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ライオンズクラブ国際協会スローガン 『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）
』
ダグラス Ｘ. アレキサンダー国際会長テーマ 『We Serve（我々は奉仕する）』
ダグラス Ｘ. アレキサンダー国際会長メッセージ 『Service from the Heart（心からの奉仕を）』
336-A地区ガバナースローガン 『命燃やして恋せよライオンズに』
336-A地区ガバナーキーワード 『Overcome』
今治東ライオンズクラブ会長スローガン 『50周年に向けて一致団結！ We Serve』
今治東ライオンズクラブ会長キーワード 『情報共有』
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● お花見例会

● 早朝清掃例会

2022.4.7

お花見例会
（夜間）

出席・計画委員長

コロナの渦中でしたが、4月7日ヌーヴェル・テロワール
で花見例会を滞りなくおこなうことができました。今年度
は、月見例会、新年例会と今回のお花見例会を予定通りお
こなえたのは、片山会長の日ごろの行いが良かったので
しょうか？ 家族会員・賛助会員を含めて総勢30名でおこな
え、例会では初めての会場でしたが楽しんでいただけたの
ではないでしょうか。懇親会では久しぶりの会食で、お食

真木

一信

事に舌鼓を打たれたかと思います。余興では、久保テール・
ツイスターの
‘桜’
にちなんだクイズで大いに盛り上がりま
した。みなさんも地域の桜事情に詳しくなったのではない
でしょうか。今回会場を提供いただきましたＬ.小原、ま
たご協力いただきましたみなさまにも心より感謝いたしま
す。

2022.5.6

5月早朝清掃例会

幹事

5月6日（金）市民の森、藤棚にて恒例の早朝清掃・例会を
行いました。気持ちの良い朝に自然の中で活動するのは、
とても清々しい気分になります。当日は、真木計画・出席
委員長と木村環境･社会福祉委員長の準備が万端でしたの
で、幹事としてはすることはありませんでした。いつもな
がら、多くのメンバーが積極的に清掃活動に参加し、藤棚
周辺はキレイになりました。集めたゴミ（主に落ち葉など）
は、ボランティアゴミとして市役所が回収に来てくれます。
みなさま、いつもありがとうございます！

－ 2 －

門田

健一

● 緑 化フェア＆アースマル シェ視 察

● 長 野 ヒデ 子 講 演 会

2022.4.17

緑化フェア＆アースマルシェ視察
50周年のメインアクティビティとしておこなう予定の
「ふれあい動物体験」。ちょうど参考になるイベントの緑化
フェア＆アースマルシェが4月17日に開催されるというこ
とで、50周年実行委員会、事業部会を含め多数で参加して
きました。視察内容としては、駐車場問題、入口受付問題、
開会式問題、また重複している内容の、ふれあい動物体験、
譲渡会、キッチンカー、イートイン、などがテーマでした。
駐車場では白線を引いた方がいい、警備員は何人必要か？
入口で人の管理やコロナ対策ができるか？ 開会式は東屋
を使えば上手くできる！ など皆で意見を言いながら回り
ました。
ふれあい動物体験に関しては、もっと
大 き い 規 模 や スペースを利用したい、
キッチンカーはかなり並ぶので台数を増
やしたい、譲渡会に関しては他の動物や
譲渡会と一緒におこなっていいか？ な

第一副会長

壷内

和彦

ど現地でしかわからない問題点も多数上がってきました。
今回の視察は関係者からも沢山の情報をいただき、行かな
いとわからないことが本当に多かったように思います。言
葉では伝わらないことも、こうして現地に行くことで意識
の統一化ができたように感じます。いよいよスタートです。
この50周年メインアクティビティは全員で参加し、いろん
な団体と関わり、今後につながるアクティビティです。一
人一人の力を集結させ、記念に残るアクティビティにして
いきますので、みなさんのご協力よろしくお願い申し上げ
ます。

2022.4.17

長野ヒデ子講演会に参加して
4月17日、今治ライオンズクラブの60周年事業の一環と
して開催された絵本作家長野ヒデ子先生のお話を聞きに行
きました。先生は越智郡富田村（現今治市富田）出身という
ことで懐かしい地名なども出てきてとても親しみをもって
聞くことができました。

会計

海原

泰治

「本は人をつくる、本を書くとその人が出てしまう。そ
れがよくわかるのは子ども。絵本は身体を作る。大人も読
んでほしい。介護の現場で紙芝居がよく行われ効果がでて
いる。絵本を書くのになくてはならないもの、それは子ど
もの目線で書くこと。読者がちゃんと読まないと本が命を
持たない」といったお話だったと思います。また、紙芝居
の実演もあって、参加していた子どもたちは最前列で聞き
入っていました。
また先生はペシャワール会の会員で、故中村哲医師とも
古くから親交のあった人と聞きました。現在のウクライナ
の現状を憂いておられました。自分はライオンズクラブの
一人として「誓い」の一節を思いだし、
「自分に今できるこ
とはなんだろう」と自問させられた時間でもありました。
先生、貴重なお話をありがとうございました。
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● 第 6 8 回 地 区年 次 大 会
2022.4.23 ～ 24

第68回地区年次大会

MC委員長

4月23日～ 24日と香川県高松市で一般会員にも開放され
た地区年次大会が3年振りに開催されました。わたしは次
期の地区役員の一員として、23日の336-A地区の夕べから
参加させていただきました。高松商業高校の書道パフォー
マンスで始まった同式典は、現リジョンチェアパーソンの
大橋さんと同席させていただき、ライオンズ活動のこれま
でとこれからのお話、ご自身がお医者さんということで健
康維持のお話など、とてもためになるお話ができ充実した
ひとときでした。
翌日は代議員投票のあと、GAT・会則・MC・地区誌編集
の第一分科会に参加させていただきました。会員増強を驚
異的なペースで実現している、新居浜ひうちライオンズク
ラブの事例、プラごみを海からなくそうと海岸清掃を積極
的におこなっている、6R-1Zのゾーンチェアパーソンの事
例報告、地元のCATVとタッグを組んで広報活動をおこ
なっている、坂出白峰ライオンズクラブの報告を拝聴しま
した。
引き続き、代議員総会では幻の友澤ガバナー準備事務局
の未収金に関してのこれからと女性初の国際理事誕生が特
に注目された議題でした。
昼食を挟んで大会式典が開催され、徳島の鴨島ライオン
ズクラブ所属、市村通夫ライオンが地区ガバナーエレクト
として承認されました。次期のスローガンは「感謝を込め

阿部

国弘

てウィサーブ」キーワードは「不易流行」です。また、今治
ライオンズクラブの菊川会長が壇上でガバナー功労賞を受
賞されました。
会場を移して開かれたガバナー晩餐会は、部屋も分かれ
ていたことから舞台が見えず、盛り上がりに欠け、新型コ
ロナの影響もあってか空席が目立ち、食品ロスを目の当た
りにし少し憂鬱な気分になりました。
帰りもコロナの感染拡大防止から静かに過ごし、打ち上
げはつぼ吉さんでしたが、疲れもあり全く食べたり飲んだ
りすることができませんでした。残念。
次年度は徳島県吉野川市で開催予定です。是非大勢のメ
ンバーで参加しましょう。
なお、今回のわがクラブのガバナーアワード表彰は次の
とおりです。
地区奉仕活動特別賞 功労賞
CQI（クラブ活性化計画）
実行賞 銀賞
大会参加特別賞
LCIF賞 金賞
リサイクル賞 努力賞
社会福祉賞 優秀賞
薬物乱用防止活動賞 優秀賞
DX推進賞 優秀賞
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● 子ども 食 堂 支 援 活 動

● ５月 第２例 会

2022.4.29

子ども食堂支援活動

青少年育成委員長

子ども食堂第1号は、2011年、東京で開設されました。
そして今治では、2016年に第1号が開設されました。その後、
事業所の数も増え、主な活動内容や対象年齢、運営元の規
模等により多様化の方向に向っているようです。
今期は、鳥生地域食堂れんこんさん（鳥生）、あさかぜ
KAMANさん（別宮）、ブルーポケットさん（日吉）、湊さん
（桜井）
、いこなすさん（桜井）、の5施設に支援をさせてい
ただきました。内容としては、お米、カップ麺、缶詰、レ
トルトカレー、お菓子等の食料品、マスク、歯ブラシ等の
生活用品としました。現在のアクティビティとしては、物
資の支援が主になっています。将来的には、持続可能な事
業という面を考慮しつつ、無料又は安価で栄養バランスの
とれた食事の提供とともに、温かな団らんの場所づくり、
学習支援のお手伝い、悩み事を聞いて相談対応に繋げるな
どにできるかぎり取り組めたらと思います。生活困窮、不
登校、集団コミュニケーション力不足、ネグレクト等の問
題に少しでも役立てるように続けていきたいです。そして

山内

誓

子ども食堂が、社会インフラとして、また必要な地域交流
拠点として発展的に整理確立していけるよう心から願って
います。
アクティビティをおこなうにあたり、メンバーの壷内さ
んから、全体を俯瞰的に見て分析立案する行政視点でのア
ドバイスや、個別の事業所への効果的な支援内容等、貴重
なご助言とご指導をいただきました。今期一年間片山会長
をはじめ、クラブメ
ンバーの方々、ご協
力本当にありがとう
ございました。

2022.5.19

連続例会出席350回を達成して
これまで入会して約20年間で2回の欠席、それから14年
と6か月、何をやっても長続きせず飽きっぽい性格のわた
しですが、クラブの猛者の背中を見ながらここまでたどり
着きました。ここまで続けてこられたのは、やはりクラブ

篠宮

博幸

の楽しい雰囲気と世代を超えた仲間の存在だと思います。
しかし、まだまだ通過点と考え元気に次の節目を迎えられ
るように精進してまいります。今後ともよろしくお願いい
たします。

－ 5 －

退任 の ご挨拶
会

長

片山

昭

「50周年に向けて一致団結！
We Serve」の ス ロ ー ガ ン で ス
タートしました第49期も、あっ
という間に一年が経過しよう
としています。コロナの影響
で8月第2例会と9月第1例会は中止、そして9月第2例会
は初のZOOMによるオンライン開催。理事会も8月の
臨時理事会から9月第2理事会まではZOOMにて開催と
コロナに翻弄された一年でありました。多くのアクテ
ビティが中止となる中、10月の夜間月見例会、1月の
新年同伴例会、そして4月の花見例会はなんとか開催
でき、来期の50周年に向けて交歓が図れたことはよ

幹

門田

かったと思います。また、会長キーワードとして「情
報共有」を掲げ、サイボウズのkintoneを導入しました。
まだ一部のメンバーではありますが利用者も増えてき
ており、過去のデータの閲覧は容易になっています。
唯一の心残りは、連続出席がなかなか果たせない中、
会長の時なら年間皆出席は果たせるだろうと思ってい
ましたが、とある事情によりそれも叶わなかったこと
が残念でなりません。このように頼りない会長ではあ
りましたが、門田幹事、海原会計、久保テール・ツイ
スター、嶋村ライオン・テーマーの五役のみなさま、
そして理事、委員長のみなさまにも支えていただきあ
りがとうございました。またメンバーのみなさまのご
協力にも感謝申し上げます。
来る50周年の年がすばらしい年となることを祈念い
たしまして、会長退任の挨拶とさせていただきます。

事

会

健一

海原

1年間大変お世話になりました。
わたしは時折、
「自分は歴代の幹事
と比べてどうなのだろうか？」と考
えていました。様々な場面で自身の
未熟さを痛感すると同時に、みなさまの寛容の精神に救
われてきました。本当にありがとうございました。
今期もコロナの影響が大きく、例会やアクティビティ
が思うようにできませんでしたが、反対にクラブのデジ
タル化は少し前進したと思います。リモートでの例会、
理事会の実施、Zoomでの薬物乱用防止教室の計画など、
この状況でなければすることはありませんでしたし、そ
れがスムーズに実行できたのは、運命的なタイミングで
就任した片山会長の尽力があってこそだと思っていま
す。
個人的には、2Rスポーツ大会、市民カッター大会、
西高定時制運動会など活躍する出番がなく残念ではあり
ましたが、次年度に向けて鈍った身体を鍛えなおしてい
きます。今期で40歳になりましたが、数字を見ると嫌に
なるので考えないようにして、日々精進していきたいと
思います。これからもよろしくお願いいたします！

計

泰治

皆さまには大変お世話になりまし
た。経ってみればあっという間の一年
でした。一昨年財務委員長に指名され
たときから今期は会計を担当すること
は解っていたので驚きこそありませんでしたが、3役の一人と
しての役割の大きさを痛感しました。訪問例会をはじめ、リ
ジョンや地区の会議への参加など広い範囲で勉強させてい
ただきました。今後の自らの活動に少なからず参考になった
と思います。会計を担当したおかげでクラブの年間の活動が
ようやくわかってきました。どのような奉仕活動をしているの
か、どんなところを支援しているのかといった全体像が見え
てきました。私自身にとってクラブを知る上で大変有意義な
一年でした。コロナ禍にあって十分な活動ができず予算執
行に至らない部分もありました。会員のみなさんもフラスト
レーションが溜まっているのではないでしょうか。こんなとき
だからこそやるべきこと、できることがあるはずです。次期
50周年の活動にも積極的にかかわり、未来に繋げるよう精
進していきたいと思います。どうぞご指導いただきますようお
願いいたします。一年間ありがとうございました。
感謝！

楽しい時間に

テール・ツイスター
ライオン・テーマー

嶋村

久保

和宏

智秀

片山会長のもと、早いものでテー
ルツイスターの任期が終わろうとし
ています。
2度目のテールツイスター
ということもあって、前回とは違っ
た形を模索していました。ライオンテーマの嶋村さんに
は毎回荷物を増やしご苦労をおかけいたしました。心よ
り感謝申し上げます。
さて、今期のツイスターの時間は本当に楽しい時間を
過ごすことができ、また会長より示された予算も、みな
さまの善意あふれるドネーション、ファインをいただき
まして無事達成することができたこと、改めて感謝申し
上げます。途中、例会が開催できないときもありました
が、会員のみなさまと楽しい時間が過ごせたこと、一年
間ありがとうございました。 次期は
「L.田窪」
TT、もっ
と楽しい例会になること、間違いないですよ。一年間、
ありがとうございました。

「例会次第を読むだけだから」を真
に受けて安易に受けた大役。本当にた
だ読んだだけで一年が過ぎてしまいま
した。少しは気の利いた言葉で、和
やかで楽しい進行の一助を担いたい！ という気持ちがあった
ことだけ退任の挨拶として伝えておきます。ただ入会３年目
にして、必然的にではありますが、一年間連続出席できた
のがわたしにとっての収穫です。これを機会に積極参加を心
掛けます。つたない進行に苦情を言うことなく見守っていた
だいたみなさまに感謝申し上げます。ありがとうございまし
た。
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会員委員長

篠宮

博幸

青少年育成委員長

今期を振り返り退任のご挨拶をさせていただきます。
「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」と当初に目標を立てて挑みましたが、コロナ
禍において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できず、またご紹介もいただく中、
とうとう不完全燃焼に終わりました。委員長しての力不
足を痛感しお詫び申し上げます。来期はクラブにとって
大きな節目の50周年。改めて会員の増強に努めていきた
いと思います。ありがとうございました。

出席・計画委員長

真木

一信

一年間、出席・計画委員長をさせていただきましたの
で、相乗効果で一年間例会を皆勤で出席できましたこと
をまずお礼申し上げます。一年を振り返って、委員長と
して楽しく活動できたと思います。コロナの影響で、出
席率の方は80％に乗ることが少なかったですが、つぼ吉
での月見例会、友近やっくんを呼んでの新年例会、ヌー
ヴェル・テロワールでの花見例会、国際ホテル、石鎚の
間での最終例会となんやかんや楽しくできたのも、周り
の五役の方々に助けられてのことだったと実感していま
す。一年間振り返って、コロナ下の中での活動でしたが、
コロナだからと言ってなんでも縮小するとライオンズと
して盛り上がらないと感じています。その中でも、やっ
ていける方法を考えていくのが大事だと思います。一年
間ありがとうございました。

財務委員長

田中

秀彦

この1年間、財務委員長として資金獲得の任務を果た
すべきところ、ご多分に漏れず、武漢発の疫病の大流行
により、何も成すことのできない日々を無為に過ごして
しまいました。最後の悪あがきとして、使用済み切手や
書き損じ葉書とベルマークの収集役を買って出ました
が、これもまた本来の任務とは程遠いものでした。何の
成果もあげられず退任する事になり、残念でなりません。
とはいえ、疫病の流行も下火になりつつあります。来年
度はクラブ結成50周年というめでたい年度であります。
明るい未来を信じて、次年度を迎えたいと思います。

MC委員長

阿部

国弘

今期は、片山会長のクラブIT化促進の方針に従い、フェ
イスブックによるクラブの情報発信を積極的におこなっ
てきました。ただ、既読は付くのですがコメントを入れ
てもらえることがあまりなかったのが悲しいところで
す。クラブのグループページの認知度もあまり高くなく、
新会員招請の意味からも、もっと公開範囲を広げていか
なくてはいけません。来期は副委員長ですが、フェイス
ブックの投稿は継続していきますので、ぜひアクセスし
ていただき、コメントを書き込んでいただけると励みに
なりますので、よろしくお願いいたします。

－ 7 －

山内

誓

今期も残り1か月程になりました。2年以上にわたるコ
ロナ感染症の影響を受け、計画していたほとんどのアク
ティビティが中止、縮小、関係者のみによる内部開催と
なってしまいました。お祝い金、記念品贈呈等、行事に
直接参加がかなわない分、できる限りのことをさせてい
ただきました。
今治西高定時制生活体験発表会は、その場に参加させ
ていただくことができ、生徒さんたちの熱い想いを込め
た発表を拝聴し、本当に感動しました。全国大会壮行会
は、数名の生徒さんが予選を突破して、全国大会出場の
権利を得ながら、コロナ蔓延等の社会的事情で全国大会
出場を断念せざるを得ず、大変残念でした。
大型予算を組んでいたふれあい動物体験も、今期開催
はかないませんでした。また、子ども食堂に関しては、
事業所の数が多くなってきたので、5か所を選び、主に
食料等を支援させていただきました。クラブメンバーの
方々、お忙しい中、1年間ご協力本当にありがとうござ
いました。厚くお礼申し上げます。

保健委員長

渡邉

眞

今期もコロナでした… 前半こそ、5校の開催ができま
したが、後半は7校中5校が中止になり、学校とのやり取
りでバタバタした感じでした。それでも小規模校では実
施できたり、オンライン開催という選択肢ができたり（次
年度、今治南中にて初開催予定）、委員会メンバーはじ
めクラブメンバーのご協力で、コロナの状況での学びも
あったかと思います。また認定講師の講習会も2年連続
で中止となり、そのような状況で委員会活動も十分には
おこなえず、反省すべきことも多くありました。
来期は50周年というアニバーサリーイヤーになりま
す。薬物乱用防止教室はもちろん、より充実した活動が
できるよう
「知性を高め」
ていきたいと思います。ご協力
いただき、ありがとうございました！！

環境・社会福祉委員長

木村

弘宣

今年度もコロナウイルス感染症の影響を受けて、2回
の清掃と2回の献血以外の活動を実施することができま
せんでした。このままでは過去のアクティビティの記憶
さえも失われてしまうのではないかと危惧してしまいま
すが、今やっとウイズコロナの考えが浸透してきた感じ
が見受けられるようになり、来期へ期待するばかりです。
とは言え、今までどおりの活動はやはり無理かもしれま
せん。今後はできることをできるだけ、楽しい形を考え
ながら実施していきたいと思います。ご協力ありがとう
ございました。

● ドネーション

メンバー近況報告
令和４年 ３月３日
矢野

●

第一例会

和弘

良幸さん、本宮さん 連続例会出席おめでとうございます。ますますの
記録更新を祈念いたします
（^^）
本宮 光朗 連続例会出席50回表彰ありがとうございます。次は100回を目指して！
門田 健一 九和小での薬物乱用防止教室の講師を代わってもらい、ありがとうござ
いました。また本日は結婚記念日です。
田中 秀彦 本日は桃の節句ですね。古切手・書き損じはがき・ベルマークの収集ご協
力よろしくお願いします。
渡邉
眞 コロナが、ウクライナとロシアの紛争が、原油高騰が早く収まりますよ
うに！！
海原 泰治 ウクライナに平和がおとずれますように。
篠宮 博幸 20数年ぶりに新車の3ｔダンプカーを買いました！ 安全機能や環境を考
慮した装備がたくさん付いていて高いはずだ！！と思いました。また、
20年乗ります！！
田窪誠一郎 はっぴーばーすでぃ とぅみぃ
（先月ですが）
壷内 和彦 本日、姉共々誕生日を迎えました。雛あられはいつでも受付けています。
片山
昭 世界の平和を祈念して ドネーションします
山内
誓 早く戦争が終わりますように。
井出 幸彦 ウクライナには29クラブ650人余りのメンバーがいます。早く終結する
ように祈っています。LCIFも動き出しています。
髙橋 良幸 山あり谷あり350回ありがとうございました。

令和４年 ３月17日
久保
真木
田中

智秀
一信
秀彦

本宮
尼田

光朗
純子

阿部 国弘
髙橋 良幸
篠宮 博幸
海原

泰治

片山
山内
安見

昭
誓
富雄

山岡

将人

３月生まれのメンバー

令和４年 ４月７日

●

４月生まれのメンバー
尊藤 勲（4/1）

篠宮 博幸（4/2）

越智 人史（4/21）

令和４年 ５月19日
久保

●

第二例会

智秀

いつもドネーションありがとうございます。あと、今日を含めて3回、
引き続きよろしくお願いします。
田窪誠一郎 匿名希望
壷内 和彦 くるしまライオンズクラブさんの会報誌にのせていただきました。あり
がとうございます。
田中 秀彦 読み溜めたハードカバーの小説が200冊ほどあります。我と思わん方は
もらってください。
渡邉
眞 6月6日に西中にて、今期最後の薬物乱用防止教室があります。ご協力よ
ろしくお願いします！
本宮 光朗 ゴールデンウィークに笹倉湿原、瓶ヶ森そして剣山に登ってきました。
夏山に向けてトレーニングしなければ。
髙橋 良幸 無事、第1回準備理事会が開催されました。
門田 健一 年次大会の帰りのバスでは阿部さんに大変失礼をはたらきました。早朝
例会では、バッドタイミングで電話が鳴ってしまいました。すいません。
尼田 純子 連休はゆっくりリフレッシュできました。
連休前まで覚えていましたが、
毎日日曜日をしていると早朝例会すっかり忘れていました！ すみませ
ん、ドネーションします。

例 会 日
例 会 場
会
長
幹

事
計

泰治

常盤町郵便局のお客様駐車場が新しくなしました。広く停めやすくなり
ました。ご来局をお待ちしております。
今期も残り少ないですが、いろいろとご協力ありがとうございます。
前期高齢者になりました。
長期欠席、申し訳ありません。ドネーションでごめんなさい。
5月8日入籍しました
4月13日にカテーテルアブレーション手術を無事終えて退院しました。
お見舞いありがとうございました。
博幸 クラブに入会して20年を迎えると同時に連続例会出席350回を達成でき
ました。まだまだ先輩に猛者がいらっしゃるのでさらに精進してまいり
たいと思います。

篠宮

５月生まれのメンバー
大沢

事 務 局

健

一

海

原

泰

治

今治市常盤町7丁目5-39 TEL（0898）
22-4211

第二例会

山内
誓
片山
昭
夏目 幹男
山岡 将人
井出 幸彦

今治市常盤町6丁目7-37 TEL（0898）23-5771
今治市別宮町7丁目2-81 TEL（0898）22-3789

会

海原

発 行 日
発 行 所

田

●

安見 富雄
（3/12）

久保 智秀 いつもたくさんのドネーション、ありがとうございます。
田窪誠一郎 今日は、寒い1日となりました。
壷内 和彦 高橋くん今日は卓話ありがとうございます。僕、嫁、弟共々、これから
もよろしくお願いします。
渡邉
眞 50周年記念事業に、ご協力をよろしくお願いいたします！
田中 秀彦 我が家の猫が突然の嘔吐と下痢と痙攣とに襲われて、
「高齢だからもう
死ぬのかな」と思っていたら、3日ほど絶食して自力で回復しました。今
は以前より元気です。
尼田 純子 一大決心で転職をし、5年目に入りましたが、このたび、当初目標として
いたところまで、昇格が決まりました。まだしばらく会費も払っていけ
そうです
（笑）
。これからも仕事、ライオンズの活動と精進していきます。
阿部 国弘 今週末の地区年次大会、クラブを代表して前夜祭に参加させていただき
ます。
平野 義文 花見例会で景品ありありがとうございました。犬が1日だけあそんでく
れました…
本宮 光朗 先日、同級生を中心としたおじさん登山部で寒風山にいってきました。
天気が良すぎて夏山登山みたいでした。
嶋村 和宏 花見例会で名簿を入れ忘れました。失礼いたしました。
篠宮 博幸 ゆめしま海道をチャリで走ってきました！！積善山の三千本の桜に感
動！暑さもふっとぶ絶景と橋の絶景！！ぜひ皆さんもチャリで行きま
しょう！！
海原 泰治 高橋様、貴重なお話ありがとうございました。先日長野ヒデ子さんの講
演を聞きに行きました。とてもいいお話でした。
真木 一信 高橋院長先生、大切な講話ありがとうございました。少しでもライオン
ズクラブに興味を持ってくださるとうれしいです。
髙橋 良幸 次期の組織が固まりました。みなさま、よろしくお願いします。
片山
昭 高橋先生、貴重なお話しありがとうございました。
山内
誓 ライオン・テーマーを仰せつかりました。緊張しています。
小笠原 斉 やっと確定申告の超繁忙期がおわり、会合に参加できました。春ですね。

第１・第３（木曜日）12：15〜
今治国際ホテル
片 山
昭
門

第二例会

壷内 和彦（3/3）

令和４年 ４月21日

第一例会

久保 智秀 明日、孫が小学校に入学します。
木村 弘宣 すでにドネーションさせていただいています。1,000円でかんべんして
ください。
田窪誠一郎 ヌーヴェル・テロワールさん、ありがとう。
壷内 和彦 先週、くるしまライオンズクラブの例会で子ども食堂の卓話をさせて頂
きました。謝礼はなかったのですが、あとから花を頂きました。ありが
とうございました。
本宮 光朗 いよいよ登山再開。大三島の安神山・鷲ヶ頭山へ行ってきました。次は
同級生たちと寒風山に登ります。
田中 秀彦 先日、春の陽気にさそわれて、妻と2人で出席ラッキー賞でもらった翠
明の湯の入浴券を活用すべく、松山方面へと旅立ってきました。満開の
桜に囲まれた松山城も素晴らしく、良き1日でした。
樫田 憲和 コロのおもちゃ、いただきました。
真木 一信 娘が中学生になります。楽しい学園生活を送ってもらいたいと思います。
篠宮 博幸 3月30日で孫が2才、4月2日でじぃじが57才になりました。共に元気に歳
をとりたいと思います！！
木村 弘宣 お祝い事は何もないですが、強要されましたのでドネーションさせてい
ただきます。いいことがあります様に。
片山
昭 花見例会が無事開催できてよかったです。
髙橋 良幸 選挙会、無事終わりました。みなさまよろしくお願い申し上げます。例
会資料の一部に不備がありました。申し訳ございません。
岡本直子様 先般は 岡本俊政のためご多忙中にもかかわらず ご丁寧なお心遣いを
いただきましたこと 厚くお礼申し上げます
山内
誓 早く平和が訪れますように。

●

例会に間にあいました。
体重計の上でフィーバーしたのでドネーションします。
矢野財務副委員長が古切手・書損じハガキ・ベルマークの収集ボックスを
用意してくれました。収集へのご協力よろしくお願いします。
暑さ寒さも彼岸まで！ お墓参りに行きましょう。
日々報道されているウクライナ情勢のことは心が痛みます。ライオンズ
ヒムをききながら、改めて、自由と平和を祈るばかりです。
今年も健康経営優良法人に認定されました。
指名会、無事終わりました。4月の選挙会もよろしくお願いします。
ネタがありません！ 一日も早く、戦争、コロナ、そして地震が収まり
ます様に！！
今治市とFC今治と郵便局がコラボしてバリィさんの協力を得てラッピ
ング郵便車「FCイマバリィ号」が誕生しました。今治に１台しかありま
せん。見かけたらラッキーです。
指名された方はヨロシクお願いいたします。
戦争が早く終結しますように。日韓関係が改善しますように。
3月12日で満87才になりました。米寿です。今治東ライオンズクラブ
チャーターメンバーでは最年長です。さて、いつまで頑張れるかな。
毎日、うどん食べてます。

一彦（5/10）

片山

昭（5/10）

平野

義文（5/15）
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