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【国際会長テーマ】

【ガバナー・スローガン】

【国際会長モットー】

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）

誇り・挑戦・進化・輝く未来にウィサーブ

WE SERVE

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

2020.7　　　　　　　　　　　　　　　2021.6

地区ガバナー公式訪問
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　９月13日㈰新居浜市のユアーズにおいて、地区ガ
バナー公式訪問が開催されました。
　当クラブから二宮ゾーンチェアパーソン、菊川第
１副会長と３人で出席して参りました。例年ですと
幹事、会計も一緒ですが、今年は３密を避けるため
出席依頼がありませんでした。二人はとても残念がっ
ていました。
　酒井公一ガバナーは語り口は柔らかいですが、はっ
きりとしていて若々しいイメージの方でした。
　各クラブ会長が今年度の目標と抱負を発表しまし
た。皆さんコロナ禍のためアクティビティも会員増
強も苦労されている様子でしたが、中には新入会員
を迎えたクラブ、周年事業に邁進しているクラブの

報告もあり大いに刺激を受けました。
　３時間の長丁場の後に二宮ゾーンチェアパーソン
の乾杯の音頭で始まった懇親会、そして帰りの車で
もライオンズ話をあれこれと尽きない一日となりま
した。
　菊川さん運転ありがとうございました。

日　時　９月13日㈰　14：30～
場　所　ユアーズ
出席者　二宮 ZC、原田会長、菊川第１副会長

地区ガバナー公式訪問

会長 原田　慎二

　９月３日木曜日、第一例会終了後に市役所前花時
計の花の植え替えアクティビティを行いました。
　当日は原田会長を始め、多くのメンバーの皆様に
御参加頂きました。
　台風の影響で雨が降るのではないかと心配してい
ましたが、素晴らしい快晴に恵まれ、逆に残暑厳し
い中での作業となりましたが、メンバーの皆様と、
今治ワークスの皆様のご協力のおかげで、スムーズ
に植え替え作業を終え、花時計の美しい姿を蘇らせ
ることが出来ました。
　参加頂いたメンバーの皆様、今治ワークスの皆様、

日　時　９月３日㈭　14：00～
場　所　今治市役所前

市役所前花時計花の植え替え

ご協力ありがとうございました。
　次回も宜しくお願いいたします。

環境保全・保健福祉委員長 矢野　　賢
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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

追悼　故Ｌ. 小池　精藏（令和２年８月23日没）
◇◇◇◇◇　ライオン歴　◇◇◇◇◇

　L小池精藏氏が８月23日に亡くなりました。45年
ものライオンズ歴があり、93歳になる今年の新年家
族例会においては餅つきもこなす鉄人でした。昭和
２年３月に当時の波方村（はがた）に生を受け尋常
高等小学校を終え、教師の薦めで東京に出る。軍国
化の色が濃くなっていく時代に育ち昭和19年難関を
くぐり抜け、憧れを持って静岡県富士宮の陸軍少年
戦車兵学校に入校する。翌20年７月には一部の者の
み繰上卒業が許され、宮崎駐屯地に配属されるが、
そこで終戦をむかえることになる。僅か一年余りの
少年戦車兵学校ではあるが、そこでの厳しい訓練に
耐えた経験が10代の少年にとってその後の人生に亘っ
て大きな影響を与えたことは想像に難くない。物静
かで優しく朗らかなれど、ことあればポイントをつ
いた発言やアドバイスが返ってくる小池氏のスタン
スには、その当時培われた目標を持って挑み続ける
というスピリットが感じられ、決してその場限りの
ものでなく相手の立場をおもんばかった発言である

1977年　副ライオンテーマー
1978年　副幹事
1979年　テールツイスター
1980年　幹事
1981年　会計監事
1983年　二年理事、副ライオンテーマー
1984年　二年理事、副会計
1985年　会計
1986年　第三副会長
1987年　第二副会長
1988年　第一副会長
1989年　会長
1990年　前会長、キャビネット会計
1991年　二年理事、336-A 地区会計監査委員、336複合地区監査委員

1992年　一年理事
1993年　二年理事
1994年　一年理事（LSC連絡員）
1995年　理事（LSC連絡員）
1996年　理事（LSC連絡員）
1998年　理事（１年任期）
2000年　理事（２年任期）
2001年　２R・RCA、理事（１年任期）
2005年　理事（２年任期）
2006年　会員理事
2010年　理事（２年任期）
2011年　会員理事

第29代会長　小池精藏氏を偲ぶ

㟢山　俊紀

経験をしたメンバーも少なくないと思います。
　地元の波方町、今治市で交通安全協会に60年以上
携わり、また波方町教育委員長として子供達の日々
の安全、育成に大いに尽力されました。
　1976年昭和51年10月に今治ＬＣ入会、1989～90会
長、1990～91桑村恒天ガバナーの元、キャビネット
会計の任に就き、我が父春繁のキャビネット幹事と
のコンビで素晴らしい成果を上げました。さらには
同年、河野通昭氏がゾーンチェアパーソンとして輩
出され、クラブ運営の大変さは想像を絶するものが
あります。市役所前の花時計は会長時代の遺産とな
りましたが、毎回植え替えには姿を現わしておりま
した。今治ＬＣにとって大事な継続事業のひとつです。
　５月27日朝、腹部に激痛を訴え、全身に癌が転移
したのを知ることになるんですが、それまで現役で
工場に立ち続け変わりない生活を送ることが出来ま
した。その仕事に、ライオンズに気概を持って活動
される姿は、私達の模範となり、目標となる人間像
であると思います。
　闘病中は送られてくる会報誌を楽しみに、隅々ま
で目を通され、介護ベッドの上からも「おい‼今日
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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

2020年　新年家族例会

はクラブの例会の日やなかったか？車を出してくれ」
などと今治ライオンズクラブを最後まで心配し、愛
し続けてくれました。

�
　『最期の日には着替をしたり、ベッドの横で唯一
の会話ツールになった ｢あいうえお表」で、き・り・
んと指さしビールも飲みました。（中身はアサヒで
したが…）今治ライオンズに在籍し、自身の仕事と
並行して、その活動に気概を持って携わってきた父
は最期もライオンズバッヂを胸に旅立ちました。健
康に恵まれ、積極的にライオンズ活動に参加するこ
とができ、皆様おひとりおひとりとのあたたかいご
縁の中で45年ものライオン歴を重ねることが出来ま
した。厚く御礼を申しあげます。』

（次女　藤原紗都佳）
�

　今治ライオンズクラブに隆盛期を知る星がまた１
人いなくなりました。さぞかし向こうで第２ライオ
ンズのアクティビティを喧喧諤諤戦わしていること
と思いますが、残された私達が小池氏の残された意
志を継ぎ新たな活動で地域社会に貢献出来るよう精
進しなければなりません。
　謹んで小池精藏氏のご冥福をお祈りいたします。

1989年　今治市役所前に設置された花時計
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グループB-ST
愛媛B-ST

各種電気・水道工事、オール電化、水まわりリフォーム、防鳥対策工事
などを通じて、快適でよりよい環境づくりに努めております。

〒799 - 2108　愛媛県今治市波方町岡甲263 - 5
TEL（0898）52 - 2021　FAX（0898）52 - 2970

http://www.kdsk-oka.co.jp/

鎌田電気水道株式会社
上　田　陽　二

〒799－1533　今治市国分４丁目８番27号
ＴＥＬ（0898）48－8788　ＦＡＸ（0898）47－3136
E-mail　karako@viola.ocn.ne.jp

＊日　時　令和２年９月３日㈭　12：15～
＊場　所　今治国際ホテル
＊出席者　会員54名中　不在会員３名
　　　　　　　　　　　優待会員０名
　　　　　　　　　　　終身会員６名
　　　　　純出席者31名　　　73.9％
＊会長挨拶
＊アワード贈呈
　11ヵ年皆出席賞　中村　浩治
　７ヵ年皆出席賞　木村　智一
＊食事懇談
＊報告事項
１．�第１回ガバナー諮問委員会並びに ZL会員委員
会出席報告

２．その他
３．ラッキーカード
＊幹事報告並びに終末事務
　次回理事会は９月10日㈭　18：30～
　　　　　　ライオンズクラブ事務所
　次回例会は９月17日㈭　12：15～
　　　　　　今治国際ホテル「真珠」

例会・理事会報告
９月第１例会報告

９月第１理事会報告
＊日　時　令和２年９月10日（木）　18：30～
＊場　所　ライオンズクラブ事務所
＊出席者　役員19名中　13名出席
＊審議事項
１．献血アクティビティについて
２．10月第２例会時間変更について
３．LCIF について
４．クラブ内規追加（弔旗）について

原田　慎二　◦�少し遅いですが、鳥井先輩の快挙を
祝して。
◦�お寺の総代会で波止浜の仁風にお呼
ばれしました。素晴らしい料理を堪
能しました。

河野　通昭　素晴らしい小池先輩を偲んで。
田中　敏也　8/27長女に二人目の子供が誕生し、孫

が３人になりました。
今日で関消防設立50周年を迎えること
ができました。

村上　浩二　先日孫の次女が一歳の誕生日を迎えま
した。私も波止浜の高級料亭「仁風」
に行ってきました。

ドネーション情報

鎌田　英一　９月会報誌発刊しました。今年度の８
月は「おんまく」「カッター大会」が
中止となり誌面づくりに多少苦労しま
した。今後もよろしくお願いします。

東郡　涼太　今日はラッキーカードの賞品に選んで
いただきありがとうございました。ぜ
ひお使いください。

加藤　克利　座る席を間違えました。羽藤さんの分
もドネーションします。安永先輩ご指
導ありがとうございました。

二宮　幹雄
白石　憲司　8/29第１回ガバナー諮問委員会並びに

ゾーンレベル会員委員会無事成功に終
了しました。サポート委員の L木村
には準備から当日大変お世話になりま
した。

矢野　　賢　本日51回目の誕生日です。
㟢山　俊紀　昨日新居浜CCに於いて四国ミッドシ

ニア選手権があり73点同グロス１位で
はありますがマッチングにて２位にな
りました。

横田　勤治　今日は中華弁当、夜も中華です。（泣）
久保田裕二　コロナ禍の中、私の商売は大変ですが

負けずに頑張ります。
木村　智一　猛暑ですが、熱中症に気を付け仕事頑

張ります。8/29の第１回ガバナー諮問
委員会では受付他お世話をさせて頂き
ました。

刈谷　亮介　毎日猛暑が続いております。皆様ご自
愛ください。

���
�
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新築・増改築・営繕
愛媛県知事許可番号11090

今治市波方町小部甲675－1
ＴＥＬ52－2247　41－5995（作業場）

衣 干 店（本店）　　〒794-0813　今治市衣干町2丁目1-10
北鳥生店（第2工場）　〒794-0803　今治市北鳥生町5丁目4-14

各種新車・中古車販売・修理及び鈑金塗装
四国運輸局指定工場

有限会社 きむら自動車販売

ＴＥＬ（0898）33-0905㈹　ＦＡＸ（0898）33-0917㈹

９月第２例会報告
＊日　時　令和２年９月17日㈭　12：15～
＊場　所　今治国際ホテル
＊出席者　会員54名中　不在会員３名
　　　　　　　　　　　優待会員０名
　　　　　　　　　　　終身会員６名
　　　　　純出席者25名　　　59.6％
＊会長挨拶
＊講演　NPOについて
　今治NPOサポートセンター事務局長　山本　優子
＊食事懇談
＊メンバー卓話
　聞かなきゃ損するおもしろ話し　　　渡辺　正隆
＊審議事項
１．献血アクティビティについて
２．10月第２例会時間・場所変更について
３．LCIF について
４．クラブ内規追加（弔旗）について
５．�ベイルート大爆発災害支援及び令和２年豪雨災
害復興支援について

＊報告事項
１．MJFについて
２．地区ガバナー公式訪問出席報告
３．その他
＊幹事報告並びに終末事務
　次回理事会は９月24日㈭　18：30～
　　　　　　ライオンズクラブ事務局
　次回例会は10月１日㈭　12：15～
　　　　　　今治国際ホテル「真珠」

ドネーション情報
原田　慎二　�Ｌ渡辺正隆のおもしろ話本当に面白かっ

たです。このようなお話をお持ちのメ
ンバーの方ぜひご披露ください。

河野　通昭　9/13に米寿のお祝いを今治校区老人会
から頂きました。又本日ダイヤモンド
婚のお祝いを今治市から頂くことになっ
ています。

村上　浩二　今日は出席者も少なくドネーションも
ありません。皆様次回よりよろしくお
願い致します。

木村　智一　２人目の孫がまだ産まれそうで産まれ
ませんが無事出産しましたら超高額を
致します。

久保田裕二　娘の妊娠が判明いたしました。無事出
産した際には超高額を致します。

刈谷　亮介　まだまだ暑い日が続いておりますが皆
様ご自愛ください。

東郡　涼太　まだまだ暑い日が続いておりますが皆
様ご自愛ください。

＊日　時　令和２年９月24日㈭　18：30～
＊場　所　ライオンズクラブ事務局
＊出席者　役員19名中16名出席
＊審議事項
１．新居浜ＬＣ結成60周年記念大会について
２．�2020～2021年度336-A 地区 LCIF 説明会につい
て

３．�その他
＊報告事項
１．�結成記念例会お世話係りについて
２．その他

９月第２理事会報告

５．�令和２年度愛媛県臓器移植普及推進月間の後援
について

６．�新型コロナウイルス対応　市民活動団体応援寄
附依頼について

７．その他
＊報告事項
１．８月末会計報告
２．その他
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　　　　　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
MC・ライオンズ情報
委員長　　鎌田　英一
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MC・ライオンズ情報
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　　　　　今治市喜田村1丁目2-1
　　　　　TEL（0898）48-5511
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１ 木 第１例会（第1416回）（12：15〜　今治国際ホテル）
今治 LC 寄贈絵本贈呈式（14：00〜　今治国際ホテル）

2 金
3 土
4 日
5 月 理事会打ち合わせ会（13：30〜　事務局）
6 火
7 水
8 木 第１理事会（18：30〜　事務局）
9 金
10 土
11 日 献血アクティビティ（10：00　フジ波止浜店）
12 月 例会打ち合わせ会（13：30〜　事務局）
13 火
14 水
15 木 結成59周年記念例会（第1417回）（18：00〜　今治国際ホテル）
16 金
17 土 「はじめての読み聞かせ」講義会（10：30〜　リモート）
18 日
19 月 理事会打ち合わせ会（13：30〜　事務局）
20 火
21 水
22 木 第２理事会（18：30〜　事務局）
23 金
24 土
25 日
26 月
27 火
28 水
29 木
30 金
31 土

　コロナ禍「禍」（わざわい）は、
人ではどうしようもない天災や不
幸な出来事を意味する言葉です。
　コロナによる災いは、健康被害
だけではなく、経済損失による被
害で苦しみを感じている方も多く
います。
　しかしながら、治療薬・ワクチ
ンの開発が進めば、光の見えない
トンネルではありません。
　「災いを転じて福となす」言葉の
キーワードは「コロナ禍」から「with
コロナ/after コロナ」へと…
　コロナ後の世界はどのような価
値観・行動様式をもたらすのでしょ
うか…� （MC委員長　鎌田英一）

同好会情報　ゴルフ同好会
今治LC９月度月例結果

順位 氏　名 Total HC Net
優勝 㟢山　俊紀 70 4.7 65.3
２位 貴田　敏幸 90 17.5 72.5
３位 原田　慎二 90 15.4 74.6
B.B 矢野　幸治 100 11.1 88.9

◇９月27日㈰　今治CC　参加人数　９名


