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新年のご挨拶

新年を迎えて 、【 年男・年女 】ご挨 拶

会　長

片山　昭

新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いい

たします。

昨年はコロナの影響で行事や会合の中止が相次ぎ、例会も2回開

催することができませんでした。アクティビティも献血と薬物乱用

防止教室以外はほとんど実施できていない状態です。

オミクロン株の急速な増加が心配される中、今期後半がスタート

します。コロナ対策はしっかりと行いつつ、前半の遅れを取り戻す

べく奉仕活動そして会員増強にも取り組んでいきたいと思います。

また来る50周年まであとわずかとなってきました。50周年実行委

員会も組織されましたので、今期のスローガンであります「50周

年に向けて一致団結！ We Serve」で後半を進んでいきたいと思い

ますのでよろしくお願いいたします。

お願いばかりとなりましたが、皆様方そして今治東ライオンズク

ラブにとりまして、今年が素晴らしい年となりますよう祈念いたし

まして新年のご挨拶とさせていただきます。

尼田　純子

阿部　国弘

越智　人史

小原　亮太郎

尊藤　勲

今年の初詣に何年かぶりに
おみくじを引いてみました！ 
何と大吉！ 今まであっただ
ろうか？ 大吉は後は下がる
ばかりと言う人もいますが、
そこは持ち前のプラス思考。
今年は36年に一度の五黄の寅
年！ 最強の運の年だそう！ ! 
乗っかるしかない〜 年末年
始の目の回るような家族の世
話から始まった一年ですが、

仕事も更にステップアップの節目を迎え、ここが頑
張り所！ そしてコロナで何かと暮らし方も変わり
ゆく世の中で、こんな私でも誰かの何かのお役に立
てるよう、微力ながらコツコツと自分のできるとこ
ろから足を止めず進んで行きたいと思っておりま
す。 先輩方、メンバーのみなさま、今年もよろしく
お願いいたします♪

今年で84才を迎える。子どもの頃に
戦争という貧しい時代を過ごした。い
まは豊かな時代になったと思うが、最
近の若い人たちは、なにかたるんでい
るような気がしてならない。ただ、ラ
イオンズクラブはすばらしい集まりだ
と思っている。入会できてとても楽し
い。

2022年を迎え、いつの間にか年男。
だけではなく還暦という人生の中でも
節目の1年となります。ここまであっ
という間に過ぎた人生でしたが、今年
は寅年ということもあるので、なにか
新しいことにトライしたいと思ってお
ります。虎子を得ずの精神で積極的に
行動していき、慌てずに一歩ずつ進ん
でいきたいと考えております。本年も
よろしくお願いいたします。無駄に歳を重ねて気づけば

早や還暦の年齢です。残りの
人生が明らかに今まで過ごし
た人生よりも短くなり、あと
何年生きられるのだろうと漠
然と考えることがあります。
ただ、ライオンズにご在籍の
諸先輩方が80歳を過ぎても、
みな現役でバリバリ仕事をこ
なしているのを目の当たりに
すると、自分もライオンズに
いれば元気で長生きできるの
かなと意味のない期待をして
います。今年もお手柔らかに
お願い申し上げます。

36年に１度の五黄の寅と言われる運
気が高いとされる年に生んでいただい
た両親に感謝したいと思います。不思
議な縁で、亡くなった祖母も虎、そし
て両親共々も五黄の寅年です。代々、
寅年一家でございます。寅という文字
は、弓を両手で矢をつかんで引き絞る
姿を形にした象形文字から変化したも
のだそうです。そこから、「動き始める」
といった意味があるそうです。今年１
年も、公私共々新たなチャレンジをし、
動き始める一年になりそうです。がん
ばります！
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11月28日（日）13時30分よりリジョン会議に出席しました。大橋RCよりプ

ラごみの問題、赤十字への寄贈車両、次期地区役員委員、地区年次大会、アワー

ド、平和ポスター、LCIF、会員動静等の協議、確認事項、報告等がありました。

各ZC、各地区委員からも報告がありましたが、わたしからはアワードの件

で今年度はハイブリット形式で行うとの報告をさせていただきました。デジ

タル申請書は選考会当日にわたしがプロジェクターで投影し、みなさんに選

考していただく予定です。当日はリーダーシップ研修会、新会員オリエンテー

ションも開催され、私は引率者でもあるのでオリエンテーションを受講させ

ていただきました。いつ聞いても関野元地区ガバナーの話は面白い！

2021.11.28

リジョン会議 井 出 　 幸 彦 　

11月28日（日）に新入会員オリエンテーションなるも

のが開催されるので受講するように勧めていただき、

当日は嶋村さんに乗せていってもらいました。

オリエンテーションは引率者含めて42名が受講しま

したが、講師の関野元地区ガバナーの豊富な経験談を

聞き、ライオンズの素晴らしさを理解できたように思

いました。あっという間に終了となり、帰りは井出地

区委員に乗せて帰ってもらいました。このような勉強

の機会を与えていただき感謝します。ありがとうござ

いました。

2021.11.28

新入会員オリエンテーションを受講して MC委員　　尊 藤 　 勲 　

新年がはじまるにあたって
３３６－A地区ガバナー　蔵 本 　 守 雄 　

2022年の松の内が明け、

新年会も終わり、行動に移

る時です。

キャビネットでは地区年

次大会の計画を議論中で

す。このことを、韓国ソウ

ル の354-D地 区 ガ バ ナ ー

「河　康秀」様につたえまし

た。しかし、風邪が両国で

流行し、両国同士の友好交

換会（日韓の夕べ）は、現況を考えると、出来ないとはっき

り伝えました。一方、ここ1週間の間に、「オミクロン株」

が空港検疫をすり抜け（現況の検疫をテレビモニターで見

ている限り、とても防げるものではない）倍々になり、全

国に広がりつつあります。なんと、ＭＤ‐336のＣ地区とＤ

地区と沖縄に感染者が爆発的に増加しました。アメリカ軍

のずさんな感染防止対策と、不実行、無関心等が原因で、

ウイルスの国内蔓延を手助けした感があります。慌てたの

は、知事たちです。現行の法制だと、オミクロン感染者は

すべて「入院隔離」となっております。いくらコロナ病床を

増やしても、すべての感染者に対応できません。「蔓延防

止対策」を出してくださいと、国に要請しました。要請を

受けた、内閣総理大臣、厚生大臣、関連閣僚、分科会は、

自分で解決できないから、新たな諮問機関に創って、どう

するべきか、決めなければなりません。「Covid-19の専門

家はいない」（100年に一度の、出所不明のウイルスだから、

その性質、変異をどこまでするか、どの程度の悪さをする

のか、どの程度の致死率があるのか、などなど）。

国民は、この事態に既に慣れていて、要請を受けるまで

もなく、適当にやっています。何事も、自分で決めて、やっ

ていくのがよろしい。アメリカやヨーロッパは一日当たり

何十万人の新規感染者がおり、慌てふためいていますが、

感染者が「バタバタ死んでいく」と言うことはなさそうなの

で、ある程度の規制で済まそうとしています。日本の様な

隔離措置はとっていません。ウイルスは目に見えないので、

蔓延を防止できないことは、いままでの流行過程をみると

明らかです。幸いなことに、海外でオミクロン株の性質や

症状が研究され、「ひどい病状をもたらさない、毒性が低

いことが分かっています。でも当局や専門家と称する人た

ちは、言葉を濁して、様子を見なければならない、検討し

ますとしか言いません。

日本にはたくさんの診療所やクリニック、病院がありま

す。普通の風邪なら、何処でも診察してもらえます。現行

法制を変え、何処にでも在る風と認定し、犯人捜しやマス

コミのキャスターによる無責任報道のターゲットにならな

いようになり、人々が自由に過ごせるようにしてほしいも

のだと思います。

地区デジタルチーム委員

クラブLCIFコーディネーター
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● 薬物乱用防止教室

薬物乱用防止教室

11月２日鳥生小学校６年生82名を対象に薬物乱用防止教

室を開催いたしました。子ども３人ともにここで学び、保

護者として役員会や行事で何度も通った懐かしい学校体育

館で講師を務めさせていただきました。

今回、ここに参加している子どもたちには、これからの

将来が左右されるかもしれない、薬物に対する正しい知識

とダメ！ ゼッタイ！！ という強い気持ちを持ってもらう大

切な機会だと思うと、こちらもしっかりと伝える責任の重

さを感じずにはいられませんでした。そんな緊張を抑えな

がら、薬物の怖さ、いかに興味を持って自分のこととして

捉え、最後まで話が聞けるかを考え、途中で質問したり、

内容に沿って間の取り方や声のトーンなど工夫しながら進

めていきました。話の後のクイズでは案の定、わたしが話

の中で答えに繋がる内容を伝え忘れていたり、それでも急

遽のヒントに一生懸命考えてクイズに参加してくれた子ど

もたちの様子を見て開催の手応えを感じ安心しました。ま

た、後日の感想文でそれぞれ感じたこと、大切なことをしっ

かりまとめて届けてくださり、中でも尼田さんから聞いた

ように、というこれまでにな

い嬉しい反応も沢山あり、私

たちクラブ員の想いが子ども

たちの心にしっかりと届いた

ことを確信いたしました。

これからも活動を通して、

未来ある子どもたち一人ひと

りの輝かしい成長を、社会や

地域の一員としてしっかり支

えていきたいと思います。

MC副委員長　　尼 田 　 純 子 　2021.11.2　鳥生小学校 薬物乱用防止教室に参加して

財務副委員長　　矢 野 　 和 弘 　2021.11.8　立花中学校 ２回目のサプライズ講師をして

12月８日（水） 娘が通う立花中学

校で、２回目となる『娘には内緒の

サプライズ講師』をさせていただき

ました。さすがに去年に引き続きの

２回目ともなると本人も半ば呆れた

ような表情で入場してきたので、帰

宅後の機嫌取りにとケーキを買って

帰ったのが功を制し、何のお咎めも

受けず事なきを得ました。セーフ 

（^^♪

講師としては久々で緊張していた

ため、しどろもどろでしたが、また

チャンスがあればなぜ薬物乱用がダ

メなのかをしっかりと伝えられる講

義ができるように勉強していきたい

と思います。今後も精進します。

MC委員長　　阿 部 　 国 弘 　2021.11.26　富田小学校 
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● 11月第一例会（早朝清掃）について　● 例会卓話

11月４日 6時30分、織田ヶ浜において清掃活動をおこな

いました。国際的にSDGs、および海洋ゴミ（マイクロプラ

スチック等）の回収が話題になっていることもあり、今回

は海岸清掃となりました。開始時から雲行きはあやしく、

途中で雨が降り出してしまいましたが、みなさん積極的に

ゴミ拾いしてくださいました。特にＬ.藤田が熱心に遠く

まで行かれてましたので、久々に砂浜ダッシュで呼びに行

きました。砂浜にゴミは少ないですが、草むらに入るとプ

ラスチックのトレイやパックがかなり捨てられていまし

た。海水浴や釣りなどのレジャーでの利用者が多い場所で

すので、綺麗で安全にしておきたいですね。結果、ゴミ袋

10〜15個分を回収できましたが、先へ進めばまだまだゴミ

は出てきそうです。また、Ｌ.矢野が自前のドローンで様子

を撮影してくれていましたので、どのように写っているか

楽しみです。その後例会を行い、ヌーヴェル・テロワール

さんの美味しいお弁当を受け取って帰路につきました。

2021.11.4

11月第一例会（早朝清掃）について 幹　事　　門 田 　 健 一 　

　12月第一例会は「そう

だったのか、SDGs」と題

して、今治市役所産業部営

業戦略課の職員であり、

SDGs de地方創生公認ファ

シリテーターの住吉さん

に、SDGsの詳しい説明や

新聞記事に紹介された取り

組み、取り組むメリットの

説明をしていただきまし

た。われわれライオンズク

ラブ会員の会社にとって

も、会社のイメージの向

上、経営リスクの回避、持

続可能な経営をおこなう戦略、新たな事業機会の創出と4つのメ

リットがあるそうです。説明、配布資料ともにとてもわかりや

く、SDGsの理解がグッと進んだ例会でした。

2021.12.9

例会卓話　「そうだったのか、SDGs」 今治市役所営業戦略課　　住 吉 　 淳  氏 　
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● 公認ガイディングライオン講習　● 岡山みらいライオンズクラブ認証5周年記念式典

11月22日、井出さんと二人、岡山のホテルグランヴィア

でライオンズクラブ国際協会公認ガイディングライオンの

研修を受けてきました。ガイディングライオンの主な役割

は、クラブの新規結成支援そして既存クラブ、再建に取り

組んでいるクラブの支援です。

講義は元ガバナーで330複合地区GLTコーディネーター

の濱野さんが務められましたが、活気のある講義

スタイルで内容もわかりやすく、とてもためにな

る研修会でした。今後のクラブ運営のヒントもた

くさん教えていただきました。ちなみに講義の最

後に20問にも亘る試験があり、全て正解でないと

この資格はいただけないんです。ホント。

2021.11.22

公認ガイディングライオン講習 MC委員長　　阿 部 　 国 弘 　

ガイディングライオンの研修会に引き続き、岡山みらいライオ

ンズクラブさんの認証５周年の記念式典に参加しました。アラー

トに特化し、2018年の西日本豪雨災害のとき活躍されたクラブで

す。過去にレオクラブを２クラブも立ち上げられています。記念

式典はLCIF15,000ドル献金、ライフジャケットの贈呈、支部クラ

ブの立ち上げ、姉妹クラブ締結式など盛りだくさんな内容でした。

この式典に、北は青森から南は佐賀まで、約270人のライオンメ

ンバーが集まってきていました。参加者はみな、コロナ禍でずっ

とこういう集まりに参加できずにいたようで、久々のリアルな祝

宴は盛り上がりも相当でした。

2021.11.22

岡山みらいライオンズクラブ
認証５周年記念式典

MC委員長　　阿 部 　 国 弘 　
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● GSTフォーラム　● 忘年会　● ひよこ園、あすなろ学園クリスマス会

12月１日、オンラインで全日本 GST（グローバルサービスチー

ム）フォーラムに参加しました。山田元国際会長の講演に引き続

き、全国から４クラブのアクティビティ事例紹介をしていただき

ました。大規模な子ども食堂支援、小児がん支援のチャリティー

マラソンの開催、クラウドファンディングで子ども病院に iPad 

の寄付などすばらしい事例をお聞きしました。その後のグループ

ディスカッションでは、紹介事例をもとに自分がライオンズクラ

ブでなにができるか、なにをするかの

ディスカッションを交わしました。ま

た宿題もいただき、「私の実行宣言」と

「行動計画」を作成し複合地区の事務局

に提出しました。

2021.12.1

GST （グローバルサービスチーム） フォーラム MC委員長　　阿 部 　 国 弘 　

12月16日（水）にひよこ園とあすなろ学園にクリスマ

スの寄付金をお届けにいきました。両校とも新型コロ

ナウイルスまん延防止のため、クリスマス会は外部の

参加者は不可ということで、今年もこのような形での

支援となりました。来年こそはサンタさんの格好をし

て子どもたちを喜ばせたいものです。

2021.12.16

ひよこ園、あすなろ学園クリスマス会 会　長　　片 山 　 昭 　

12月7日はクラブの理事会忘年会でした。鈍川温泉郷

の美賀登さんで、鮎の塩焼きや名物料理の猪豚鍋など美

味しいお料理を堪能しまし

た。この日はちょうど、オー

ナーの菅波さんの86歳のお

誕生日で、バースデーケー

キ＆ろうそく吹き消しのサ

プライズ演出がありまし

た。菅波さんおめでとうご

ざいました。

2021.12.7

忘 年 会

このたび、片山会長がMJFをされ、12月第二例会で盾とピンの贈呈式

がありました。MJFは、メルビン・ジョーンズ・フェローシップのことで

LCIFを支える柱でもあります。 1,000ドル以上の寄付をした方を表彰す

るもので、人類にそして創設者メルビン・ジョーンズの遺産に極めて大き

く貢献された証です。

会　計　　海 原 　 泰 治 　



例 会 日 第１・第３（木曜日）12：15〜
例 会 場 今治国際ホテル
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メンバー近況報告

● 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

久保　智秀 今日もたくさんのドネーションありがとうございました。

田窪誠一郎　会長に、会えました。 

木村　弘宣 早朝清掃例会ご協力ありがとうございました。きれいな砂浜では
ありますが、目線をプラスティックゴミに落としてみると、かな
り多くの量のゴミがあるのにびっくりしました。ドローンの映像
はないのですか？

門田　健一 マイルストーン・シェブロンいただきました。もう15年も経った
ようです。

田中　秀彦 武漢ウイルス禍で自粛されていた国歌斉唱が解禁され、小声なが
ら高らかに歌うことができました。非常に晴れやかな気分です。

本宮　光朗 昨日の寿太鼓保存会総会で副会長にならされました。（太鼓OBと
して）ちなみに来年の幹事長は樫田君の息子さんです。

渡邉　　眞 11月26日（金）薬物乱用防止教室が、富田小学校であります。ご参
加よろしくお願いします！

樫田　憲和 地域のバレーボール大会で大暴れしました。

阿部　国弘 来期ZCAとして、井出さんの足をひっぱらないよう、また、クラ
ブの名前に傷を付けないよう精進していきます。みなさんのご協
力を切にお願い申し上げます。

令和３年 11月18日　● 第二例会

久保　智秀 四国遍路はじめました。孫とたのしく巡っています。

田窪誠一郎　そうだったのか、SDGs

樫田　憲和 忠犬コロ7才になりました。🐾ワン！

阿部　国弘 11月22日岡山で公認ガイディングライオンの講習会、昨日はオン
ラインで全日本GSTフォーラムに出席させていただきました。ど
ちらも勉強になりました。また、報告させていただきます。

田中　秀彦 とくに発表する意見はありませんが、ドネーションいたします。

渡邉　　眞 12月８日、立花中の薬物乱用防止教室があります。矢野さんが講
師ですので、みなさんご参加よろしくお願いいたします！

矢野　和弘 12月８日、薬物乱用防止教室の講師をさせていただきます。娘に
秘密のサプライズ、家庭内不和を招かないようにがんばりますの
で、ご参加のほどよろしくお願いします。住吉さん、卓話ありが
とうございました。

髙橋　良幸 いよいよ師走に入りました。

門田　健一 住吉君、今治東LCへようこそ。同級生の活躍をうれしく思って
おります。

海原　泰治 住吉様、ご講演ありがとうございました。

真木　一信 重機を購入しましたのでドネーションさせていただきます。

夏目　幹男 半年近くの歯科治療終わりました。噛める幸せに感謝。わがまま
な患者を診ていただいた野間先生、ありがとうございました。

篠宮　博幸 ♪ロードバイク始めました～♪♪ と言うことで今年６月から始
めてあちこち行きましたが、先日最長往復120km因島の自転車神
社まで行きました。次は尾道目指します！！

野間　道博 先月、マイルストーンシェブロン賞をいただきました。少額です
が、ドネーションさせていただきます。 

山内　　誓 住吉様　貴重な卓話をありがとうございました。

井出　幸彦 大変興味のあるSDGsの話、ありがとうございました。

小笠原　斉 我社もSDGsに向けて新しい試みをいくつか、内緒で立ち上げま
した。うまく萌芽するか楽しみです。

片山　　昭 住吉さん　貴重なお話、ありがとうございました。

田中　秀彦 委員会報告のご清聴ありがとうございました。追記　久保さん誕
生日おめでとうございます。

矢野　和弘 先日、娘に秘密の薬物乱用防止教室の講師をさせていただきまし
たが、家庭内不和もなく平穏にすごせていますことをご報告いた
します。PS.久保さんHappy Birthday

田窪誠一郎 いつも、ありがとうございます。

阿部　国弘 苦くも前回の例会で携帯を鳴らしてしまいました。マナーモード、
気を付けます。

木村　弘宣 上半期、お世話になりました。下半期も引きつづきよろしくお願
いします。

本宮　光朗 今月初めて地元の楢原山に登りました。けっこうな急登でしたが、
山頂には大勢の山ガールが！ 疲れもぶっとびました。

高橋　良幸 12月７日、久しぶりの楽しい忘年会でした。

久保　智秀 上半期たくさんのドネーションありがとうございました。本日、
64回目の誕生日を迎えることができました。

嶋村　和宏 先日の忘年会でとうとう醜態をさらしてしまったようで、誠に申
し訳ございません。もう日本酒は飲みません。

篠宮　博幸 今年も一年お世話になりました。来年もよろしくお願いします。
来年の干支は「壬寅」（みずのえとら）といって60年に一度のおおら
かな大河のように、「決断」する年だそうです。頑張りましょう！！

海原　泰治 久しぶりに円卓での開催よかったです。このままコロナが終息に
向かっていきますように祈るばかりです。

片山　　昭 あっという間に、上半期が終わります。下半期もヨロシクお願い
いたします。

菅波　　宏 12月７日忘年会、ご利用いただきありがとうございました。その
席でみなさまよりおいしいケーキをいただき私の86歳の誕生日を
祝っていただきました。友情に感謝しています。

井出　幸彦 片山会長、MJFありかとうございました。来年はコロナのない年
になりますように！

山内　　誓 平野さん貴重な卓話をありがとうございました。ひよこ園のクリ
スマス会で自前のサンタ服を買わなくてすんだのでドネーション
します。次回までにひよこ園のサンタ服が着られるようにダイ
エットします。

篠宮　博幸 先日、ミニバスの指導者を引退し、19年の慰労会を開いていただ
きました。まだまだ、県役員や審判は続けていきますがうれしい
出来事でした。

嶋村　和宏 乱用（防止）教室、日本語はおそろしい。以後、気をつけます。

海原　泰治 マイルストーン・シェブロンアワードを受賞されたみなさんおめ
でとうございます。ますますのご活躍をお祈りします。

片山　　昭 薬物乱用防止教室です。くれぐれもおまちがえのない様に。

山内　　誓 今年も残り２か月となりましたが、元気ですごしましょう。

井出　幸彦 コロナがこのまま収束しますように。

夏目　幹男 コロナ４日連続０続きますように。

真木　一信 シェブロン賞10か年ということで表彰されました。10年間みなさ
んのおかげで在籍できました。ドネーションさせていただきます。

片山　　昭 大変申し訳ございませんでした。※前代未聞！！

小笠原　斉 今年もあと40日、国からの給付金を頼りにドネーションいたしま
す。50周年に向けて、また気を引きしめて…

       

11月生まれのメンバー

菅　　富二（11/9）　小原亮太郎（11/14）

近松　徹也（11/20）

12月生まれのメンバー

菅波　　宏（12/7）

久保　智秀（12/16）

令和３年 12月２日　● 第一例会 令和３年 12月16日　● 第二例会


