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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

５月７日㈭　吹揚神社清掃
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退任ご挨拶

　今期、上田会長、村上幹事のもと会計という大役を任命され、何とか無事に一年を
終えることが出来そうです。今期は当初から波乱のスタートで始まり、最後にはコロ
ナウイルスによるパンデミックで、例会、理事会等を中止にせざるを得ない状態とな
り、メンバーの皆様には大変ご迷惑おかけすることとなりました。
　しかしながら、今期のメインアクティビティである、今治城天守閣の展望パネルと
木製ベンチの贈呈式を始め、カッター大会、バレーボール大会、市役所前の花の植替
え、献血等はメンバーの皆様のおかげで無事に終えることができました。
　一年間色々な事がありましたが、貴重な経験をさせて頂きました。この経験を活か

してこれからも今治ライオンズクラブのメンバーとして、精進していければと思っています。
　一年間ありがとうございました。

会計 中村　浩治

会長 上田　陽二
　昨年７月第一例会で緊張の中ゴングを鳴らし挨拶をさせて頂いてから一年が過ぎま
した。振返りますに昨年４月７日の地区年次大会に置いて、次期地区ガバナー候補が
否決されるという事態となり波乱の幕開けとなりました、後に就任されました高岡地
区ガバナーにおかれては大変ご苦労された事と思います。しかしこのときはまだ今期
終盤に大きな出来事が起こるとは思いもよりませんでした。今年３月になり『新型コ
ロナウィルス』が全世界に猛威を振るいライオンズクラブ本部も閉鎖されクラブ運営
も手探りの状態になり、会員の皆様には大変ご迷惑をお掛け致しましたが、皆様のご
理解・ご協力の下なんとか乗り越える事が出来たと思います。今後、社会もクラブも

変革しなければいけない始まりの年に自分自身が当たったように感じます。私自身は力不足でありましたが
原田次期会長にはクラブをより発展させて頂くようお願いたします。
　過ぎてしまえば早い一年でしたが中身の濃い充実した年でした。人と人の繋がりの大切さをあらためて感
じさせて頂いた事に感謝し退任の挨拶に代えさせていただきます、本当にありがとうございました。

　昨年上田会長の幹事を受けると決めてからいろいろありましたが何とか今期も終わ
ろうとしています、上田会長・中村会計・羽田野会員委員長には私自身の事でご心配
やご迷惑をかけ大変申し訳なく思っております。メンバーの皆様にはメインアクティ
ビティ『今治城天守閣展望パネル並びにベンチ設置』や継続アクティビティ、また各
イベントにも積極的に参加頂きありがとうございました、今期後半は新型コロナウィ
ルス感染拡大防止の為の非常事態宣言に翻弄され、年次大会が中止になった他リジョ
ン・ゾーンのアクティビティや会合の中止及び延期、都度変更になる予定に苦労しま
した、クラブ内に於いても例会の中止や書面審議への変更等、先が読めない状況の中

メンバーの皆さんにはご迷惑をお掛けしましたが、執行部の対応にご理解頂き感謝しております本当にあり
がとうございました。今期前半には大分県日田市を訪問し日田 LCとのゴルフでの交流やOSEALフォーラ
ム広島への参加が思い出のひとつです、日田 LCとは今後も交流が続くように願っております。
　各委員長さんをはじめ事務局の井出さんには大変お世話になりました、特に横田計画委員長は副幹事を兼
任し後半私が出席出来なかった例会の対応や書面審議になった例会対応等無理なお願いに答えて頂きました、
八島環境保全 ･保健福祉委員長にも献血場所の変更やフジ波止浜店との交渉等お世話になりました、書きた
い事はいっぱいありますが幹事の至らぬ点をカバーして頂いた中村会計、いろいろな問題を臨機応変に対応
して頂いた上田会長のお陰で無事幹事を務める事が出来ました、一年間本当にありがとうございました。
　私は今期をもって退会致しますが今治 LCに入会して多くの方と知り合い学ばせて頂きました、入会した
頃はただ参加し挨拶するだけのライオンズも、地区委員・会計・幹事と重要な役職を経験させて頂きクラブ
運営にかかわらせて頂いたことで、地域とライオンズクラブの関係や重要性が理解できたように思います、
最後になりましたがまたいつか今治 LCの皆さんとかかわれるよう私自身も精進を続けたいと思います、皆
さん本当にお世話になりました、ありがとうございました。

幹事 村上　　聡
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今治市町谷甲６８８－１７
ＴＥＬ47－1161　ＦＡＸ47－2630

ビル総合管理・貯水槽清掃

四国アイビ株式会社
〒799－2101
今治市波方町波方甲2010番地１
ＴＥＬ（0898）４１－８０８１
ＦＡＸ（0898）４１－６４７２

正和汽船株式会社

　地区ガバナーの選出が諸般の事情により前代未聞、空前絶後の状態となりキャビネッ
ト体制が出来ていない中で、2019年６月１日午前11：00から次期地区委員等研修会が
伊予市の「ウェルピア伊予」で開催され、昼食を取れないまま高速道路を走り、今治
国際ホテルまで帰って午後３：00からは「336－ A地区２R年次会合」に出席。波乱
を予感させる出発であった。
　今治ＬＣを代表して指命された以上、この１年間最大限の努力をしようと思い、下
記の結果の通りの活動となりました。ポイントとしては「道前キャビネット」という
理由もあったとは思うが、この数年の「東予ＬＣ」のＹＣＥ生派遣・受入れは非常に

顕著でした。そのパワーの源は一体何だろう。そして僅か12名の会員数である「伊予小松ＬＣ」の情熱の理
由は何か。それを知りたいがために「働き方改革」の時流ではあるが、４Ｚの会合には出来る限り出席させ
て頂きました。そして、奥義を掴みました。昔から「習うより慣れろ」と言いますが、両クラブはその上を
行っていました。「それを楽しむ」事である。その境地に至れば強さが持続する組織となれる。その事を会
員の皆様に伝える事が出来るので、私の地区委員としての１年間も無駄ではなかったと確信しています。

2R YCE・ライオンズレオ・国際関係委員 渡辺　正隆

◆活動報告書（2019.6.1〜2020.6.28）�
《2019年》
６月１日　次期地区委員研修会（ウェルピア伊予）
６月１日　２リジョン年次会合（今治国際ホテル）
６月８日　２ゾーン年次会合（今治国際ホテル）
６月22日　�次期リジョン協議会・準備リジョン会議、

次期クラブ委員長スクール・献血・献眼推
進セミナー（西条市総合文化会館）

７月18日　今治 LC例会訪問（今治国際ホテル）
７月19日　�今治中央 LC例会訪問・今治くるしま LC例

会訪問（今治国際ホテル）
７月23日　�夏期 YCE生サマーキャンプ（ウェルピア伊

予・しまなみ海道）
７月27日　第１回リジョン会議（西条商工会館）
８月１日　今治東 LC例会訪問（今治国際ホテル）
８月10日　第１回常設委員会（いよてつ会館）
８月18日　�２Z 第１回ガバナー諮問委員会・ゾーンレ

ベル会員委員会（今治国際ホテル）
８月23日　�４Z 第１回ガバナー諮問委員会・ゾーンレ

ベル会員委員会（MARUBUN小松本店）
８月24日　�西条石鎚レオクラブ５周年記念事業（西条

市総合文化会館）
９月１日　地区ガバナー公式訪問（ユアーズ）
９月18日　�４Z合同例会（ドリーマーベルフォーレ西条）
９月23日　�2019年夏期派遣・受入報告会、第２回

YCE・ライオンズレオ・国際関係委員会（い
よてつ会館）

11月21日　�今治 LC�今治城天守閣展望パネル並びにベ
ンチ贈呈式（吹揚公園）

11月23日　�第２回リジョン会議・第１回新会員オリエ
ンテーション（西条商工会館）

12月13日　�４Z 第２回ガバナー諮問委員会・ゾーンレ
ベル会員委員会（MARUBUN小松本店）

12月15日　�２Z 第２回ガバナー諮問委員会・ゾーンレ
ベル会員委員会（２Zライオンズクラブ事
務局）

《2020年》
２月16日　�2019－2020年度冬期受入報告会、第３回

YCE・ライオンズレオ・国際関係委員会（ア
ワード選考会）（いよてつ会館）

２月23日　�第３回リジョン会議、第２回新会員オリエ
ンテーション（西条市立西条図書館）

３月13日　�４Z 第３回ガバナー諮問委員会・ゾーンレ
ベル会員委員会（太鼓寿し）

４月19日　�第66回地区年次大会・２Ｒ指名選挙（西条
商工会館）

６月20日　２リジョン年次会合（ユアーズ）
６月28日　２ゾーン年次会合（今治国際ホテル）
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石油製品・ＬＰＧ販売
JXTGエネルギー販売店

㈱白石石油店
〒799－1504　今治市拝志３－12
ＴＥＬ48－5653　ＦＡＸ36－6071

　５月17日㈰、フジ波止浜店様の駐車場にて、今期
２回目の献血アクティビティを行いました。
　これまでは、はしはまスーパーハッピープラザ店
様の駐車場にて行っていましたが、残念ながら去年
の11月末日で閉店されたため、今回からフジ波止浜
店様に御協力を頂くことになりました。
　新型コロナウイルスの関係で不安がありましたが、
朝から多くの方にお越し頂き、献血者数142名と大
変多くの方から御協力を頂くことができました。
　献血を終えた皆様には、感謝の気持ちを込めて、
卵１パックをお出ししました。また、いつもは季節
に合わせて峠のアイスやぜんざい等をお出ししてい
ましたが、新型コロナウイルスの関係で今回は自粛
し、代わりにタオルマスク１枚をお渡ししました。

日　時　５月17日㈰　10：00〜
場　所　フジ波止浜店

献血アクティビティ

環境保全・保健福祉委員長 八島　　淳

海洋少年団・ボーイスカウト・ガールスカウト育成資金贈呈式

　５月16日㈯、令和２年度海洋少年団・ボーイスカ
ウト・ガールスカウト合同育成資金贈呈式に出席し
てまいりました。今年度は新型コロナウィルス感染
防止の為合同入団式は中止になり、ライオンズ事務
局で育成資金の贈呈式のみになりました。各クラブ
会長より各団代表へ育成資金を贈呈し団員の方々よ
りのお礼状を頂きました。新型コロナウィルスが早
く終息し以前のように元気に活動が出来るようにと
祈念し閉会いたしました。

日　時　５月16日㈯　14：00〜
場　所　ライオンズクラブ事務局
出席者　上田会長、中村会計

会長 上田　陽二

準備されたマスクと卵

　朝早くから献血の受付及び採血に御協力頂きまし
た皆様、赤十字献血センター様、フジ波止浜店様並
びに準備・片付けを御手伝いして頂いたメンバーの
皆様、誠にありがとうございました。
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今治市拝志5番8号　ＴＥＬ0898－48－1616
URL http://www.seki119.co.jp.

私たちは人と地球により優しい消火器を販売しています

関消防株式会社
代表取締役　田中　敏也

税理士　曽我部　勝

毎月、会計専門家が貴社に出向きます

TKC　曽我部会計有限会社

追悼　故Ｌ. 井出　隆三（2020.5.5 没）

　５月９日、長男　康三さんより、「５月５日に父
がなくなりました。また、この様な厳しい状況の折
ですので、葬儀も家族葬にて執り行いました。しば
らくは、静かに身内で弔いたい。」との連絡があり、
皆様へのお知らせが遅れてしまいました。
　隆さん（普段は「りゅうさん」と呼ばせていただ
いてました。）とは自宅が前同士で又、私の幼少の
頃から家族ぐるみの付き合いでした。子どもの頃、
夜遅く歯の治療をしてもらった事もありました。残
念でなりません。
　隆さんは30才の時に今治ＬＣのチャーターメンバー
として結成に尽力されたそうです。二十周年記念事
業「揺籃期の記録」─胎動からチャーターナイトま
で─　参考
　『「当時私は一番の若者で準備会で会長の選任が非
常に手間どり、時間がかかったと記憶している。選
考委員の方々が出たり入ったり長時間を要したが、
最後に三藤先生が会長に選任された。」（文　Ｌ井出
隆三）
　僅かの記録であるが、我クラブの結成準備会の緊
迫した空気と熱心な討議がうかがわれる。まさに生
みの苦しみと言うべきか。』
　1961.10〜1962.6　健康福祉（盲人更生）委員長
　　　　　〃　　　　出席率　100％
　1962.10.7　　　　�チャーターナイト　ＰＲ及び接

待委員会救護係
　1963.7〜1964.6　�無料健康診断（右写真）�

今治ＬＣ　20周年記念誌より
　1987年第27代会長の時、私は計画委員長に指名され、
よく例会打ち合わせにお邪魔しました。11月井出隆

◇◇◇　ライオン歴　◇◇◇
1964年　２年理事
1965年　１年理事
1973年　１年理事
1984年　第三副会長
1985年　第二副会長
1986年　第一副会長
1987年　会長
1988年　前会長
1990年　２年理事
1991年　２Ｒ　指導力開発・会員・会則委員
1994年　２Ｒ・２Ｚ・ＺＣ

チャーターメンバー　第27代会長　井出隆三氏を偲ぶ
二宮　幹雄

三会長スローガン「夢多き青少年に愛の手を」にのっ
とり、今治市内小・中学生700名を招待し、フェリー
２隻をチャーターして大三島にて村上水軍（当時）
史の講演会・オリエンテーリング大会（写真）を実
施し、参加した青少年達に深い感銘を与える事がで
きました。又、３月には瀬戸大橋見学家族例会と称
し、高速船をチャーターし、瀬戸大橋博覧会の初日
に合わせて全大橋を船中より見学、初日の博覧会に
家族の皆さんと共に訪れ楽しい思い出に残る１日と
する事ができました。そして、この１年は３年後の
今治キャビネット創設に向けてのガバナー選出のた
めの諸準備にあけくれた年でした。1994年には今治
ＬＣ９人目のＺＣに選出され活躍をされました。最
後に特に思い出されますのは、2005年高齢のため退
会を希望され、私では留意できなかった時、当時の
会長鳥井さんが今治ＬＣ唯一無二のチャーターメン
バーがいなくなるのは今治ＬＣにとって大きな損失
になる。是非とも残ってほしいと説得され現在にい
たりました。
　家族とゴルフ・絵画・謡いを愛した井出隆三さん
安らかにお眠りください。

1987年　オリエンテーリング大会（大三島）
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〒794-0007　愛媛県今治市近見町3丁目8-22
工　　　場　ＴＥＬ（0898）２２－４８６９
　　　　　　ＦＡＸ（0898）２２－４１０２

代表者　刈　谷　亮　介

四国運輸局認定工場
各種新車・中古車販売・修理・車検・鈑金塗装
東京海上日動火災保険　代理店

KARIYA　　　　KYOUSUKE 〒799-2109　愛媛県今治市波方町養老甲738－13
TEL（0898）41－4547　FAX（0898）41－4740
E-mail　info@takenaka-kanaami.co.jp.

JQA-QMA-14818

http://www.takenaka-kanaami.co.jp

＊日　時　令和２年５月７日㈭　７：00〜
＊場　所　吹揚公園広場
＊出席者　会員56名中　不在会員３名
　　　　　　　　　　　優待会員０名
　　　　　　　　　　　終身会員６名
　　　　　純出席者29名　　　66.0％
＊会長挨拶
＊今治海洋少年団賛助会費贈呈
＊謝辞
　今治海洋少年団　団長　瀬野　和博
＊メルビンジョーンズフェロー賞伝達
　竹中　尚將、瀬野　和博
　田中　敏也、羽田野修司

＊報告事項
１．�地区年次大会指名選挙・代議員総会議決投票参
加報告

２．合同遍路道清掃中止について
３．�サンライズ糸山拡張施設完成セレモニー中止に
ついて

４．その他
＊幹事報告並びに終末事務
　次回理事会は５月14日㈭　18：30〜
　　　　　　ライオンズクラブ事務局
　次回例会は５月21日㈭　12：15〜
　　　　　　今治国際ホテル「真珠」

例会・理事会報告
５月第１例会報告

＊日　時　令和２年５月28日㈭　18：30〜
＊場　所　ライオンズクラブ事務局
＊出席者　役員19名中18名出席
＊決議並びに審議事項
１．�最終家族例会優秀委員会推薦について
２．�次期クラブ委員長スクールについて
３．次期 ZC�Web�研修会について
４．事務局員の夏期賞与について
５．その他
＊報告事項
１．�その他

５月第２理事会報告

５月第２例会報告
＊日　時　令和２年５月21日㈭
＊場　所　──
＊出席者　会員56名中　不在会員３名
　　　　　　　　　　　優待会員０名
　　　　　　　　　　　終身会員６名
　　　　　純出席者40名　　　85.1％
（書面審議）
＊審議事項
１．�緑の募金協力依頼について
２．最終家族例会時間・場所の変更について
＊報告事項
１．�献血アクテイビティ報告
２．�令和２年度海洋少年団・ボーイスカウト・ガー
ルスカウト「育成資金贈呈式」出席報告

５月第１理事会報告
＊日　時　令和２年５月14日㈭
＊場　所　──
＊出席者　役員19名中16名出席

（書面審議）
＊決議並びに審議事項
１．�最終家族例会時間、場所の変更について
２．�６月第２理事会（予備役員会）時間・場所の変
更について

３．�その他
＊報告事項
１．�４月末会計報告
２．�その他
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　　　　　TEL（0898）36-1111
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　季節は早くも６月を迎え、今期
最後の月となりました。MCライ
オンズ情報委員の役目も大過なく
努める事ができ村上幹事（沢山の
画像助かりました）をはじめ皆様
方にはご指導ご鞭撻を賜わり深く
感謝致します。また貴重な体験を
させて頂き誠にありがとうござい
ました。我がクラブもコロナ禍の
影響で４月５月と例会、理事会な
ど活動が制限され心残りも多々あ
りましたが社会奉仕に精進するに
はまず健康第一です。感染予防対
策をしっかりとして１日も早い終
息と復興またコロナ不況を乗り越
えれるよう共に頑張っていきましょ
う！We�Serve
� （MC委員長　関　英輔）

１ 月 例会打ち合わせ会（13：30〜　事務局）
2 火
3 水
4 木 第１例会（第1408回）（12：15〜　今治国際ホテル）
5 金
6 土
7 日
8 月 理事会打ち合わせ会（13：30〜　事務局）
9 火
10 水
11 木 第１理事会（18：30〜　事務局）
12 金

13 土 次期クラブ委員長スクール（LT・TT・計画委員長含）
（13：00〜　新居浜市民文化センター）

14 日
15 月 例会打ち合わせ会（13：30〜　事務局）
16 火
17 水

18 木 最終家族例会（第1409回）
（18：00〜　今治国際ホテル「クリスタルホール」）

19 金

20 土 次期リジョン協議会／13：00〜、準備リジョン会議／13：40〜、
2R年次会合／15：00〜（新居浜市ユアーズ）

21 日 ゴルフ同好会６月度月例（今治CC）
22 月 理事会打ち合わせ会（13：30〜　事務局）
23 火
24 水
25 木 第２理事会（18：00〜　今治国際ホテル「クリスタルホール」）
26 金
27 土

28 日 第４回ゾーンレベル会員委員会・２Z年次会合
（1６：00〜　今治国際ホテル）

29 月
30 火

同好会情報　ゴルフ同好会
今治 LC ５月度月例結果

順位 氏　名 Total HC Net
優勝 白石　憲司 86 23.0 63.0
２位 鎌田　英一 90 21.0 69.0
３位 八木　隆志 82 9.4 72.6
B.B 原田　慎二 91 12.2 78.8

◇５月23日㈯　今治CC　参加人数　12名


