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野間馬ハイランドにひまわりの定植
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　「ふれあいの広場にひまわりの大輪を」のキャッ
チフレーズと「温かい心で共に奉仕を」のスローガ
ンのもと、又昨年度よりの花いっぱい運動の一環と
して野間馬ハイランドにひまわりも植えたらどうか
との市民教育委員会より提案を頂き、早速市当局等
と話し合いを持ち時期的な関係もあり花に関して毎
回御相談にのって戴いております和田先生にＬ安永、
Ｌ近藤より御願いをして戴き、苗の育成を市内城東、
鳥生、乃万小学校で早急に取組んで戴く事になり、
いち応第一段階はなんとか準備が出来ました。扨そ
れでは植る場所の設定であります市当局野間馬保存
会等との地図を広げて、又現地に行き現場の状態、
植付ける方法道具機械の準備、苗の引取と細部にわ
たって打ち合せを行い、乃万小学校の児童の協力が
出来る日時等のお願いに市民教育委員会の方々大変
お世話をお掛け致しました。
　定植日を７月９日と決行、雨天でも決行と言う事
になりました。心配された当日は30度を越す暑い１
日となりましたが、乃万小学校児童350名余会員多
数の汗を流しての定植が一人の事故も無く、無事終
了する事が出来ました。野間馬ハイランドを訪れる
人々に一時の心のやすらぎを感じて戴く事が出来ま
すならば、このアクティビティに意義があった事を
会員の皆様と共に喜びたいと思います。

　アクティビティの一つとして、先日７月９日㈪に、
野間馬ハイランドへヒマワリの苗5,000本を、乃万
小学校児童350人の協力とクラブ員約40名にて定植
いたしました。当日は、梅雨の晴間ということで大
変暑く、会員の方は大変だったと思います。お世話
になりました。
　このアクトは、会長スローガンである、「温かい
心で共に奉仕を」と花いっぱい運動の一環として、
又野間馬ハイランドは当クラブが取り組んでいるも
のであり、地域奉仕活動として大変意義のあるもの
と思います。
　一口に花の苗を植えるといっても、種をまいて約
50㎝まで育つのは何か月もかかり、鳥生小、城東小、
乃万小、又Ｌ片上も約500本の苗を育てて戴きまし
た。又、定植する5,000個の穴掘りは大変でしたが、
この苗が８月に見事大輪の花を咲かすことを期待し、
見守って行きたいと思います。

（会報1990年８月号）

1990年〜1991年　メインアクティビティ

──アクティビティ報告──

会　長　丸山　裕生

市民教育委員会報告　安永　健治

会長 丸山 裕生 幹事 二宮 幹雄 会計 田中 弘
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∥∥本年最初のアクティビティー
“ヒマワリ定植”の近況です∥∥

　７月９日ヒマワリの苗を植えてから、毎日毎日心
配の種が一つ増えました。というのも植える時期が
多少遅くなり、キャッチフレーズである大輪の花が
果たして咲いてくれるのか？
　１週間たっても、苗が伸びてこない。枯れてしま
うのではと心配。会長丸山始め、市民教育委員会の
メンバーも心配で、ハイランドの前を通る時は必ず
見に行っている様子でした。しかし、鳥生小学校の
和田教頭、乃万馬ハイランドの新開さんが肥料や水
をやって下さったお陰で２週間目項後少しずつ苗も
延び始め元気が出て来てまずはひと安心。しかし８
月に入って他所のヒマワリは太陽に向って大輪の花
をつけ元気いっぱい。しかしハイランドのヒマワリは、
まだ咲く気配がない。心配になり、和田先生、新開
さんに聞くと「心配いりません、お盆の頃には大輪
の花が咲きますよ。」という言葉を聞き安心。

　８月14日ハイランドへ行ってみる。予想通りあち
こちで大輪が太陽に向って元気よく咲いていた。ハ
イランドには帰省客や家族連れが多く、子供達がヒ
マワリの中を走り回っていたのを見た時、ふれあい
広場にヒマワリの大輪が咲いて、正直ホッとした気
持ちになりました。
　９月に入ってもまだ季節はずれのヒマワリがハイ
ランドには咲いています。遅く咲いた分、遅くまで
人々を楽しませてくれるのでしょうか。

（会報1990年10月号）

市民教育委員長　安永　健治
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献血アクティビティ
環境保全・保健福祉委員長 鎌田　英一

　令和３年９月12日、波止浜のフジにて、10時から
16時まで、献血アクティビティを行いました。コロ
ナ禍を考慮し、菊川会長、宇野幹事、木村会計、井
出さん、委員長の鎌田、５人が主となり対応させて
いただきました。その中で朝の設営の際、梶原Ｌ、
刈谷Ｌにお手伝いいただき大変助かりました。また、
原田前会長、菅修造Ｌには献血して頂きました。あ
りがとうございました。
　心配していた天候も、午前中少し雨が降りました
が、然程暑くなく運営上助かりました。そのおかげか、
114名献血に来ていただき、100名の方々から採血す
る事ができました。目標であった、100名を達成出来、
少し安心しております。今期もう１度、献血アクティ
ビティを行う予定としております。その際にはご協
力お願いします。

愛媛県赤十字血液センターホームページより
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14年の年月を経て新作構想中。出場されたい方は羽藤巧までご一報を！

　諸国漫遊の途中、今治獅子村に立ち寄った佐谷黄門様
御一行。お供は言わずと知れた大島格さん、加藤助さん。数々
の世直しに自信がみなぎっている。そこへ、鳥井元村長、
まかり出た。「お願いがございます。実は、この村に『暴
れん坊・俊』
という者がいます。どうか懲らしめてやってくれませんか」
　その名を聞いた大島格さん、加藤助さん、２、３歩後
ずさり。それもそのはず『暴れん坊・俊』こと、㟢山俊
紀氏は、全国に名を馳せた屈指の暴れん坊である。しか
しそこは天然・佐谷黄門様「よっしゃ、わかった。そん
なに村民が困っているなら何とかしよう！のおぅ、格さ
ん、助さん」と振り向く。しかし、そこには格さん、助
さんの姿はなかったのである。
　その話を聞いた『暴れん坊・俊』、「何をちょこざいな。
おもしろい、やってやろうじゃないの」と快諾。熱烈な
サポーターヒゲの村上氏

「ここは、村民全員参加で盛り上げようじゃないの」と
けしかける。チョイワル越後屋こと、安永氏。ここでひ
と儲け出来まいかと思案する。「そうだ、富くじを売っ
てはどうだろうか」と画策する。村民達もお気楽なもの
で「そうだ！そうだ！どちらが勝つか富くじを買おうじゃ
ないか」と盛り上がる。
　何だかんだで対決の日付も決まった。ルールもホール
マッチ３人対１人、ハンディーエブリーワンと決まった。
夏の暑い盛り７月28日と決まった。
　当日、シーサイドカントリー　１番ホール。『暴れん坊』
ティーショット。糸を引くような球筋に、参加村民一同
うやうやしく一礼。
　続いて、佐谷黄門ティーショット。まずまずのショッ
ト。参加村民一同、参加賞クッキーセットにうやうやし
く一礼。（今回はなかったか！）
　大島格さん、加藤助さん、妙に自信ありげ。ヤケクソ
なのか？開き直りなのか！口元に笑みさえこぼれている。（無
謀な世直しにあきれているのかも）しかし、この二人が
後で大活躍する事になるのである。ハンディーがあると
はいえ、１番２番とたてつづけに一行の勝利。だが『暴
れん坊』まだまだ余裕の表情。しかし、なかなかホール
がとれない。少しずつあせりが出始める。それに反して
佐谷黄門の笑い声がホール、ホールに響き渡る。その高
笑いは、後続の村民にも微妙な変化をもたらす。中でも『暴
れん坊』のサポーター達は気が気でならない。自分のゴ

ルフが出来ない。「まさか ?!　まさか ?!」の不安が脳裏
をよぎる。御一行の勢いは止まらない。大島格さんのヤ
ケクソショット、加藤助さんの開き直りショットが冴え
渡る。佐谷黄門まで結果オーライショットが飛び出す始末。
　『暴れん坊』どうしてもホールが取れない。ようやく
前半最終ホール、一矢むくいる事が出来た。御一行に５
アップのリードを許してしまった。もう後がないのと同じ。
　昼食時、クラブハウス内はあまりの番狂わせに騒然！
感嘆と怒号が入り交じる。静かに？杯を重ねているが『暴
れん坊』の胸中はいかばかりであっただろう。それでも
サポーター達は、希望を捨てずにいた。「なぁに、」後半
全ホールとれば逆転だぁ〜」と希みを抱いた。
　しかし、後半も御一行はますます勢いづくばかり。誰
かのミスを他の人がカバーする。理想的な展開となっていっ
た。さすがの『暴れん坊』もこれまでか ?! 迎えた13番ホー
ルは、ドーミーホールとなってしまった。４人ともナイ
スショット。続いての第２打、加藤助さんの２打目は、
見事に２オン、それもオーケーバーディーとも言えるピ
ンそば。『暴れん坊』がバーディーでも「勝負あり」のショッ
トであった。
　『暴れん坊』無念のギブアップ。自分自身でも信じら
れなかったであろう。納得できなかったであろう。富く
じも３対１の割合で『暴れん坊』から売れている。あま
りの片寄りに仕方がないから御一行の富くじを買う。そ
うしないと富くじが成立しない、そんな状況であったの
だ…。世紀の番狂わせと言ってもいいであろう。ディー
プインパクトがハルウララに負けたようなものである。

（ちょっと古いか？）その余波は、チョイワル越後屋・
安永氏も被る事になる。獲らぬ狸を数えただけに終わっ
たのであった。
　こうして炎のデスマッチ第２弾は完結した。この結果
を誰が予想出来たであろうか。『暴れん坊』も決して悪
くはなかった。グロス70というスコアは、アベレージゴ
フファーにとっては気の遠くなるような数字である。そ
れでも及ばなかった。いかに御一行３人の歯車がうまく
回転したのかうかがえる。
─後談─
　暴 れん坊…「甘く見すぎた。特に大島格さんにやられ

た。エブリイワンはちょっときつかったか。この次
はきっと…」と、本音と口惜しさをにじませる。

　御 一行……「いやぁ〜、うまく行きすぎた。まぁ、こ
んなもんかな」と自信をのぞかせる「世直しの依頼
はいつでも受けるよ」と佐谷黄門。バッグを手にゴ
ルフ場を去る後姿が、唄ってる、笑ってる。

♪「じぃ〜んせい楽ありゃ、苦もあるさぁ〜♪
アッハッハハハ〜」

《文中事実に基づき、超フィクションです》

（会報2007年８月号）

羽藤　　巧
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＊日　時　令和３年９月２日㈭
＊場　所　──
＊出席者　会員53名中　不在会員２名
　　　　　　　　　　　優待会員０名
　　　　　　　　　　　終身会員５名
　　　　　純出席者46名　　　 100％

（書面審議）
＊審議事項
１．献血アクティビティについて
＊報告事項
１． 結成60周年記念事業「移動入浴車贈呈式」延期

について
２． 第１回地区ガバナー諮問委員会並びにゾーンレ

ベル会員中止について
３． 今治ＬＣ結成60周年記念ゴルフ大会及び記念式

典延期について
４． 新型コロナ感染対策のお願いについて
５．再入会について

例会・理事会報告
９月第１例会報告

９月第２例会報告

＊日　時　令和３年９月16日㈭　12：15〜
＊場　所　今治国際ホテル
＊出席者　会員53名中　不在会員２名
　　　　　　　　　　　優待会員０名
　　　　　　　　　　　終身会員５名
　　　　　純出席者33名　　　75.0％

＊日　時　令和３年９月９日㈭
＊場　所　──
＊出席者　役員19名中　19名出席

（書面審議）
＊審議事項
１．クラブ内規第７条転入規則の改定について
２． 令和３年度愛媛県臓器移植普及推進月間の後援

について
３．９月第２理事会日程変更について

９月第１理事会報告

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

〒799-1502　今治市喜田村５丁目17番38号
ＴＥＬ（0898）48-6151　ＦＡＸ（0898）48-3993
携帯 090-8978-3208
E-mail:kan@interiorjuko.sakura.ne.jp

家具・室内装飾・内装工事設計施工

代表取締役社長　菅　　修造

石油製品・ＬＰＧ販売
ENEOS株式会社販売店

㈱白石石油店
〒799－1504　今治市拝志３－12
ＴＥＬ48－5653　ＦＡＸ36－6071

４．「献血バス抗菌塗装」支援について
５．その他
＊報告事項
１．８月末会計報告
２．その他
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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
〒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

〒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

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

＊日　時　令和３年９月22日㈬
＊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．ＬＣＩＦについてて
２．その他
＊報告事項
１．その他

９月第２理事会報告

竹中　尚將　９月22日で82才の誕生日です。クラブ
に入会後、例会に誕生日が当たること
がありません。

平田　　弘　ゴルフ同好会の取切戦で優勝しました。
菊川　勝也　久しぶりに皆さんの顔を見ることがで

きて、とても嬉しいのでドネーション
します。

原田　慎二　４ＬＣ親善ゴルフコンペで優勝しまし
た。訪問例会の折、ビジター紹介をし
なくてはいけないのに、上着を忘れて
いました。

河野　通昭　今年も暑い夏を無事に過ごせました。
貴田　敏幸　久しぶりに例会が開催できました。
宇野　一世　久しぶりの例会で沢山の方に出席いた

だきありがとうございます。コロナに
負けず頑張っていきたいと思います。

矢野　　賢　久しぶりに皆さんにお会いできてうれ
しいです。

㟢山　俊紀　先日Ｊクラシックにおいて四国ミッド
シニア選手権があり、４位タイでＪＦ
Ｅ瀬戸内ゴルフクラブで行われる日本
ミッドシニアに出場することになりま
した。久しぶりに頑張ってきます。

鎌田　英一　今治ＬＣゴルフ同好会９月月例で優勝
することができました。ありがとうご
ざいます。

藤髙　研志　無事に例会が再開できたことを計画委
員長として嬉しく思います。

９月第２例会ドネーション情報
＊会長挨拶
＊アワード贈呈
　12ヵ年皆出席賞　中村　浩治
　８ヵ年皆出席賞　木村　智一
　４ヵ年皆出席賞　藤髙　研志
　２ヵ年皆出席賞　船越　裕太・矢野　幸治
＊審議事項
１． クラブ内規７条転入規則の改定について
２．「献血バス抗菌塗装」支援について
＊報告事項
１．献血アクティビティ報告
２．その他
＊幹事報告並びに終末事務
　次回理事会は９月22日㈬　18：30〜
　　　　　　ライオンズクラブ事務局
　次回例会は10月７日㈭　12：15〜
　　　　　　今治国際ホテル「真珠」



編 集 後 記
　表紙のアクティビティの時の幹事として当時の今治ＬＣの様子を再現してみます。まず、このアクティ
ビティは、３年前からシリーズとして当時の市民教育委員会を中心に計画されていたようです。「花の
３部作」と題し、1988年度﨑山春繁会長時にスタートし、まず初年度は「野間馬ハイランドに苗木、馬
具の贈呈」次年度1989年度小池精藏会長時は「野間馬ハイランドに乃万小学校児童と花植」「野間馬馬
飾りの贈呈」そして最終年度1990年度丸山裕生会長時「野間馬ハイランドにひまわりの定植」となりま
した。またこの年は２Ｒ・２Ｚでは初めての今治キャビネット開設により会員全員多忙となるためメイ
ンアクティビティは７月にやっておこうとなり「ひまわり」に決まったようです。と言いますのも、当
時は三役執行部はクラブ運営に忙しいため専念するようにとの事でしたので、前年度から全ての準備は
早くから内定していました安永健治市民教育委員長他、委員さん達を中心に進められました。冗談みた
いな本当の話ですが、このアクティビティに参加したのは準備と当日のたった２回だけです。１回目は
７月９日の１週間程前にＬ村上保和より定植する5,000個の穴掘りの日に「幹事だから１回ぐらい参加
しとけ。」と前日に言われ参加しました。（いつするのかも知りませんでした。）２回目は現在では考え
られませんが、７月９日開会式の30分程前にこれもＬ村上保和より開会式次第を手渡され「幹事だから
司会をするように」と言われ、大変びっくりした事を今でもはっきり覚えています。

※ 最近の幹事さん達は31年前の私の幹事の頃と比べて大変忙しく思われます。執行部がしたいのか、し
なければならないのか、よくわかりませんが、本来委員会で企画・立案、実行すべき事項を執行部で
されているように思われます。本来ライオンズクラブの根底は委員会活動です。委員会活動が活発に
なれば会員はもっとライオンズクラブ活動に興味をもち、クラブがもっと活性化し、例会出席率向上、
会員増強につながっていくでしょう。

 （ＭＣ・ライオンズ情報・大会参加委員長　二宮　幹雄）
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今治４LC親善ゴルフコンペ結果

順位 氏　名 Total HC Net
優勝 原田　慎二 84 13.2 70.8
２位 白石　憲司 92 20.4 71.6
４位 矢野　幸治 95 22.8 72.2
５位 平田　　弘 86 13.2 72.8

◇９月５日㈰　今治 CC　参加人数　24名

今治 LC９月度月例結果

順位 氏　名 Total HC Net
優勝 鎌田　英一 84 19.0 65.0
２位 安永　健治 94 28.8 65.2
３位 貴田　敏幸 82 16.7 65.3
B.B 矢野　幸治 96 11.2 84.8

◇９月５日㈰　今治 CC　参加人数　10名

同好会情報
ゴルフ同好会

　９月５日㈰今治カントリー倶楽部で開かれた第95回今治
４LC 親善ゴルフコンペで優勝しました。
　当日は、くるしま LC の小薮さん、大岡さん、山本さん
とご一緒させていただき和気藹々とプレーできました。そ
のおかげで調子も良かったのですが、イン15番のショート
ホールだけ４パットの６を叩いてしまいました。結果この
ホールが隠しホールで優勝できたのだと思います。
　同伴のお三方とホストの今治くるしまライオンズクラブ
のご担当者様には心からお礼申し上げます。ありがとうご
ざいました。

今治４LC親善ゴルフコンペ優勝

原田　慎二


