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● 薬 物 乱 用 防止 教 室

2021.7.6

吉海小学校

2021.7.16

上浦小学校薬物乱用防止教室（19名）
出席・計画委員長　　真木　一信　

雨降りの中、クラブメンバー５名で上浦小（大三島）の薬

物乱用防止教室へ行ってきました。私自身２年ぶりの講師

でしたが、子どもたちの素直な反応とクラブメンバーに助

けられ、何とか責務を果たすことができました（クイズで

は少しもたもたしましたが…）

教室後、校長室で校長先生と少し話すことができました。

大三島も現在ｉターンで外部から移住してくる家族が多

く、クラスの大半がそのような子どもたちだそうです。上

浦小学校も少子化の影響を受けているなと実感しました。

井出さん、行き帰りの運転お疲れさまでした。
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● 西 高 定 時 制 生 活 体 験 発 表 会　 ● 今 治 空 襲 戦 災 死 没 者 追 悼 の 平 和 の 鐘 を 鳴らす 式 典

2021.7.13

愛媛県立今治西高等学校定時制
生活体験発表会 青少年育成委員長　　山内　誓　

７月13日夕刻より螢雪会館2階にて、今治西高校定時制課程の校内

生活体験発表会が開催されました。今年度は５名の生徒さんより発表

がおこなわれました。

両親の不仲で希望校への進学をあきらめ、コンビニエンスストアで

アルバイトをしながら定時制高校に通う生徒。勉強嫌いが祟り人生を

あきらめかけたけれど、カラオケ店で働くことで社会とのつながりを

感じ就職に意欲を見出した生徒。ソフトテニスの上達を目指して、学

校と仕事の両立を実現させている生徒。デイサービスのアルバイトや

年配の人との交流で介護の仕事を選択した生徒。精神障害を患い、小

学校から学校にいけなかった体験を持つ生徒。など、いろいろな悩み

を抱えながらも、それを周りの協力も得ながら、なんとか克服し前に

向かって進んでいる生徒さんたちの力強い話に毎年感動しています。

休憩時間をはさんで、優秀賞と最優秀賞が発表され、髙橋会長代理

より祝辞と腕時計の記念品が発表した生徒全員に授与されました。

2021.8.6

今治空襲戦災死没者追悼の
平和の鐘を鳴らす式典 MC委員長　　阿部　国弘　

終戦57年目を迎えた今年８月６日、「今治空襲戦災死没者追

悼の平和の鐘を鳴らす式典」が新型コロナ禍のため個人での献

花追悼というかたちで、おごそかに執り行われました。参加さ

れた方々も少なく、去年まであった写真展示もなく少し寂しい

式典ではありました

が、戦争の悲惨さを風

化させない想いと永遠

の平和を祈念して献花

させていただきまし

た。
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● 地 区 ガバナ ー公 式 訪 問 　 ● M D 3 3 6   L C I F セミナ ー

2021.8.7

地区ガバナー公式訪問に出席して 会計　　海原　泰治　

８月７日（土）に新居浜市において地区ガバナー公式訪問

が開催され出席しました。今期で初の三役なのでこの会議

に出席するのも初めてでした。

最初、蔵本ガバナーの今期基本方針の説明があり、次に

第一及び第二副地区ガバナーのあいさつ、続いてコーディ

ネーターや委員会の要望説明がありました。最後にリジョ

ン内の各クラブの報告をゾーンごとにZCが行いました。

この会議をもって「命燃やして恋せよライオンズに」のス

ローガンのもと336-A地区蔵本新体制がいよいよスタート

したのだと実感しました。

初参加の私にとっては３文字のアルファベットなどわか

り難い言葉もあって、話についていくのが精一杯でした。

会議の中で特に「アルファベット表記」に絞って自分自身の

復習の意味も込めてご報告させていただきます。

1. GMTについて　会員維持、増強は最優先事項だが、会

員減は否定できない。新会員の勧誘はクラブGATチー

ムで計画をたてて行動しよう。目標は地区全体で期末に

プラスになるよう努力する。

2. GSTについて　今年の地区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。

3. FWTについて　女性の入会を促し、リーダーとしても

活躍してほしい。女性会員の比率を30％台に持っていき

たい。

4. LCIFについて　今期のLCIF献金額の目標を50万ドル以

上に設定し、地区で達成できるよう努力しよう

以上の４点ですが、ガバナーのお話のほんの一部です。

全容は336-A地区公式サイト（kintoneから入れます）にアッ

プされています。この会議に出席して、ライオンズクラブ

の「地区」という一周り大きな組織の動きを垣間見ることが

できてよかったです。

今期のガバナーキーワードは「OVERCOME」です。コロ

ナ禍で例会が開催できなかったり、アクティビティが中止

になったりと大変ですが、こういう時だからできること、

やらなければならないことがあるかもしれません。地区目

標に一歩でも近づけるために、今治東ライオンズクラブの

一員としてクラブ内でできることを一所懸命やっていきた

いと思います。

2021.7.9

MD336  LCIFセミナー 地区デジタルチーム委員・クラブLCIFコーディネーター　　井出　幸彦　

７月９日14時より「MD336 LCIFセミナー」がリモートで

開催されクラブLCIFコーディネーターとして参加させて

いただきました。

MD336から橋本336複合地区LCIFコーディネーター、渡

部国際理事、LCIFより山田「キャンペーン100」委員長、鈴

木国際理事、レベッカ・ダウ事務総長、クリス・ブランケッ

ト開発部長らが出席されていました。

　セミナーでは山田キャンペーン100委員長が「キャンペー

ン100」への参加状況（2020年度）は日本ライオンズ全体で

34％、MD336全体で17％、特に低いのが336Bで９％しか

参加されていません。年会費10万円以上のクラブが100ド

ルの負担ができない訳はないと思われるので、理解不足が

一番の原因だと講師のみなさまの一致した見解でした。

336Bの渡部国際理事も理解不足の責任を痛感しておられ

ました。また山田委員長からロータリークラブは設立当初

から財団を持っており、年間300億円集めているがライオ

ンズクラブは僅か1/10の30億円であることを説明され、こ

れでは増え続けている自然災害等のニーズに対して近い将

来有効な奉仕事業ができなくなる恐れがあり、せめて1/3

の100億円集めたい。それがキャンペーン100であり、達成

すると年間100億円以上となります。今年度で「キャンペー

ン100」は終わりますが、以上の理由から実質的にはずっと

続くと思われます。確かに例会ごとに500円を集めれば年

間12,000円になりますので、そう難しいことではないと思

います。そこで山田元国際会長の持論である日本独特の莫

大な運営費の一部をLCIFに回す事を考えていく良い機会

かもしれません。
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● 5 0 周年 検 討 委員 会 発 足 　 ● 相 互 訪 問 例 会

2021.8.24

50周年に向けての検討委員会の動向
50周年記念 実行委員長　　壷内　和彦　

　いよいよ来年度は今治東ライオンズクラブも50周年を迎

える運びとなりました。今回、周年の実行委員長という大

役を任され、これまでのクラブの歴史や諸先輩方の想いを

勉強し、他クラブに恥じない様しっかりと責務を遂行して

参ります。いよいよ検討委員会も終盤となり、実行委員会

へバトンを渡す時期となりました。わたし自身、35周年の

時に入会し、経験させていただいたのは40周年、45周年と

少なく、ましてや今治東ライオンズクラブが設立された時

には生まれていないことも

あり、片山会長、髙橋50周

年会長、検討委員会メン

バーのご意見等を踏まえ進

行してきました。内容こそ

言えませんが、方向性とし

ては、これまでを振り返り

原点に返る「温故知新」の想

いで検討して、予算が少な

2021.7.16

相互訪問例会 ライオン・テーマー　　嶋村　和宏　

７月16日の第２例会は恒例の相互訪問例会でした。ブラ

ザークラブの各三役と田坂ZC、矢野ZCAをお迎えして、

場所と時間を変更し開催されました。田坂ZCから今期の

地区ガバナーの基本方針として、会員数の維持と女性会員

を30パーセント台にしたいこと、従来の奉仕活動に加えて

新しい奉仕活動を創り出すことが必要なことの説明があり

ました。そのあと挨拶された今治中央ライオンズクラブの

尾越会長も、わがクラブが普段から取り組んでいる薬物乱

用防止教室やソフトバレーの練習について、多大なお誉め

の言葉をいただきました。

例会では、L.井出にキャビネットからデジタルチーム委

員への任命状が渡され、LCIFキャンペーン100の表彰も同

時に授与されました。また、保護司のL.壷内から「社会を

明るくする運動について」説明があり、どうしても再犯を

犯しやすい少年少女の相談相手をする重要さが語られまし

た。

最後にゲストのみなさんに新型コロナウイルスが早く収

束するよう願いを込めて「コロナビール」をプレゼントし、

閉会ゴングののち散会となりました。

い中、できることをやっていき、心に残る記念事業にして

いきたいと思います。「テーマ」「予算」「方向性」「組織図」を

検討委員会みんなで考えました。今期の会長スローガンで

もある「一致団結」の思いで、Ｌ.安見、L.近松、他チャーター

メンバーが作ってきた礎に大きな花を咲かせるべく、また、

メンバーひとりひとりが楽しめる、50周年にしたいと思い

ますので、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
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● 新 型コロナウイルスからご 自身とコミュニティを 守るためのヒント

新型コロナウイルスからご自身とコミュニティを
守るためのヒント 前国際会長　　ジュンヨル・チョイ　

新型コロナウイルス（COVID-19）は、世界中の各地域社

会において私たちが旅行し、集会し、奉仕する方法を変え

ています。私たちはすべての会員、そして私たちの奉仕の

受益者のことを大事に思っています。だからこそ、世界中

がこの困難な状況にあるとき、私たちは皆、健康と安全を

最優先させる必要があります。

以下は、皆さんご自身と地域社会を健康に保つ方法につ

いての推奨事項です。

・イベント開催を検討している場合は、現地当局に相談し、

人の集まるイベントや大規模の集会についてのガイドラ

インを参考にする。

・新たな会議、奉仕事業、その他の活動を行うことを検討

する際には、健康と安全を最優先させる。

・頻繁に手を洗い、また、特に感染が発生している地域に

住んでいる場合は、不要不急の旅行や人混みへの外出は

自粛する。

・状況は刻一刻と変化しているため、最新情報については、

世界保健機関（WHO）、米疾病対策予防センター（CDC）、

地方自治体や各国政府等の保健衛生専門家による推奨事

項を確認する。

・地区（単一、準、複合）の大会に関する質問がある場合に

は、 地区のリーダーに連絡を取ってアドバイスを得る。

・60歳以上の人や重度の慢性疾患のある人はこの病気にか

かると重症化するリスクが高いことに注意する。

ライオンズは、100年以上の長きに渡り奉仕してきまし

た。これまで世界が無数の課題に直面したとき、私たちは

地域社会のために尽くしてきました。ウイルスのために閉

鎖されている学校の低所得の生徒たちに食事を提供するな

ど、安全な形で支援する方法を検討しましょう。家族や友

人や隣人に声をかけてチェックしましょう。健康と安全を

念頭に置きつつ、ライオンズならではの思いやりを引き続

き実践していきましょう。

今こそ、これまで以上に地域社会、グローバルコミュニ

ティ、そしてライオンズとして団結することが重要なのです。

2021 年 8 月 20 日

ライオンズメンバー各位

一般社団法人日本ライオンズ

      理事長　仁科　良三

緊急新型コロナ感染拡大に最大の対策をお願い致します

政府は東京オリンピックを、東日本災害復興オリンピック又コロナで開催を検討する中で、疫病に打ち勝った証

としてのオリンピックと銘打ち実行致しました。 結果、「デルタ株」が猛威をふるい、これまでにないスピードで新

規感染者が増加し、感染拡大オリンピックとなってしまいました。更に 8 月 24 日からは、パラリンピックが開催

されます。感染力が強く重症化リスクを高めるといわれている感染爆発は、医療崩壊も懸念されている状況です。

このような状況下、私達ライオンズメンバーは、社会、またボランティアのリー ダーとして、下記の通りの徹

底した対策と責任有る行動をお願い致します。

記

１．基本事項：個人の責任

　　かからない責任、移さない責任、ワクチン接種の実施。 

　　団体の責任

　　家族を守り、社会を守る、クラスターを作らない、自ら手本を示す。

２．例会、理事会等への対策：完全 WEB での実施を望む。

３．アクティビティへの対策：命の最優先、自分を守り、周りを守る。出来ることに集中して実行。

４．飲食への対策：例会及び会議後の食事会は避けてください。

５．最新の報告事例：実際に法人宛に問い合わせが入りました。

１）  例会後の会食で、クラスターが発生。 地元市民から問い合わせがあり。「ボランティア団体がどうなっ

てるんだ。責任者が出て説明すべきである。」

２）  ライオンズメンバーの会食の様子画像が SNS（フェイスブック）に投稿 されている。「この時期にどう

なってるのか、認識が甘いのではないか。」

先の見えない長期戦ではありますが、今後も状況の変化を見極めながら対策を 順次講じて、この難局を乗

り越えていきたいと考えております。

以　上
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● 2 021バー チャル 国 際 大 会

地区デジタルチーム委員・クラブLCIFコーディネーター　　井出　幸彦　

ライオンズクラブ国際大会  レポート
2021.6.26 ～ 6.29

ライオンズメンバーにとって奉仕の喜びの次に大きな喜

びを与えてくれる国際大会が昨年のシンガポール大会はコ

ロナ禍で中止となり、今年はバーチャル大会となりました。

初めての事なので手探り状態のまま大会が始まったような

感じでしたが、国際協会の大変な努力で手作り感満載の

アットホームな素晴らしい大会となりました。

パレードでは1917年製のT型フォードに乗られたダグラ

ス・X・アレキサンダー第一国際副会長を先頭に歴代の国際

会長、国際理事らが続きました。

336A地区も高知城で撮影されたパレードが紹介されて

いました。世界中の地区が1分のビデオに収められ趣向を

凝らしたパレードを行っていました。

開会式当日のエンターテイメントとしてシカゴの国際本

部で地元バンドが演奏されていましたが、ボーカルがハン

ドマイクを使って歌っているのには驚きましたが、とても

楽しい演奏でした。また、恒例のインターナショナルショー

はありませんでしたが、アメリカズ・ゴット・タレントで

ゴールデンブザーを獲得したタイラー君13歳の見事なバイ

オリン演奏を聴くことができました。彼は小児がん、いじ

めを克服し立派に演奏家として活躍しています。

演奏途中で思わずスタンディングオベーションをしてし

まうような、とても感動的な素晴らしい演奏でした。

今回の国際大会の目玉である「マララ・ユスフザイ」さん

は15歳の時タリバンに頭部と首に二発の銃弾を受け生死を

さまよったにもかかわらず「銃弾で私の行動は止められな

い」と国連本部で演説し世界中から称賛を浴び、史上最年

少の17歳でノーベル平和賞を受賞されました。現在24歳で

すが、落ち着いた優しい語り口ですが、とても固い意志を

秘めていて、教育の必要性、特に女性の教育の重要性につ

いて話されました。

最終日の選挙の発表前に各国の代表がダグラス・X・アレ

キサンダー第一国会副会長を応援しているところです。レ

バノンのサリムPIDやジーンDGが映ってました。

閉会式の中でダグラス・X・アレキサンダー国際会長の就

任演説があり「心からの奉仕」を掲げられました。超巨大銀

行のJPモルガン・チェース銀行の元副会長ですが、地元の

中小零細個人企業担当の銀行マン出身のとてもやさしいお

人柄のようです。

期間中、レオ、ゾーンチェアパーソンの役割等々、各種

セミナーがあり、時間帯が夜中の為、録画が用意されてい

たので一通り目を通しましたが、とても盛りだくさんで、

世界中のメンバーやレオがライオンズクラブの歌を歌った

り、面白いプログラムも沢山ありました。

今回は初めてのバーチャル国際大会でしたが大変素晴ら

しいものでした。来年は、カナダのモントリオールですが

ぜひコロナ禍が収束し現地へ行って楽しみたいものです。

皆さん一緒に行きましょう。
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木村　弘宣 環境・社会福祉委員会です。１年間ご協力、よろしくお願
いいたします。

渡邉　　眞 薬物乱用防止教室へのご協力をよろしくお願いします！
真木　一信 今年度、出席計画委員長をさせていただきます。よろしく

お願いします。
田中　秀彦 片山丸の船出を祝します。ちなみに今月６日が誕生日です。
矢野　和弘 田中委員長のそそう、副委員長としてフォローさせていた

だきます。１年間よろしくお願いいたします。
嶋村　和宏 これが読まれるころには、やらかしてしまってると思いま

す。１年間なが～い目で見守ってください。よろしくお願
いします。

田窪誠一郎 ありがとうございます。
本宮　光朗 最終例会のビンゴで掃除機をゲットしました。２人の子ど

もたちと同じ型でした。
久保　智秀 メンバーのみなさん、たくさんドネーションをお願いしま

す。
篠宮　博幸 会員委員長をおおせつかりました！ 純増３人をめざして

がんばります。ご紹介をお願いします！！
阿部　国弘 昨年度１年間お世話になりました。今期はＭＣ委員長です。

会報誌の原稿よろしくお願いいたします。
安見　富雄 先日、二人目のひ孫（男の子）誕生しました。
髙橋　良幸 片山丸、出航おめでとうございます。今回も、10日間ダイ

エットに挑戦し、３kg減りました。
山内　　誓 青少年育成委員会委員長を拝命しました。１年間よろしく

お願いいたします。
樫田　憲和 ほっとしています。
夏目　幹男 迷走しながらも令和２年度黒字決算できました（嶋村さん

ありがとうございました）。
井出　幸彦 片山丸の出航を祝して。
三役（会長 片山昭、幹事 門田健一、会計 海原泰治）

１年間ヨロシクお願いいたします。

336-Ａ地区  2R 2Z ZC  田坂達哉 様　2R 2Z ZCA  矢野貴則 様
田中　秀彦 先夜10cm位のムカデの衝撃を受けました。泣き叫ぶ妻を

かばいながら、スリッパで立ち向かいましだが、力及ばず
取り逃してしまいました。手負いのムカデの復讐に怯える
日々を過ごしています。

矢野　和弘 コロナ対応ビジネスモデル補助金にドローンを用いた事業
で採取されました。ご用命があればお気軽にお声がけくだ
さい。

木村　弘宣 何があったのか知りませんが、事務局塚本さんがヘアード
ネーションの協力をしてくださいました。環境社会福祉委
員会として最初のアクティビティとなりました。ありがと
うございました。

田窪誠一郎 田坂ZCご訪問ありがとうございます。すばらしい、ご挨
拶でした。

久保　智秀 今日は、世界ありがとうの日です。いつもたくさんのドネー
ション、ありがとうございます。

本宮　光朗 定時制生活体験発表会の審査をしてきました。みんな甲乙
つけがたく悩みましたが、自分の採点と同じでほっとして
ます！

渡邉　　眞 「ダメ。ゼッタイ」募金運動にご協力いただきありがとうご
ざいます！

近松　徹也 コロナワクチン接種。老人対象の接種がほぼ終盤に到達す
ることができました。次は若い世代が達成できることを
願って！

髙橋　良幸 先日開催された今治西高定時制生活体験発表会にて、片山
会長の代理をさせていただきました。

篠宮　博幸 残念！！ オリンピックのチケットが当たっていたのに無観
客で見られなくなりました。テレビで観戦します！！ 本日
は、各クラブ三役のみなさま、ご訪問ありがとうございま
す！！

野間　道博 誕生日ドネーション＋欠席ドネーション。67歳まだまだ「ヒ
ヨッ子」です。地区委員では、お世話になりました。

山内　　誓 今治西高定時制生活体験発表会に出席いただいたクラブメ
ンバーの方々ありがとうございました。

片山　　昭 ビジターのみなさま、ありがとうございます。
井出　幸彦 ７月７日誕生日です。ビジターのみなさんありがとうござ

います。
渡辺　　望 明日７月16日、82才の誕生日を迎えます。もう２、３年会

員に在籍させていただきます。

尼田　純子 もう間もなく初孫が産まれます！ 陣痛まっただ中！ 大変
な世の中ですが、家族には最高に幸せな瞬間です 今、
男の子が産まれました！

渡邉　　眞 あらためて平和意識が高まりました。村瀬さん貴重なお話
をありがとうございます！

田中　秀彦 今治くるしまライオンズクラブのL.藤本和生さんの訃報が
届きました。あまり面識はありませんでしたが冥福を祈り
ます。

門田　健一 相互訪問例会にて、今治中央ライオンズクラブさんに、メ
ロンをいただきました。ラッキーです！

阿部　国弘 わたしをライオンズクラブに誘ってくれた西原元地区ガバ
ナー・地区名誉顧問のご冥福を心よりお祈り申し上げます。

田窪誠一郎 何も特に思い浮かびませんが、ドネーションいたします。
久保　智秀 ワクチン接種、１回目接種完了しました。
木村　弘宣 誕生日ドネーションです。久保さんににらまれると恐いの

でササっと出しときます。
篠宮　博幸 コロナ感染者（陽性者）が増えています。暑い中の対策、お

気をつけください。早退します！！
髙橋　良幸 先日、県菓子工業組合の総会が書面にて開催され、２期目

の副理事長を拝命いたしました。

令和３年 ７月１日　● 第一例会

藤田　靖英（8/6） 海原　泰治（8/9） 本宮　光朗（8/16）

渡邉　　眞（8/16） 真木　一信（8/17） 木村　弘宣（8/25）

８月生まれのメンバー

野間　道博（7/2） 田中　秀彦（7/6） 井出　幸彦（7/7）

夏目　幹男（7/15） 渡辺　望（7/16）

７月生まれのメンバー

令和３年 ７月15日　● 第二例会

令和３年 ８月５日　● 第一例会
村瀬　牧男 ユネスコの話を聴いていただきありがとうございました。

８/６の「平和の鐘を鳴らそう」へのご参加を含め、これか
らもよろしくご協力をお願いします。

本宮　光朗 ８月16日誕生日です。先日末、日本一人気の山小屋の燕山
荘（燕岳）に行ってきました。初めての本格的な登山でした
が、なんとか無事に帰ってこれました。

真木　一信 村瀬さん卓話ありがとうございました。重ねて誕生日月で
すので、ドネーションさせていただきます。

山内　　誓 村瀬様、貴重な卓話をありがとうございました。
海原　泰治 先日の相互訪問例会で、いい物が当たりましたのでドネー

ションします。８月９日は誕生日です。今年はカレンダー
を変えてまで、休日にしていただきました。みんなが祝っ
てくれるのでドネーションします。

片山　　昭 コロナが治まる事を祈念してドネーションします。
井出　幸彦 息子が東京から帰ってきました。全員PCR検査で陰性で、

ホッとしました。


