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【ライオンズクラブスローガン】

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）
【国際会長テーマ】

WE SERVE
（われわれは奉仕する）

【336-A地区 スローガン】

ライオンズクラブのキーは奉仕することである
【ガバナースローガン】

WE SERVE（ウィサーブ）
【今治ＬＣ会長スローガン】

誇りを胸に 未来へ向けて一致協力
今治ＬＣ会長努力目標

● 例会・アクティビティへの全員参加
● 会員増強

２月６日㈭
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1,400回記念例会

IMABARI LIONS CLUBS

1,400回記念例会
日
場

時
所

２月６日㈭ 12：15〜
今治国際ホテル

計画委員長

横田

勤治

去る２月６日㈭に今治国際ホテルにて第1400回記
念例会が開催されました。
今回は友達の輪例会として４名のゲスト（友達）
と記念卓話をお願いしている今治南病院 循環器内
科 医師 菅志乃先生をお迎えしての記念例会とな
りました。
上田会長の開会ゴング、開会宣言で始まり、３名
へのアワード贈呈（皆出席賞）があり、友達の紹介
を羽田野会員委員長から１名、中村会計から３名の
紹介がありました。そして講師の菅 志乃先生の紹
介が貴田前会長からあり、記念卓話「虚血性心疾患
について」が始まりました。スクリーンに心臓の絵
などを写しながらの分かりやすい説明で、会員及び

L. 羽田野

ゲストの皆さん真剣に聴いており、私自身も勉強に
なりました。卓話後の質疑応答も活発で、良い記念
卓話でした。
審議事項、報告事項もスムーズに進み例会は終了
し集合写真を撮影して解散となりました。

同伴者紹介

L. 中村

記念卓話

同伴者紹介

菅 志乃先生
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IMABARI LIONS CLUBS

会員投稿
MC 委員長

関

英輔

2020年４月１日から受動喫煙防止条例の成立によ
り飲食店やオフィス、事業所、交通機関など原則屋
内禁煙になります。屋外や家庭などで喫煙する際、
喫煙できる場所であっても望まない受動喫煙を防ぐ
ために、喫煙の際には周囲への配慮をして、たばこ
を吸う人もたばこを吸わない人も、それぞれがお互
いの立場を尊重して気持ち良く過ごせる環境を作っ
ていかなければいけません。飲食店を経営する、立
場として積極的に取り組まなければならなくなりま
した（辛）クラブの皆様方におかれましても日頃当
店をよく使って頂き大変感謝しております。この場
をお借りして御礼申し上げます。店内に喫煙専用室
を設置という方法もあるのですが設けるスペースが
ないのが現状です。今後一部の皆様には不便をおか
けする事になりそうですが何卒ご理解頂きます様宜
しくお願い致します。昨年10月より消費税増税など
不安材料の連続ですが何とか乗り切って、ライオン
ズ同様頑張ろうと思います（笑）MC 委員長を務め
て８カ月になります何かとご迷惑をかけながら皆様
のご協力によりここまで来る事ができました。特に
村上聡幹事には頭が下がる思いでいっぱいです
（涙）
あと４カ月精一杯務めて参ります m(_ _)m

ライオン・テーマー

藤髙

研志

最近していることは早朝ウォーキングです。ソフ
トミニバレーなどの運動をしている時に、体力不足
ですぐに動けなくなり運動不足を感じたためです。
長距離を走ったりするのは苦手なので、誰でもでき
るウォーキングを始めました。昨年５月から始めた
のですが、最初はあまり頑張らない目標にして、家
の近所を５分くらい歩くことにしました。歩く距離
は慣れてきたら少しずつ増やしていきました。歩く
時間帯も仕事が終わり自宅に帰ってから歩くのは大
変なので、朝起きてすぐに歩くようにしました。出
勤のことを考えて５時に起きるのですが、今では毎

株式会社

夢創

〒794-0006 愛媛県今治市石井町2丁目3番1号
TEL（0898）31-4664 FAX
（0898）23-8427
E-mail: musoh317@lime.ocn.ne.jp
ISO9001認証取得
ISO14001認証取得

MUSOH
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朝40分歩いています。昔なら朝に40分歩くのは無理
だと思っていたのですが、ずっと続けていくと意外
にできるようになりました。
体力をつけるために歩き出
した副産物として、以前と
比べて体重が６キロ減りま
した。健康のためにも早朝
ウォーキングを続けていこ
うと思います。


テールツイスター

梶原

俊二

ひとり言
私に今何が有る？…ライオンズ…私は、
現在健康で、
ライオンズ15年目で、例会は、全て参加させて頂い
て居ますが、何時途切れるか不安があります。健康
で無いと叶わない、また経済的不安があれば叶わな
い、理解し合える仲間が居ないと叶わない、と思っ
ています。
皆さんはいかがですか…私は、
例会を休む事無く、
理解し合える仲間とアクトに全て参加する事を目標
に、健康で有れば全て叶うと思っています。
ひとり言
ライオンズマンは、健康であり続ける事を目標と
し、地域社会の生活、文化、福祉、公徳心の向上に
積極的な関心を示し、総合理解によってクラブ運営
を図り、奉仕の心持つ人々が、個人の経済的な報酬
をもとめることなく、社会奉仕を行う。
ひとり言
クラブの例会に出席可能な地域に居住し、善良な
特性の持ち主で、地域社会において声望のある成人
である皆様、健康をめざし、全てのアクトに挑戦し、
例会出席に挑戦しませんか、…テールのひとり言。

ＬＰガス サービスショップ

㈲ 森 本 商 店
代表取締役

村上浩二

今 治 市 波 止 浜 丁 目 − 24
〒799−2112 ＴＥＬ0898−41−5840
ＦＡＸ0898−41−5840

菊川

勝也

会員委員長

台湾嘉義を旅して
令和元年８月２日～４日、妻と嘉義市へ行ってき
ました。
３年前に今治 LC、55周年記念事業のメインアク
トで嘉義 LC との交換留学事業をした時に我が家に
ホームステイした姉妹（李姿儀ちゃん；15歳、李姿
融ちゃん；13歳）に会いに行くためでした。
その事業で嘉義市の公園に交換留学の記念植樹を
し、その場で姿儀ちゃんから「３年後にここで会い
ましょう」とお願いされ、日本語で「ゆびきりげん
まん、うそついたらはりせんぼんの～ます」と約束
をして帰ってきました。
その「指切り」の約束を私は忘れられず、プライ
ベートで会いに行ってきたということです。
記念植樹した「百日紅」は半分枯れかかってはい
ましたが、満開に咲いていました。
彼女たちと記念写真が撮れたら、それで充分だっ
たのですが滞在中は彼女たちの家に泊めていただき、
連日嘉義 LC のメンバーやご家族に集まっていただ
き歓迎の宴を開いていただきました。とても感謝し
ています。
帰りは、嘉義駅まで見送っていただき、そのご家
族ひとりひとりと別れを惜しみ涙腺が緩んだことが
今でも忘れられません。
嘉義 LC との交換留学は５年に１回、今治 LC の
周年事業に合わせメインアクトとして継続して行っ
ています。来たる今治 LC 結成60周年でまた交換留
学事業ができることを願っております。

八島法律事務所
弁護士

八

島

羽田野修司

年男！還暦！遠い未来のことのように思いながら、
時間を無駄に過ごしてきた若かりし日々。なんと！
あっという間も無く目の前に迫ってしまった。貧乏、
子育て、四苦八苦の会社経営…はっと気がつけば人
生の完熟期（希望！）なのに、何一つできあがって
ない～！！！ 反省の日々…なんて事言う間もなく、
年の瀬を迎えて、まさにねずみ年男本番！ まだま
だガサガサと駆けずり回る日々が続くのかな！ 還
暦を節目に、仕事も趣味も、自分を見つめなおす年
にしたいと思う。仕舞い込んだ『ストラディバリウ
ソ！』を引つ張り出して、クライスラーでも語って
みようか！
マエストロ・羽田野修司

IMABARI LIONS CLUBS

第二副会長

これは2008年の１月号の会報に寄せた私の還暦の
原稿です…それから12年！またまた、あっという間
に６回目の年男 ガサガサとはかけずり回れなくなっ
たねずみ男なんとか体は元気です。おかげさまで会
長・ZC・RC と皆様のお世話が出来ました。感謝を
しております。2008年にメンバー卓話でヴィオリン
についてうんちくをたれましたが、今日は少しその
続きを語ります…当時持っていた『ストラディバリ
ウソ！』は手放しまして『ポール バイイ』と言う
1882年製のフランス製の楽器を使っています。柔ら
かく非常に心地よい音を出します。年と共にますま
す言うことを聞かない！家内の代わりに密かに可愛
がっております！ヴィオリンは西暦1500年の中頃に
突如として改良の余地のないほど完璧な形の楽器と
して北イタリアで誕生します。アマティーやサロと
いった制作者によって北イタリアのクレモナと言う
小都市で作られ始めます…後のストラディバリウス
やグァルネリ等の銘器もクレモナで生まれ一流のヴィ
オリニストに弾き継がれてきました。現代でも有名
なヴィオリニストのほとんどがこのクレモナの名器
を愛用しています。私も一度だけグァルネリを弾か
せてもらったことが有りますがとてもまともな音を
出してくれません！ 技量に合った音色しか出して
くれませんでした『ポール バイイ』で自已満足の
世界に浸れれば幸せです！
７回目のうんちくが書けるかしら…

船舶・デッキコンポジション

淳

〒794-0043 愛媛県今治市南宝来町1丁目5番地4 月原ビル1階
ＴＥＬ0898-35-3516 ＦＡＸ0898-35-3517

羽田野
今治市高部甲450番地1

修司
蕁（0898）41−7000
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例会・理事会報告
２月第１例会報告
＊日 時
＊場 所
＊出席者

令和２年２月６日㈭ 12：15〜
今治国際ホテル
会員57名中 不在会員３名
優待会員０名
終身会員７名
純出席者35名
81.4％

＊会長挨拶
＊アワード贈呈
＊38ヶ年皆出席賞 安永 健治・二宮 幹雄
９ヶ年皆出席賞 鎌田 英一
＊ゲスト（友達）紹介
＊講師紹介
今治南病院 循環器内科 医師 菅 志乃先生
＊卓話
「虚血性心疾患について」
今治南病院 循環器内科
医師 菅 志乃先生
＊食事懇談
＊審議事項
１．第66回地区年次大会代議員について
２．薬物乱用防止教育認定講師養成講座について
＊報告事項
１．新年家族例会収支報告
２．２Ｒ親善ボウリング大会参加報告
３．その他
＊ラッキーカード
＊幹事報告並びに終末事務
次回理事会は２月13日㈭ 18：30〜
ライオンズクラブ事務局
次回例会は２月20日㈭ 12：15〜
今治国際ホテル ｢真珠」

娘が海保図画コンクールで海上保安協
会今治支部長賞をいただきました。
久保田裕二 いよいよその時が来てしまいました。
瀬野理事長にお願いするしかありませ
ん。どうか宜しくお願い申し上げます。
河野 通昭 1400回例会おめでとうございます。
梶原 俊二 1400回記念例会、友達の輪例会に参加
者の協力が出来なかったのでドネーショ
ンさせていただきます。

２月第１理事会報告
＊日 時 令和２年２月13日㈭ 18：30〜
＊場 所 ライオンズクラブ事務局
＊出席者 役員19名中 15名出席
＊決議並びに審議事項
１．指名会について
２．第48回２Ｒ・２Ｚ合同例会について
３．今治海洋少年団賛助会費について
４．336-A 地区緊急援助資金（下半期分）について
５．その他
＊報告事項
１．１月末会計報告
２．第３回ガバナー諮問委員会並びに ZL 会員委員
会について
３．その他

２月第２例会報告

ドネーション情報
井出

隆三

上田

陽二

卒寿のお祝いを頂きありがとうござい
ました。
本日は友達の輪例会に出席いただきま
してありがとうございます。先日、孫

木製家具製造業 船舶内装業

株式会社

矢野船装

今治市波方町郷甲1276−1
ＴＥＬ（0898）41−8188
ＦＡＸ（0898）41−5525
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＊日
＊場

時
所

令和２年２月20日㈭
今治国際ホテル

12：15〜

今治北 山路店

ヨコタ自動車株式会社
代表取締役社長

〒794‑0072

横田

勤治

四国運輸局指定工場
今治市山路４１２番地の１
ＴＥＬ（0898）３３−００７７
ＦＡＸ（0898）３３−００７８

会員57名中

不在会員３名
優待会員０名
終身会員７名
純出席者25名
58.2％

＊会長挨拶
＊食事懇談
＊審議事項
１．第48回２Ｒ・２Ｚ合同例会について
２．今治海洋少年団賛助会費について
３．336-A 地区緊急援助資金（下半期分）について
４．ＬＣ事務局駐車場看板設置について
＊報告事項
１．第３回ガバナー諮問委員会並びにＺＬ会員委員
会について
２．その他
＊幹事報告並びに終末事務
次回理事会は２月27日㈭ 18：30〜
ライオンズクラブ事務局
次回例会は３月５日㈭ 12：15〜
今治国際ホテル ｢真珠」

ドネーション情報
久保田裕二

上田 陽二

竹中

尚將

梶原

俊二

先日の母の葬儀に際しましては大勢の
方にご会葬いただきまして誠にありが
とうございました。
３月15日の合同例会は出席率100％を
目指して頑張りますのでご協力の程よ
ろしくお願いします。
2003年にクラブメンバーで植樹されま
した、河津桜が各所で満開状態となり
ました。皆さんも一度見ておいてくだ
さい。
愛媛県宅地建物取引業協会による無料
相談を髙島屋キャッスルホールにて行
い、相談員として出席した際の映像が
ＮＨＫで放映されました。

２月第２理事会報告
＊日 時 令和２年２月27日㈭ 18：30〜
＊場 所 ライオンズクラブ事務局
＊出席者 役員19名中 15名出席
＊決議並びに審議事項
１．４月第１例会の時間・場所変更について（服装・
懇親会登録料）
２．第58回 OSEAL フォーラム（広島）協力金につ
いて
３．病気欠席者について
４．地区年次大会代議員及び地区年次大会交通手段
について
５．その他
＊報告事項
１．指名委員会報告
２．その他

移設された河津桜
2016年12月にサンライズ糸山拡張工事にとも
ない移植された河津桜ですが、今年４月に拡張
工事も完了し４年ぶりにサンライズ糸山へ戻さ
れる予定です。
今月号の表紙になっているのはサンライズ糸
山の海岸へ移植された河津桜ですが、大半は大
谷墓苑へ仮移植されています、その仮移植され
た河津桜がサンライズ糸山へ戻される予定なの
ですが、写真の通り咲いているのは一部で半数
以上は咲いていません、枯れているかどうかは
よくわかりませんがこれが現状で移植されて以
来同じ状況です、以前のようにサンライズ糸山
から来島大橋をバックに満開の河津桜を見られ
るのでしょうか？
（2/23 MC 委員会取材）

CCFL & LED Leading-Company

ライオン電気株式会社

〒794−0821 愛媛県今治市立花町1丁目1−12
TEL
（0898）
22−2485㈹ FAX
（0898）
31−8799番

IMABARI LIONS CLUBS

＊出席者

代表取締役

照明製品開発/設計/製造/販売

宇野 一世

〒794‒0064 今媛県今治市小泉2丁目7－27
TEL
（0898）
52‒3811 FAX
（089）
903‒1218
照明のエコ診断致します。お問合せください。
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2020.3
１

日

2

月 例会打ち合わせ会（13：30～ 事務局）

3

火

4

水

5

木

6

金

7

土

8

日

9

月 理事会打ち合わせ会（13：30～ 事務局）

編 集 後 記
古稀…古くからこの歳（70歳）まで
生きるのは稀であるとのことでつけ
られた呼称である（中国のことわざ）。
人生50年の時代ならいざしらず、今
や平均寿命80歳の時代、もう稀では
ない。その「古稀」の祝いを例会で
していただいた。嬉しいような…
事件事故等に巻き込まれれば「老人」
と表記されるんだろうなと思えば何
か寂しいような…、確かに実生活に
おいて色々な意味で衰えは実感して
いる。しかしこの年齢になって得す
ることもある。公的機関等の入場料
とかである。これからは何事につけ
てストレスがないようマイペースで
行こうと思う。ライオンズ活動にお
いても「迷惑がかかるかも」ですが
よろしくお願いします。

（ＭＣ委員 Ｔ・Ｈ）

第１例会（第1402回）
（12：15～ 今治国際ホテル）
市役所前花時計花の植え替え（14：00～ 市役所前）

10 火
11 水
12 木 第１理事会（18：30～ 事務局）
13 金
14 土 今治４LC 親善ゴルフコンペ（今治 CC）
15 日

第３回地区ガバナー諮問委員会並びに ZL 会員委員会
（10：30～ 事務局）

16 月

発

行

ライオンズクラブ国際協会
336-A 地区2R・2Z
今治ライオンズクラブ

17 火

ホームページ

http://ima-lc.jp

18 水

事務局

19 木 第２例会（第1403回）
（12：15～ 今治国際ホテル）

今治市旭町3丁目2-3 〒794-0042
TEL
（0898）
22-5997

例会場

今治市旭町2丁目3-4
今治国際ホテル
TEL
（0898）
36-1111

例会日

第一、第三木曜日

会

長

上田 陽二
今治市国分4丁目8-27
TEL
（0898）
48-8788

幹

事

村上
聡
今治市喜田村2丁目4-21
TEL
（0898）
35-3979

会

計

中村 浩治
今治市旭町2-3-4今治国際ホテル1F
TEL
（0898）
48-1616

20 金 春分の日
21 土

薬物乱用防止教育認定講師養成講座
（13：00～ ウェルピア伊予）

22 日
23 月 理事会打ち合わせ会（13：30～ 事務局）
24 火
25 水
26 木 第２理事会（18：30～ 事務局）
27 金
28 土
29 日

MC・ライオンズ情報

委員長

MC・ライオンズ情報

委

員

関
英輔
今治市常盤町4丁目1-19
TEL
（0898）
23-7292
木村

智一・羽藤

巧

印刷所

株式会社 ハラプレックス
今治市喜田村1丁目2-1
TEL
（0898）
48-5511

発行日

2020年3月5日

30 月 例会打ち合わせ会（13：30～ 事務局）
31 火

12：15〜13：30

