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【336-A地区 スローガン】

【ガバナースローガン】

【国際会長テーマ】

WE SERVE
（われわれは奉仕する）

【今治ＬＣ会長スローガン】

Liberty, Intelligence, 
Our Nation's Safety

【ライオンズクラブスローガン】

（自由を守り、知性を重んじ、われわれの国の安全をはかる）

WE SERVE（ウィサーブ）

ライオンズクラブのキーは奉仕することである

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　

2019.7　　　　　　　　　　　　　　　2020.6

３月５日㈭　市役所前花時計花の植え替え
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継続アクティビティ　市役所前花時計花の植え替え

　３月第一例会の終了後に、市役所前花時計の花の
植え替え作業を行いました。
　作業には、上田会長をはじめ多くのメンバーの皆
様と、今治ワークスの皆様にご参加いただきました。
皆様のご協力のおかげで、速やかに作業を終えるこ
とができました。新型コロナウイルスが社会問題に
なっている中で、多くのメンバーの皆様にご参加い
ただきありがとうございました。
　大人になると、普段の生活で土に触れる機会は少
なくなりますが、土に触れることは肉体的・精神的
な健康につながるという説があるそうです。また、
短時間での作業とはいえ、植替え作業を終えて綺麗
になった花時計を見ると細やかな達成感を味わうこ
ともできます。花の植替えは中腰での作業ですので、
多少の運動にもなります。ちなみに、私は、情けな
いことに中腰での作業で腰が痛くなってしまい、運

動不足を痛感させられました。
　この様に、花の植え替え作業には多くの効用があ
ります。次回以降も、多くのメンバーの皆様のご参
加をお待ちしております。

日　時　３月５日㈭　14：00〜
場　所　今治市役所前

環境保全・保健福祉委員長 八島　　淳
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〒794-0065　今治市別名499番地10
ＴＥＬ0898-33-2775　ＦＡＸ0898-31-3346
携　帯090-9771-4858

シーリング・防水施工
塗装工事全般

株式会社　ＲＩＰＥＮ
リ　ペ　ン

代表取締役　東　郡　涼　太

お気軽に御相談下さい
螽不動産鑑定評価　螽コンサルタント

㈱渡辺不動産鑑定士事務所
代表取締役
不動産鑑定士 渡辺　正隆
ＴＥＬ（0898）33－3777
ＦＡＸ（0898）33－3772

今治市南大門町２丁目３－８

会員投稿

2Z第3回地区ガバナー諮問委員会並びにZL会員委員会

思い出のワンショット（2005年12月号会報誌掲載）
　はじめに、皆さんは『テンポイント』という競争
馬をご存じだろうか？昭和50年代初頭に活躍した『流
星の貴公子』という異名を持ち、また『悲運の名馬』
とも言われ、ドラマチックな半生を歩んだ関西馬で
ある。
　５頁右の写真は今から11年前の平成６年８月、私
が北海道へ旅行した際、早来（はやきた）の吉田牧
場へ立ち寄り、テンポイントの墓参りをした時に墓
前で撮った貴重なワンショットである。墓碑には『名
馬テンポイントこゝに眠る』と刻まれている。私は
持参した人参をお供えし、線香をあげ合掌、賽銭箱
に千円札一枚を入れて帰ったのを覚えている。
　私は大学１年の時にこの馬と出会った。バイト先
のスーパーの社長が「この馬は近い将来絶対に強く
なるから、後々値打ちが出るかもしれないので大事
にせいよ！」と言って、栗東トレーニングセンター

副テールツイスター 村上　浩二
に勤める息子さんが持ち帰ったテンポイントが付け
ていた蹄鉄（馬のひづめの底に装着する鉄具）を私
に譲ってくれたのである。それ以来ファンとなり、ずっ
と応援し続けた馬である。もちろんテンポイントの
走りが好きだから応援していたのであるが、他にも
理由があった。とにかくテンポイントはレースに出
ると連（２着以内）を外さなかったのである。戦跡
を見れば分かるように18戦11勝、その内２着４回、
３着１回、着外はわずか２回だけであったが、この
２回もレース中に骨折した最後の１戦が含まれるの
で、実質の着外は１回だけであった。馬券を買う上
では最も信頼をおける馬で、お金に苦しんでいた大
学時代のことでもあるが、帰郷の際の新幹線代を稼
がせてくれたこともあった。他の理由とはそういう
ことも含まれている。
　私の記憶をたどると大学２年になった昭和51年、
４歳馬（現在の３歳馬）しか出場できないクラシッ
ク３冠の初戦、皐月賞でトウショウボーイに敗れ２着。
秋の菊花賞ではグリーングラスに敗れ２着となる。ちょ

日　時　３月15日㈰　10：30〜
場　所　ライオンズクラブ事務局
出席者　上田会長、村上幹事

幹事 村上　　聡
　合同例会は中止になりましたが、第３回地区ガバ
ナー諮問委員会並びに ZL会員委員会は開始時間を
早めて開催されました。
　日浅 ZC の開会ゴングに始まり明比 RCの挨拶、
ZL 会員委員会では石川２R-GMT・GLT・FWT・
会則委員より各クラブへ会員増強の質疑があり、く
るしま LC が５名増・中央 LC・東 LC についても
新会員の予定ありとの報告がありました。諮問事項
については日浅 ZCから各クラブで改革出来た事や
取り組んでいる事について質問があり、各クラブ会
長から新しいアクティビティや例会の取り組みにつ

いて報告や今後の対応について話がありました。最
後に合同遍路道清掃について日浅 ZCから説明があ
り委員会は終了しました。当日マスクや消毒液を用
意して頂いたくるしま LCに感謝いたします。
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〒794-0041　今治市松本町1丁目6-14 朝蔵ビル3Ｆ
ＴＥＬ0898-22-3779　ＦＡＸ0898-48-1584

代表取締役 オーナーバーテンダー　越智　洋介
今治市大新田町2丁目2－37
ＴＥＬ 0898（23）7 6 4 3

カーテン・ブラインド・クロス貼・イス張替

会長　八 木 隆 志

うどその年はＴＴＧ３強対決と話題を呼び、実力の
拮抗したこの３頭が常に主役だった。しかし翌年の
昭和52年、古馬の５歳になった年、テンポイントは
とうとう天皇賞（春）に優勝する。現在でいうと堂々
のＧ１ホースとなった。だが最大のライバルであり、
一度も勝てない大きな壁があった。それは現在の天
才騎手武豊の父である武邦彦騎乗のトウショウボー
イだった。武邦彦という騎手は素晴らしい騎乗テク
ニックを持ち合わせていた。またレースの駆け引き
を熟知し、どんな馬に乗っても対応し、うまく走ら
せていたという印象がある。そういう意味では息子
の武豊は完全に親父の血を受け継いでいる。それに
比べテンポイントの鞍上は鹿戸明という私と同じく、
あまり人相の良くない男であり、叩き上げの職人気
質で、熱意と根性で馬を走らせる乗り方をするまっ
たく対照的な二人であった。しかし、ようやく私が
歓喜する時がやってくる。その年の年末、第22回有
馬記念において、初めてトウショウボーイを破り優
勝したのである。もう力でねじ伏せた勝ち方だった。
しかもグランプリという大舞台での快挙である。３
着にはグリーングラスが入ったが、これも前年の菊
花賞の借りを返した。また見事に昭和52年の年度代
表馬（野球でいうＭＶＰ）まで獲得した。今でも覚
えているが、その時最初で最後だと思うが、武邦彦
に「もう完敗です」とまで言わしめたのである。鹿
戸明も男をあげたレースだった。このレースを最後
にトウショウボーイは引退した。
　翌年はじめ、テンポイントを悲劇が襲った。レー
ス中に左後脚を骨折してしまったのである。今でも
私の脳裏には実況の声が鮮明に蘇ってくる。「どう
したテンポイント…？。一体何があった…？。何が
起こったんだ…？。」とアナウンサーの悲鳴に近い

叫び声である。私はその時ちょうど後期試験の真っ
最中、もちろん勉強どころではなくなっていた。即
座にテンポイントには薬殺処分（安楽死）が下され
た。だが私を含めた全国のファンは黙っていなかった。
ファンとしては、テンポイントにだけはそれをどう
しても許せなかった。連日テレビで、ラジオで、新
聞紙上においても、薬殺処分の撤回を求める抗議が
殺到したのである。最終的にはその処分は免れ、大
手術も行われたのだが、立っていられない馬が生き
ていられるわけがなかった。昭和53年３月５日、テ
ンポイントは二度とターフに戻ってこない天馬となっ
てしまった…。
　私は競馬を見るたびに、いつも気になっていた。
いつかは北海道まで行き、思い入れの深かったこの
馬の墓参りがしたいと。11年前、やっと念願がかなっ
た時のこのワンショットはいつまでも私の心の中に
残るであろう。
　現在、『流星の貴公子・テンポイント号』の蹄鉄
は金メッキを施し、我が家の家宝として金庫に納め
てある。多分来ないだろうが、もし鑑定団が来ても、
これだけは絶対に誰にも譲れない品物であることに
間違いはない。
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〒794－8522　愛媛県今治市旭町2丁目3－4
TEL（0898）36－1111　FAX（0898）36－1139
http://www.imabari-kokusai-hotel.co.jp/

客室数四国最大級355室

今治拝志郵便局

そばにいるから、できることがある。
P O S T

＊日　時　令和２年３月５日㈭　12：15〜
＊場　所　今治国際ホテル
＊出席者　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29名　　　67.5％
＊会長挨拶
＊アワード贈呈
　29ヵ年皆出席賞　渡辺　正隆
　12ヵ年皆出席賞　村上　　聡
　11ヵ年皆出席賞　上田　陽二
　５ヵ年皆出席賞　平田　　弘
　１ヵ年皆出席賞　越智　洋介・東郡　涼太
＊食事懇談
＊審議事項
１．�４月第１例会時間・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．�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

＊報告事項
１．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３月12日㈭　18：30〜
　　　　　　ライオンズクラブ事務局
　次回例会は３月19日㈭　12：15〜
　　　　　　今治国際ホテル「未定」

例会・理事会報告
３月第１例会報告

３月第２例会報告

＊日　時　令和２年３月19日㈭　12：15〜
＊場　所　今治国際ホテル
＊出席者　会員57名中　不在会員２名
　　　　　　　　　　　優待会員０名
　　　　　　　　　　　終身会員７名
　　　　　純出席者30名　　　71.5％
＊指名会
＊会長挨拶
＊アワード贈呈
　５ヵ年皆出席賞　矢野　　賢
　４ヵ年皆出席賞　阿部　清行
＊食事懇談
＊審議事項
１．サイクルスタンド贈呈について
２．第66回複合地区年次大会本登録について

ドネーション情報
上田　陽二　新型コロナウイルスが流行っています

が健康には留意してください。
梶原　俊二　肺炎・新型コロナウイルスが避けてく

れるように願いドネーション致します。
又、予防としてマイ・アルコールを所
持しています。皆様も気を付けて生活
してください。

３月第１理事会報告
＊日　時　令和２年３月12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．サイクルスタンド贈呈について
２．第66回複合地区年次大会本登録について
３．�今治・尾道ＬＣ親善ゴルフコンペ助成金について
４．台湾嘉義ＬＣ訪問記念品、会員手帳について
５．その他
＊報告事項
１．２月末会計報告
２．指名委員会報告
３．その他
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梶原宅建株式会社
代表取締役　梶原　俊二

〒794－0064　今治市小泉3丁目9－12
ＴＥＬ（0898）32－9776　ＦＡＸ（0898）32－9666

処方せん調剤

今治けんこう薬局
今治市常盤町5丁目3－39　TEL（0898）32－6130　FAX（0898）32－6140

上浦ハート薬局
今治市上浦町井口5297－1　TEL（0897）74－0630　FAX（0897）74－0631

上田　陽二　本日指名会も無事終わりました。あり
がとうございました。

原田　慎二　指名会が無事終了しました。有難うご
ざいます。

梶原　俊二　コロナウイルスに関係し、住宅設備の
搬入が難しい中、３棟の引越しの見通
しがつきましたのでドネーション致し
ます。

八木　隆志　３月度のクラブ同好会ゴルフコンペで
優勝しました。

㟢山　俊紀　今年、１年間前倒しで四国ゴルフ連盟
競技委員長を拝命致しました。今まで
お世話になったお礼をお返しするつも
りで活動していきたいと思います。

ドネーション情報

＊日　時　令和２年３月26日㈭　18：30〜
＊場　所　ライオンズクラブ事務局
＊出席者　役員19名中　13名出席
＊決議並びに審議事項
１．�５月第１例会時間・場所変更について
２．�次期地区役員・委員研修会について
３．�その他
＊報告事項
１．その他

３月第２理事会報告

３．�今治・尾道ＬＣ親善ゴルフコンペ助成金について
４．台湾嘉義ＬＣ訪問記念品、会員手帳について
＊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
会出席報告

２．第66回地区年次大会縮小開催について
３．第48回２Ｚ合同例会冊子代について
４．嘉義ＬＣ訪問について
５．その他
＊幹事報告並びに終末事務
　次回理事会は３月26日㈭　18：30〜
　　　　　　ライオンズクラブ事務局
　次回例会は４月２日㈭　18：00〜
　　　　　　千年松 　ライオンズの皆さんへこの困難の時において、

自分自身と地域社会とを健康に保つという自ら
の務めを果たし続けている皆さんに感謝したい
と思います。この世界的危機の中における皆さ
んの勇気が周囲の人々に示してくれていること
があります。それは、たとえコロナウイルスが
私たちの生活様式を変えてしまっても、ライオ
ンズとしてのあり方を変えたわけではないとい
うことです。私たちは希望であり、思いやりを
示し、そして共にこの状況に立ち向かっていま
す。思い出してください。ライオンズは１世紀
以上、奉仕をしてきました。この100年以上の間、
大変な困難にいくつも直面してきましたが、私
たちは常にそういった中で、奉仕し、希望を取
り戻し、そして地域社会を一つにしてきたので
す。私たちは、今まで常にしてきたように、こ
の大変な困難を乗り越えていきます。健康と安
全を第一にすることで、ライオンズならではの
思いやりを引き続き実践していきましょう。地
域社会が私たちに求めるあり方を、引き続き保っ
ていきましょう。すなわち、ライオンズとして
のあり方を。よろしくお願いいたします。

　　　　　　　　　　　国際会長
　　　　　　　　　　　ジュンヨル・チョイ

国際会長からのメッセージ
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　四月になり寒さも遠のいて、と
ても過ごしやすい気候となってま
いりました。春の風物詩と言える
行事は沢山ありますが、新型コロ
ナウイルスの影響で行えないのは
寂しい限りですね。そんな中せめ
て食事の中で春を探してみてはい
かがでしょう！筍やたらの芽といっ
た山菜や鰆や蛤など旬を迎える食
材は栄養的にも優れていて身体に
も良いかと思います。上田丸の航
海もいよいよ最終コーナーを回り
ました。皆さん体力をつけて一緒
に乗り切りましょう！
� （MC委員長　関　英輔）

１ 水

2 木 第１例会 ( 第1404回 )（18：00〜　千年松）

3 金

4 土

5 日

6 月 理事会打ち合わせ会（13：30〜　事務局）

7 火

8 水

9 木 第１理事会（18：30〜　事務局）

10 金

11 土

12 日

13 月 例会打ち合わせ会（13：30〜　事務局）

14 火

15 水

16 木 第２例会（第1405回）（12：15〜　今治国際ホテル）

17 金

18 土

19 日

20 月 理事会打ち合わせ会（13：30〜　事務局）

21 火

22 水

23 木 第２理事会（18：30〜　事務局）

24 金

25 土

26 日

27 月 例会打ち合わせ会（13：30〜　事務局）

28 火

29 水 昭和の日

30 木

同好会情報　ゴルフ同好会
今治LC３月度月例結果

順位 氏　名 Total HC Net
優勝 八木　隆志 83 13.0 70.0
２位 㟢山　俊紀 73 1.6 71.4
３位 平田　　弘 90 14.4 75.6
B.B 安永　健治 96 12.6 83.4

◇３月14日㈯　今治CC　参加人数　９名


