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題字はクラブ会長の揮毫

『Liberty, Intelligence, Our Nation's Safety
　　（自由を守り、知性を重んじ、われわれの国の安全をはかる）』
『We Serve（我々は奉仕する）』
『Service from the Heart （心からの奉仕を）』
『命燃やして恋せよライオンズに』
『Overcome』
『50周年に向けて一致団結！ We Serve』
『情報共有』
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来期2022-2023年度はクラブ結成50周年となりますが、昨年来のコロナの影響でアクティ

ビティの規模や回数が縮小され、クラブに関わる機会が減少しています。そのため理事以

外の会員は、クラブの活動内容が分かりづらくなっており、会員の一体感が薄れているよ

うに感じられます。

そこで今期のスローガンは「50周年に向けて一致団結！ We Serve」としました。そして

それを達成するためのキーワードは「情報共有」とし、以下の３つの基本方針を立てました。

①来る結成50周年に向けて、メンバーの一体感を高める。

②50周年の準備をしっかりおこなう。

③次の50年に向けての活動の方向性を模索する一年とする。

具体的にはITを活用して情報共有の仕組みをつくり、理事会以外のメンバーもクラブの

動きが見えるようにいたします。例会報告、理事会議事録、アクティビティの予算・決算、

委員会報告等の情報など会員のみなさまが見たい時にすぐに見られる環境をクラウド上に

構築します。将来的にはプリントコストと通信コストの大幅な削減も可能です。

また、My Lionの再告知、クラブのホームページの活性化、Face Bookの活用などで対外

的にPRを図ると共に、クラブ内も活性化したいと思っています。50周年まで時間の余裕

もあまりありませんので、50周年検討委員会を中心に内容の検討をおこないます。

50周年にむけて協力をお願いすることもあろうかと存じますが、ご指導ご鞭撻のほどよ

ろしくお願い申し上げます。

会　長

片山　　昭

　今期、幹事を務めさせていた

だきます。どうかみなさまよろ

しくお願いいたします。

　コロナの影響で、アクティビ

ティや例会が思うようにおこな

えず、クラブ会員同士の交流も

ままならない状態が続いていま

す。そのような中で、パソコン・

スマートフォンによるリモート

会議が増え、メールで情報をや

り取りすることが常態化してき

ました。自分としては苦手な分野ですが、片山会長はプロ

フェッショナル。今治東ライオンズクラブのデジタル化を進

め、ペーパーレス等を実行できる良い機会になるのではない

かと思っております。

早々に市民カッター大会も2R親善スポーツ大会も中止にな

り意気消沈してしまいましたが、その分幹事の役割をがんば

りたいと思います。一年間よろしくお願いいたします。

幹　事

門田　健一

　「例会次第を読むだけやか

ら！」という軽～い誘いに、深

く考えない性格が災いし、ライ

オン・テーマ―という重責を引

き受けてしまいました。あがり

症で人前が大嫌いなため、ス

ムーズな進行は期待できません

こと、先にお詫び申し上げます。

「失敗してもドネーションが増

えてみなさん喜ぶはず！？」と

いう励ましの言葉を信じて、ク

ラブ活動の全容を理解していく所存です。みなさまには、

迷惑のかけ通しになりますが、なにとぞ寛容な気持ちでご

指導のほど、よろしくお願い申し上げます。

ライオン・テーマー

嶋村　和宏

　2007年に初めてテール・ツイ

スターを受けて以来早いもので

14年が経ち、この度２度目の

T・Tを拝命いたしました。前任

のT・Tはとても弁が達者で楽し

く、大変例会を盛り上げていた

だきました。後を受け、少々プ

レッシャーを感じていますが、

課せられた任務、「例会やその

他の会合で種々のアイデアに

よって会合を盛り上げ、会員間

の親睦を図るのがその任務である」(ライオンズ必携より）

を肝に銘じ、楽しい例会になるよう一年間がんばっていこ

うと思います。みなさま、何よりドネーションをよろしく

お願いいたします。

テール・ツイスター

久保　智秀

　今年度会計を担当することに

なりました。入会４年目でこの

役は私には荷が重いのではない

かと思っていました。会員のみ

なさまからお預かりしている貴

重な財産をお守りするという重

責を果たせるかどうかとても不

安です。しかし、せっかく与え

られた機会ですので全力で務め

させていただく覚悟です。なに

ぶん会計の仕組みすら理解して

おりませんので、みなさまのご指導をいただきながら勉強

していきます。片山会長、門田幹事の足手まといにならな

いように、会員のみなさまにご迷惑をかけないように一所

懸命働きます。どうぞ一年間よろしくお願いいたします

会　計

海原　泰治
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　片山会長が直接自社まで委員

長の要請に来られ、不意打ちに

合った感もありますが、これは

逃げられないなと思いましたの

で引き受けることにいたしまし

た。やるなら「楽しく」をモッ

トーに一年間できればと思いま

す。間違いなくこの一年間は、

私自身の出席率が向上すると思

います。近年コロナ禍で、例会

の開会もままならない状態が続

いていましたが、50周年も次期に控え、みなさんの士気が

下がらないよう努めてまいりますので一年間よろしくお願

いします。

出席・計画委員長

真木　一信

　令和３年７月より財務委員長

に就任いたします。今までの人

生、金銭にまつわることは概ね

ドンブリ勘定でやり過ごしてき

たので、この大任が私に務まる

かどうか不安ですが、諸先輩方

に教えを請いながら任期を全う

したいと思います。よろしくお

願いいたします。財務委員長

田中　秀彦

　入会２年目で当時のPR委員

長を引き受けて、７年後再度委

員長がまわってきました。当時

はブログでの発信を積極的にお

こなっていましたが、ガバナー

ズ・アワードにクラブから正式

にエントリーしてもらえず、ラ

イオンズ情報特別賞がもらえな

かった悲しい思い出がありま

す。

　それはさておき、今期は片山

会長がメンバーの一体感を高めるためにSNSやITを駆使す

る方針を打ち出しました。My Lionの登録促進、ホームペー

ジの刷新、フェイスブックの活用、グループウエアの導入、

50周年記念誌の検討などなどMC委員会が受け持つ業務の

多さに少々ビビっておりますが、以前一緒に三役を務めた

間柄でもありますし、全面的に協力していく所存です。

それと、会報誌の原稿依頼や写真撮影でメンバーのみな

さんにはいろいろと協力をお願いすることになりますが、

なにとぞご容赦をいただけましたら嬉しいです。

ＭＣ委員長

阿部　国弘

　DXの意味は「デジタル技術を

浸透させることで、人々の生活

をより良いものへと変革するこ

と」そして「既存の価値観や枠組

みを根底から覆すような革新的

なイノベーションをもたらすも

の」と言われています。それと

ともに5Gが浸透し、産業革命

に匹敵するような社会の変化が

起こるといわれています。ライ

オンズの発展には欠かせないも

のです。みなさまとともに勉強

しながら進めてまいりたいと思います。どうぞよろしくお

願いいたします。

地区委員
DXチーム

（デジタルトランスフォーメーション）

井出　幸彦

　今期、会員委員長に就任し

ました。前々期に－10名、前

期に３名の入会者があったも

のの２名退会で＋１名となり、

共に活動する仲間がなかなか

増えないのが現状です。会員

の維持増強はクラブの大きな

課題であり、これ以上の減少

はクラブの存続事態にも影響

があるものと感じています。

コロナ禍の中、懇親を深める

機会も少なく、招請し難い環境ですが、例会の見学やアク

ティビティの体験を通して入会に繋げることが今後必要か

なと思います。まずは気軽にお声がけいただき、仲間を増

やしていきましょう！ ご協力お願いします。

会員委員長

篠宮　博幸

　今期、青少年育成委員会委員

長を拝命しました山内誓です。

行事やアクティビティの性格

上、たくさんの人が集まったり

対面でおこなうことがかなりあ

ります。今年度もコロナ禍の影

響で各団体との打ち合わせの段

階から中止や内部関係者のみで

の開催等が数例出ており、大変

残念に思います。これから状況

が良くなって、秋以降予定のア

クティビティ、今治西高定時制秋季運動会や、ふれあい動

物体験等が以前のように思う存分にやれるようになること

を願っています。また、昨年度から始まった子ども食堂支

援のアクティビティについては、様々な方向性を模索しつ

つ、子どもたちのために何をすべきか、できるかを考え、

各方面からいろいろなご意見とアドバイスをいただきなが

らおこなっていきたいと思います。クラブメンバーの方々、

一年間ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

青少年育成委員長

山内　　誓



就 任 の ご 挨 拶

－ 4 －

　今年度は環境社会福祉

委員長をさせていただく

ことになりました。コロ

ナ禍において、思うよう

に活動ができない中で、

できることを楽しく実行

することを心掛けて活動

に取り組んでいきたいと

考えています。メンバー

のみなさまとともに、今

期も楽しい時間を持てた

ら良いなと考えていますので、ご協力をよろしくお

願いします。

環境・社会福祉委員長

木村　弘宣

　お世話になります。保健委

員長を務めさせていただきま

す。今期も薬物乱用防止教室

に特化した事業内容になりま

す。コロナの影響で教室の内

容も見直しがおこなわれ、得

意とする「寸劇」も封印させら

れ、新たに「クイズ」で薬物の

怖さ、悲惨さを伝えていけれ

ばと思っています。そのため

に、クラブ内での研修会も実

施します。また50周年を念頭に、メイン事業として実施し

てきた薬物乱用防止教室の将来的なポジションを模索しな

がら、委員会メンバーはもちろんですが、他のメンバーの

方々にも参加していただけるよう情報共有、発信しながら

進めて参りたいと思います。よろしくお願いいたします。

保健委員長

渡邉　　眞

2021.6.5

次期クラブ三役オリエンテーションに参加して
会計　　海原　泰治　

　６月５日（土）に高松市で開催された次期クラブ三役オリ

エンテーションにZoomで参加しました。冒頭はマイクが

入っていませんでしたし、会場の音声を拾ってZoomで発

信するという形だったのか、終始聞こえづらいという状況

でした。幸いにも資料をたくさんいただいたこともあって

全体の内容はなんとか把握することができました。

　地区ガバナーのお話では、コロナ禍において現会員が健

康長寿で活動を続け、クラブが若返るように努力し、頑張

るしかない。その上で会員維持・増強を目指すが会員減は

否定できないため少なくとも維持レベルに持っていきたい

という基本方針と今期の地区の奉仕活動は、クラブ地域の

「河川敷、海岸線、ビーチの砂浜清掃活動」とする。

　以上の２点が印象に残りました。また、分科会では「ク

ラブ会計の任務と心得」についてキャビネット会計からお

話があり、運営費と事業費の関係などのルールを学びまし

た。

　２時間半という長時間の会議でしたが、336－A地区の

次年度の活動全般にわたって各委員長からお話がありとて

も勉強になりました。ここで学んだことを次期の活動の参

考にしながら一年間頑張っていきたいと思います。
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● ガバナー所信

2021-2022  336-A地区  運営基本方針

１　ガバナー声明 「 クラブの在り方を考えよう 」 

２　ガバナースローガン 「 命燃やして恋せよライオンズに 」

３　ガバナー主題 「 会員の健康長久とコロナに耐えての奉仕活動 」 

４　キーワード 「 Overcome 」

2021-2022  336-A地区  目標

１　会員維持、増強を目指すが、会員減は否定できない、少なくとも維持レベルに持っていきたい。

新チャーター会員を上半期に＋40、下半期に＋40を目標として、退会を80以内に抑える。また、女性会員の比率

を30％台に持っていきたい。

２　従来の奉仕活動の継承はたいせつだ。新しい奉仕活動も創り出す努力がほしい。

３　この度の疫病に対する支援活動を考える（生活ができない人に対する支援：公助、共助、とは別におこないたい）

４　社会でライオンズクラブの活動を広く知ってもらうために、デジタル技術を活用してライオンズクラブの相互連

携を図る（特にアラートに関して実現したい）

５　LCIFの100ドルキャンペーンを継続、実現させたい、地区目標の寄付総額は50万ドルに設定したい。

６　ガバナー諮問委員会では、その討議のしかたを国際規則の提案の通りに開催していただきたい。それには、ゾー

ンチェアパーソンとリジョンチェアパーソンの意識革命が必要だ。

７　ガバナー公式訪問　1R＋3R、2R、4R＋5R、6R＋7R、8R＋9R という合同開催とし、5 回でおこなう。 

８　地区年次大会　コロナ禍が過ぎて、全面的に日常が戻り、対面式の例会が開催できればラッキーだと思う。準備

だけはしっかりしておきたい。

2021-2022年度  ガバナー基本計画

基本事項１　奉仕と LCIF 寄付がライオンズクラブ の２大根幹 活動であることを再認識しよう。その目的達成のた

めには熱意と行動をもって会員維持・会員増強を図ろう。

基本事項２　変革は押し迫った課題である。社会が新日常に変容した契機に、ライオンズクラブ組織、例会、会合な

どの在り方を変えよう。 

基本事項３　IT, ICT, DXを使って、会員が情報共有、相互理解を推進することを目指そう。また、マーケットとのコミュ

ニケーションは社会とライオンズクラブの接点を見つける手段だ。ライオンズクラブが行っている奉仕

活動を幅広く社会に伝え、話し合うことがたいせつである。

基本事項４　ライオンズの未来を担う人材を育てるためには国内外の研修会に参加する。特にGLTによる研修は不可

欠である。国際大会、オセアルフォーラム、複合年次大会などに参加して、多くの人と交流をし、コミュ

ニケーション能力を磨いてほしい。次世代のリーダーが育って欲しい。

蔵本　守雄
地区ガバナー
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● 最終例会

2021.6.17

最終例会 MC委員長　　阿部　国弘　

今年の最終例会も昨年同様、新型コロナウイルスの猛威

によって開催すら危ぶまれる状況が直前まで続いていまし

たが、愛媛県の警戒レベルも引き下げられ、感染者も１ケ

タ台で落ち着いてきたことも受けてなんとか開催の運びと

なりました。

例会では恒例のライオンズキーの引き継ぎ式がおこなわ

れ、井出会長から片山第一副会長に無事キーが手渡されま

した。50周年を迎える前年の重要な１年間の会長を引き受

けた片山さんから会員相互の一体感を高め、情報共有を軸

とする所信表明が語られました。

続く懇親会では正会員のメンバーに加えて、終身会員の

近松さん、賛助会員の森田さん、平野さん、家族会員の井

出範子さんが出席され、みんな元気そうな顔を見せてくれ

ました。あまり声を出して騒いだり、お酒を注いだり注が

れたりもはばかられるご時世ですが、久しぶりの懇親会と

いうこともあり、アクティビティが中止続きで顔を合わせ

る機会もほとんどなかった今期、食事をしてお酒を飲んで、

隣か向かいのメンバーと静かに話をするだけでしたが、そ

れでも立派な友愛と相互理解の場になっていました。

次期こそは反動で大きなうねりの年になるのかと思いき

や、カッター大会やリジョンのスポーツ大会も早々に中止

の決定がされ、まだまだ辛抱は続きそうです。
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● ６月第一例会　● 薬物乱用防止教育認定講師勉強会

6月24日、クラブ事務局にて、薬物乱用防止認定講師ク

ラブ内勉強会を開催しました。初の試みでしたが、認定講

師のメンバー 12名が集まってくれました。

勉強会では近日開催予定の吉海小学校でのパワーポイン

トデータを使い、L.篠宮に講師をお願いし内容をみんなで

確認しました。合わせて、伝えたい内容、進行の仕方、ク

イズの内容を精査し共有しました。

リーフレットの内容についても、今期は在庫の枚数が多

く、予算的にも流用せざるを得ない。シンナーは表面上の

検挙件数が少なく削除？　現状の犯罪の状況を掲示（グラ

フなど）　相談ホットコールの設置（独自？ 市との連携？）

クラブの教室実績は必要か？　などなど、さまざまな意見

が出されました。また、運営自体に関しても、講師負担が

大きくなる場合は、司会進行役を別に認定すべきか？ 保

健委員から数人を帯同すべき！ などの意見が出ました。

2021.6.24

保健委員長　　渡邉　眞　

薬物乱用防止教育認定講師クラブ内勉強会

第二副会長　　壷内　和彦　

鳥生地域食堂れんこん子ども食堂ゲスト卓話
2021.6.3

６月第一例会は、ガバナーズアワードの表彰式、感謝状

の贈呈式につづき、鳥生の児童員兼ボランティア代表の橋

本さんに来ていただき、子どもたちの現状と食堂の活動に

ついてお話してもらいました。当クラブで始まった青少年

育成アクティビティの子ども食堂支援ですが、メンバーに

おいても活動があまりわからないという声も多かったた

め、今回の卓話は少しでも内容を理解していただけたので

はないかと思います。見えない子どもたちの環境や、デリ

ケートな問題、運営にあたりボランティアの自費活動が中

心になっていることなど、色々お話いただきました。社会

問題になっているネグレクトがこの今治でも多い現状で、

それに対する法律も不十分。子どもたちや家庭のサポート

をしていく団体、水面下で見えない物事のリアルを聞くこ

とができました。そういったがんばっている団体や子ども

たちのため、より一層、社会奉仕に力を注いでいきたいと

思います。補足になりますが、れんこんさんがマンション

の１室を無償でお借りすることができ、365日子どもたち

のサポートができる体制がとれるようになりました。一人

でも多くの子どもたちの未来のためがんばりますので、こ

れからもご協力よろしくお願いいたします。とのことでし

た。

最後に、今後は教室実施前に、中学校への内容や、再度内

容を精査することを確認し閉会しました１時間ほどではあ

りましたが、活発な意見交換ができ有意義な勉強会になり

ました。勉強後はつぼ吉さんの手作り弁当で頭の疲れと空

腹を癒やしました。

今後もこのような会を通じて、薬物乱用防止教室の精度

をより高めていきたいと考えています。保健委員会はもと

より、メンバーみなさんのご協力をお願いいたします。
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田中　秀彦 久しぶりの例会に、これまた久しぶりのわが出
席・計画委員会副委員長も出席してくれました。
ありがとう。

木村　弘宣 久しぶりに表彰状をいただきました。ありがと
うございました。

髙橋　良幸 ひと月ぶりの例会、開催できたことに感謝です。

片山　　昭 久々に例会が行えることを祝して、ドネーショ
ンします。

渡邉　　眞 嶋村さんかんばって。

阿部　国弘 糖尿病と診断されました（泣）。

本宮　光朗 残念ながら退会者が出てしまいました。なんと
か純増プラスで終えたいと思います。

海原　泰治 久しぶりの対面例会となって良かったです。と
言いながらと早退ですみなせん。今日は中学総
体で社員がいません。コロナ禍でも中学生一生
懸命がんばっています。

樫田　憲和 会長、ジイジの仲間入り、おめでとうございま
す。

篠宮　博幸 アワード表彰ありがとうございます！ 次期も
がんばります！！ 橋本さん、本日はようこそ我
がクラブへ訪問していただきました！！ ありが
とうございます！

壷内　和彦 今回、３つの賞をいただき大変感謝しておりま
す。また、子ども食堂の卓話に来ていただいた
橋本さんありがとうございます。今後とも子ど
も食堂のご理解よろしくお願いします。

渡辺　健三 私事ですが６月１日に４人目の孫が誕生しまし
た。全員男です。大きくなったら今治東ライオ
ンズでお願いいたします。

野間　道博 336-A地区ガバナーより、委員の感謝状をいた
だきました。１年間委員会活動に協力していた
だき、ありがとうございました。

山内　　誓 橋本幸子様、貴重な卓話をどうもありがとうご
ざいました。

井出　幸彦 ４月12日に初孫が無事生まれましたことに感謝
して

2Z－ZC　二宮　幹雄　様
みなさんのおかげをもちまして１年間ZCの役
職をやりとげることができました。貴クラブに
おかれましては、この１年間井出会長を中心に
大変盛りかえされたと思います。この調子で今
後益々発展されますよう心より祈念します。

尼田　純子 ８月に初孫が生まれます。まずは良いベビー
カーを買いました（笑）。みなさま１年間お世話に
なりました。次期もよろしくお願いいたします。

田中　秀彦 無事、最終例会を迎えることができました。

門田　健一 今期の役員のみなさま、お世話になりました。
来期はどうかよろしくお願いします。

久保　智秀 来期は、久しぶりのツイスターです。今日は代
役ですが、次回からよろしくお願いします。

渡邉　　眞 いろいろありましたが、１年間ありがとうござ
いました！

本宮　光朗 なんとかプラス１名で終えることができまし
た。みなさま、ありがとうございました。

田窪誠一郎 久保さんいつもありがとう。

髙橋　良幸 １年間、大波、荒波を乗り越えてお疲れさまで
した。

樫田　憲和 １年間ありがとうございました。

篠宮　博幸 今年も１年無事に皆出席することが出できまし
た！！ 最近、ロードバイクを始めました！ お尻
の痛さと闘っています。

近松　徹也 コロナ感染の終息を祈って！

海原　泰治 １年間お疲れさまでした。私もなんとか１年間
皆出席することができました。

片山　　昭 １年間お疲れさまでした。いよいよ７月から次
期が始まります。次期もヨロシクお願いいたし
ます。

野間　道博 地区委員として１年間ありがとうございまし
た。

山内　　誓 １年間、大変お世話になりました。ありがとう
ございました。

井出　幸彦 １年間、私のワガママにおつき合いくださりあ
りがとうございました。

井出　範子 長女が女の子を授かりました。コロナ禍でも嬉
しい出来事です。今は元気で過ごせることに感
謝ですね。

令和３年 ６月３日　● 第一例会

渡辺　健三（6/6）　　小笠原　斉（6/15）

６月生まれのメンバー

令和３年 ６月17日　● 第二例会


