなと当初は思っていたのですが、実際は普段どおり
のアドリブもほとんどない、ごく普通の教室になってしまいまし
た。でも児童たちは本当に真剣に聞いてくれていて、やりがいが
ありました。ただ、マスクをしたまま１時間近く話すのはしんど
いですね。軽い酸欠です。

2021.2.9

亀岡小学校
２月９日に亀岡小学校で薬物乱用防止教室を開催し講師を務めました。講師
は２回目でしたが、久しぶりということもあり緊張しながら臨みました。その
緊張感をほぐしてくれたのは、授業を受ける側の児童のみなさんでした。学校
に入ったとたん顔を合わす児童全員が「こんにちは」と元気にあいさつをして
くれました。コロナ禍の中で人と人との関係が希薄になりがちな今日において
『あいさつ』の大切さをこちらが教えてもらいました。
６年生７名に対する授業でしたがみんな一所懸命聞いてくれました。伝えた
いことを全て話していると時間が足りなくなって終盤の説明が十分できません
でした。その結果、全問正解者がいないということになってしまい申し訳なく
思います。時間配分をはじめたくさん課題を残しましたが次回はもう少し上手
くできるように勉強します。
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● 薬物乱用防止教 室
2021.2.12

九和小学校

財務委員

門田

健一

青少年育成副委員長

尼田

純子

２月12日、九和小学校、６年生20名にて薬物乱
用防止教室をおこないました。久しぶりの講師で
緊張しましたが、こちらの質問に対して児童たち
が積極的に手をあげて発言してくれたので、とて
もスムーズに進行できました。後半のクイズも、
全11問でしたが多数の全問正解者が出て、よく真
面目に話を聞いていたことがうかがえました。
一点だけ失敗してしまったのは、クイズの際に
問題と答えを表示していたノートパソコンが児童
たちの方に向いており、答えが丸見え状態… し
かし、そこも真面目な九和小学校。前席の児童が
「答え出てるよ」と申告してくれました。素晴らし
い！ きっとみんな薬物には手を出さないことで
しょう。

2021.2.16

富田小学校

２月16日５時間目、富田小学校児童115名、先生4名、クラブ員５名で今年度最後
の薬物乱用防止教室を開催いたしました。富田小学校の子どもたちは、昼休みや掃
除の様子など見ていると、とても明るく元気で一人ひとりがしっかりしている印象。
そんな様子は講演が始まってメモを取りながら熱心に話に聞き入る姿に現れ、日頃
の学校の取り組みや先生方の温かい指導の賜物である事を肌で感じました。そんな
子どもたちに負けないように、２度目の講師！ しっかりしなくちゃ！ とプレッ
シャーと戦いながら、何とか時間内にはおさめましたが伝え忘れたことも幾つかあ
り反省。それでものちに届いた感想文にはダメ！ ゼツタイ！！ が子どもたちの心
にしっかり届いている事を確認し、ほっとしました！ 子どもたちの未来が明るく
素晴らしいものであることを心から祈ります。委員長、クラブのみなさんアシスト
ありがとうございました！！
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● 献血

● 第 3 回 ゾーンレベ ル 会員 委 員 会・ガバナ ー諮 問 委 員 会

2021.2.7

第２回 献血

環境・社会福祉委員長

令和３年２月７日（日）本年度第２回献血がイオンモール
今治新都市にて行われました。２月初旬という季節、小高
い丘の上の野外駐車場という場所柄、肌寒い北風や、積雪
等が気になっていましたが、当日は風もなくやわらかな日
差しの晴天に恵まれ、まさに絶好の献血・選挙日和となり
ました。
この日は、イオンモールの買物客も多く、次々と献血者
の方が来てくださり一日中ずっと盛況でした。赤十字献血
センターや、イオンモール今治新都市、クラブメンバーの
方々等多くの関係者のおかげだと思います。また前回の後、
粗品でリクエストのあった、ちょっとセレブ向きの高級
ティッシュも大変好評でよかったです。
結果は、採血受付87名、400ｍl献血者82名、不採血５名
と多くの方々にご協力をいただくことができました。
また、今回より献血 Web 会員サービスのラブラッド会
員になるとネットで献血予約ができるとの案内もあり、自
分も利用してみましたが、わかりやすくて利便性抜群でし
た。今後、待ち時間があまり長くならないように、周知し

山内

誓

て利用していただきたいと思います。
最後になりましたが、お忙しい中、出務と献血にご協力
いただいたクラブメンバーの方々、
厚く御礼申し上げます。

2021.2.27

第３回ゾーンレベル会員委員会ならびに
第３回ガバナー諮問委員会報告
会員委員長

先日２月27日（土）国際ホテルにて開催されまし
た。コロナ禍の中、国歌ならびにライオンズクラ
ブの歌の斉唱もあり通常通りの委員会でした。毎
回同じメンバーなのに出席者の紹介もありまし
た。
まず、会員委員会では委員長より現状報告があ
り、地区全体ではプラス38名（218名入会・１名死
亡・179名退会）です。２Z においてはプラスマイ
ナス０（６名入会・６名退会）です。わが今治東ラ
イオンズクラブは純増３名で優秀でした。なお、
５・６月を家族会員増強月間とするそうです。し
かしながら正会員の勧誘と退会防止に全力をあげ
たいと思っています。
諮問委員会は、二宮 ZC の熱く有意義なお話が
ありました。アワードの選考時の裏話は今後賞を狙うのに
は参考になりました。そして、ガバナーはじめ地区役員の
選出については今後諸問題が起きそうです。各地区委員の

本宮

光朗

活動報告もほとんどアワード選考についてでした。あと４
か月、やり残したことのないようにがんばっていきましょ
う。
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● 例会報告
2021.2.18

100年前の危機

設立総会

メルビン・ジョーンズ

会

長

井出

幸彦

去る２月18日の例会で「100年前の危機」の
卓話をさせていただきました。
私は入会時に、
①平和ポスターとライオンズの関係は？ ②
ライオンズの究極の目的は何か？ という二
つの疑問を持ったのですが、残念ながら明確
に答えてくれる方はいませんでした。
その後、
他地区の方々との交流ができて333Cの吉原
PDGと知り合い、明確に答えてくれて目から
鱗が落ちました。お話しさせていただいたように、究極の目的は世
界平和ということ。そして新たな友だちを作る喜び。これらの考え
方が正しかったからこそ世界最大の奉仕団体になれた訳です。新た
な友だちを作るべく、外に出なければライオンズの半分しか楽しめ
ていないということになります。もっともっと外へ出てライオンズ
を楽しみながら奉仕をしていきましょう。

シカゴ美術館ライオン像前

2021.2.18

国際平和ポスター
336-A地 区 2020〜2021年 度 第33
回国際平和ポスターコンテストで、
わがクラブより応募した、今治市立
みゆい
日吉中学校、寺本心絆さんの作品が、
「MC・ライオンズ情報・地区誌・大会
参加委員長賞」を受賞されました。
平和ポスターコンテストは、1988
年の開始以来、ライオンズクラブ国
際協会が30年以上にわたって主催し
ています。今期のテーマは「奉仕で
平 和 を 実 現 し よ う（Peace Through

Service）
」
でした。子どもたちに平
和について考え、また芸術に親し
む機会を提供するこのコンテスト
は、これまでに何百万人もの子ど
もたちが参加してています。
今回、336-A地区では参加67ク
ラブから作品数123枚の応募があ
りました。２月22日に高知プリン
スホテルで日本画家の越智明美先
生を審査委員長にお迎えし、厳正
な審査の結果、最優秀賞ほか16作品が受賞され、その中よ
り栄えある「MC・ライオンズ情報・地区誌・大会参加委員長
賞」に選出されました。寺本さん、ほんとうにおめでとう
ございました。

ライオンズのバーチャル国際大会 LCICon 2021
第103回ライオンズクラブ国際大会は、6月25日〜29日にオンラインで開催されます。
ライオンズクラブ国際協会ホームページより抜粋

新型コロナウイルス（COVID-19）の
パンデミックをめぐる懸念が続いてい
ることを受け、モントリオールで予定
されていた2021年ライオンズクラブ国
際大会が完全オンラインで開催される
バーチャルイベントに転換されまし
た。海外渡航や大規模な集会を制限す
ることがグローバルな感染拡大抑止のカギであることを踏
まえ、ライオンズのメンバー、スタッフ、関係業者の健康
と安全を念頭に決定されました。
国際大会を直接集まって開催できないのは大変残念です
が、世界中のライオンズが安全に交流できる初めてのバー
チャル大会です。そして、このエキサイティングな新しい

大会形式は、互いにつながり、国際大会ならではの刺激を
味わう機会を、世界中のすべてのライオンにもたらすもの
です。大会参加者は大会におけるお気に入りの側面をすべ
て体験することができます。
・バーチャル展示のホールをツアー
・仲間のライオンズとつながり、ネットワークを構築
・世界最高レベルのエンターテイメントを満喫
・ライオンズのリーダーや基調講演者の話を視聴
・バーチャルのインターナショナル・パレードや国旗式に参加

世界的パンデミックにより、私たち一人ひとりが、健康
と安全を第一とする決断と変更を余儀なくされています。
しかし、私たちは前向きに、日々新たな希望があることを
信じつつ、
ライオンズがこれからも新たな方法で絆を守り、
地域に安全に奉仕し、奉仕の世界的使命を果たし続けるこ
とを確信しています。
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● フードドライブ・S D G s

今の時代だからこそ大切な
フードドライブと地域食堂

MC委員長

壷内

和彦

ここ近年、テレビや新聞等で耳にした方もいるかと思われます
「フードドライブ」
。家庭で余っている食品などを、学校や
福祉団体に寄付する、いわゆるフードバンクとも言われる、この活動は生活困窮児童の支援、食品ロス、地産地消の取り組み、
環境ゴミ問題など様々な物事に連結しております。また愛媛県では2017年の西日本豪雨以降、各地域に子ども食堂が設立さ
れました。松山や宇和島、八幡浜、新居浜などでは各10か所近い所で活動を行っていますが、今治では３か所（定期開催は
２か所）となっており、これは SDGs の取り組みとしても重要な役割を果たすと感じております。

子ども食堂の取り組み内容の事例
事例①

生活困窮児童は
育児が困難な家庭
もあるため、家で
手軽に食べれる食
材提供を企業や
フードバンク、支
援団体が行ってい

事例②

ます。

事例③

一人親や共働き
家庭の負担軽減の
為、地域の家庭へ
料理を提供。ごは
んを作る時間を減
らし子どもと会話
の時間を増やして
もらう。

学校に行けない
子どもたちに学習
支援を行い生活困
窮の連鎖を断ち切
る。また大人や地
域の人が、いつで
も見守っている事
を伝え、愛情を与
えていく。

子ども食堂の取り組みは、必要とされている子どもの所へ届
いているのか？ 今治にそんな子がいるのか？ と疑問視される
方も多いと思います。デリケートな問題だけに、いじめの対象
に成りかねませんし、児童相談所の通報を不安に思う世帯もあ
ります。少人数では本当に必要としている子どもへのスポット
支援を行い、大人数では孤食や不登校児童に地域や大人が見
守っている事を示し、食を通じ愛情と安心を与えているコミュ
ニケーションツールとして行っています。これが児童虐待や困
窮連鎖対策の一つとなります。ボランティア活動となるので、
食材の確保や運営の継続が困難ですが、全国各地でも罪のない
子どもたちの未来のために日々活動を行っています。

事例④

不登校の子どもたちに、自然や同じ悩みを持つ子
どもたちと接してもらい、同じ食卓で心のケアを
行っていく。外に出すことにより、学校に行くきっ
かけ作りを行う。

SDGｓとは？
国連加盟193か国が2016年から2030年で達成するために掲げた17項目の持
続可能な開発目標です。フードドライブや地域食堂の取り組みは１～５番の
５つの項目に該当します。
2020年の発表でも、日本の子どもは６～７人に１人が貧困だと言われてい
ます。今治市においても目に見える生活困窮児童は126人、まだまだ多くの
子どもたちが普通の生活ができていない状況です。
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● ドネーション

メンバー近況報告
令和３年 1月9日

●

第一例会

渡邉
眞 本年もよろしくお願いします！
樫田 憲和 今年１年が怪我なく、無事に過ごせますようにドネーションします。
渡辺 健三 あけましておめでとうございます。L.平野さん復帰重ねておめでと
うございます。
門田 健一 先日、39才になりました。まだまだ、跳んで、走れるように、健康
に気をつけたいと思います。
本宮 光朗 あけましておめでとうございます。会員増強プラス２名を目標によ
ろしくお願いします。
田中 秀彦 新年早々、PC の調子が悪くなり色々といじくっていたら、とうとう
壊れて、OS の再インストールをするハメになりました。残念です。
田窪誠一郎 良い年になりますように。
壷内 和彦 年末、大事件がおこり、なんとつぼ吉でクラスターが発生したとい
う噂が流れました。お店にも多数の問合せがありましたが、安心し
てください、僕は元気です。
篠宮 博幸 今年もよろしくお願いします！
！ お正月は、駅伝と孫ちゃんと遊び
三昧でした！
！ 一日も早く普段の生活にもどりますように！！
大澤 宅也 あけましておめでとうございます。早く、コロナが収束しますよう
に！
阿部 国弘 あけましておめでとうございます。メンバーのみなさまに幸多きこ
とをお祈りいたします。今年もお手柔らかにお願い申し上げます。
村瀬 牧男 １月14日、私の誕生日です。81歳になります。
髙橋 良幸 あけましておめでとうございます。
海原 泰治 今年もよろしくお願いします。
片山
昭 本年もヨロシクお願いいたします。コロナが収束することを祈念し
て、ドネーションします。
井出 幸彦 あけましておめでとうございます。元気を出してがんばりましょう。
山内
誓 2020年は大変お世話になりました。2021年もよろしくお願いいたし
ます。

令和３年 1月21日
本宮

●

第二例会

光朗

先日、母親の誕生日のお祝いをかねて、鈍川の美賀登さんにお世話
になりました。運転免許証を返納してもらったので、久しぶりの外
出で喜んでいました。
門田 健一 免許証の更新に行こうとしたら、今治ではできず、３か月延長しま
した。今治警察署の１階には、数名しかいませんでした。
渡邉
眞 伯方小の薬物乱用防止教室で講師させていただきました。何とか、
みなさんのサポートでこなせました。
田中 秀彦 去る１月15日、大三島小学校にて、薬物乱用防止教室の講師を務め
てまいりました。
髙橋 良幸 ガラケーが使用不能になり、泣く泣くスマホにかえました。
樫田 憲和 ベストぴったりでした。
阿部 国弘 半期決算のご承認ありがとうございました。今期はアクティビティ
の中止が多いので、多額の繰越金を片山第一副会長に残せそうです。
真木 一信 皆さん、コロナ対策がんばりましょう！
篠宮 博幸 昨年12月に社員が事故に遭い、軽傷でしたが、軽トラが廃車になり
新車を購入しました。これで2020年に３台新車を買うことになりま
した！！ 大変です（涙）
夏目 幹男 還付金いただいたので事務経費としてドネーションします。
海原 泰治 早く通常の例会が開催されるようになることを祈ります。
大澤 宅也 寒い日が続きますが、コロナに負けないようにがんばりましょう。
渡辺 健三 大澤さんに敬意を表して右へならえさせていただきます。
山内
誓 61才になりました。今日は今治警察署で運転免許更新の予定でした
が、延期になりました。
野間 道博 体調不良につき、前回例会欠席しましたが、体調も全快いたしまし
たのでドネーションさせていただきます。
井出 幸彦 ライオンズベストが完成しました。ありがとうございました。コロ
ナに負けず元気を出してがんばりましょう。

例 会 日
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会
長
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事
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門田

健一（1/1） 山内
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和弘
（1/30） 阿部

国弘
（2/11） 宮側

浩一（2/12）

田窪誠一郎
（2/15） 嶋村

和宏
（2/18） 尼田

純子
（2/21）

和

阿

部

国

弘
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村瀬

事 務 局

憲

●

みなさんのご協力でスムーズな会の進行ができます。ありがとうご
ざいます！ がんばります！
阿部 国弘 片山第一副会長にいろいろとご迷惑を掛けてしまいましたので、少
額ですがドネーションいたします。
渡辺 健三 お誕生日のみなさん、そして壷内ライオンおめでとうございます。
みなさまの増々のご発展を祈念して、ドネーションさせていただき
ます。
木村 弘宣 今期、依頼のあった13校の薬物乱用防止教室を完了することができ
ました。ご協力いただいた皆様方、本当にありがとうございました。
尼田 純子 節目の年を迎えます。
健康に気をつけ、更に前向きにゆっくりと走っ
て行きます！
樫田 憲和 孫からバレンタインチョコもらいました。
田中 秀彦 寒いですね。椿さんの頃が１番寒いというのは本当ですね。壷内市
議、２期目当選おめでとうございます。更なる活躍を祈っています。
矢野 和弘 篠宮さんにドネーションしなさいと言われました。
篠宮 博幸 先日、孫ちゃんにお雛様を買ってあげました。すくすくと育ってほ
しいです！！
夏目 幹男 孫
（中１）が英検
（準２）
合格したので。
大澤 宅也 椿まつりも始まったので、どうか今日が寒さのピークでありますよ
うに！
片山
昭 次回例会は指名会ですので、指名された方は、
「ハイ、喜んで」と快
く受けてください。
山内
誓 ２月７日の献血活動にご協力ありがとうございました。
壷内 和彦 みなさんのご声援のおかげで再スタートきることができました。笑
顔あふれる今治になるようにしっかり頑張って参ります。
井出 幸彦 寒さ・コロナに負けないよう、元気を出してがんばりましょう。
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令和３年 2月18日
渡邉
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会

令和３年 2月4日

渡辺 健三 ライオン田中の薬物乱用防止教室講師に敬意を表して！！
田中 秀彦 いまだにたびたびマスクをし忘れて、嫁さんに叱られます。
渡邉
眞 井出会長！ 貴重なお話をありがとうございました！ 早くコロナが
終息しますように！
久保 智秀 今治市の広報２月号に取材風景が載っていました。You Tube でア
イランドしまなみチャンネル吉海編～大三島編
（２／４現在）ご覧く
ださい。
尼田 純子 またひとつ年が増えました！ 一年健康で楽しく過ごせるように
祈っています。
樫田 憲和 店のウィンドウにきれいにポスター貼ってもらいました。
阿部 国弘 誕生月なのでドネーションします。ちなみに誕生日の11日ですが、
わたしの生まれたときは祭日ではありませんでした。
大澤 宅也 ２月７日
（日）は投票に行って献血のお手伝いをお願いします。
篠宮 博幸 １月30日、
31日とポリテクセンター愛媛にて国家検定の技能検定
（建
築配管）１～３級があり、検定補佐員をしてまいりました。最近は
女子高生も受験してくれて、将来有望です！！
田窪誠一郎 愛媛新聞に、孫の豆まきの写真が載りました。
野間 道博 2020年９月13日ガバナー公式訪問の写真をいただきました。卓上に
飾っておきます。
壷内 和彦 例会前に珍事件がおこり、街宣車のスピーカーが高架下にはさまり
当たるという縁起のいい出来事が起こりました。選挙は国民の義務、
みなさん Go To 選挙です。
山内
誓 井出幸彦様、貴重な卓話をありがとうございました。
井出 幸彦 特別警戒期間が延長になりますが、元気を出してがんばりましょう。
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