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　私は現在、民生児童委員をして
いる関係で、今治ライオンズクラ
ブの会長となりアクティビティを
する際には福祉に関することが出
来ればと考えておりました。そん

な日頃の活動の中で、自宅入浴や通所での入浴が困
難（介護度が高い高齢者及び重度の身体障害者）な
方が多く、訪問入浴車輌が不足している現状を知り
ました。

今治ライオンズクラブ結成60周年記念事業
今治市社会福祉協議会へ『希望の光』号（訪問入浴車輌）贈呈

会長　菊川　勝也

今治市社会福祉協議会へ訪問入浴車輌贈呈  

　今年３月、菊川会長より記念事業に関して、今
治市民のお役に立てる事業がしたいとの話があり、
民生児童委員をしている背景もあり今治市社会福
祉協議会様へ訪問入浴車輛を贈呈してはという話
となりました。４月早々に普通車と軽四の見積り
を依頼し、普通車1000万円、軽四600万円の見積
りを取りました。
　今治市社会福祉協議会様と相談の結果、島嶼部
の狭い道には軽四が便利であり、１台老朽化で故
障が増えていることもあり、軽四タイプで検討を
行いました。10月の記念式典までに贈呈を考える
と、６月の最終理事会での承認、７月には発注８

経　過　報　告
月末に納車と慌ただしく準備を進め、また並行し
て国際協会へクラブシェアリング交付金の申請を
行い、3840US$ の交付金給付を受理頂き、９月
２日の贈呈式に何とか間に合わせることが出来ま
した。しかし、今治市の新型コロナウイルス蔓延
の影響から延期を余儀なくされ、今治市社会福祉
協議会　長野会長、田中副会長、清家副会長、来
賓に徳永今治市長を迎え、10月６日　クラブ員31
名の出席のもと無事に贈呈式を迎えました。実行
委員会、記念事業係、クラブ員の方々には大変お
世話になりました。

総務係　副係長　宇野　一世

　現状では、折り畳みの浴槽をベッドの横まで運び
（２階のところもあります）、入浴車のボイラーから
ホースで浴槽へ給湯し入浴サービスを行っています。
私たちの毎日出来る事が数日に１回ではありますが、
爽快感を味わえる数少ない楽しみであり、とても素
晴らしいことだと感じました。
　この様な背景から、今治ライオンズクラブ結成60
周年記念事業に訪問入浴車輌の贈呈を行いたいと思
い企画いたしました。

　この度は、今治ライオンズクラ
ブ結成60周年記念事業として、訪
問入浴車を寄贈いただき誠にあり
がとうございました。今回のご寄

贈にあたり、菊川会長さまをはじめ、ご尽力をいた
だきました会員の皆様に謹んで感謝申し上げます。
　本会では昭和60年より、高齢や身体障がいのため
入浴が困難な方々に、訪問入浴車による介護サービ
スの提供を行ってまいりました。また、豪雨災害の
際には県の要請を受けて被災した南予の高齢者施設
に訪問入浴車を派遣し、介護サービスを提供したこ
ともありました。

訪問入浴車寄贈お礼  
社会福祉法人 今治市社会福祉協議会

会長　長野　和幸
　国では「地域共生社会」を推進しており、介護が
必要な状態になっても、本人の住み慣れた地域で生
活できるよう支援を進めています。在宅で安心して
快適な生活を送るうえで入浴サービスは欠かせない
ものであり、これからも介護サービスが必要な方は
たくさんいらっしゃいます。このような中で、今回
の訪問入浴車の寄贈は大変ありがたいことであり、
有意義に使用させて頂きたいと考えております。
　今後とも、だれもが安心して暮らせる今治のために、
地域の皆様と共に地域福祉活動を進めてまいります
ので、皆様方からのご支援とご協力を賜りますよう
お願い申し上げ、お礼の言葉とさせていただきます。
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目録贈呈

今治市社会福祉協議会より感謝状授与鳥井洋 今治ライオンズクラブ結成60周年記念大会実行委員長

菊川勝也 今治ライオンズクラブ会長

徳永繁樹 今治市長

長野和幸 今治市社会福祉協議会会長
ライオンズクラブ国際財団より

クラブシェアリング交付金3,840US$ 活用
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令和３年度社会福祉大会において感謝状並びに
記念品授与（令和３年10月９日）

◦現在ご利用頂いている人数は？
　介護＋障害者合わせて　82名

◦年齢層は？
　９～106歳の方にご利用頂いています。

◦現在の訪問入浴車輌の台数は？
　普通車：２台
　軽四車：４台（１台故障中）
　今治市全域（島しょ部含）を対応しています。
　一日100km を超えて回ることもあります。

◦一日の対応件数は？
　５～７件 / 日
　 　介護福祉士２名、看護師１名の３名 / チームで

対応しています。

◦今回の贈呈に関して
　 　車両の老朽化により、急遽対応出来なくなった

りしており、安定した対応が出来ることは入浴を
楽しみに待って頂いている方に喜んで頂けると思
います。

　 　また最新の設備は、浴槽の軽量化、ホースの取
り付け部など、細部に改善がなされスタッフの負
担軽減にも繋がります。

◦入浴介護のお仕事でつらいことは？
　 　仕事の対応は肉体的につらいところはあります

が、入浴後に喜んでいただける笑顔にやりがいを
感じてやっています。

　 　しかし、突然体調を崩され亡くなったとの連絡
を受ける時が一番つらくて悲しいことです。

◦ライオンズクラブに対する要望
　 　この度は貴重なご支援を頂き本当に感謝してい

ます。
　 　近年の異常気象で、災害対応に非常に苦慮して

おり、重機、冷蔵車など災害時にご支援頂けると
助かります。

◇福祉に対して質問しました

今治市社会福祉協議会
事務局長 越智孝様

今治市社会福祉協議会
センター長 近田明美様
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市役所前花時計花の植え替え
環境保全・保健福祉委員長 鎌田　英一

　令和３年10月７日、第１例会終了後、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。
　当初は９月に予定していましたが、コロナ禍を考
慮して、10月に変更させて頂きました。当日は菊川
会長はじめ多くのメンバーに参加して頂きました。
　また、今治ワークスの皆さんのご協力を頂き準備
等して頂きました。天候も良く、終始和やかな雰囲
気で手際よく作業を行うことが出来たと思います。
　最後に参加して頂いた皆さんと植え替えられた花
の前で記念写真を撮りました。
　ご協力ありがとうございました。
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＊日　時　令和３年10月７日㈭　12：15～
＊場　所　今治国際ホテル
＊出席者　会員54名中　不在会員２名
　　　　　　　　　　　優待会員０名
　　　　　　　　　　　終身会員５名
　　　　　純出席者36名　　　78.3％
＊会長挨拶
＊終身会員証明書贈呈
　終身会員　安永　健治
＊アワード贈呈
　34ヵ年皆出席賞　八木　隆志
　14ヵ年皆出席賞　菊川　勝也
　６ヵ年皆出席賞　関　　英輔
　１ヵ年皆出席賞　宇野　一世
＊審議事項
１．ＬＣＩＦについて
２． ２Ｒ親善ゴルフ大会について
＊報告事項
１．ＭＪＦ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10月14日㈭　18：30～
　　　　　　ライオンズクラブ事務局
　次回例会は10月21日㈭　12：15～
　　　　　　今治国際ホテル「真珠」

例会・理事会報告
10月第１例会報告

10月第２例会報告
＊日　時　令和３年10月21日㈭　12：15～
＊場　所　今治国際ホテル
＊出席者　会員54名中　不在会員２名
　　　　　　　　　　　優待会員０名
　　　　　　　　　　　終身会員５名
　　　　　純出席者29名　　　63.1％
＊会長挨拶
＊ビジター紹介
　336-A 地区2R2ZZC　田坂　達哉様
　336-A 地区2RGAT（GMT・FWT・GLT・
　GST）会則委員　　　 眞鍋　啓太様
＊ＬＣＩＦキャンペーン100アワード贈呈
　◦ライオン・オブ・コミットメント楯
　瀬野　和博・竹中　尚將・田中　敏也・羽田野修司
＊審議事項
１．新会員オリエンテーションについて
２． ２Ｒリーダーシップ（指導力育成）研修会について
＊報告事項
１．令和３年度今治市社会福祉大会出席報告
２．今治ＬＣ結成60周年記念誌家族写真提出について
３．その他
＊幹事報告並びに終末事務
　次回理事会は10月28日㈭　18：30～
　　　　　　ライオンズクラブ事務局
　次回例会は11月4日㈭　12：15～
　　　　　　今治国際ホテル「真珠」

＊日　時　令和３年10月14日㈭　18：30～
＊場　所　ライオンズクラブ事務局
＊出席者　役員19名中　15名出席
＊審議事項
１．退会届について
２． 新会員オリエンテーションについて
３． ２Ｒリーダーシップ（指導力育成）研修会について
４．その他
＊報告事項
１．令和３年度今治市社会福祉大会出席報告
２．公認ガイディングライオン講習会開催のご案内
３． ９月末会計報告
４．その他

10月第１理事会報告
＊日　時　令和３年10月28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
＊審議事項
１．指名委員会について
２．次期地区委員指名委員会立ち上げについて
３．その他
＊報告事項
１．その他

10月第２理事会報告

10月第１例会ドネーション情報

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。

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

有限会社 二宮蒲鉾店
〒794‒0042　愛媛県今治市旭町1－5－17
ＴＥＬ（0898）22‒1662　ＦＡＸ（0898）22‒8233

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

菊川　勝也　皆さんのおかげで今治 LC 結成60周年
記念事業の移動入浴車贈呈式が終えら
れました。ありがとうございました。

鳥井　　洋　今治市社会福祉協議会への「移動入浴車」
贈呈式が昨日無事終了しました。実行
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自然塗料で
シックハウス症候群防止

塗装でエコを
遮熱・断熱・防音・結露防止

FRP 防水で
雨漏防止　快適環境

㈱平田商会
塗装　防水　営繕工事

今治市別宮町9丁目5－16
ＴＥＬ ２２－５９７４

オフセットカラー印刷から、事務用印刷・企画デザイン・
ウインドウズデータの入出力まで、お客様のニーズに
最新の技術でお応えします。

〒794－0035　愛媛県今治市枝堀町2丁目1－13
ＴＥＬ（0898）22－5246　ＦＡＸ（0898）22－5625

株式
会社

委員長として安堵致しました。皆さん
大変ご苦労様でした。

羽田野修司　今治 LC 結成60周年記念事業の移動入
浴車贈呈式が無事終了しおめでとうご
ざいます。また、グリーン株式会社の
新築倉庫の建前も9/28に無事終わりま
して併せてドネーションいたします。

貴田　敏幸　体調を崩し結成60周年記念事業の移動
入浴車贈呈式に出席できませんでした。
本当にすみません。

船越　裕太　事業再構築補助金の第２回公募にて弊
社の補助事業案が採択されました。コ
ロナ禍で厳しい業況が続いていますが、
これをきっかけに新たな取り組みを行っ
ていきます。

河野　通昭　真鍋さんノーベル物理学賞受賞おめで
とうございます。日本が世界に誇れる
物理学賞です。ありがとうございました。

安永　健治　ゴルフ同好会の10月コンペにて久々の
優勝をしました。

㟢山　俊紀　結成60周年記念事業が無事に終了し誠
に喜ばしくおめでとうございました。
また、今月号の会報誌に昔のエピソー
ドを載せて頂きました。今は亡き佐谷
氏を暫し忍ばせて頂きました。

村上　浩二　結成60周年記念事業「移動入浴車贈呈
式」が無事終わりました。皆様ご協力
ありがとうございました。尚、皆様引
き続き、会員増強に関してご協力の程
よろしくお願い致します。

宇野　一世　昨日の「移動入浴車贈呈式」にご参加
の皆様ありがとうございました。無事
記念事業を終える事が出来ました。記
念式典が延期となっておりますが、引
き続き宜しくお願い致します。

木村　智一　先日の結成60周年記念事業に大勢ご参
加いただきありがとうございました。

鎌田　英一　本日例会終了後に花の植替えを行いま
す。皆さんご協力お願いします。

藤髙　研志　本日もたくさんの方に例会に出席いた
だきました。次回も出席をお願い致し
ます。

336-A 地区2RGAT（GMT・FWT・GLT・GST）会則委員　眞鍋　啓太様
女性会員の入会よろしくお願いいたし
ます。

菅　　道就　11/1に四村にて「清水さざん薬局」を
開局予定です。今回はアフターコロナ、
災害対策に対応できるようドライブス
ルー・太陽光・蓄電池を装備しており
ます。今後とも宜しくお願い致します。

矢野　幸治　 以前 YCE でお世話になった、次女の
京に男の子が生まれました。前回例会
の終了ゴングと当時に連絡が来ました。
とても嬉しいのでドネーションします。

菊川　勝也　 新型コロナの早期の終息を願ってドネー
ションします。

河野　通昭　特に何もありません。何もないのが良
いのかも…ドネーションします。

安永　健治　 10/9今治 CC 月例会にて優勝いたしま
した。年末のグランドマンスリーの優
勝をめざして頑張ります。

二宮　幹雄　 ２ZC 田坂さん、我が今治 LC へ３度
も訪問いただきありがとうございます。
２RGAT・会則委員眞鍋さん昨年度の
１Z・ZCA に引き続き２R の要職ご苦
労様です。お二人の今年度のご活躍お
祈りいたします。

村上　浩二　 先日、孫（波止浜虎岳幼稚園の年少）
が運動会デビューしましたが、「かけっ
こ」は惨敗でした。しかし、最後まで
頑張った姿には感動いたしました。

貴田　敏幸　黒田さんいらっしゃいませ！！
木村　智一　 矢野賢 L の例会デビューと黒田 L の

再入会をお祝いしてドネーションさせ
ていただきます。

黒田　　聡　 この度、御縁があり今治 LC に復帰さ
せていただきました。頑張りますので
よろしくお願いします。

白石　憲司　陰の陰のスポンサーのつもりで黒田さ
んに協力させていただきます。宜しく
お願いします。

鳥井　　洋　大事なライオンズのバッヂを忘れてし
まいました。大変申し訳ありません。

中村　浩治　矢野副幹事、例会デビューおめでとう
ございます。

藤髙　研志　 矢野先輩の初幹事を記念してドネーショ
ンします。

横田　勤治　 黒田さん再入会おめでとうございます。
私のスポンサーがやっと帰ってきてく
れました。

10月第２例会ドネーション情報
336-A 地区2R2ZZC　田坂　達哉様

またまた例会訪問させていただきました。
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今治 LC10月度月例結果

順位 氏　名 Total HC Net
優勝 安永　健治 97 25.9 71.1
２位 渡辺　正隆 99 22.9 76.1
３位 関　　英輔 101 24.0 77.0
B.B 田中　敏也 111 28.0 83.0

◇10月５日㈫　チサン CC 北条
　参加人数　10名

同好会情報
ゴルフ同好会

　10月５日、チサンカントリーにて、同好会コンペが行わ
れ久々に優勝してしまいました。大変多くのハンディーに
恵まれ、体調不良にも関わらず優勝することが出来ました。
　また、10月９日の今治カントリー月例会でも何年かぶり
か忘れましたが優勝いたしました。
　12月のグランドマンスリーでも、頑張って優勝を狙いた
いと思います。これは夢です。

ゴルフ同好会優勝 安永　健治

今治ライオンズクラブ結成60周年記念事業
今治市社会福祉協議会へ『希望の光』号（訪問入浴車輌）贈呈


