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題字はクラブ会長の揮毫

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）
』
ブライアン・シーハン国際会長テーマ 『We Serve（我々は奉仕する）』
ブライアン・シーハン国際会長メッセージ 『Together We Can（皆でやればできる。）』
336-A地区ガバナースローガン 『感謝を込めてウィサーブ』
336-A地区ガバナーキーワード 『不易流行』
今治東ライオンズクラブ会長スローガン 『50周年 みんなが主役で We Serve』
今治東ライオンズクラブ会長キーワード 『楽しもう』
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就 任 のご挨 拶

会 長

髙橋

良幸

この度、今治東ライオンズクラブ会長を拝命いたしました。
今年度、今治東ライオンズクラブは結成50周年を迎えます。通常の活動は
各委員長を中心に活動し、メンバー各位が同じ方向を向き、これからも地域
社会への奉仕活動、青少年の育成事業を中心に活動をおこない、更なる将来
に繋がる1年にしていきたいと思います。
50周年事業関係は、壷内実行委員長・本宮副実行委員長を中心に、テーマ
を「50年 変わらない“こころ”変える“みらい”
」とし、各部会がそれぞれの立
場・役割で考え行動することで、会員が一つになって意義ある周年を迎える
ことができると確信しております。
50周年はもとより、未来の活動に向けて、会員の増強も図っていきたいと
思います。ウイズコロナの世の中になり、社会生活にもかなりの影響が出て
いる時ではありますが、みなさまのご協力をよろしくお願いいたします。そ
して、みんなが主役で楽しみましょう。

今年度、髙橋会長のもと、
幹事をさせていただくこと
となりました。通常の年に
加え、50周年という大きな
節目の年に幹事という大役
がはたして自分に務まるの
か？ と不安な気持ちのま
まこの原稿を書いている状
態ですが、引き受けた以上
幹 事
責任をもって全力で楽しみ
矢野 和弘
ながら自分の責務を全うし
ていきたいと思います。一年間どうぞよろしくお
願いいたします。

今 期 は ラ イ オ ン・テ ー
マーというわたしにとって
は、身に余る大役を仰せつ
かりました。普段、例会の
間は椅子に座って、ほぼ脳
波停止状態で過ごしており
ましたので、今から緊張し
ております。髙橋会長の
「何
があってもピンクの封筒が
ライオン・テーマー
全てを解決する」というあ
山内
誓
りがたいお言葉を信じて、
引き受けさせていただいた次第です。先輩テー
マーに学びつつ、例会の司会進行、備品の管理等、
何とか自分なりに1年間職務を遂行してまいる所
存です。メンバーの方々から、
「何テマア！」
「ホン
ト、テマを取らせるなぁ！」とか、お叱りを受け
ないようにがんばります！！
（このユーモアセンス
を披露しておけば、将来テール・ツイスターの依
頼は絶対ないだろうな…）

－ 2 －

令和4年～5年度の会計に
任ぜられました。クラブ結
成50周年と、入会して10年
という大きな節目に、クラ
ブの三役の一翼を担うこと
に、大きな責任と意義を感
じています。この2年ほど
は中国武漢発の疫病の世界
的流行により、当クラブも
会 計
また、ほとんどの交流やア
田中 秀彦
クティビティの中止や延期
を余儀なくされておりましたが、ここにきてよう
やく、疫病に対して明るい兆しが見えてきたよう
に思います。つつがなく50周年の周年事業とクラ
ブ運営ができるよう、任務を遂行して参る所存で
すので、みなさまからの温かいご指導ご鞭撻を賜
りますよう、よろしくお願いいたします。

このたびテール・ツイス
ターという大役を仰せつか
りました。クラブ結成50周
年という大きな節目の年で
もあり、これからの長丁場、
頭と身体が持つかどうか不
安で痩せる思いです。テー
ル・ツイスターという役柄、
メンバーのみなさまには
テール・ツイスター
田 窪 誠 一 郎 ファインやドネーションの
多々ご無理、ご負担をお掛
いたしますが、これも全てクラブのため、例会を
盛り上げるためのこととご理解をいただき、やさ
し～く受け止めていただければと思います。がん
ばります。

就 任 のご挨 拶
わがクラブ50周年の年に会員
委員長に就任するにあたり、ご
挨拶申し上げます。過去に最高
68名の会員を有していた、わが
クラブですが現在41名となり、
早急な会員増が必要となってお
ります。栄えある50周年を迎え
るにあたり、会員数を50人に戻
そうと目標を50人にさせていた
だきましたので9人増を目指し
会員委員長
ます。それには、まず例会やア
井出 幸彦
クティビティに候補者をお誘い
して体験していただいたうえで勧誘したいと思います。み
なさまのご協力をよろしくお願いいたします。

今期、出席・計画委員長に就
任しました山岡です。そもそも
私は出席率が悪く、なぜ出席・
計画委員長に選ばれたのかを先
輩に聞いたところ、今治東ライ
オンズクラブは出席率の悪い者
を出席・計画委員長にするのが
伝統だと言われました。今期は
50周年の記念事業もありますの
で、全体の出席率を向上させ、
出席・計画委員長
50周年にふさわしい例会運営を
山岡 将人
しようと思っています。みなさ
まのご協力のほどよろしくお願いいたします。

財務委員長

嶋村

和宏

今期、財務委員長を務めさせ
ていただくことになりました。
商売がら何とかなるかと思いき
や、事業資金獲得が主たる任務
と知り、焦りを覚えております。
他委員会と連携しながら、50周
年記念ネクタイ販売、明徳短期
大学ならびに岡山理科大学獣医
学部の学祭出店を計画しており
ます。みなさまのご指導、ご協
力を切にお願い申し上げます。

この度MC委員長を拝命いた
しました。会報誌発行が一年間
の主な活動となりますが、内部
向けのみならず、その他SNSな
ど今の時代に合った媒体を駆使
して、対外的にもクラブの取り
組みや活動の様子を発信してま
いりたいと思います。そして更
に世界平和を祈る気持ちへの賛
同を深め、一緒に活動してくれ
ＭＣ委員長
る仲間の輪をひろげていければ
尼田 純子
と思っています！ とは言え機
械は苦手なので、その道のスペシャリストの先輩方、そし
てクラブのみなさま、ご指導どうぞよろしくお願いいたし
ます。

青少年育成委員長を仰せつか
りました。事業系の委員長はは
じめてで何から手をつけていけ
ばいいのか困惑しています。先
輩方に教えていただきながら、
一所懸命取り組んでいきたいと
思います。今期キャビネットで
「子ども食堂支援」
を大きな柱と
して取り組むようです。わがク
ラブはすでに取り組みを始めて
青少年育成委員長
いる事業ですので、さらに発展
海原 泰治
的なものとなるよう研究してい
きます。また、50周年記念事業の目玉である、動物ふれあ
い体験を成功させるべく委員会として積極的に関わってい
きたいと思います。そして、その活動を通してレオクラブ
結成の足掛かりを模索していきたいと考えています。どう
ぞ一年間よろしくお願いします。

今年度、再び保健委員長です。
オンラインによる薬物乱用防止
教室を進めている中で、今治東
ライオンズクラブのすごさを改
めて感じております。オンライ
ン教室の形を組み上げていただ
いた片山前会長、第1回目の講
師をしていただいた篠宮隊長、
そして全体をまとめていただい
た渡邉眞劇団長、本当にご苦労
保健委員長
様でした。この新しい武器を活
木村 弘宣
用して、薬物乱用防止の啓発に
支障をきたさないように、今期も努力していきたいと考え
ています。できれば以前のように寸劇による、子どもたち
の記憶に残る教室を極めていきたいところではあります
が、学校側の判断に任せるしかありません。まだまだ続き
そうなコロナウイルス感染症の予防対策を学校側と共に考
えながら、予期できない事象も数多く出てくると思われま
すが、メンバーのみなさんのご協力をもって乗り越えてい
きたいと思っています。一年間よろしくお願いいたします。

今期、環境・社会福祉委員長
となります。一年間よろしくお
願いいたします。だんだんとコ
ロナの影響での自粛が解除さ
れ、アクティビティもいつもの
ように実施できることが増えて
くるのではないかと期待してい
ます。7月の平和の鐘を鳴らす
式典に始まり、献血、半島四国
お遍路ウォーキングなど皆様の
環境・社会福祉委員長
ご協力をよろしくお願いしま
門田 健一
す。ま た、献 血 に つ い て は
WEB予約の推進により、当日来場者の方々が採血できな
い状況に悩まされています。その所の解決策も赤十字血液
センター様と話し合って対応していきたいと思っていま
す。
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就 任 のご挨 拶

50周年実行委員長

壷内

和彦

2R-2Z ZCA

阿部

今年は50周年実行委員長という大
役を仰せつかり、不安いっぱいの一
年になろうかと思います。式典、記
念誌、記念事業である「ふれあい動
物体験」と課題が盛りだくさんでは
ありますが、クラブ員一人一人のご
協力のもと皆で作る50周年を目指
し、今治東ライオンズクラブのこれ
までの歴史そして未来に向け、しっ
かりとがんばってまいります。周年
に関わるのは初めてということもあ
り、不慣れで沢山ご迷惑をかけます
が、よろしくお願い申し上げます。

今期はゾーンチェアパーソンアシ
スタントです。井出ゾーンチェア
パーソンの足を引っ張らないように
留意しながら、ゾーン運営に微力な
がら尽くしていく所存です。新しい
切り口のガバナー諮問委員会、4年
振りに開催予定の2ゾーン合同例会
など、メンバーのみなさんのご協力
を仰ぎつつ、職務を全うしていきま
すので、よろしくお願いいたします。

社会奉仕団体と言
われて久しいライオ
ンズクラブですが、
それだけだと会員が
減少してしまう一方
なので、インパクト
のある奉仕をしな
ければなりません。
ま た、会 員 増 強 に
向けたGMAですが、
2R-2Z ZC
CA1/CA2 で 2018 年
井出 幸彦
から行われていたプ
ログラムを今期から世界で取り組むこととなり
ました。そして、LCIFですが、理解を促進し
危急の難民支援に貢献したいと思います。ア
ラートチームが独立しましたが、各市町とゾー
ン単位での協定締結に向けて努力してまいりま
す。DXチーム員も兼任させていただいており
ますが、コロナで一気に浸透したWeb会議をう
まく利用し、タイムリーな奉仕を促進すること
で会員増、満足度増に繋げていきます。今期、
どうぞよろしくお願いいたします。

国弘

2022.6.18

2R年次会合にて

前幹事

6月18日（土）リーガロイヤルホテル新居浜にて、主に各
役員の方々の報告をお聞きしました。コロナの影響で思っ
たように活動できなかったという報告が多くありました
が、RC、RCA、各ZCの個性が色濃く、我々は席に座して
聞くだけの会合でしたが、興味深く面白い時間でした。会
合の最後には、次期RC・今治中央LCの佐伯様が挨拶され、
次期も楽しくなりそうな予感がしました。
そして、懇親会ではホストクラブの方々が大変盛り上げ
てくださり、なんと「RC特別賞」を今治東LCが受賞しまし

門田

健一

た！ 中古メガネの回収事業などが評価されたそうで、L.
山内の努力の賜物ですね。さらに、これで終わりかと思い
きやL.阿部が司会者に詰め寄り、
「我々のクラブに時間を
ください！」
。私たちも全員壇上に上がり
「次期は当クラブ
が結成50周年となります。2月25日はぜひ今治へお越しく
ださい。よろしくお願いいたします」と、大いにPRして帰
路につきました。さすが次期ZCA ！ 素晴らしい度胸と行
動力でした。
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最 終 例 会 ・ 次 期 3 役 オリエ ン テ ーション
2022.6.16

最終例会

前テール・ツイスター

新型コロナウイルス感染症も収束の兆しが見えてきたよ
うですが、感染対策に気を配りながらも最終例会・懇親会
を開催することができました。最終例会では、賛助会員の
森田さんが終身会員に、そして残念ではありますが6月末
をもって退会されるチャーターメンバー・終身会員の近松
徹也さんの挨拶がありました。その後は、恒例のキーの引
継ぎ式。片山会長から第一副会長の髙橋さんへのライオン
ズキー引継ぎ、そして門田幹事から次期幹事の矢野さんへ
事務局のキーの引継ぎがおこなわれました。いよいよ50周
年の大事な一年の始まりです。
例会終了後は楽しい懇親会のスタート… 今期も前期と
同様、テール・ツイスターが司会を務めさせていただきま
した。出席計画委員長の真木さんを中心に、いかに盛り上
がる懇親会にするか！ いろいろと企画させていただきま
した。

久保

智秀

まず今回のビンゴゲームでは、各委員会から厳選された
豪華商品を出品していただき、そのセンスの良さに、会長・
第一・第二副会長の3名から賞が送られました。昨年はビン
ゴゲームで最終まで残った片山さん、田窪さん、壷内さん
も早々に景品をゲットし2年連続の不運は解消されたみた
いです。
もう一つお楽しみ企画は、会員の皆様へのお年玉プレゼ
ント。ですが、単にプレゼントするだけでは面白くないの
で、総取りジャンケン大会を開催しました。勝者は出席計
画委員長、やはり何か持っています！！
…あっという間の時間、そして、あっという間の一年で
した。次期テール・ツイスターも楽しいことが大好きな田
窪さんです。今期より一層楽しい例会・懇親会を期待して
います。

2022.6.5

次期3役オリエンテーション参加
令和4年6月5日（日）降りしきる雨の中、矢野次期幹事運
転の車にて、髙橋次期会長と次期会計のわたしの三人で、
徳島県吉野川市鴨島町で開催された次期3役オリエンテー
ションに参加してきました。会議は、各地から参集した次
期3役が3会場に別れてリモートでおこなわれました。とこ
ろが、通信環境が悪いのか、映像は途切れる、音声は聞き
取りにくい、そのうえ会場は蒸し暑い。キャビネットの方々
の苦労は察しましたが、あまり快適なものではありません
でした。後で本会議場で視聴した人に話を聞きましたが、
そこでも聞き取りにくかったそうです。やはり、リモート
に限らず、発言者は歯切れよく、語尾まで明瞭に話さない

会計

田中

秀彦

と相手に伝わらないものだなと感じました。会議の内容は
私にとっては目新しいものはあまりなく、リモートでやる
なら、わざわざ吉野川市まで行かなくてもよかったのかな
とも思いましたが、
他クラブの方々と交
流できたのは良かっ
た と 思 い ま し た。
矢野次期幹事、雨中
での往復の運転、あ
りがとうございまし
た。
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薬物乱用防止教 室

薬 物 乱 用 防止 教 室
2022.6.6

今治市立西中学校

担当講師

阿部

国弘

担当講師

篠宮

博幸

6月6日
（月）
、一昨年に引き続き、今治西中学校3年生180
人余りを対象に薬物乱用防止教室をリアル開催させていた
だきました。もともとは初のオンライン教室になるところ、
通信機器の不安定さから急遽リアルでの教室となりました
が、中学生らしく真剣に聞いてもらえ、やりがいのある教
室でした。
今年、タイで大麻が事実上解禁され、一般家庭での栽培
も許可なくできるようになったばかりか、政府が株を無償
配布するというようなニュースを耳にしました。世界的な
コロナの流行やロシアによる戦争、経済不安などに煽られ
て、薬物に対する意識も低くなりつつあるのでしょうか。
簡単にスマホで購入できたりするので、薬物使用の低年齢
化も進んでいます。小中学生に向けた、薬物乱用防止教室
の重要性が再認識されています。

2022.6.20

常盤小学校

初のオンライン薬物乱用防止教室

令和4年6月20日（月）今治市立常盤小学校の6年生78名＋
先生に今期クラブ初のオンラインによる薬物乱用防止教室
を開催させていただきました。
コロナ禍の中で学校訪問や大きな声が出せない状況か
ら、学校へ訪問せず片山会長の事務所から、ZOOMを使用
し学校のICT環境を活用しておこないますが、実際は事前
の打ち合わせで数回訪問し、当日も開始30分前に接続状況
を確認するなど事前準備はかなりの労力が必要でした。
開催状況では開始早々映像が電子黒板に出ないことや音
声の不具合など機器トラブルに見舞われ、多少時間オー
バーとなりましたが、何とか無事に終えることができまし
た。児童の反応も良く、順応性に感心しました。早速来期は、
中学校2校で500人規模の全校生徒対象のオンライン教室が
予定されていますが、メンバーも是非足を運んで体験して
いただきたいと思います。

2022.6.22

大島中学校

担当講師

6月22日に大島中学校の薬物乱用防止教室で講師を務め
ました。講師は3回目でしたが、過去2回は小規模の小学校
しか経験しておらず、また久しぶりということもあり緊張
しました。伝えたいことは山ほどあって、時間の関係上全
ては話しきれませんでしたが、
「薬物に手を出したら命を
も失いかねない、ダメ、ゼッタイ！」であることを心に響
かせてもらえたら嬉しいです。ひとつ残念なのは、
○×ク
イズの7問目で全員が間違え全問正解者がいなくなったこ
とです。この問題は講義では具体的な説明がないため、少
しリードが必要だったかもしれません。課題もたくさんあ
りましたが、また機会があればやりたいと思います。
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海原

泰治

次 世代リーダーシップセミナー・ライオンズクラブ会員オリエンテーション・第二回全日本 GSTフォーラムWeb

2022.6.3・6.10

次世代リーダーシップセミナー・
ライオンズクラブ会員オリエンテーション
2R-2Z ZCA

6月3日、岡山のANAホテルプラザで、336複合地区の次
世代リーダーシップセミナーを受講してきました。講師は
大阪住之江ライオンズクラブの川野さん。大阪の方らしく
楽しくライオンズクラブの歴史や指導力育成のお話を聴か
せていただきました。
後半は各テーブルでワークショップをおこないました。
広島県の福山久松ライオンズクラブのみなさんと架空のク
ラブの架空のアクティビティを一緒に考え、釣りやユニ
バーサルデザイン、難民支援など盛りだくさんのアクティ
ビティを発表し、なんと上位3グループに選ばれるという
快挙でした。

阿部

国弘

そして、6月10日は330-A GLT青年アカデミー委員会主
催のライオンズクラブ会員オリエンテーションにZOOMで
参加しました。わがクラブにも訪問いただいたことのある、
330-A地区の前地区ガバナーの進藤さんに、ライオンズク
ラブの概要について詳しく説明していただいたあと、東日
本大震災の復興を手掛ける桜ライン311の代表、岡本さん
のお話をお聴きしました。
第2部はこちらもZOOMメンバーでグループセッション
をおこない、これからのライオンズクラブには何が必要か
という議題で討論をおこないました。やはりITは欠かせな
いという意見が多く、充実した内容のオリエンテーション
でした。

2022.6.10・6.16

「330A Web交流会」、
「第二回全日本GSTフォーラムWeb」
に参加して
2R-2Z ZC

6月10日には昨年に引き続き330A（東京）の青年アカデ
ミー委員会の主催で、進藤義夫元ガバナーより「ライオン
ズクラブの基礎」と題して、年間50回以上の例会訪問の経
験を交えた楽しい講演がありました。その後恒例のグルー
プセッションで少人数のグループに分かれ、与えられた
テーマで討議をおこない他地区のみなさまと楽しく交流が
できました。また、6月16日には大阪で第二回全日本GST
フォーラムがおこなわれWebで参加しました。現地では
テーブルごとのワークショップが開かれ、我先に発表する

井出

幸彦

グループが多く、熱気のあるフォーラムで大変勉強になり
ました。以上、多くのWebセミナー、フォーラムが開催さ
れていますので参加されてはいかがでしょうか。
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● ドネーション

メンバー近況報告
令和４年 ６月２日
久保 智秀
田中 秀彦
尊藤
勲
田窪誠一郎
渡邉
眞

白石

浩二

木村

弘宣

安見

富雄

篠宮

博幸

いつもありがとうございます。
委員会報告のご静聴ありがとうございました。
ドネーションいたします。
スマホ水没ああ。
6/6 今治西中 L阿部。6/20 常盤小（オンライン）
L篠宮。6/22 大島中 L海原。3校あります！ ご
協力よろしくお願いします。
スポーツ協会の常任理事になってしまいまし
た。
バナーを2つもいただきました。環境社会福祉
委員会の委員長としてドネーションさせていた
だきます。しぶしぶです。バナー 1枚1000円×
2です。
前回の例会で150回連続出席表彰と金一封をい
ただきました。
6月1日～ 7日まで全国水道週間です。安全で安
心、安価な水が飲めるのは私のおかげです！！
ウソです！

●

海原
片山

アワード表彰受賞おめでとうございます。
明日から久々に東京に出張してきます。西中の
薬物乱防止教室参加できませんのでヨロシクお
願いします。
山内
誓 今期最後の月となりました。1年間ご協力あり
がとうございました。
井出 幸彦 体調も元に戻ってきました。ありがとうござい
ます。

令和４年 ６月16日
田窪誠一郎
真木

一信

木村
樫田
矢野

弘宣
憲和
和弘

本宮

光朗

渡邉

眞

尼田

純子

久保

智秀

近松

徹也

森田

恭治

田中

秀彦

久保さん！ 今期、出せなかったクイズをくだ
さい。次期テールツイスターより。
1か年連続例会出席19名のみなさん、一年間出
席ありがとうございました。
一年間ありがとうございました。
五役さん1年間、お疲れ様でした。
片山会長はじめ五役のみなさま、お疲れさまで
した。また来年は幹事としてがんばります。あ
たたかい目で見守ってください！！
先日は、東赤石と八巻山へ登りました。出発が
遅かったので日没ぎりぎりでした。最後はバテ
バテ！
薬物乱用防止教室です。6/20 常盤小 オンライ
ン、6/22 大島中 リアル開催です。まだ空きが
あります！ よろしくお願いします！
一年間お世話になりました。来年はMC委員長
を務めさせていただきます。どうぞよろしくお
願いいたします。
一年間たくさんのドネーションありがとうござ
いました。
最後のドネーションです。花束ありがとうござ
います。
終身会員になりました。今後共ご指導お願いい
たします。
近松先生、退会されるとは非常に残念です。今
までありがとうございました。

例 会 日
例 会 場
会
長
幹

事
計

泰治
昭

●

篠宮

第二例会

博幸

今期も無事に1年間皆出席を達成できました！
来期は久しぶりに理事職も離れ自由の身となり
ます。ゆっくり休み50周年を楽しみます！！
髙橋 良幸 みなさん、1年間お疲れさまでした。
門田 健一 今期一年間、大変お世話になりました。
片山
昭 一年間お世話になりました。頼りない会長をさ
さえていただき、ありがとうございました。
海原 泰治 一年間お世話になりました。
井出 幸彦 一年間お世話になり、
ありがとうございました。
山内
誓 一年間本当にお世話になりました。
山岡 将人 6月12日、男の子が産まれました。身長 一尺六
寸、体重 0.85貫。母子共に極めて元気です。
渡辺
望 82才。6月の初め、今治カントリークラブで年
齢以下のスコア80で回り10回目のエージシュー
トが出来ました。今治東ライオンズクラブメン
バーの日本食研の大沢一彦さんが5月24日シー
サイドカントリークラブで私が同伴の時261回
目のエージシュートを達成されました。今現在
は270回ぐらい達成していると思います。健康
でゴルフができることにドネーションします。

６月生まれのメンバー
小笠原

第１・第３（木曜日）12：15〜
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