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今治ライオンズクラブ結成25周年記念事業「和泉雅子特別講演」『私
マコ

だけの北極点』
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（記念事業趣旨）
　私達、今治ライオンズクラブでは、青少年の健全
育成を、その奉仕活動の中の大きな柱として、過去
幾多の活動を展開して参りました。
　扨て、本年結成二十五周年を迎えるに当り、今年
度336−Ａ地区スローガン「守れ育てよ子供達、明
るくやさしくたくましく」の趣旨に沿い、又、今年
度、当クラブ会長スローガンでもある、「若人の豊
かな心育てよう」の趣旨にも沿って、小・中学生を
中心に一般の方々をも招待し、75名の講演者リスト
の中より、北極探検行を果敢に実行された和泉雅子
さんを迎え、標記講演を実施することとなりました。
　現代の管理社会といわれる中にあって、青少年の
健全育成を進める上で、和泉雅子さんの北極探検行
講演は…一少女の素朴な北極への憧れから、その実
現へ向けてのひたむきな姿と、そして大自然の厳し
さ、美しさ、彼女をとりまく人々の暖かな心、そし
て困難に立ち向う忍耐力、勇気、等々、この講演に
接する青少年の心に、必ず感動をもって迎えられる
でしょう。

今治ライオンズクラブ結成25周年記念事業（1986〜1987）

「和泉雅子特別講演」『私
マコ

だけの北極点』

ポスター

入場券

５年後の台湾嘉義ＬＣとの国際姉妹提携のきっか
けとなった今治ＬＣ第一号のＹＥ交換学生羅

ロ・シェ・チェン

雪珍
さんも花束贈呈に一役身ぶり手ぶりの大熱演に聴衆も魅了されて

1583名の聴衆

昭和61年７月27日　午后2：00〜3：30　今治市公会堂

事業資金獲得アクティビティ

会長 河野 通昭 幹事 田中 弘 会計 丸山 裕生
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就任ご挨拶

　このたび伝統ある今治ライオンズクラブの会計を拝命しました木村です。会計とい
う大役を御指名戴きその責任の重さを痛感致しております。会計に関しては、全くの
素人ですが、お受けした以上は責任を持ち最善を尽くし責務に勤めさせて戴く所存です。
　何卒、会員皆様の御支援、御協力を賜りたくお願い申し上げます。
　今期は今治ライオンズクラブ結成60周年の年でもあり、諸先輩方の守り築いてこら
れた伝統を、汚さぬように努力し更なる発展と充実をめざしていきたいと思います。
　今年一年は、何事も勉強と思い熱意を持って仕事に当たる覚悟をいたしています。
　御鞭撻の程をどうか宜しくお願い申し上げます。

会計 木村　智一

会長 菊川　勝也
　この度、第61代今治ライオンズクラブ会長を拝命いたしました。
　伝統ある今治 LC60周年記念大会の年に当たり、私にこの重責が果たせるだろうか
と不安でいっぱいです。
　しかしながら、今治 LC会員の皆様と共に「和をもって絆を築きウィサーブ」の精
神で頑張っていこうと決意いたしました。
　そして、今治 LCの「アクティビティへの全員参加」を目標に LC活動の基本であ
る各委員会活動の活性化をはかり、先輩方には色々な経験談を語っていただき、我々
中堅どころは今治 LCを引っ張って行き、若い人達には奉仕に夢をもっていただける

ように、それぞれの役割の中で意見交換ができる今治 LCにしていきたいと思っています。
　また、新入会員の増強に力を入れていきたいと思っています。皆様方のお力添えをお願いいたします。
　2021年７月〜2022年６月までの任期を誠心誠意務めさせていただきますのでどうぞよろしくお願いいたし
ます。

　皆さまお疲れ様です。この度、歴史ある当会の幹事を拝命しました宇野です。
　まずは本年度始まるにあたって、大役を快く引き受けて下さった皆さまに深くお礼
申し上げます。
　私は入会して早９年近く経ちますが、当時と変わらず右も左も解らないままであり、
そんなレベルの私に周年幹事が務まるのか？今でも不安しかありません。そんな私で
すが、同じ時間を使うなら一生懸命、そして楽しくをmotto に菊川会長をお支え出
来ればと考えています。
　気になる点がございましたら直球を投げて頂き、ご指導、ご鞭撻の程お願い致します。
※ご返盃は不要です。

幹事 宇野　一世

　クラブ奉仕委員長を拝命し、その役割を調べるに当たり、改めて職責の重さに戸惑
うばかりです。
　クラブ奉仕委員長の為の「Ｅブック」をひもとき、メンバー各位と協力しながら、
奉仕委員会の指揮を執り、クラブ奉仕目標を達成するために奉仕の活動計画を実行す
ることが、最大の役割と自覚し務めさせて頂きます。何とぞ、皆様の積極的な活動を
頂き記念すべき60周年を充実したものにしたいと思いますので宜しくお願い致します。

奉仕委員長 㟢山　俊紀
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株式会社 みたらい
〒794－0801　今治市東鳥生町4丁目8番47号
　　　　　　ＴＥＬ（0898）３２－３８２８㈹
　　　　　　ＦＡＸ（0898）２４－１３５５

産業廃棄物
一般廃棄物収集・運搬

代表取締役　貴田　敏幸

株式会社　夢 創
〒794-0006　愛媛県今治市石井町2丁目3番1号
TEL（0898）31-4664　FAX（0898）23-8427
E-mail:  musoh317@lime.ocn.ne.jp

ISO9001認証取得

MUSOH
ISO14001認証取得

　今年度の最終例会が17日（木曜日）例年どおり今
治国際ホテル「クリスタル」で行われました。ただ
今回も家族は招待せず、懇親会も自粛して少し寂し

日　時　６月17日㈭　18：00〜
場　所　今治国際ホテル「クリスタル」

最終例会・講演会
い例会となりました。
　会長交代式で舞台に立った時、本当は１曲歌うつ
もりだったのにな。観客は多ければ多いほどテンショ
ンが上がるのにな。多い時は100人いるのにな。な
どと歌手か芸人さんの気分で会場を見つめていました。
　そんな中、羽藤先輩の紹介で、映画『未来へのか
たち』のメガホンを取られた大森研一監督に講演を

　歴史と伝統を誇る我が今治ライオンズクラブですが、今期結成60周年を迎えること
となります。この節目の年度に会員委員長という大役を仰せつかり、身の引き締まる
思いがいたします。
　さて、結成60周年の菊川勝也会長と私は中学校の同級生であり、私が彼のスポンサー
を務めた間柄でもございます。
　菊川会長は私とは違い、非常に真面目で温厚な人物であり、少しシャイな一面があ
るので、我々取り巻きの役員が叱咤激励と共に全面サポートしていかなくてはなりま
せん。

　今期はクラブ運営と並行し、結成60周年実行委員会が組織され、忙しい１年になりそうです。記念事業、
記念式典の成功に全力を注いでいきます。
　コロナ禍のこの厳しい世の中、我々ライオンズクラブの命題である会員増強も極めて難しい難題ではあり
ますが、委員会みんなで知恵を絞り、あまり肩に力をいれず、難しいことは考えず、会員相互の和を１番に
考え、前を向いて任務を遂行していく所存でございますので、メンバーの皆様よろしくお願い申し上げます。

　当委員会はＭＣ・ライオンズ情報・大会参加という三つの役割を受け持っています。
 ＭＣ 　ＰＲからＭＣ（マーケティング・コミュニケーション）と５年程前に名称が変わっ
ています。地域社会とライオンズクラブが双方向に情報伝達を行っていくような仕組
みを見いだしたいと思います。
 ライオンズ情報 　ライオンズ情報は会員にライオンズクラブ全般の情報を提供する
事ととらえています。ライオン誌の内容を紹介したり、その活用等を目指し情報の流
通を考えていきたいと思います。
 大会参加 　各種大会に積極的に参加していただく事のきっかけに結びつくようにめ

ざしたいと思います。
　会報は上記３点を踏まえ、会員の方々から、取材・原稿等色々とお力とお知恵をいただき、会員全員で読
まれる誌面を作っていきたいと思います。会報が会員の方々と今治ライオンズクラブとの情報流通の要のツー
ルとして活用され、菊川会長の思いをメンバー各位に伝え、そしてクラブ運営に役立てれば幸いです。
　以上のように一年間会員の皆さんと力を合わせ、会報発行を通じて委員会の役割を果していきたいと思い
ますのでよろしくお願いいたします。

ＭＣ・ライオンズ情報・大会参加委員長 二宮　幹雄

前会長 原田　慎二

会員・指導力育成委員長 村上　浩二
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今治市波止浜3丁目6－24
〒799－2112　ＴＥＬ0898－41－5840
　　　　　　ＦＡＸ0898－41－5840

ＬＰガス　サービスショップ

代表取締役　村 上 浩 二
㈲ 森 本 商 店

〒794-0043　愛媛県今治市南宝来町1丁目5番地4　月原ビル1階
ＴＥＬ0898-35-3516　ＦＡＸ0898-35-3517

八島法律事務所
弁護士　八　島　　　淳

　去る６月５日㈯　14：00〜高松国際ホテルにおい
て開催の2021−2022年度クラブ三役オリエンテーショ
ンに Zoom（Web）で参加しました。
　開催当初はハウリングの嵐で全く聞き取れず、次
第を見ながら自分の中で帳尻合わせしながらの進
行でした。Zoom会議は慣れてはいるものの流石に

日　時　６月５日㈯　14：00〜
場　所　高松国際ホテル
出席者　菊川会長、宇野幹事、木村会計

336-A 地区 次期クラブ三役オリエンテーション
300人を超える方々が一度に集まる会議は初めてで
したので、今後の運営に関して課題を感じましたが、
コロナ終息後も会議の有効手段であると感じました。
　その後、クラブ幹事オリエンテーションに移り、
クラブ幹事としての任務・心得そして多大な期待を
頂き閉会となりました。このオリエンテーションに
参加し感じた事は、クラブ間の考え方やアクティビ
ティなど少しずつ違うこと。やはり今治ライオンズ
クラブの諸先輩方々からの助言が、一番のオリエン
テーションであることを改めて感じました。

していただくことができました。インタビュー型式
でこれまでの作品の紹介や撮影の裏話などを語って
頂きましたが、質問が的確で監督の作品とそれに関
わった人たちへの思いが伝わって来ました。
　今、日本中でロケ地誘致合戦が行われているとの
こと、今治市も名乗りを上げてくれないかな〜。主
演は深津絵里と堤真一、都会からＵターンしてきた
主人公が、島で新しい名産品作りに奮闘する。それ
を助ける幼なじみ、そしてさりげなく献血アクティ
ビティが映っている。どうでしょう？
　話がそれましたが、講演会の後は鬱憤ばらしのラッ
キーカード（ばらまいた金額は決算書をご覧くださ
い）少しは楽しんでいただけたでしょうか？
　今年度は辛抱の１年となりましたが、10月の60周
年記念事業こそはメンバー全員で参加して力を合わ
せて盛大に開催しましょう！

幹事 宇野　一世

プレジデントキーの引き渡し 花束贈呈 講演会　大森研一監督菊川新会長挨拶

原田前会長挨拶
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船舶・デッキコンポジション

羽田野　修司
今治市高部甲450番地1　蕁（0898）41－7000

木製家具製造業　船舶内装業

今治市波方町郷甲1276－1
ＴＥＬ（0898）41－8188
ＦＡＸ（0898）41－5525

株式会社 矢野船装

＊日　時　令和３年６月３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31名　　　72.1％
＊会長挨拶
＊ガバナーズアワード（個人表彰）贈呈
　新会員スポンサー賞　　羽藤　　巧
＊アワード贈呈
　メンバーシップキー賞の授与
　　　　　　　　　㟢山　俊紀・上田　陽二
　６ヵ年皆出席賞　横田　勤治
＊審議事項
１．取引銀行について
２．�60周年記念事業「移動入浴車を今治市社会福祉
協議会へ寄贈」予算について

＊報告事項
１．最終例会講演会について
２．その他
＊幹事報告並びに終末事務
　次回理事会は６月10日㈭　18：30〜
　　　　　　ライオンズクラブ事務局
　次回例会は６月17日（木）　18：00〜
　　　　　　今治国際ホテル「クリスタルホール」

例会・理事会報告
６月第１例会報告

安永　健治　入会させていただきまして約40年。今
度終身会員としていただくことになり
ました。今後ともよろしくお願い致し
ます。

原田　慎二　本日が通常例会としては最後です。燃
え尽きることが出来ず。まだまだ続け
たい気分ですが、菊川次期会長の60周
年記念事業のお手伝いに燃えたいと思
います。

貴田　敏幸　県内のコロナも少し落ち着いてるみた
いです！私自身も１回目のワクチンが
済みました。少し安心かも？

二宮　幹雄　次女に長男が無事誕生しました。二人
目の孫となりました。すくすくと育っ
て欲しいものです。又、本日6/3は私
の67度目の誕生日です。皆さんでお祝
いしていただきありがとうございました。

村上　浩二　6/2に新型コロナワクチンの１回目を
接種しました。

矢野　幸治　�長女が6/1入院。顎変型症の手術が無
事終わったのでドネーションします。

ドネーション情報

６月第２例会報告
＊日　時　令和３年６月17日㈭　18：00〜
＊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33名　　　76.8％
＊会長挨拶
＊感謝状並びに記念品贈呈
　336−Ａ地区２Ｒ２ＺＺＣ　　二宮　幹雄
　336−Ａ地区２Ｒ２ＺＺＣＡ　白石　憲司
　受賞者謝辞� ２Ｚ・ＺＣ　　二宮　幹雄
� ２Ｚ・ＺＣＡ　白石　憲司
＊表彰並びに記念品贈呈
（1）優秀委員会特別賞授与
◦環境保全・保健福祉委員会
　委員長　　矢野　　賢
　副委員長　大久保治彦
　委　員　　梶原　俊二・菅　　道就・宗雪　高和
　　　　　　渡邊　直人・渡部　直哉
　受賞挨拶

環境保全・保健福祉委員長　矢野　　賢
◦市民・教育奉仕委員会
　委員長　　矢野　幸治
　副委員長　越智　浩記
　委　員　　上田　陽二・森　　克司・八島　　淳
　受賞挨拶　市民・教育奉仕委員長　矢野　幸治
（2）１ヶ年例会皆出席賞授与
　刈谷　亮介・菊川　勝也・貴田　敏幸
　木村　智一・東郡　涼太・原田　慎二
　村上　浩二・渡辺　正隆

刈谷　亮介　�今期残すところ後１ヵ月となりました。
任期を全うするまで頑張ります。

東郡　涼太　�今期残すところ後１ヵ月となりました。
任期を全うするまで頑張ります。

＊日　時　令和３年６月10日㈭　18：30〜
＊場　所　ライオンズクラブ事務局
＊出席者　役員19名中　12名出席
＊審議事項
１．終身会員申請について
２．国際大会代議員について
３．ライオンズクラブ事務局照明変更について
４．例会食費剰余金の特別会費への振替について
５．６月第２理事会（予備役員会）について
６．その他
＊報告事項
１．５月末会計報告
２．最終例会優秀委員会について
３．次期三役オリエンテーション参加報告
４．その他

６月第１理事会報告
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ヨコタ自動車株式会社
今治北 山路店

代表取締役社長　横田　勤治
　　　　　　　　　四国運輸局指定工場
〒794-0072　今治市山路４１２番地の１
　　　　　　ＴＥＬ（0898）３３－００７７
　　　　　　ＦＡＸ（0898）３３－００７８

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

＊日　時　令和３年６月24日㈭
＊場　所　今治国際ホテル「クリスタルホール」
＊出席者　役員19名中18名出席

６月第２理事会報告

村上　浩二　原田会長並びに三役の方々１年間お疲
れ様でした。私、2001年７月第１例会
から続いております連続例会純出席が
本日で丸20年連続通算480回となりま
した。

原田　慎二　皆様１年間大変お世話になり、ありが
とうございました。

菊川　勝也　原田会長はじめスタッフの皆様１年間
お疲れ様でした。来期60周年にむけて
頑張りますのでどうかよろしくお願い
いたします。

河野　通昭　原田会長ご苦労様でした。菊川次期会
長この一年間よろしくお願いします。

鳥井　　洋　原田会長を中心に執行部、理事他のメ
ンバーのご協力のもとコロナ禍の中無
事に任期を終えられた事にドネーショ
ンさせていただきます。

ドネーション情報

　代表謝辞　渡辺　正隆
（3）１ヶ年理事会皆出席賞授与
　原田　慎二・村上　浩二・横田　勤治
　代表謝辞　村上　浩二
＊審議事項
１．終身会員申請について
２．国際大会代議員について
３．ライオンズクラブ事務局照明変更について
＊報告事項
１．次期クラブ三役オリエンテーション出席報告
２．その他
＊会長退任挨拶
＊次期会長入場
＊�会長より次期会長へプレジデントキー引き渡し・バッ
チ交換
＊花束贈呈
　�会長夫人�原田三子様より次期会長夫人�菊川くる
み様へ
＊次期役員紹介
＊次期会長スローガン発表
＊次期会長挨拶� 次期会長　菊川　勝也
＊幹事報告
＊次期幹事紹介
＊次期幹事挨拶並びに終末事務
　次回理事会は６月24日㈭　18：00〜
　　　　　　今治国際ホテル「真珠」
　次回例会は７月１日㈭　12：15〜
　　　　　　今治国際ホテル「真珠」
＊テールツイスターの時間
＊次期テールツイスター紹介
＊次期計画委員長紹介
＊出席報告
＊講演会　映画「未来へのかたち」� 大森研一監督

竹中　尚將　長い長い航海、無事今治国際ホテル港
に入港接岸しおめでとうございました。
この一年間コロナ禍の荒波で大変な航
海であったと思います。

羽田野修司　原田執行部の皆様一年間コロナ禍の中、
本当にお疲れ様でした。又、二宮ＺＣ、
村上Ｔ・Ｔ一年間お疲れ様でした。来
期の菊川執行部の門出をお祝いしドネー
ション致します。

入舟　訓三　原田会長始め役員の皆様お疲れ様でし
た。菊川丸の船出をお祝い致します。

梶原　俊二　原田会長外役員の方々大変お疲れ様で
した。菊川次期会長60周年を迎える事
大変な運営だと思いますが頑張ってく
ださい。

貴田　敏幸　原田会長ご苦労様でした！！来期は不
慣れなテール・ツイスターをやらして
いただきます。皆様ご協力お願いします。

横田　勤治　幹事として１年間大変お世話になりま
した。ありがとうございました。

関　　英輔　第７回全国丼グランプリ・豚丼部門で
当店の焼豚玉子飯が金賞を受賞しまし
た。数日後「もぎたてテレビ」から電
話がありテレビでも紹介していただき
ました。

二宮　幹雄　皆さんのおかげをもちましてＺＣの役
職をやり切る事ができました。お世話
になりありがとうございました。

㟢山　俊紀　原田会長はじめ皆様１年間お疲れ様で
した。

白石　憲司　一年間二宮ＺＣのアシスタントとして
皆様のご協力のもと終わることが出来
ました。ありがとうございました。

宇野　一世　いよいよ菊川丸出港の時がやってきま
した。原田丸もコロナ禍の中無事帰港
お疲れ様でした。皆様よろしくお願い
いたします。

木村　智一　皆様、１年間お疲れ様でした。来期は
60周年よろしくお願いします。

矢野　幸治　原田会長１年間お疲れ様でした。充実
した１年でした。ありがとうございま
した。

刈谷　亮介　皆様１年間お世話になりました。
東郡　涼太　皆様１年間お世話になりました。



今治 LC ６月度月例結果

順位 氏　名 Total HC Net
優勝 平田　　弘 87 12.2 74.8
２位 原田　慎二 91 15.4 75.6
３位 鎌田　英一 90 14.4 75.6
B.B 村上　浩二 89 7.5 81.5

◇６月27日㈰　今治CC　参加人数　10名

編 集 後 記
　なんとか７月号を発行する事ができました。今年度は今治ＬＣ60周年にちなみ過去の主要アクティビティ、
特に講演会、チャリティーマラソンソフトボール大会、ＹＥ来日生夏期ユースキャンプ、大清掃、演奏
会等、形として残っていない奉仕事業を12回取り上げたいと思います。７月号は、河野通昭会長、結成
25周年記念事業です。私は入会５年目、この年は河野会長よりテール・ツイスターに指名され初入閣の
年でした。まだライオンズクラブの右や左もわからないままお手伝いをしましたが、今治ＬＣはすばら
しい事業を会員全員の力で企画、立案、実行できるものと大変感激し、私のライオンズ人生の本当のス
タートになり、「Ｌ字の誇り」がむくむくと頭を持ち上げはじめたキッカケになった出来事です。
� （ＭＣ・ライオンズ情報・大会参加委員長　二宮　幹雄）
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同好会情報
ゴルフ同好会

　６月27日㈰今治カントリークラブにおいて、本年度最後の月
例に10名が参加し開催されました。
　朝からあいにくの小雨で皆さんスコアメイクに苦しむ中、唯
一良かった事は安永さんと菊川さんの調子が上がってきた事で
す。病気などで長いブランクがありましたが、さすが元シング
ルさん達！！徐々にスコアをまとめてきています。これからも
体調に気を付けて月例に参加してほしいと思います。
　また、今回優勝されました平田さん、おめでとうございます。
本人は優勝したくなかったと、しきりに言っておりましたが、
これも運命です。
　来月の取り切り戦では本命と予想していましたが、対抗に変
更させていただきます。
　という事で、今年１年間ゴルフ同好会長として無事終われた
事を感謝し、来年の木村会長にバトンタッチします。ありがと
うございました。

ゴルフ同行会前会長 白石　憲司


