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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）
【国際会長モットー】

WE SERVE
（われわれは奉仕する）
【国際会長テーマ】

WE SERVE
【ガバナー・スローガン】

誇り・挑戦・進化・輝く未来にウィサーブ
【今治ＬＣ会長スローガン】

人と人 つながる力でウィサーブ
今治ＬＣ会長努力目標

● アクティビティへの積極的参加
● 退会者の防止と新会員の増強
● 例会出席率の向上

ラッキーカード

テールツイスターの時間
８月６日㈭

2

第１例会

IMABARI LIONS CLUBS

８月第２例会
日

時

８月20日㈭

12：15～

場

所

今治国際ホテル

原田会長挨拶

前年度決算報告

本年度予算審議

テールツイスターの時間

中村前会計

アワード贈呈

会計監査報告

㟢山財務委員長

村上テールツイスター

1カ年皆出席賞

メンバー卓話

鳥井先輩

矢野幸治さん

木村前監査委員

二宮幹雄さん

エイジシュートおめでとうございます

3
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読書よもやま話
今年度のメインアクティビティは市内の市立保育
所に絵本を送ることに決まりました。
日本の未来世界の未来を創造し支えてくれる今の
子供たちに、情操や知能の発達や思いやりや優しさ
や人として備えるべき情緒を育んでくれる本に親し
んで貰おうという原田会長の発案によるものです。
又それだけにとどまらず、子供たちにどのように
読み聞かせれば子供の心に良く届くのかその読み聞
かせの講習会まで計画を練っていました。
読み聞かせ方に何かコツのようなものでもあるの
なら是非自分も講習を受けておいていつか生まれて
くる孫に絵本を読んで聞かせてやりたいものだと思
います。
うちの子供がまだ小さいころ、小学校に上がる前
だったと記憶しますが絵本を読んであげたことがあ
ります。よほど嬉しかったのか面白かったのか喜ん
で、もう一回、もう一回と何度も言うので最後は面
倒くさくなってスラスラ早口で読んでしまいました。
それ以来娘は「本を読んで」
と二度と言わなくなっ
てしまい、私から「本読んであげる」と言っても寄っ
て来なくなってしまいました。その時気づきました。
たった一度の親のミスが子供にとっては大きな重し
になってしまうこともあるということを。孫には絶
対そんな失敗はしないようにしよう。
子供の心は本当に繊細で純真でデリケートで、接
し方を一歩間違えるとその子にとってはずっと消え
ない心の歪みを抱えてしまうことになってしまうこ
ともあります。
そのことに気が付けばまだましで、反省もし、謝
りもすればなんとか修復も可能ですが、最悪なのは
そのことに気づかないままでいる大人の何と多いこ
とか。もし家庭や学校がそんな大人で溢れていたら
その場所は子供にとっては決して安心していられる
場所ではなくなってしまうのではないでしょうか。
教育現場が抱える問題の根っこ、子供のことで悩
みを抱える家庭の問題の根っこ、敷衍すれば家庭や
教育現場だけではなく大人の社会、職場のなかで実
際に起きている差別やいじめの問題の根っこも実は
そんなちょっとした想像力の欠如が原因だったりす
るのかも知れません。
（Y.K）

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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Zoom って何？
３密を避けるため大人数で集まりにくい今、
リモー
ト会議が盛んに行われています
『Zoom』は、
パソコン、
スマートフォンやタブレッ
トを使って、セミナーや会議をオンライン上で開催
するために開発されたアプリです。
オンラインやリモートとなどと聞くと、その言葉
だけで敬遠される方もいらっしゃるかもしれません
が。その仕組はとてもうまくできていて、一度経験
すると腑に落ちるはずです。
たとえば一般的な講師と対面するセミナーを想像
してみて下さい。
受講したいセミナーがあった場合、そのセミナー
に申し込みます。すると、主催者から、招待状や受
講票が届きます。受講者は、その時間に、その場所
へ行けばセミナーを受講することができます。
Zoom も、これと全く同じです。
セミナーの主催者からメールで招待 URL または、
ミーティング ID を受け取ります。指定の時間に、
その招待 URL をクリックするか、ミーティング ID
を入力するだけで、セミナーに参加できます。質疑
応答も可能です。
メインアクティビティの『読み聞かせ講習会』も
この Zoom を利用して行われます。この機会にぜひ
体験してみてください。

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

日

時

出席者
会計

７月16日㈭ 今治東ライオンズクラブ
17日㈮ 今治くるしまライオンズクラブ
今治中央ライオンズクラブ
二宮２ＺＣ、白石２ＺＣＡ、原田会長
横田幹事、久保田会計

久保田裕二

去る７月16日、今治東ライオンズクラブ、翌17
日、今治くるしまライオンズクラブの例会に名誉あ
る今治ライオンズクラブの三役の一員として参加し
てまいりました。
入会６年目にして他クラブの例会に出席するのは
初めての経験でありまして色々と勉強させていただ
きました。コロナ禍での例会開催でもあり、コロナ
に対する温度差は多少あったにせよ色々ご苦労をさ
れたであろう形跡を見させていただきました。両ク
ラブの実情などは皆目わかりませんが、
新体制になっ
たばかりの最初の例会だけに両クラブともに“やっ
たるで”の意気込みが伺える瑞々しい空気に満ちて
いたように感じました。両会長の挨拶もよどみなく
自らのお話をされクラブを引っ張っていくというリー

ダーシップというか
心意気のようなもの
をしっかり感じとる
ことができました。
大勢の人の前で話を
するというのは自分
自身の人格ををさら
け出すことでもある
と思いますので結構
大変な作業なのですが流石に多くの従業員を抱えて
常に会社の舵取りを考えておられる経営者さんなん
だなと感じることは多くありました。全体的な流れ
は我がクラブも他所のクラブも大きくは違わないも
ののクラブの伝統に対する重み、重厚感のようなも
のが我がクラブにはしっかり根付いているように感
じました。ライオン６年目のまだまだ駆け出しです
ので分らんことだらけです。出来ることなら終身会
員を目指したいと思っていますが、取り敢えずこの
一年恙なく完走したく思います何卒よろしくお願い
致します。
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２Z 相互訪問例会

2Z 第1回地区ガバナー諮問委員会並びにゾーンレベル会員委員会
日 時
場 所
出席者

幹事

８月29日㈯ 16：30～
今治国際ホテル
二宮２ＺＣ、白石２ＺＣＡ、原田会長
菊川第一副会長、横田幹事、久保田会計
村上副会員委員長、木村サポート委員

横田

勤治

８月29日㈯に第１回ゾーンレベル会員委員会、第
１回地区ガバナー諮問委員会が二宮 ZC のゴングに
より開催されました、二宮 ZC・白石 RC からの挨
拶の後今岡会員会則委員から各クラブへ会員のドロッ
プ防止や会員の増強について質問があり、どのクラ
ブも同じような問題があるようでした、また会員募
集のポスターは作りたいと思いました、会員委員会
の後二宮 ZC から諮問委員会が始まり各クラブへメ
インアクティビティについての質問があり、各クラ
ブ、コロナウイルスの影響もあり人が集まるアクティ
ビティを計画できないため苦労しているようでした、

その他質疑があり地
区委員の活動報告で
は村上地区委員から
LCIF の説明とお願
い、野間地区委員か
ら公共トイレの現状
説明と清掃計画のお
願いなど報告があり
ました、最後は白石 RC から講評がありました。場
所をダイヤモンドに移し、井出 IT 特別委員からプ
ロジェクターでベイルートの大爆発被災の現地ライ
オンズクラブが作成した支援要請ビデオ映像を映し
災害などが発生したら各地区の RC、ZC がリーダー
シップをとって速やかに対処する必要がある説明が
ありました。
懇親会が二宮 ZC の開宴の言葉で開催されました、
出席された皆さん長時間お疲れ様でした。

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

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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ドネーション情報

８月第１例会報告
＊日 時
＊場 所
＊出席者

令和２年８月６日㈭ 12：15〜
今治国際ホテル
会員55名中 不在会員３名
優待会員０名
終身会員７名
純出席者31名
72.1％

＊会長挨拶
＊ビジター紹介
336-Ａ地区２Ｒ ＲＣ
白石 公成様
336-Ａ地区２Ｒ 青少年・LCIF・ライオンズクエスト委員

村上真理子様
336-Ａ地区２Ｒ 環境保全・保健福祉・GST・アラート委員

野間 道博様
336-Ａ地区 ＩＴ特別委員（２Ｒ担当）

井出 幸彦様
336-Ａ地区２Ｒ ＲＣＡ
明比 保親様
＊ビジター挨拶
336-Ａ地区２Ｒ ＲＣ
白石 公成様
336-Ａ地区２Ｒ 青少年・LCIF・ライオンズクエスト委員
村上真理子様
336-Ａ地区２Ｒ 環境保全・保健福祉・GST・アラート委員
野間 道博様
336-Ａ地区 ＩＴ特別委員（２Ｒ担当）
井出 幸彦様
＊食事懇談
＊審議事項
１．第１回ガバナー諮問委員会並びに
ＺＬ会員委員会について
＊報告事項
１．相互訪問例会出席報告
２．今治駅前サイクリングターミナル竣工式出席報告
３．その他
＊幹事報告並びに終末事務
次回理事会は８月13日㈭ 18：30〜
ライオンズクラブ事務局
次回例会は８月20日㈭ 12：15〜
今治国際ホテル ｢真珠」

シーリング・防水施工
塗装工事全般

株式会社
代表取締役

リ

ペ

ン

ＲＩＰＥＮ

東

郡

涼

太

〒794-0065 今治市別名499番地10
ＴＥＬ0898-33-2775 ＦＡＸ0898-31-3346
携 帯090-9771-4858
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例会・理事会報告

336-Ａ地区２Ｒ ＲＣ
白石 公成様
ＲＣＡ 明比 保親様
今後とも宜しくお願いいたします。
336-Ａ地区２Ｒ 青少年・LCIF・ライオンズクエスト委員
村上真理子様
今後とも宜しくお願いいたします。
336-Ａ地区２Ｒ 環境保全・保健福祉・GST・アラート委員
野間 道博様
今後とも宜しくお願いいたします。
原田 慎二 白石ＲＣ様又地区委員の皆様、本日は
例会訪問頂きありがとうございます。
貴田 敏幸 7/21に２回目のホールインワンを達成
いたしました。今治ＣＣ№12ホールで
した。
久保田裕二 新体制発足早々チョンボをしてしまい、
原田丸の信頼をそこねてしまいました。
以後気を付けます。
㟢山 俊紀 8/4道後ＧＣで愛媛ミッドシニア選手
権が行なわれ優勝することができました。
村上 浩二 今月は私の誕生月です。8/31です。ち
なみに妻は前日の30日が誕生日です。
羽田野修司 ２ＲＣ白石様始め各地区役員の皆様方
ようこそ今治ＬＣへお越しいただきま
した。
鎌田 英一 本年度２号目となる８月会報誌を発刊
することができました。今後の写真等
のデータ含めご協力よろしくお願いし
ます。
渡辺 正隆 ゴルフ同好会７月度月例で瀬野さんの
配慮と新ＨＣのお陰もあり優勝させて
いただきました。
藤髙 研志 ＦＣ今治の応援に協賛いただきまして
有難うございます。
横田 勤治 白石ＲＣ、
地区委員の皆さんいらっしゃ
いませ。ＣＤステレオの調子が悪く失
礼しました。
刈谷 亮介 皆さんコロナに負けずに頑張りましょう！
東郡 涼太 皆さんコロナに負けずに頑張りましょう！
宇野 一世 マスクと消毒液をドネーションします。

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

今治市南大門町２丁目３−８

ＴＥＬ（0898）33−3777
ＦＡＸ（0898）33−3772

ドネーション情報

＊日 時 令和２年８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13名出席
＊審議事項
１．メインアクティビティ予算審議
２．ＣＤラジカセ購入について
３．その他
＊報告事項
１．７月末会計報告
２．ＬＬ誕生祝について
３．その他

慎二

鳥井

洋

梶原

俊二

安永 健治

８月第２例会報告
＊日 時
＊場 所
＊出席者

原田

令和２年８月20日㈭ 12：15〜
今治国際ホテル
会員55名中 不在会員３名
優待会員０名
終身会員７名
純出席者32名
74.5％

＊会長挨拶
＊アワード贈呈
３ヵ年皆出席賞 藤髙 研志
１ヵ年皆出席賞 矢野 幸治
＊食事懇談
＊審議事項
１．前年度決算報告
２．緊急用積立金決算報告
３．国際交流基金決算報告
４．特別積立金決算報告
５．退職金積立金決算報告
６．物品資産明細報告
７．会計監査報告
８．本年度予算審議
９．メインアクティビティ予算審議
10．地区ガバナー公式訪問について
＊メンバー卓話「会費の歴史あれこれ」二宮
＊報告事項
１．その他
＊幹事報告並びに終末事務
次回理事会は８月27日㈭ 18：30〜
ライオンズクラブ事務局
次回例会は９月３日㈭ 12：15〜
今治国際ホテル ｢真珠」

二宮

幹雄

村上

浩二

貴田

敏幸

横田
刈谷

勤治
亮介

東郡

涼太

今年度のメインアクティビティがいよ
いよ始動します。ご協力よろしくお願
い致します。
去
 る8/8今治ＣＣに於いてアウト36イ
ン36グロスという素晴らしいスコアで
回りベストスコアを大きく塗り替える
ことができました。私の年が76歳なの
で余裕のエイジシュートも達成するこ
とができました。
鳥井様のエイジシュートパープレーを
お祝いしドネーションいたします。
鳥井さんがエイジシュートをしたので、
悔しいけど二度とないと思いますので
気持ちよくドネーションいたします。
会報８月号の表紙に大きく写真を載せ
ていただきありがとうございました。
鳥井洋さんエイジシュートおめでとう
ございます。
鳥井洋さんエイジシュートおめでとう
ございます。
ＣＤラジカセを新調しました。
コロナ渦に加え猛暑日が続いておりま
す。皆様ご自愛ください。
コロナ渦に加え猛暑日が続いておりま
す。皆様ご自愛ください。

IMABARI LIONS CLUBS

８月第１理事会報告

８月第２理事会報告

幹雄

＊日 時 令和２年８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13名出席
＊審議事項
１．病気欠席者について
２．病気見舞について
３．２ＲＣ並びに地区役員・地区委員例会訪問・４
Ｚ合同例会について
４．その他
＊報告事項
１．その他

カーテン・ブラインド・クロス貼・イス張替

代表取締役 オーナーバーテンダー

越智

洋介

〒794-0041 今治市松本町1丁目6-14 朝蔵ビル3Ｆ
ＴＥＬ0898-22-3779 ＦＡＸ0898-48-1584

取締役会長

八木隆志

今治市大新田町 2 丁目 2 －37
ＴＥＬ 0898（23）7 6 4 3
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2019年度 今治市民カッター競技大会

編 集 後 記
コロナ禍…今、現代社会におい
てこれにまさるリスクはないと思う。
一般生活において、また事業運営
等、経験したことがないだけに社
会が戦々恐々である。このような
中で「ライオンズ活動」とはどう
あるべきか従来の切り口でいいのか、
しばらくは執行部は悩みが増える
ことだろう。｢お互い気を付けましょ
う」といっても目に見えない相手
だけにどうすればいいのか…悩み
が増えるのは何も執行部だけでは
ない。
加えてこの酷暑の中でのマスク
である。我々大人はいいとしても
幼児が小さいマスクをしているの
を見ると「ああこの子たちは本当
に感染しないように」
と痛切に思っ
てしまう。
この原稿を書くにもついついネ
ガティブな内容になってしまう。
どなたか明るい話題を提供してく
れたら…
最後になぞかけを一つ
コロナとかけて…下手な芝居と解
くそのこころは
どちらも・か・ん・せ・ん・したくあ
りません。 （MC 委員 Ｔ・Ｈ）

2020.9
１

火

2

水

3

木 第１例会（第1414回）
（12：15～ 今治国際ホテル）

4

金

5

土

6

日

7

月 理事会打ち合わせ会（13：30～ 事務局）

8

火

9

水

10 木 第１理事会（18：30～ 事務局）
11 金
12 土
13 日 地区ガバナー公式訪問（14：30～

ユアーズ）

14 月 例会打ち合わせ会（13：30～ 事務局）
15 火

発

16 水
17 木

第２例会（第1415回）
（12：15～ 今治国際ホテル）
理事会打ち合わせ会（例会終了後 事務局）

18 金
19 土
20 日
21 月 敬老の日
22 火 秋分の日

行

ホームページ

http://ima-lc.jp

事務局

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

原田 慎二
今治市枝堀町2丁目1-13
TEL
（0898）
22-5246

幹

事

横田 勤治
今治市山路412-1
TEL
（0898）
33-0077

会

計

久保田裕二
今治市南大門町1丁目2-14
TEL
（0898）
31-7821

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

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

MC・ライオンズ情報

委員長

MC・ライオンズ情報

委

員

12：15〜13：30

鎌田 英一
今治市波方町岡甲263-5
TEL
（0898）
52-2021
船越

裕太・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9月3日

