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● 新春例会

2022年新春例会
MC委員長　　阿部　国弘

新年6日の木曜日、1年ぶりに新春例会が開催されました。この日は同伴例会ということで、奥様方6名と

真木さんと矢野さんのかわいいお嬢さん2名にも参加していただきました。

さて、通常の例会に引き続き祝宴の始まりです。まず、年男のあいさつということで、尊藤さん、わたく

し阿部、尼田さんの3人が今年の抱負を語りました。還暦のわれわれには赤いちゃんちゃんこに帽子までご

用意いただき感無量でしたが、残念なことにあと2名の年男、小原さんと越智さんは欠席でした。続いて余

興ですが、今回はなんと今治出身の日本でたった一人の書道家シンガソングライター、友近890（やっくん）

がスペシャルゲストとして登場しました。甘く高音が伸びる歌声と書道パフォーマンス、手話による振り付

け、誰でも知っている中島みゆきのヒット曲披露などで大いに盛り上がりました。その後の物販でもとて

も愛想よくクラブ員とコミュニケーションを取ってくれました。

続いて第2の余興は恒例のビンゴ大会です。今年はハズレくじなし、大盤振る舞いの抽選でしたが当たり

の景品より、最後までくじ運のない壷内さんと田窪さんのドベ争いの方がウケていました。

2時間ほどの時はあっという間に過ぎ、最後はその田窪さんの勇敢な指揮でまた会う日までをみんなで熱

唱し、最高齢の安見さんのライオンズローアで幕を閉じました。

いまにして思えばこの新春例会、オミクロンの新株の驚異がそこまで迫ってきているギリギリのラインで

の開催でした。あと2 ～ 3日あとに設定していれば、たぶん中止になっていたでしょう。運のいいタイミン

グで今年のスタートを切れたことを感謝せずにはいられません。

新春例会
2022年1月6日
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● 薬物乱用防止教室

薬物乱用防止教室

令和4年2月14日（月）今治市立亀岡小学校にて6年生12名

に薬物乱用防止教室を開催させていただきました。当日は

ピンチヒッターでの登板でまた、コロナの影響で私自身1

年3か月ぶりの講師でしたが、元気のよい児童からパワー

をいただきながらの教室でした。

クラブのアクティビティもそうですが、各学校も行事が

おこなえない中、「小規模校だからこそできる活動をしよ

う」という方針で今回開催ができました。今後はオンライ

ンでの教室や学校規模に応じた取り組みが必要だと思いま

す。また、いつの日か寸劇ができますように！！

玉川町の九和小学校で、薬物乱用防止教室が2月24日（木）

13時45分より2階理科室でおこなわれました。講師予定の

L.門田より、コロナ感染が拡大する小学生の子どもがいる

家庭環境なので（門田さんところは感染してないですよ）、

できれば対外的接触を控えたいとの申し出により、私、保

健委員長が責任をもって対応することとしました！

会員委員長　　篠宮　博幸　2022.2.14　亀岡小学校 久々の薬物乱用防止教室

保健委員長　　渡邉　　眞　2022.1.26　オンライン勉強会 オンライン開催に向けての予行演習

コロナの流行が長引き、オミクロン株による影響で様々

なアクティビティが中止になるなか、薬物乱用防止教室も

例外ではなく、今年に入り予定していた7校中5校がすべて

中止となりました（残り2校は実施予定）。そこで、前例の

ない薬物乱用防止教室のオンライン開催に向けた準備を進

めるべく、クラブ内での有識者に集まってもらい、予行演

習を兼ね、問題点を洗い出すこととしました。

（1月26日　13時　事務局会議室にて　7名参加）

●通信環境や学校側の姿勢の確認

●デジタル端末2台を使った授業状況（教室内の雰囲気）の

把握方法

保健委員長　　渡邉　　眞　2022.2.24　九和小学校 

今期もコロナの影響で、委員会活動も委員会メンバーと

なかなか共有できない状況でしたが、今回は、打合せから

教室の実行まで、副委員長のL.藤田と共に活動させていた

だきました。L.藤田は、今回が初めての薬物乱用防止教室

への参加ということでしたが、来期以降につながっていく

ことと思っております。

授業の方は、7月の吉海小学校以来2度目の講師でしたの

で、急遽前日に篠宮さんに作っていただいた資料も、流れ

や内容もある程度理解しており、自宅

で予行演習もしての登板でした。児童

は23名で、メンバー 5名でお邪魔しま

したが、大きな理科室でマイクなしの

環境でしたので聞きとりやすい授業を

心がけました。緊張のせいか、予定よ

りも早く授業が終わってしまい、標本

をじっくり観察してもらったのも結果

的には良かったです。

●学校側と接触できない状況での打合せ内容の確認とその

重要性

●授業内容の説明や〇×クイズの進行方法

●その熱量の伝え方　など

様々な活発な意見が出て、オンライン開催に向けた準備

が整い、講師も決定しました。しかし、学校側にもオンラ

イン開催の提案をしてみるものの、学校側のコロナによる

混乱は大きく、また時間的にも対応できる余裕がなく、オ

ンライン開催の実現には至っておりません。小規模校では

対面の「リアル開催」も可能なようですが、いろんな状況に

対応できるように準備していきたいと思います。引き続き

よろしくお願いいたします。
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● 献血

今回もコロナ禍での献血活動となってしまいました。献

血は不要不急の行動には当たらないため、十分な安全対策

をしながらの活動に心がけました。

2月6日（日）イオン今治店の駐車場をお借りして、献血車

1台で受付者100名を目標に臨みました。時折、小雪が降り

冷たい風が吹く中での作業となりましたが、クラブのメン

バーのみなさんは、いつものように変わらず作業をしてい

ただきました。やはり冬場の献血は新都市店でなくて良

かったなと思いました。

コロナ禍において血液センター側は事前のWeb予約を推

奨しており、以前のように献血に訪れた人で会場周辺の込

み合いもなく寂しさを感じてしまいます。密にならない、

協力者を待たせないとの理由は非常に理解できますが、当

日、献血車を見て協力してみようと訪れた方々に、「現状

では5時間後の予約登録になります」「事前予約をお願いし

ます」と説明する側、される側にとっても憤りを感じざる

負えない状況で当然、了解していただける方はなく、もっ

たいないなと率直に感じました。

2022.2.6

2022年2月第２回献血 環境・社会福祉委員長　　木村　弘宜　

結果、受付72名、採血者66名の方々の協力を受けること

ができましたが、目標には、はるかに達することはできま

せんでした。コロナ禍以前であれば、90名以上の受付があっ

て、80名以上の方々に採血をいただいていましたので残念

な結果となってしまいました。Web予約が一般化すれば良

いことだと思いますが、事前予約者の時間をばらけさせる

とか、事前予約以外を受け入れるブースを用意したり、受

け入れ可能時間をリアルタイムでスマホにて確認し予約を

入れられる機能を付け加えたりと工夫して当日、献血に来

てくださった方を受け入れられる体制を整えていただきた

いものだと感じました。

人工血液ができてしまえば、この活動もなくなってしま

うものではありますが、それまでは絶対に疎かにできない

活動であります。できる限り知恵を絞って血液センターと

共に精一杯努力していきたいと考えています。

寒い中、協力いただいたメンバーのみなさま、今期2回

の献血を無事終わることができました。ありがとうござい

ました。
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● デジタルチーム活動報告　● 国際平和ポスターコンテスト　● 飲食店の嘆き

昨年末はコロナが落ち着いていたこともあり、11月22日

に岡山での公認ガイディングライオン講習会に阿部ライオ

ンと共に参加させていただきました。その後、同ホテルで

岡山みらいライオンズクラブの5周年記念式典があり出席

しました。平均年齢が大変若いクラブで中身の濃い素晴ら

しい記念式典でした。また、著名なアラート関係者が全国

から集まっており奉仕の先にある友情を確認することがで

きました。

DXチームの活動は大橋リジョンチェアパーソンに同行

し、8クラブの例会訪問をさせていただきました。2月5日

のリジョンのアワード予備選考会では、Webチームの悲願

であったWeb申請を導入し、申請書画面をZoomで共有画

面にして見ていただきながら選考しました。今まで2リジョ

ンだけで約10,000枚弱のコピー用紙を使用していました

デジタルチーム活動報告 デジタルチーム委員2R担当　　井出　幸彦　

が、今後はなくなります。4ZCからの要請で第三回ゾーン

レベル会員委員会、ガバナー諮問委員会をZoomでおこな

うことになり、2月15日に接続テスト、18日には委員会が

おこなわれました。2月16日にはリジョン会議をZoomでお

こないましたが、アワード選考会を経験しているのでとて

もスムーズに進行し予定の時間に終了しました。

2014年にWebチーム結成以降、Web会議の普及促進を図

ることが大きな目標でした。よく耳にするのが、やはりリ

アルに会って話がしたいと言われます。しかし、コロナで

集合できない時に補助的に使えばこんな便利なものはあり

ません。また、今後アラートに取り組む際に時間との勝負

になります。その即時性を生かして今後とも利用、普及促

進に努めます。ありがとうございました。

　昨年11月21日に開催された、ライオンズクラブ国際協会

336-A地区2021 ～ 2022年度第34回国際平和ポスターコン

テストにおいて、わがクラブからノミネートしていた今治

市立日吉中学校1年生の岡﨑勇太くんの作品が最優秀賞に

次ぐ、地区ガバナー賞を受賞しました。今期のテーマ「私

たちはみんなつながっている」に通ずる地球規模のデザイ

ンで、鮮やかなスカイブルーが印象的なポスターです。岡

﨑くんにはキャビネットより、表彰状と記念品が贈呈され

ました。

国際平和ポスターコンテスト MC副委員長　　尼田　純子　

　2020年2月3日、ダイヤモンドプリンセス号をきっかけに

国内で新型コロナウイルス感染が発生し、早2年が経過し

ました。ご承知のとおり、飲食店でのクラスターが大々的

に取り上げられ、会食制限や時短要請など様々な制限が飲

食店を襲い、これまでに無い氷河期を迎えることとなりま

した。20年4月の第1波、8月の第2波、21年1月の第3波、3

月の第4波、7月のデルタ第5波、そして今回1月のオミクロ

ン第6波。サーフィンでもやっていたら、この波も上手く

乗り越えていたのかな？ と感じます。まだ飲食店は他業

種に比べ国のサポートが手厚いのですが、（とはいえ国が

飲食店を取り上げたのですが）コロナも以前に比べて、第1

～ 4波の時は5割ダウン、デルタの時は8割ダウン、そして

今回も7割ダウンと、よく自分でも経営できているなと感

心します。飲食店認証制度による席の間引きにより、5割

ダウン以上は売上が上がることはありませんが、今治市は

食事をしながら経済を安定させるwithコロナ、ポストコロ

ナの取り組みに力を注いでいただけたおかげで、他市より

低迷が押さえられているように感じます。飲食店以外の業

種も大打撃を受けている中、飲食店ばかりとの声も大きい

のですが、飲食業やそれに関わる関連業者は全国でもっと

コロナに負けるな飲食店 第2副会長　　壷内　和彦　

も多いこともあり、県内でも廃業が100件を超しています。

先の見えない戦いのため、今治市の飲食店に関する予算32

億円も使い果たしたことですし、どうせ身ぐるみ剥がされ

裸同然の状況ですので第7波、第8波に備えゴーグル、海パ

ン1枚でがんばっ

て乗り越えて参り

ます。
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● 50周年に向けてのパワーポイントデータ掲載　● 今治西高定時制卒業証書授与式

今治東ライオンズクラブの50周年を迎えるにあたり、
一般的な基礎知識と周年事業終了後に退会者を
絶対に出さないために知っておくべきこと

クラブLCIFコーディネーター　　井出　幸彦　

　今年も新型コロナウイルス感染拡大防止のため、外部の

人は出席不可となりました。今年卒業される男子3名、女

子2名の生徒さんたちに記念品をひと足早く2月24日にお届

けにいきました。秋の運動会も参加できず、関わりが薄く

なってしまうことに、寂しさを感じずにはいられません。

今治西高定時制卒業証書授与式
会　長　　片山　　昭　

コロナ禍にもめげず昼仕事、夜

勉学の苦労を続けられてきた生

徒さんたちには、心から卒業お

めでとうのエールを贈りたいと

思います。
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● 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

門田　健一 あけましておめでとうございます。年が明けて、とうとう40歳に
なりました。が、これ以上に元気でいきます！

真木　一信　本日例会出席91％でした。出席ありがとうございます。本年も例
会出席よろしくお願いします。

渡邉　　眞　あけましておめでとうございます！ 今年も引き続き薬物乱用防
止教室をよろしくお願いします。

矢野　和弘　今年も娘がついて来てくれました。来年も来てくれることを信じ
て！！

田中　秀彦　明けましておめでとうございます。新年にあたり、みなさまのご
健勝と、皇室の弥栄を祈念いたします。

田窪誠一郎　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。

久保　智秀　今年もたくさんドネーションよろしくお願いします。山内さん、
お誕生日おめでとうございます。

阿部　国弘　愛媛経済レポートの年男インタビューにトップで掲載していただ
きました。今年もよろしくお願いいたします。

篠宮　博幸　新年、明けましておめでとうございます！！ 12月第2例会のラッ
キー賞でワインをいただきました。が、1口も口に入ることなく
無くなりました。またください！ よろしくお願いします！！ PS.1
月13日の伯方小薬物乱用防止教室の講師させていただきます！

海原　泰治　今年もよろしくお願いします。

山内　　誓　今日は誕生日です。コロナが早く収まる事を祈っております。

髙橋　良幸　明けましておめでとうございます。みなさまの幸多いことを祈り、
新型コロナの早期終息を心から願います。

片山　　昭　本年もヨロシクお願いいたします。

令和４年 １月６日　● 第一例会

田窪誠一郎　50周年にむけて　オ～。

久保　智秀　新年同伴例会、友近890.みなさんのおかげで大変盛り上がりまし
た。また、物販もたくさんご購入いただき、ありがとうございま
した。※新年同伴例会ですばらしい景品をゲットした方、次回ド
ネーションをお願いします。

田中　秀彦　井出さん卓話お疲れさまでした。大変ためになりました。

真木　一信　新年同伴例会100％例会出席でしたが、コロナ禍の中88％という
高出席でした。ご出席ありがとうございました。

髙橋　良幸　久しぶりに早朝からの仕事、大変ありがたい…が、眠い…

渡邉　　眞　コロナの状況で、振り回されますが、薬物乱用防止教室がおこな
われた際には、ご協力をおお願いします！

篠宮　博幸　半年ぶりに孫に会いました！！ なんと、ハイハイしてたのが、走っ
ていました。いろんな言葉も覚えてしゃべれる様になってました。
益々成長が楽しみです！！

片山　　昭　コロナが収まることを祈念してドネーションします。

山内　　誓　井出様、貴重な卓話をありがとうございました。
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田中　秀彦　「愛顔の安心飲食店認証制度」の感染対策マネジメントリーダーに
認定されました。

田窪誠一郎　50周年事業！

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。

本宮　光朗　IT補助金も活用して、CADのパソコンおよびソフトを入れ替え
ました。

尼田　純子　いよいよ節目の誕生日を迎えます。元気で更に飛躍できる一年に
したいと思います。

阿部　国弘　今月、11日建国記念の日に60才（還暦）になります。当日、徳島の
薬王寺に厄払いにいってきます。

篠宮　博幸　1月30日ポリテクセンター愛媛にて国家技能検定があり、建築配
管の部（1 ～ 3級）の検定員を務めさせていただきました。人材不
足の解消につながればと願います。

嶋村　和宏　1月第2例会で国旗の向きが違ってました。失礼いたしました。

海原　泰治　献血にたくさん来ますように。

片山　　昭　コロナが収まることを祈念してドネーションします。

山内　　誓　渡邉眞さん　50周年記念部会のお仕事大変お疲れさまです。

井出　幸彦　前回例会では、50周年について卓話させていただきました。あり
がとうございました。

野間　道博　新年会では夫婦そろって景品をいただきましてありがとうござい
ました。吉田屋餅店のおこわ、次の日の朝食でいただきました。
”おいしかった”

髙橋　良幸　2月14日、菊間のうなぎやが、松本町3丁目に「うなぎや菊松」とし
て生まれ変わります。良い店になりますように。みなさま育てて
やってください。

門田　健一　本日は、久保テールツイスターの代役を務めさせていただきます。

木村　弘宣　献血にご協力いただきまして、ありがとうございました。

田中　秀彦　先週、椿神社にて商売繁盛のご祈祷を受けてきました。今年は巫
女さんの神楽『鈴舞』も復活しておりました。ご利益がありますよ
うに。

渡邉　　眞　亀岡小の薬物乱用防止教室では、当日の朝の講師変更にもかかわ
らず、引き受けていただき、篠宮さんの「はい、喜んで！」に感謝
いたします！

篠宮　博幸　2月14日亀岡小学校の薬物乱用防止教室の講師をピンチヒッター
で務めてきました。1年3か月ぶりの講師でしたが、子供たちに元
気なパワーをいただいてきました！！

壷内　和彦　昨日、テレビ見たよ！！ ヤフーニュース、グーグルニュースをみ
たよ！！ とご連絡をたくさんいただきました。「飲食店の嘆き」と
いうことでテレビに出させてもらいました。まさか、こんなにも
大きく取り上げられるとは？ メッセージでドネーションお願い
しますとの声があったので、喜んでドネーションいたします。

海原　泰治　先日の薬物乱用防止教室の講師を急遽代わってもらい申し訳ござ
いませんでした。オミクロンが身近に迫ってきました。お気をつ
けください。

野間　道博　2月16日は家族会員、野間長子の誕生日でした。北朝鮮前書紀長、
金正日（キム・ジョンイル）の誕生日と同じで、昨日は北朝鮮では
盛大な催しがありました。（余談）

片山　　昭　今日は、しっかりゴングを鳴らします！

山内　　誓　寒い日が続きますね。はやく暖かくなりますように。

１月生まれのメンバー

門田　健一（1/1）　　山内　　誓（1/6）　　加藤　　基（1/8）

村瀬　牧男（1/14）　 矢野　和弘（1/30）

２月生まれのメンバー

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）

令和４年 ２月３日　● 第一例会 令和４年 ２月17日　● 第二例会


