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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

２月27日㈯　2Z 第3回地区ガバナー諮問委員会並びに ZL 会員委員会
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　２月27日㈯今治国際ホテルにて第３回ゾーンレベ
ル会員委員会、第３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
委員のもとゾーンレベル会員委員会が始まり各クラ
ブへ会員の増強について質問があり、各クラブ、コ
ロナの影響により計画通りに進んでないクラブの方
が多い状況でした。
　会員委員会の後二宮 ZCから諮問委員会が始まり
各クラブへ質問があり、各クラブ、オンライン理事
会や時短例会などの工夫をして運営されているよう
で、参考になりました。
　今回は二宮 ZCからガバナーズ・アワード予備選
考会についての詳しい説明がありました。
　その他質疑があり各地区委員の活動報告、白石
RCから講評があり、二宮 ZCの閉会ゴングで終了
しました。

日　時　２月27日㈯　16：30～
場　所　今治国際ホテル
出席者　二宮2ZC・白石2ZCA、原田会長
　　　　菊川第一副会長、横田幹事
　　　　入舟会員委員長、木村サポート委員

第46回２Ｒ親善スポ一ツ大会

第46回２Ｒ親善スポ一ツ大会

2Z第3回地区ガバナー諮問委員会並びにZL会員委員会

新居浜ひうち LC結成25周年ゴルフ大会

幹事 横田　勤治

順位 氏　名 Total HC Net
２位 原田　慎二 87 16.8 70.2
15位 矢野　幸治 91 18.0 73.0
18位 村上　浩二 92 18.0 74.0
26位 菊川　勝也 97 21.6 75.4
49位 白石　憲司 103 24.0 79.0
55位 田中　敏也 100 20.4 79.6
62位 木村　智一 116 34.8 81.2

◇３月20日㈯　滝の宮CC　参加人数　75名
　３月20日㈯滝の宮カントリークラブで行われた新居浜ひう
ちライオンズクラブ結成25周年記念ゴルフ大会に７名で参加
して参りました。翌日に予定されていた記念式典は中止となっ
てしまいましたが、ゴルフ大会は20組75名を集めて盛大に開
催されました。
　私は村上浩二さん菊川さんと同組で、50周年記念ゴルフが
大雨だったことなど話題にしながらプレーしていました。私
はそこそこ好調だったのですが、お二人は少し調子が出ませ
んでした。60周年のお世話のことに気をとられていたからで
はないかと察しております。
　プレー終了後は表彰
式もなく、後日届いた
成績はあっと驚く準優
勝（Ｗペリアのおかげ
です）で、思わぬボー
ナスをいただきました。
早速ドネーションいた
しました。
　参加された皆様お疲
れ様でした。

会長 原田　慎二
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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㈹

追悼　故Ｌ. 三瀬　周三（令和３年２月８日没）
◇◇◇◇◇　ライオン歴　◇◇◇◇◇

　三瀬先輩は昭和60年10月17日に今治ライオンズク
ラブに入会され、平成２年度テールツイスターをさ
れておられます。世の中は後にバブル景気と呼ばれ
る空前絶後の狂乱絶好調の景気であり、嘸かし賑や
かなテールツイスターの時間だったのではないかと
推察致します。それは私自身が平成３年３月７日の
入会であり、その年は今治地区で初めて今治ＬＣか
ら336Ａ地区桑村恒夫ガバナーが誕生し、四国地区
年次大会を開催していた状況で、皆さん超多忙で、
新会員は黙って見とれという指示でした。正直皆さ
んがやっている事に圧倒され続け、当時の例会の事
は何が何だか良く覚えていません。
　私と三瀬先輩との関わりは世の中の流れとは逆に
非常にゆったりとしたものでありました。私が事務
所兼自宅を新築する時に仕事柄市役所に近いところ
を条件としていたので、縁あって現在の場所に居を
構えたところ、距離にして約45ｍ、実質２軒隣に我
が父と同年代の三瀬先輩の邸宅があったという訳で
す。爾来色々とお世話になりました。
　そして、時の流れと共にお世話をさせて頂くよう
になりました。平成10年頃からどうしてもゴルフを
しなければならなくなってからは今治ＬＣのゴルフ
同好会での送り迎えを出来る限りさせて頂きました。
行き帰りの車の中での会話はいつも通り寡黙ではあ

1989年　理事（副テールツイスター）
1990年　テールツイスター

三瀬周三Ｌの思い出

渡辺　正隆

りましたが、降車する時は「いつもいつもすまんな、
本当に有り難う」という言葉は耳の奥に残っています。
もう一つ忘れ得ぬ言葉があります。ゴルフ同好会遠
征：高知黒潮ＣＣのレストランで私が雄大な太平洋
を見て心洗われているところ、隣に来て、「渡辺君、
高知にも大きな川があるのう」まさに達観である！
　驚きの事実も紹介します。小池精蔵先輩の陸軍少
年戦車兵は有名ですが、三瀬先輩はなんとゼロ戦特
別攻撃隊員であった事です。お悔やみに参上したと
ころ、決起文と多くの名前が記された大きな旭日旗
が仏前に供えられていました。奥様にお聞きすると、
終戦直前で、次の特攻作戦で三瀬先輩が搭乗する予
定だったそうですが、乗る飛行機がなくなり終戦を
迎えたとの事。そんな話は生前、三瀬大先輩からは
聞いた事はありませんでした。旭日旗を見ては桜の
花の如く散っていった同僚を偲んでいたのでありま
しょう。普段の寡黙さは一度死を覚悟した者の心の
落ち着きなのでしょうか。小生も静かに丹田に力を
入れてこれからは生きていこうと思う。それが三瀬
先輩への追悼の意を込める事でもある。
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防熱－断熱資材・床材販売

☎（0898）４１－７０１５

小 鳥 の く る 景 観 づ く り

株式
会社

けいしょう

追悼　故Ｌ. 佐谷　昭範（令和３年３月４日没）
◇◇◇◇◇　ライオン歴　◇◇◇◇◇

　佐谷氏が亡くなってしまいました。
　私と佐谷氏は、私が27歳の時に知り合いました。
佐谷氏が広島から愛媛に戻り、木曽商店に入社して
からの付き合いでかれこれ50年になります。
　当時は二人ともに若く、元気ハツラツでした。私
がフェリー売店の仕事をしていましたので、毎日の
ように会社へ営業にやって来ておりました。熱心に、
真面目に仕事を頑張り、今のアリスタ木曽株式会社
の基を築きました。
　「納税をしない者は会社をする資格がない。」と、
事あるごとに私に言っておりました。私より佐谷氏
のほうが、一歳年上でしたが「佐谷」と呼んでいま
したので、時折不機嫌になり、怒っていたことを思
い出します。
　ゴルフが好きで、よく一緒にプレイしましたがス
コアはあまり良いものではありませんでした。しか
し、カタチにはこだわる性格なのかウエアにはとて
も気を使い、またお金も使っておったようで「この
服は何々のメーカーで…」と、よく自慢されました。
　ゴルフ前夜には、明日着るウエアを奥様と相談し
て決めていたようです。
　むこうへ行っても、素敵なウエアを着て下手なゴ
ルフを楽しんでいただきたいです。

1993年　１年理事
1997年　理事（２年任期）
1998年　理事（１年任期）
2004年　第二副会長
2005年　第一副会長
2006年　会長
2007年　前会長

第46代会長　佐谷昭範氏を偲ぶ

安永　健治

メインアクティビティ
今治市立中央図書館に幼児向け図書寄贈

2006年　結成45周年記念例会（会長当時）

2008年　理事（副テールツイスター）
2009年　テールツイスター



6

IM
A

B
A

R
I LIO

N
S

 C
LU

B
S

総 合 建 設 業

株式会社

〒799-2101　愛媛県今治市波方町波方1913番地1
　　　　　　電　話（0898）４１－９２９０
　　　　　　ＦＡＸ（0898）４１－６６４６

愛媛県今治市桜井長沢甲340－1
TEL（0898）48－0418　FAX（0898）47－2739

＊日　時　令和３年３月４日㈭　12：15～
＊場　所　今治国際ホテル
＊出席者　会員52名中　不在会員３名
　　　　　　　　　　　優待会員０名
　　　　　　　　　　　終身会員５名
　　　　　純出席者34名　　　79.1％
＊会長挨拶
＊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・二宮　幹雄・入舟　訓三
　原田　慎二・白石　憲司・横田　勤治
＊オールド・モナーク・シェブロン賞贈呈
　30ヵ年モナーク・シェブロン賞　渡辺　正隆
　15ヵ年モナーク・シェブロン賞
　　　　羽田野修司・梶原　俊二・菅　　道就
　10ヵ年モナーク・シェブロン賞
　　　　　　　　　　森　　克司・鎌田　英一
＊アワード贈呈
　39ヵ年皆出席賞　安永　健治・二宮　幹雄
　30ヵ年皆出席賞　渡辺　正隆
　22ヵ年皆出席賞　㟢山　俊紀・村上　浩二
　17ヵ年皆出席賞　原田　慎二
　12ヵ年皆出席賞　上田　陽二
　10ヵ年皆出席賞　鎌田　英一
　５ヵ年皆出席賞　刈谷　亮介
　２ヵ年皆出席賞　越智　洋介・東郡　涼太
＊審議事項
１．４月第２例会（友達の輪例会）について
＊報告事項
１．尾道ＬＣ第1500回記念例会出席報告
２．今治ＬＣ旗争奪少年サッカー大会出席報告
３．第67回地区年次大会大会開催内容変更について
４．その他
＊幹事報告並びに終末事務
　バーチャル国際大会について
　次回理事会は３月11日㈭　18：30～
　　　　　　ライオンズクラブ事務局
　次回例会は３月18㈭　12：15～
　　　　　　今治国際ホテル「真珠」

例会・理事会報告
３月第１例会報告 原田　慎二　久しぶりの例会で嬉しいです。浩二さ

んホールインワンおめでとうございます。
菊川　勝也　指名会での承認ありがとうございまし

た。61代会長として一生懸命頑張りま
すので一年間ご支援のほどよろしくお
願いします。

竹中　尚將　菊川勝也Ｌの次期会長任命おめでとう
ございます。60周年記念の事業等大変
だと思いますが１年間たっぷり頑張っ
てください。

鳥井　　洋　新年例会において喜寿と金婚式のお祝
いを頂きました。ありがとうございます。

安永　健治　コロナの件で大変ご迷惑をおかけしま
した。今後ともよろしくお願いします。

羽田野修司　久しぶりの例会で皆さんのお顔が見れ
てよかったです。村上浩二Ｌから高い
タオルを頂きましたのでドネーション
します。

村上　浩二　1/31松山シーサイド７番ホールにおい
て２度目のホールインワンをやってし
まいました。

加藤　克利　コロナ感染者も減り大学１年生の娘が
とうとう３月末に東京行くことが決定
しました。４月からは嫁さんと二人き
りなので今まで以上に大事にしたいと
思います。

渡辺　正隆　ゴルフでは永遠のライバルである浩二
さんのエース達成が２回目との事！大
変くやしい思いもありますが、大変お
めでとうございます。

平田　　弘　新年例会において金婚式のお祝いを頂
きました。ありがとうございます。

貴田　敏幸　久々の例会です。皆様のお顔が見えま
した‼

刈谷　亮介　久しぶりの例会で皆様のお顔を拝見し
たのでドネーションします。

東郡　涼太　久しぶりの例会で皆様のお顔を拝見し
たのでドネーションします。

ドネーション情報
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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　愛媛県今治市波方町波方
TEL 0898-41-8081 FAX 0898-41-6472
URL/http://www.seiwakisen.co.jp 

正和グループ
正和汽船株式会社
山口汽船株式会社

SEIWA

３月第１理事会報告
＊日　時　令和３年３月11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．第67回複合地区年次大会本登録について
２．�地区年次大会代議員及びゴルフ大会交通手段に
ついて

３．�４月第１例会の時間・場所変更について（服装・
懇親会登録料）

４．その他
＊報告事項
１．２月末会計報告
２．その他

＊日　時　令和３年３月25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
＊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．�第24回今治市民のまつり「おんまく」特別広告
について

３．その他
＊報告事項
１．�取引銀行のアンケートについて
２．その他

３月第２理事会報告

野間昭博様　�義父�佐谷昭範が生前大変お世話になり、
ありがとうございました。

原田　慎二　�生まれて初めてイーグル（２オン１パッ
ド）を奪取しました。

白石　憲司　今月よりテント、シート製造部門の仕
事を始めました。初めての仕事ですの
で頑張りたいと思います。それと、今
日長男が高校合格しました。

二宮　幹雄　長年指導しています日吉中学校卓球部
が男女共県大会を優勝し、島根県で開
催されます全国大会に出場します。

村上　浩二　良い気候になってきましたが、皆様体
調に留意され頑張ってください。

渡辺　正隆　100万ドルの宝くじに当選した夢を見
ました。正夢になりますように！

八木　隆志　３月のゴルフ同好会で優勝しました。
横田　勤治　昨日エリエールでコンペがあり、じゃ

んけんゲームで上田桃子選手がホール
インワンを達成した時のサイン入り色
紙をゲットしました。

刈谷　亮介　暖かくなってきましたが、皆様コロナ
には気を付けましょう！

東郡　涼太　暖かくなってきましたが、皆様コロナ
には気を付けましょう！

ドネーション情報

３月第２例会報告
＊日　時　令和３年３月18日㈭　12：15～
＊場　所　今治国際ホテル
＊出席者　会員51名中　不在会員３名
　　　　　　　　　　　優待会員０名
　　　　　　　　　　　終身会員４名
　　　　　純出席者29名　　　67.5％
＊会長挨拶
＊アワード贈呈
　７ヵ年皆出席賞　矢野　　賢
＊審議事項
１．第67回複合地区年次大会本登録について
２．�地区年次大会代議員及びゴルフ大会交通手段に
ついて

３．�４月第１例会の時間・場所変更について（服装・
懇親会登録料）

＊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３月25日㈭　18：30～
　　　　　　ライオンズクラブ事務局
　次回例会は４月１日㈭　18：00～
　　　　　　皆楽荘
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今治 LC３月度月例結果

順位 氏　名 Total HC Net
優勝 八木　隆志 83 15.1 67.9
２位 平田　　弘 83 13.6 69.4
３位 梶原　俊二 92 21.9 70.1
B.B 田中　敏也 106 24.3 81.7

◇３月９日㈫　今治CC　参加人数　10名

１ 木 第１例会（第1428回）（18：00〜　皆楽荘）

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 第67回336-A 地区年次大会ゴルフ大会

11 日 第67回336-A 地区年次大会代議員会・式典（高知）

12 月 例会打ち合わせ会（13：30〜　事務局）

13 火

14 水

15 木 第２例会（第1429回）（12：15〜　今治国際ホテル）

16 金

17 土

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 第23回尾道 LC・今治 LC「合同親善ゴルフコンペ」
（10：16〜　久井 CC）

25 日

26 月

27 火

28 水

29 木 昭和の日

30 金

同好会情報　ゴルフ同好会

　４月になり、入学式や入社式の様
子が報道されていました。
　昨年度は新型コロナウイルスの影
響で中止される事が多かったこれら
行事が開催出来るのも、新型コロナ
ウイルスがどのような場所、状況で
感染が拡大しやすいのか、逆に言え
ばどうすれば感染が拡がりづらい状
況であるのかというデータが蓄積さ
れ、それに対応した結果だと思います。
　しかし残念ながら一部地域にはま
ん延防止等重点措置が適用される地
域が発生するなど再び全国的に新規
陽性者数の増加傾向が見られます。
　医療従事者、高齢者へのワクチン
接種も始まりましたが、ワクチン接
種を希望する全ての人達にワクチン
接種が行われるまではまだしばらく
時間がかかりそうです。それまでは
主な感染要因と考えられる飛沫・接
触感染の予防対策をしっかり行って
いきましょう。�（MC委員　Ｙ・Ｆ）


