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● ヘアドネーション　● 子ども食堂支援

今期から始まったアクティビティの子ども食堂支

援。クラブのみなさんに支援やフードドライブにご

協力していただき、各文房具やお菓子、カップ麺な

ど子どもたちにお渡しすることができました。１回

目の文具支援では会長と、ユネスコの立場として村

瀬さんと共に訪問し、学童支援員さんや代表者と現

状についてなど、お話しすることができました。ま

た２回目のフードドライブでは、コロナの拡大に伴

い施設が使用できない、子どもたちを集められない、

などの問題から学校が休みで給食がない、ゴールデ

ンウィークにフードドライブの食材を家のドアノブ

に袋に入れ掛けていく作業を学童支援員さんに行っ

てもらいました。学童員さんから「本当にありがと

うございます。しっかり届けさせていただき、残っ

た食材に関しても独居老人の方々にも届けさせてい

ただきます」とお礼のお言葉をいただきました。こ

の子ども食堂の支援では、クラブ員のみなさんにも

内容と現状を理解していただこうとゲスト卓話をお

願いしたいたのですが、例会の休会に伴い延期とな

りました。まだまだ、子どもたちの詳細や現状を明

確にお伝えすることができていませんが、しっかり

と現状を理解していただき、今後も支援へのご協力

をよろしくお願いいたします。

2021.3.26

ヘアドネーション報告 幹　事　　樫 田 　 憲 和 　

人の髪の毛は１年間12センチくらい伸びるらしく、わたしの孫娘が10歳で、生まれ

てこの方切ったことがないらしく、およそ１メートルあり、最近持て余していると聞

きヘアドネーションの話をした所、次に会った時「ヘアドネーションしてもいいよ」と

言ってくれました。でも、そこは女の子「オジサンに使われたらちょっと悲しい」とか

言っていたそうです。

学校が春休みになり３月26日に市内の美容室で断髪式を行うことになりました。初

めてのことなので準備物が揃っていなかったのですが、今治くるしまライオンズの海

野尾さんが親切に美容室まで来てくださり、ジップロックの袋を渡してくれました。

本当に感謝、感激です。クラブの垣根を超えての奉仕の心、見習いたいと思います。

最初は冷ややかな対応だった美容師さんも、実のジイジと知ってからはフレンド

リーに接してくれ、３番目にハサミを入れるときは、写真撮影を許可してくれました。

何はともあれわがクラブ初めてのヘアドネーション、レターパックで郵送して完了し

ました。そういえば私の妻の髪の毛も結構長いのですが、恐ろしくて聞けません。

2021.3.23 ／ 2021.4.30

子ども食堂支援 MC委員長　　壷 内 　 和 彦 　
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● お花見例会　● 連続例会出席表彰　● ガバナーズアワード表彰

　令和３年４月１日、今

治国際ホテル石鎚の間に

おいて花見例会を執り行

いました。当時、本県に

おいても武漢発の肺炎ウ

イルスに対する特別警戒

期間ではありましたが、

当市においては感染者がいない状況であったため、警戒し

つつも開催するはこびとなりました。

例会においては、連続例会出席者表彰として、連続350

回出席の髙橋良幸氏と、連続150回出席の門田健一氏なら

びに樫田憲和氏を顕彰いたしました。例会後の花見会では、

密を避けつつも、和気藹々と親睦

を深めることができました。例会

のみに出席いただいたみなさまを

はじめ、そのあとの花見会にも出

席してくれた方々に感謝いたしま

す。

2021.4.1

お花見例会 出席・計画委員長　　田 中 　 秀 彦 　

2005年（平成17年）７月７日に入会して、第１回を数え、

その年度の23回目の６月第１例会を海外旅行のため（泣く

泣く？）欠席して、６月第２例会を第１回と数える旅が始

まりました。記憶によると、遅刻はないと思いますし、早

退は仕事の都合で２回程度はあったと思います。その間、

店の経営も何とか上手くいき、健康の面でも大した問題も

なく、家族の健康にも恵まれ、回数を重ねることができま

した。今年度は新型コロナウイルスの蔓延により、活動が

縮小されています。例会も理事会もそしてアクティビティ

さえ満足にできないことが続いています。次年度もワクチ

ン接種が終わるまでは、活動の縮小が予想されます。早く

充分な活動ができる日が来ることを願ってやみません。

引き続き出席を続けるよう努力してまいります。ありが

とうございました。

2021.4.1

連続例会出席 第二副会長　　髙 橋 　 良 幸 　

第67回地区年次大会ガバナーズアワード
今期は計画されていたアクティビティが数多く中止に追いやられましたが、それでもたくさんのガバナーズア

ワードを受賞しました。公式行事や大会参加、アラート関連は井出会長の功績が大きいのですが、特に公園公共ト

イレ清掃部門で優秀賞を獲得できたのは誇らしいことです。担当委員としてがんばっていただいた、野間地区委員

の面目躍如というところです。

結果は以下のとおりです。

●事業資金獲得賞 銅賞

●公式行事出席優秀賞 金賞

●大会参加特別賞 特別賞

●公園・公共トイレ清掃 優秀賞

●薬物乱用防止活動賞 優秀賞

●アラート賞

　災害対策部門賞 貢献賞

　救援対策部門賞 貢献賞

　アラート委員会活動 優秀賞

●ＩＴ推進賞 優秀賞

●同好会優秀賞 銀賞

〈ガバナー感謝状受賞者〉

２R 環境保全・保健福祉・GST・

アラート委員 野間　道博

２R IT特別委員会委員

 井出　幸彦

〈個人表彰・一般表彰〉

●新入会員スポンサー賞

 井出　幸彦

 篠宮　博幸

 壷内　和彦
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● ライオンズクラブ用語集

第一副会長のL.片山より、「ここ数年新しい考え方や新しい言葉が増えてきて、多くの会員が

理解しきれていないように思う。例会での勉強会の実施をとおして日常的にライオンズ用語を使

い慣れていく」という次期の方針が打ち出されました。

ということで、わかりにくいライオンズクラブ略語を

勉強してみましょう。
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● 今治のコロナ事情　● シトラスリボンプロジェクト

全国的に猛威を振るう新型コロナウイルス。未だ消える

ことない感染者への誹謗中傷ですが、最近よく目にする緑

色のリボンこれが「シトラスリボンプロジェクト」です。

https://citrus-ribbon.com/

これは2020年４月に愛媛県の松大生の有志「ちょびっと

19＋」がコロナ感染者の偏見と差別をなくそうと立ち上げ

たプロジェクトで、全国はもちろん世界各国にまで広がっ

ています。愛媛の特産である柑橘（シトラス）をモチーフに

し（青レモンや夏蜜柑と言われてます）、「地域、家庭、職場」

を示す３つの輪を象徴とし、緑色の水引やリボンなどで作

られます。

「ただいま。おかえり」って言いあえる街

に、みんなで広げようシトラスリボンプロ

ジェクト。

実は僕も2020年の夏から自分たちで作っ

て配っているんです！　作り方は動画で配

信しています。

https://youtu.be/nE9AlwWJZ2Q

ぜひみなさんもリボンを作って、誹謗中

傷をなくし、「ただいま。おかえり」って言

える街にしていきましょう

全国的にも猛威を振るう新型コロナウイルス。愛媛県に

おいても、全国で沖縄県と愛媛県の２か所だけ発令されて

いるまん延防止（５月10日現在）が出るほど拡大しており、

愛媛県知事も毎日会見を行い市民に対し発表と注意を促し

ています。よく感染した施設や場所を言って欲しいとか、

嘘をついている、隠していると言う言葉を耳にします。こ

れは法律に伴い本人の要望により発表できませんし、市長

にも特定名称は伝えられていません。今の愛媛県のコロナ

ウイルスの８割近くが松山繁華街クラスターから、西条、

新居浜、宇和島に広がりました。今治においては松山のウ

イルスはまん延しておらず、今治独自のルートから広がり、

会食クラスターとなりました。一番怖いのは、松山と広が

り方が同じだと言うことです。１週間の間に複数のルート

から中心市街地に入って来たこと、そして新規事例が続出

していること。みなさんの身近にも濃厚接触者になった方

はいらっしゃるのではないでしょうか？　私も接触者や陽

性者と話す機会が多くあり、みなさんよく言うのが「被害

者であり加害者である」。誹謗中傷は少なくなったとは言

え、本人たちは知らない人も含め皆に迷惑を掛けてしまっ

たと精神的ダメージがかなり大きいように感じます。知事

MC委員長　　壷 内 　 和 彦 　今治のコロナ拡大、今何をするべきか？

が会見で言っている不要外出を避け、自己防衛の元で行動

を行う、決して軽く見ない。このことが全てだと思います。

正直、飲食業界はもちろん他業種においても経済の影響は

甚大です。コロナに感染して死ぬか？　会社が潰れて死ぬ

か？　の瀬戸際です。自分だけの被害でなく他人へ被害を

与えてしまうことを胸に、大人の行動をしていきましょう。

MC委員長　　壷 内 　 和 彦 　シトラスリボンプロジェクト
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退 任 の ご 挨 拶
会　長

井 出 　 幸 彦

　人と会う事が当たり前じゃなく
なったこの時代、コロナの影響とは
言え、本来ならもっともっと楽しい
ことがあった筈なのに、残念の一言

です。任期の後半には落ち着いているだろうなとか，甘
い期待もあったのですが後半になる程、何もできなくな
りました。まさか幹事の時に近年で一番交際費が少ない
年になるとは、それとこの一年怪我が多かったです（毛
は少なくなりました）。楽しい思い出は河南タクシーさ
んの小旅行くらいでしょうか。幹事としては会長、会計
に助けてもらいながら自分なりにがんばったつもりで
す。随分後ろ向きの退任挨拶になりましたが、幹事をさ
せてもらって身に着けたスキルを今後のクラブ活動に役
立てていけたらと思います。

幹　事

樫 田 　 憲 和

　コロナウイルスに翻弄された1年でし
た。今期、井出会長のモットーであっ
た、外に目を向けたライオンズ活動が
ほとんどできなかったことは残念でな

りません。予算も計画していたアクティビティどころか例会ま
でもが中止ばかりで、代替案も見つからず、事業費や会食
費が多大に余る事態になってしまいました。正直、長引くコ
ロナ禍でライオニズムの維持どころか本業を維持していく意
欲すらままならない状況にいます。モチベーションをどうやっ
て取り戻していくかが来期の課題となりそうです。

会　計

阿 部 　 国 弘

　コロナ渦で始まり、コロナ渦で終わっ
てしまいました…　まさか一年間この
ような状況とは…　アクティビティは軒
並み、中止、延期、例会までも…　

少し慣れてきた感じのところでした。
①メンバーを「ライオン○○」と呼ぼう！　②「気をつけ！ 

礼！」で行こう！　少しだけアレンジしました。　③「ごちゃ
くせきください」…噛みそうで、いつも発する前に気合を入れ
てました。途中から「おすわりください」に変更しました。　
④お話し好きな人には、やきもきしました。　⑤国際ホテル
のトラップ。聞いてはいましたが、本当にあります。

例会をコントロールするキャパも技術もありませんでした
が、みなさんのご協力で何とか過ごせた一年間でした。まだ
まだクラブのことを十分に理解できてはいないのですが、ま
たひとつ、少しだけ理解できたところが増えました。ありが
とうございました！

ライオン・テーマー

渡 邉 　 　 眞

　敵はウイルスとはいえ、達成感に
乏しく、うら悲しきお別れではあり
ますが、数多くのドネーションに心
よりの尊敬と誠心誠意最大の御礼を

申し上げます。
「地獄の沙汰も金次第」と聞き及びますが、正に現世も

ライオンズも金次第の様相のようです。しかしながらそ
の中で、清く正しく美しい、心のこもった浄財は漆黒の闇
に差し込む一条の光明の思いであります。ライオンズ諸
氏とあまねく地球びとに幸多かれと！　至らない点を深
くお詫びするとともに本当にありがとうございました。

テール・ツイスター

渡 辺 　 健 三

2R環境保全・保健福祉・GST・アラート委員

野 間 　 道 博

　私の委員会は公共公園、トイレにお
ける清掃活動、ヘアードネーションへ
の積極的協力、献血・献腎・献眼等４献
運動の推進、糖尿病への啓発事業、ド
ナー休暇制度・妊孕制度への協力、薬

物乱用防止教室の開催、大規模災害アラートへの人的・物
資の協力などが主なアクティビティでした。

この１年間いろいろありましたが、新型コロナの影響で

ボランティア活動を一生懸命行っているにもかかわらず、
世間で評価されていないことは大変残念に思っておりま
す。ライオンズクラブはアクティビティを継続するのが良
いところですし、社会の目が行き届かないところにも「一
隅を照らす」のも良いところです。今年の経験を来年度に
生かすよう次期委員会には期待しますのでよろしくお願い
いたします。

この１年間みなさま大変お世話になりありがとうござい
ます。今後のみなさまのご健康とご活躍お祈りして退任の
挨拶とさせていただきます。

　早いもので、会長として緊

張しながら迎えた今年度も終

盤を迎え、退任のご挨拶を申

し上げます。新型コロナウィ

ルスの影響で多くのアクティ

ビティが中止となりましたが、コロナとの戦いという

非常時の中で理事会のみなさま、委員長様、委員会

のメンバーのみなさま、そして執行部のみなさまに

は知恵を出し合いながら大変協力していただき多くの

アワードも頂戴しましたことを心より御礼申し上げま

す。何より、みなさまのご努力で３人の仲間が増え

嬉しい限りです。この勢いを次年度にも引き継いて

メンバー増強を図り、今治東ライオンズクラブの益々

の発展を願っております。

私のわがままを聞いていただいたみなさま、大変お

世話になりました。今後ともよろしくご指導お願い申

し上げます。ありがとうございました。
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2R IT特別委員会委員　　井 出  幸 彦 　

2014年から連続してIT特別委員会の地区委員をさせて
いただいており、次年度も組織は若干変わりますが務め
させていただきます。その間に多くの方のお知恵を拝借
し、なんとか問題を解決しながらやらせていただきまし
たが、何といっても多くの知己を得たことが、私にとっ
て最大の喜びでした。メルビンジョーンズさんが言われ
た、新しい友だちを得る喜びを十二分に堪能させていた
だきました。今後も多くの友だちとともにライオニズム
の高揚にお役に立てればと考えております。ありがとう
ございました。

会員委員長　　本 宮 　 光 朗 　

前年度、多くの退会者が出てマイナスからのスタート
の今期、純増３名、目標５名（女性会員含む）を立てまし
た。会員のみなさまのご協力もあり、３名の新会員を迎
えることができ、入会式には酒井ガバナーも出席いただ
きました。コロナ禍でアクティビティは元より例会まで
できない状況で、せっかく入会いただいたのに不完全燃
焼の一年でしたが今後の活躍を願っています。まだまだ
我慢の時が続くと思いますが、50周年を控えてのこれか
らのライオンズ活動をこの様な時期だからこそじっくり
と会員一人一人が考えていければと思います。今後も新
会員募集と退会防止に努めていきたいと思います。一年
間ありがとうございました。

出席・計画委員長　　田 中 　 秀 彦 　

思い返してみれば、去年７月の委員長就任にあたり、
メンバー卓話を積極的に取り入れ、楽しく思い出深い例
会運営をしようと意気込んではおりましたが、結局は危
惧したとおり、武漢発肺炎ウイルスに翻弄された１年と
なりました。後半には例会打合せすらもままならない状
況となり、何度も例会を中止せざるを得ませんでした。
後は、最終例会を無事に開催できることを祈るばかりで
す。

財務委員長　　海 原 　 泰 治 　

今期は新型コロナウイルスの影響で計画していた３つ
の事業のうち明徳短期大学と岡山理大獣医学部の両学園
祭参加の２つの事業が残念ながら中止になりました。唯
一実施できたのは10月に開催された環境フェスティバル
への出店でした。会員のみなさんのご協力で100点を超
える出品とそれら商品の早々の完売で７万円を超える事
業費を獲得しました。委員会の年度目標額には届かな
かったものの事業単独ではいい結果が出せたと思いま
す。また、コロナ渦で様々なイベントが中止になって下
向きになりがちな中、みんなの笑顔とともに「やってい
る感」が見えたことがなによりの成果だったと思います。
委員長としてあまり活躍ができず、みなさんにもご迷惑
をお掛けしましたが、いい経験をさせていただきました。
一年間ご協力ありがとうございました。

MC委員長　　壷 内 　 和 彦 　

2008年５月に今治東ライオンズクラブに入会し、早13
年。初めてのMC委員会、しかも委員長に就任。外から
はどんなことをしていたのかは見ていたので、また阿部

さんがいたので何の心配もなかったのですが、いざ活動
してみると、想像以上に大変でした。とはいえ、大半を
阿部さんにお任せしていた分、委員長としての役割を果
たしていたのかは疑問ですが（笑）。コロナ禍でアクティ
ビティが少ない中、自分で原稿内容を作ったり、みなさ
んに原稿依頼をお願いしたりと、大変貴重な体験をさせ
ていただきました。内容はともかく無事に成し遂げられ
たことに感謝申し上げます。

追伸　自分で思っていたより写真を撮るのが下手で
ビックリしました。

青少年育成委員長　　矢 野 　 和 弘 　

一年を振り返ってみると、コロナウイルスの影響でほ
とんどの事業が開催できませんでした。中でも当委員会
のメインアクティビティである「動物ふれあい教室」はぜ
ひやってみたい事業で、準備段階から色々と画策をして
いましたが、やむを得ずの中止となりました。チャンス
があればまた関わってみたいと思います。お世話になっ
た井出会長、樫田幹事、阿部会計そして委員会メンバー
のみなさん本当にありがとうございました。

保健委員長　　木 村 　 弘 宣 　

メンバーのみなさまのご協力をもちまして、このコロ
ナ禍であっても小、中学校あわせて13校において、薬物
乱用防止教室を開催することができました。ワクチンの
接種が待ち遠しい所ではありますが、もう少し現状の形
での教室を余儀なくされることになりそうです。

コロナ禍で経済は疲弊し、人々のストレスも積み重な
り、薬物に手を出してしまう者もいないとも限らないと
思います。しかし、どんな状況の中でも、薬物を使用して
はダメだということを、今後も子どもたちに強く訴えて
いきたいと思っています。今後とも、より一層のご協力
をお願いいたします。ありがとうございました。

環境・社会福祉委員長　　山 内 　 　 誓 　

今期あと１か月余で委員長退任の時期になりました。
１年間、会長、副会長、幹事をはじめクラブメンバーの
方々から多大なご支援ご協力をいただき、及ばずながら
何とか職務を進めることができました。

９月の献血においては、台風接近の影響による急な時
間変更にも快く臨機応変に対応していただき助かりまし
た。献血された血液は、松山観光港から船便、ダメな時は、
しまなみ海道を通って陸路で広島市の「中四国ブロック
血液センター」に決まった時間までに届けないといけな
いので血液センターの方々も大変そうでした。

11月のキャビネット合同アクティビティにおいては、
早朝の定刻前からたくさんのメンバーに集合していただ
き、広いグラウンド、道路、トイレ等を効率的に清掃で
きました。そして、ただ一人鍬を持参して雑草を根こそ
ぎ、黙々と刈ってくださった村瀬さん、本当にお疲れさ
までした。

年度中の新たなアクティビティとして、古メガネ収集
ドネーション事業とヘアドネーションにもご協力いただ
きありがとうございました。

平和の鐘を鳴らす式典は個人参加で、市民カッター大
会・半島四国お遍路ウォーキング等は中止となってし
まって大変残念に思います。

今回のコロナ禍でバタバタした一年間でしたが、クラ
ブメンバーの方々本当にお世話になりました。
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藤田　靖英　前回ラッキー賞でいただいたチコちゃんが、２
日後に来られた新規のお客様の子どもさんに気
にいってもらい仕事につながる可能性！？　あ
とは渡辺さん、よろしくお願いします。ありが
とうございました。 

渡辺　健三　子ども食堂、がんばってください。心より応援
させていただきます。 

渡邉　　眞　門田さん、突然の「ライオンズの誓い」ですが、
よろしくお願いします！

矢野　和弘　子ども食堂支援事業の議決ありがとうございま
した。

田中　秀彦　先日21日、椿祭りに家族４人で行ってきました。
昇殿して商売繁盛の祈願を受けました。今年は
初穂料が値上がりしていたので、ご祈祷の効果
は抜群でしょう。 

壷内　和彦　誕生日のドネーションです。 

樫田　憲和　髙橋さんの早期回復をお祈りしてドネーション
します。

大澤　宅也　４月から、大学を卒業した長男が今治に帰って
きます。

海原　泰治　子ども食堂支援事業が成功するといいです。未
来のある子どもたちの幸せを祈ります。 

阿部　国弘　次男（27才）が婚約することになりました。13日
に京都で両家の顔合わせ会があります。なにせ
初めてのことなので心配だらけです。 

安見　富雄　誕生日のドネーションです。 

片山　　昭　役員案として16名の方を指名させていただきまし
た。４月の選挙会もよろしくお願いいたします。

山内　　誓　古メガネ収集活動にご協力ありがとうございま
した。 

篠宮　博幸　本日、５年間務めさせていただきました、教育
委員として最後の教育委員会を先ほど終えまし
た。任期を３年残していますが、業界あるある
とお察しください。一身上の都合です。あくま
でも… 

井出　幸彦　通常例会になってうれしい限りですが、変異ウ
イルスに気をつけましょう。

渡邉　　眞　野間先生、貴重なお話ありがとうございました！

矢野　和弘　山内先生が卓話の前に感想を書いているのを見て
しまいました。すみませんドネーションします。 

渡辺　健三　篠宮ライオン、すいません。二度と間違えませ
んのでお許しください。野間ライオン、歯周病
気を付けます。ありがとうございました。

阿部　国弘　今日は弊社が法人成りして、ちょうど40年目の
日になります。先日、健康経営優良法人とひめ

ボス事業所プラスプラスの認定をいただきまし
た。ますます精進します。 

樫田　憲和　３月５日、妻の誕生日でした。お祝いが１か月
間続くらしいです。 

田中　秀彦　花見例会への挙ってのご参加をよろしくお願い
します。

篠宮　博幸　19回目のミニバス送別会があり、６年生７名を
送り出しました！！　今回で最後になり、通算
96名が巣立っていきました！！　すいません！
早引きします！！ 

野間　道博　家族会員の妻、長子の誕生日（２月16日）でした。

山内　　誓　野間先生、大変参考になる卓話をありがとうご
ざいました。

髙橋　良幸　無事還ってきました。６kgのダイエットに成功
しました。

井出　幸彦　コロナ、収まって欲しい。 

  

  

門田　健一　次女が小学校へ入学します。無事に帰ってこら
れるか心配です。  

渡邉　　眞　連続出席おめでとうございます！  

田中　秀彦　今日はエイプリルフールですが最終例会の場所
変更は本当です。  

篠宮　博幸　明日４月２日に誕生日を迎え56才になります。
３月30日の孫ちゃんの１才と一緒にお祝いしま
す！！  

片山　　昭　選挙会承認ありがとうございます。委員会を決
めて行きますので、ご協力よろしくお願いしま
す。  

山内　　誓　メガネ収集ドネーションにご協力ありがとうご
ざいました。  

樫田　憲和　知らん間に150回続いていました。  

髙橋　良幸　350回、全てに感謝です。  

井出　幸彦　連続出席の皆様おめでとうございます。

令和３年 ３月４日　● 第一例会

令和３年 ４月１日　● 第一例会

壷内　和彦（3/3）　　　安見　富雄（3/12）

誕生日ドネーション

篠宮　博幸（4/2）　　　越智　人史（4/21）

誕生日ドネーション

片山　　昭（5/10）　　 平野　義文（5/15）

誕生日ドネーション

令和３年 ３月18日　● 第二例会
令和３年４月15日●第二例会 中止

令和３年５月６日●第一（早朝清掃）例会 中止

令和３年５月20日●第二例会 中止


