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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

保育園・認定こども園へ絵本寄贈
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　今回、原田会長のメインアクティビティである絵
本寄贈に、担当委員長として参加できたことは、大
変光栄であり今後の活動の上で励みであり、やりが
いも感じることができたことに感謝しております。
　なにより絵本寄贈に伺った富田保育所では、園児
たちの熱烈歓迎を受け、キラキラと輝く小さなまな
ざしに囲まれ、心が洗われるようでした。
　今でも時々、絵本に群がる子供たちを思い出して
は心がホカホカと温かくなったことを思い出します。
　他の保育所に贈呈に行ってくださった方々もきっ
と同じような熱烈歓迎を受けたことと思います。
　メディアにも採用され、今治ライオンズクラブの
知名度が上がり、会員増強とますますの会の発展を
信じて、今後の活動に役立て、盛り立てていければ
幸いと存じます。
　最後になりますが未熟な担当委員長ではございま
したが、今回、ご協力をいただいた方々のおかげで
無事に終えることができました。本当にありがとう
ございました。

保育園・認定こども園へ絵本寄贈
市民・教育奉仕委員長 矢野　幸治
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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

　去る11月14日㈯14時より新居浜市のあかがねミュー
ジアムにて新居浜ライオンズクラブ結成60周年記念
式典及び記念講演が開催され、二宮 ZC、原田会長、
菊川第一副会長、横田幹事の４名で参加してまいり
ました。
　新居浜ライオンズクラブ土岐大会顧問の開会ゴン
グ、開会宣言で始まり白石大会委員長の歓迎の挨拶、
伊藤会長の挨拶、来賓挨拶がありました。
　記念事業は新居浜市内の小中学校に28個のタイム
カプセルの寄贈で、贈呈式が行われました、ステン
レス製の立派なものでした。
　30分の休憩後、記念講演「絶望を希望に変える生
き方」が講師の全盲のヨットマン岩本光弘氏により
始まりました。13歳の時から視力を失い始め16歳で
全盲になり絶望し2013年に太平洋横断に挑戦したが、
失敗しバッシングを浴びて２度目の絶望を経験する
も諦めず、2019年に世界初ブラインドセーリングで
の無寄港太平洋横断に成功と凄まじい人生の話でし

日　時　11月14日㈯　14：00〜
場　所　あかがねミュージアム
出席者　二宮 ZC、原田会長、菊川第一副会長
　　　　横田幹事

新居浜 LC結成60周年記念式典

幹事 横田　勤治

たが、勇気と力を頂けました。
　場所をユアーズに移動して記念祝宴が、えひめ学
園の力強い和太鼓演奏で始まりました。開会の挨拶
を伊藤会長、来賓挨拶を新居浜教育委員会の高橋教
育長、乾杯を酒井ガバナーで宴がスタートしアトラ
クションは華やかなフラメンコでした。また会う日
までを斉唱し白石RCのライオンズローアで閉宴し
ました。長丁場お疲れ様でした。
　また原田会長には行き帰りの運転までして頂きま
した…本当にありがとうございました。
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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 泊　郵　便　局
〒794-2102　今治市吉海町泊1462-2
ＴＥＬ（0897）84-2839　ＦＡＸ（0897）84-3479

P O S T
そばにいるから、できることがある。

GMT・FWT研修会

新居浜 LC結成60周年記念ゴルフ大会

　去る11月15日、高知キャビネットによる GMT・
FWT研修会に高知市の三翠園に行ってまいりました。
　GMTは元地区ガバナー・336-A地区GMTコーディ
ネーターの真鍋隆 Lによる研修会、FWTは兵庫県
出身の柏なの花 LC所属の長澤千鶴子 Lによる研修
会がそれぞれ１時間ずつ行われ、336-A 地区の各ク
ラブの代表140名が参加して熱心な研修が行われま

　11月15日㈰新居浜カントリークラブにて、新居浜
ＬＣ結成60周年記念ゴルフ大会が開催され、我がク
ラブから７名で参加して参りました。
　大会当日は快晴、気候も温暖、風も無い絶好のゴ
ルフ日和で、高スコアを期待してスタートしました。
　途中、17番ショートホールにて地元新居浜の女子
プロゴルファー安藤さんとのニアピン対決チャリ
ティーなどの楽しい企画もあり、今後のイベント運
営について勉強になりました。
　コロナ禍の中で開催された大会で、終了後のミー

日　時　11月15日㈰　13：00〜
場　所　三翠園
出席者　菊川第一副会長

第一副会長 菊川　勝也

ゴルフ同好会会長 白石　憲司

順位 氏　名 Total HC Net
優勝 㟢山　俊紀 76 6.0 70.0
13位 久保田裕二 100 26.4 73.6
43位 村上　浩二 96 19.2 76.8
48位 田中　敏也 112 34.8 77.2
73位 貴田　敏幸 99 19.2 79.8
74位 白石　憲司 104 24.0 80.0
99位 木村　智一 128 36.0 92.0

◇参加人数　106名

した。
　とにかく、会員増強を目標にして、そのことによっ
てより素晴らしい奉仕活動が持続できるので、各単
位クラブで頑張って取り組んでほしいとのことでした。
　良い刺激を受けて帰ってきました。ありがとうご
ざいました。

ティングや表彰式などは行われず、帰る時は少し物
足りなさを感じながら帰路につきました。
　参加されたメンバーの皆さんお疲れ様でした。
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ジェム ナカムラ

有限会社　中 村 真 珠
中　村　浩　治

〒794－8522　今治市旭町2丁目3－4　今治国際ホテル1F
ＴＥＬ（0898）36－1838 ・ ＦＡＸ（0898）36－1839

寿司　割烹　仕出し料理
　活き魚料理　季節料理

お 食 事 処

なわぶね
〒794-0027 今治市南大門町 1-2-14　電話（0898）31－7821

＊日　時　令和２年11月５日㈭　12：15〜
＊場　所　今治国際ホテル
＊出席者　会員53名中　不在会員３名
　　　　　　　　　　　優待会員０名
　　　　　　　　　　　終身会員６名
　　　　　純出席者30名　　　71.5％
＊会長挨拶
＊応援寄附贈呈
＊謝辞
　スペシャルオリンピックス日本・
　　　愛媛事務局長　大上　俊輔様
＊スペシャルオリンピックス日本・愛媛活動紹介
　スペシャルオリンピックス日本・
　　　　　　　　　　愛媛事務局長　大上　俊輔様
＊アワード贈呈
　５ヵ年皆出席賞　久保田裕二
＊食事懇談
＊審議事項
１．GMT・FWT研修会について
２．�２Ｒリーダーシップ（指導力育成）研修会について
３．第２回リジョン会議について
４．公共公園・公共トイレ美化運動について
＊報告事項
１．「はじめての読み聞かせ」講習会について
２．その他
＊幹事報告並びに終末事務
　次回理事会は11月12日㈭　18：30〜
　　　　　　ライオンズクラブ事務局
　次回例会は11月19日㈭　12：15〜
　　　　　　今治国際ホテル ｢真珠」

例会・理事会報告
11月第１例会報告

11月第１理事会報告
＊日　時　令和２年11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　11名出席
＊審議事項
１．新年家族例会時間・場所変更について
２．�第２回ＺＬ会員委員会並びに地区ガバナー諮問
委員会について

３．�第２回ＺＬ会員委員会並びに地区ガバナー諮問
委員会ホスト依頼について

４．�ライオンズクエスト「ライフスキル教育」プロ
グラムセミナーについて

５．その他
＊報告事項
１．�10月末会計報告
２．結成59周年記念例会収支報告
３．第２回キャビネット会議出席報告
４．�アラートチーム（実働部隊）選出と支援物資提
供のお願いについて

５．その他

原田　慎二　メインアクティビティ「絵本の贈呈式」
の記事が今治市の11月１日号の広報に
掲載されました。

㟢山　俊紀　取切戦、月例のダブル優勝を予定通り
しました。

村上　浩二　朝晩めっきり寒くなりました。皆様体
調管理に気を付けてください。

ドネーション情報

木村　智一　11/1娘に男の子が産れました。元気に
すくすくと育ってほしいと思っており
ます。

羽田野修司　ゴルフ同好会10月月例３位、取切戦２
位、接戦の末、㟢山プロにメダルを持っ
ていかれました。

馬越　文典　10/21めでたく65才の誕生日を迎えま
した。久しぶりに例会に出席できたこ
とと併せてドネーションします。

刈谷　亮介　�朝晩めっきり冷え込んでまいりました。
皆様、風邪等ひかないようお気を付け
ください。

東郡　涼太　�朝晩めっきり冷え込んでまいりました。
皆様、風邪等ひかないようお気を付け
ください。

11月第２例会報告
＊日　時　令和２年11月19日㈭　12：15〜
＊場　所　今治国際ホテル
＊出席者　会員53名中　不在会員３名
　　　　　　　　　　　優待会員０名
　　　　　　　　　　　終身会員６名
　　　　　純出席者28名　　　65.2％
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伝統が味に生きる
今治名産蒲鉾・製造販売

〒794－0042
愛媛県今治市旭町1丁目5－17
ＴＥＬ（0898）2 2 － 1 6 6 2

〒794-0015　今治市常盤町4-1-19
tel 0898-23-7292　fax 0898-23-7002

＊日　時　令和２年11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　14名出席
＊審議事項
１．ＬＣＩＦについて
２．あすなろ学園クリスマスプレゼントについて
３．事務局員冬季賞与について
４．その他
＊報告事項
１．クラブシェアリング交付金について
２．その他

11月第２理事会報告

鳥井　　洋　コロナ禍の中、今年も「うるしの日」
という行事が無事に終える事が出来た
ことにドネーションさせていただきま
す。

村上　浩二　�11/15新居浜ＬＣ60周年記念ゴルフ大
会に於いて№17ホール、新居浜出身の
安藤京佳プロとニアピン対決があり勝っ
てしまいました。

渡辺　正隆　�11/17北条ＣＣで開催されたゴルフ同
好会11月度月例で優勝しました。参加
された仲間に「ありがとう」と感謝申
し上げます。

横田　勤治　�11/17北条ＣＣで同好会ゴルフコンペ
に参加しました。渡辺さんと田中さん
の３名で楽しくプレイできました。

貴田　敏幸　�私、11/12に64歳の誕生日を迎えました。
久保田裕二　新居浜ＬＣ60周年記念ゴルフ大会にて

今治ＬＣの1,000円コンペで優勝しま
した。

二宮　幹雄　本日、今治東ＬＣの例会訪問のついで
に336-A 地区ガバナー酒井公一さんが
例会訪問してくださいました。めった
にある事ではなく、ＺＣをしているか
いがありました。

鎌田　英一　私、11月13日で52歳になりました。
刈谷　亮介　愛媛県内のコロナ感染者が増加してお

りますので皆さんお気を付けください。
東郡　涼太　愛媛県内のコロナ感染者が増加してお

りますので皆さんお気を付けください。

ドネーション情報
入舟　訓三　この度御見舞いを頂きありがとうござ

いました。ケガも順調に回復しており
ます。久しぶりの例会で皆様のお顔を
見る事ができ嬉しく思います。

原田　慎二　長男が結婚しました。この様な状況で
すのでお相手にもそのご両親にもリモー
トで挨拶を交わしただけです。来年顔
を合した時に笑い話にできますように。

河野　通昭　�今治ＬＣの皆さんが誰もコロナにかかっ
ていないのは大変素晴しい事です。渡
辺君の話し大変良かったのでドネーショ
ンします。

＊会長挨拶
＊�アラートチーム（実働部隊）選出と支援物資提供
のお願いについて
＊食事懇談
＊メンバー卓話
　聞かなきゃ損するおもしろ話　パート２

渡辺　正隆
＊審議事項
１．新年家族例会・時間・場所変更について
２．�第２回ＺＬ会員委員会並びに地区ガバナー諮問
委員会について

３．�第２回ＺＬ会員委員会並びに地区ガバナー諮問
委員会ホスト依頼について

４．�ライオンズクエスト「ライフスキル教育」プロ
グラムセミナーについて

５．�新型コロナウイルス感染状況による理事会・例
会書面審議について

＊報告事項
１．結成59周年記念例会収支報告
２．新居浜ＬＣ結成60周年記念式典出席報告
３．ＧＭＴ・ＦＷＴ研修会出席報告
４．その他
＊幹事報告並びに終末事務
　次回理事会は11月26日㈭　18：30〜
　　　　　　ライオンズクラブ事務局
　次回例会は12月３日㈭　12：15〜
　　　　　　今治国際ホテル ｢真珠」
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2020.12
１ 火
2 水
3 木 第１例会（第1420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 第２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（16：30〜　今治国際ホテル）

13 日
14 月 例会打ち合わせ会（13：30〜　事務局）
15 火
16 水
17 木 第２例会（第1421回）（12：15〜　今治国際ホテル）
18 金
19 土
20 日
21 月 理事会打ち合わせ会（13：30〜　事務局）
22 火
23 水
24 木 第２理事会（18：15〜　事務局）
25 金
26 土 　事務局年末年始閉局
27 日
28 月
29 火
30 水
31 木

　「コロナ」感染拡大が止まらない。こう
いう状況の中でライオンズ活動、運営をど
う導けばいいのか、執行部の悩みは尽きな
いと思う。色々な行事ごとも例年どうして
いたのか資料を参考にすることが多々ある
が参考にならないことが多いと思う。会長
はじめ運営スタッフの皆さんには本当に頭
が下がります。会員の皆様においてもそれ
ぞれのビジネスにおいて苦労されていると
思うかくいう私も同様で、毎日が四苦八苦
である。救いといえば例会日に交わす冗談
や近況報告での息抜きだろうか…
　正直、今原稿ネタがない！出かけること
も少なくそれがいいのかしれないがこれと
いったネタがない。逆にそれが「日々平安」
でいいのかもしれませんね。
　気付かなかったが「当たり前の日常」が
これほどまでに難しいものとは、重ねて言
います「コロナ」気を付けて…�よろしく
お願いします。� （MC委員�Ｔ・Ｈ）

同好会情報　ゴルフ同好会
今治LC11月度月例結果

順位 氏　名 Total HC Net
優勝 渡辺　正隆 90 19.8 70.2
２位 白石　憲司 95 23.0 72.0
３位 横田　勤治 102 28.0 74.0
B.B 田中　敏也 106 27.0 79.0

◇11月17日㈫　北条CC　　　参加人数　６名


