
【国際会長モットー】

WE SERVE
（われわれは奉仕する）

【国際会長メッセージ】

心からの奉仕を
【ガバナー・スローガン】

命燃やして恋せよライオンズに

【今治ＬＣ会長スローガン】

和をもって 絆を築き ウィサーブ
【今治ＬＣ会長努力目標】

●60周年記念大会に向けて一致団結
●誇りを持ってアクティビティへの参加
●新会員増強
●委員会活動の活性化
●ウィサーブでやりがいのある今治ＬＣへ
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　８月２日午後９時タイガーに於いてライオンズ関
係、教育委員会、学校、及び参加中学生の父兄参加
のもと、出発式を盛大に行い、皆様方の激励のこと
ばをいただき、訪台する団員全員感激しながらフェ
リーの人となる。翌日３日、東神戸より大阪空港�
10時15分発キャセイ航空にて空路台北へ、すぐ専用
バスにて台北市内観光へ出る。中正記念館の広大な
敷地と左右対称に建てられた立派な建物に驚かされる。
忠烈祠では正門前で兵士の交代式を見学。その日は
台北泊。参加生徒はほとんどが初めての海外旅行な
ので、見るもの聞くもの全部がめずらしく興味深い
様子であった。４日、少々早起きして、中国文化と
芸術の心髄に触れる最短コース、故宮博物館の見学
である。故宮を見ずして台湾観光を諮るなかれと云
われるほど世界的に有名である。近藤校長の希望で
生徒達は、土器、銅器等を今勉強中とのこと。特に
重点的にガイドにお願いをする。ガイドもよく勉強
していて生徒達に充分説明している。生徒達は説明
を聞きながら貪欲に吸収しているようだ。60万点に
のぼる蔵品、膨大さは中国五千年の歴史を見る思いだ。
　昼食後専用バスにて嘉義市へ。ホテルにつくやい
なや全員に花のレイの盛大なる歓迎を受ける。生徒
達はそれぞれのホストファミリーに引き取られ家庭
に入る。改めて夜ホテルにて交歓会となる。嘉義ラ
イオンズクラブの理事会と交歓会を兼ね、我々全員
の歓迎会も兼ねている。熱烈歓迎…その言葉以外表
現する言葉が見当たらない。丁度この日Ｌ田坂保雄
の誕生日との事で一層歓迎される。
　生徒達もそれぞれファミリーと打ち解けている様
子に我々胸をなでおろす。Ｌ葉が日本語と北京語で
通訳し大活躍である。その後生徒達は生まれて初め
ての海外のホームステイの経験である。今治ＣＡＴ
Ｖの木本嬢はＬ王宅で泊まりながら取材である。翌
５日午前10時より嘉義市役所で市長に表敬訪問する。
張文英市長は女性で大変温和であるが、芯のしっか
りした面持ちである。ここでもＬ葉が張市長、嘉義
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ＬＣ会長Ｌ張及び今治ＬＣ会長Ｌ長野等をそれぞれ
の挨拶を日本語と北京語の通訳で汗だくである。あ
らかじめ岡島今治市長よりメッセージを持参してい
たので、諏訪教育次長が代行で読みあげる。最後に
子供達代表の謝辞を述べ、市長より全員に記念品（生
徒達には腕時計、我々にはネクタイとタイピン）を
渡され日台友好と生徒達への今後の活躍を祈念する
挨拶をいただき、全員感激で市役所を後にする。そ
の後は取材の為Ｌ佐々木、諏訪教育次長、近藤校長、
木本嬢共々各家庭へ廻って行く。翌６日午後いよい
よ昼食にてさよならパーティーの日である。それぞ
れのファミリーと生徒達が入場、お土産を頂きパー
ティーに入る。宴が進むにつれあっちこちで涙を流
しだき合っている姿が見られる。最後にＬ長野、Ｌ
張のそれぞれの会長の此の度のホームステイの謝辞
及び意義等の挨拶があり、生徒代表の謝辞であり全
員蛍の光を合掌し後ろ髪を引かれる思いで台北行き
専用バスの人となる。嘉義ライオンズクラブ出席者
全員バスが出発するまでお見送りをいただき惜別の
思いなり。翌７日烏来観光である。タイヤル族の村
で美しい滝があり、トロッコも珍しい。タイヤルの
歌と踊りを見学し台北空港へ、16時50分発キャセイ
にて大阪空港着専用バスにて東神戸よりフェリーに
て今治港６時30分着、早朝にもかかわらず関係者多
数の出向いを受ける。会長Ｌ長野の挨拶で解散とな
る。最後にまる２日間のホームステイではありまし
たが、当初心配されました事故、病気もなく生徒達
にはホストファミリ−より両手に持てぬほど頂いた
土産物よりも精神的な面でファミリーよりの温かい
心の土産を頂いた事、何物にもまさる物ではないと
思います。人生の大きな思い出であり、将来血とな
り肉となる事があると信じます。又旅行を通じてお
互いの協調性・自主性等大いに進歩されたものと思
い、此の度のＡＣＴが実り多かったものと信じてや
みません。
　関係者の皆様の御協力を感謝致します。

（会報1991　９月号）

７月１日　�結団式　今治市内８中学校（当時）より
各１名選抜された２年生男子８名

　　16日　ホームステイオリエンテーション
８月２日　�フェリーにて今治港より東神戸港へ�

中学生８名、今治市教育委員会諏訪秀
明教育次長、近藤三太校長、今治ＣＡＴＶ
アナウンサー１名・カメラマン１名、
今治ＬＣ長野会長　他会員３名�
計16名

８月３日　�大阪空港より台北市へ�
台北市内観光

　　４日　�故宮博物館見学後バスにて嘉義市へ�
嘉義ＬＣ主催歓迎会後嘉義ＬＣ会員宅へ�
�２名ずつホームステイ

　　５日　嘉義市長歓迎会
　　６日　午後サヨナラパーティー後台北市へ
　　７日　烏来観光後大阪空港へ
　　８日　今治港着

1991年８月２日〜８日

髙橋　　勉
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羅慶林の家族 李進安の家族

ホームステイオリエンテーション結団式

故宮博物館見学 嘉義市長歓迎会

王永芳の家族 黄昭雄の家族
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　ぼくは、今回のホームステイで、普段の生活の
中では学べないことをたくさん学びとったと思い
ます。まだわずか14才のぼくには、見るもの聞く
ものすべてが、初めての体験だったので数多くの
ことが頭の中に印象深く残っています。むこうの
人たちと言葉では通じ合うことができませんでし
たが、心と心は通じ合うことができ、むこうの人
たちの心の暖かさを知りました。今回の経験を通
して、国際人として、一歩前進したと思います。
これで最後ではなく、台湾の人たちとも交流を続
け、さらに海外の多くの人たちとも交流ができる

台湾訪問を終えて

様、努力をしていき、国際人としての道を一歩一
歩前進していこうと思います。
　それから、今回お世話になった、今治ライオン
ズクラブの皆様、教育委員会の皆様、学校の先生
方、このような貴重な体験をさせて下さってあり
がとうございました。心から感謝しています。今
回の体験は、ぼくにとって一生忘れることはない
と思います。ぼくの心の中にある夢と希望がいっ
そう大きくふくらんだような気がします。今回の
体験は、近い将来、きっと大きく役立つと思いま
す。そんな日が早く来てほしいものです。

日吉中学校　越智　敦司

〒794－0035　愛媛県今治市枝堀町2丁目4－6
ＴＥＬ（0898）㈹３２－１６７８
ＦＡＸ（0898）　３１－５７７１

㈱丸馬銘木馬
〒799‒1512　愛媛県今治市高市甲265番地2
ＴＥＬ（0898）47‒5522㈹　ＦＡＸ（0898）47‒5528

まる　　　そう

株式会社　丸　宗



−5−

Imabari LIONS CLUBS

角膜移植は人から人への光の架け橋

　1965年に（財）日本眼球銀行協会を設立して以
来、50年余が経過しましたが様々な紆余曲折があ
りました。設立当時はライオンズクラブの協力を
得て全国的にアイバンクをアピールし、献眼運動
も盛んに行われ、1983年には公共広告機構の尽力
で落語家の桂米朝氏による献眼ＰＲのＣＭも作成
してテレビ・新聞等で放送・掲載されました。

アイバンクの歴史

に令和3年3月末で約1,700人です。
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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

竜
登
川

〒794-0811　愛媛県今治市南高下町2丁目2-33
TEL（0898）33-1129

OPEN 16 :00　CLOSE 23:00
定休日　火曜日

電話でのご予約受け承ります。

焼 肉
Y U Z A N

ホンダカーズ
今治東

ダイキ
コープえひめ

産業道路

蒼
社
川 焼 肉

Y U Z A N

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

（日本アイバンク協会より）

（１月号につづく）
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〒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

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

＊日　時　令和３年11月４日㈭　12：15〜
＊場　所　今治国際ホテル
＊出席者　会員54名中　不在会員１名
　　　　　　　　　　　優待会員０名
　　　　　　　　　　　終身会員５名
　　　　　純出席者35名　　　76.1％

＊会長挨拶
＊オールド・モナーク・シェブロン賞贈呈
　40ヵ年モナーク・シェブロン賞
　　安永　健治・二宮　幹雄
　30ヵ年モナーク・シェブロン賞
　　竹中　尚將
　20ヵ年モナーク・シェブロン賞
　　入舟　訓三
　15ヵ年モナーク・シェブロン賞
　　白石　憲司・田中　敏也・渡邊　直人
＊アワード贈呈
　20ヵ年皆出席賞　入舟　訓三
＊食事懇談
＊報告事項
１．�指名委員会メンバーについて
２．�次期 GAT（GMT・FWT・GLT・GST）会則
委員指名委員会メンバーについて

３．�その他
＊ラッキーカード
＊幹事報告並びに終末事務
　次回理事会は11月11日㈭　18：30〜
　　　　　　ライオンズクラブ事務局
　次回例会は11月18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２例会報告
＊日　時　令和３年11月18日㈭　12：15〜
＊場　所　今治国際ホテル
＊出席者　会員54名中　不在会員１名
　　　　　　　　　　　優待会員０名
　　　　　　　　　　　終身会員５名
　　　　　純出席者33名　　　71.8％
＊会長挨拶
＊メンバー卓話「特許について」� 宇野　一世

＊食事懇談
＊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

＊報告事項
１．�その他
＊ラッキーカード
＊幹事報告並びに終末事務
　次回理事会は11月25日㈭　18：30〜
　　　　　　ライオンズクラブ事務局
　次回例会は12月２日㈭　12：15〜
　　　　　　今治国際ホテル「真珠」

＊日　時　令和３年11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　16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．�その他
＊報告事項
１．10月末会計報告
２．その他

11月第１理事会報告
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今治市波方町小部甲675番地1　TEL（0898）41-5995
幹　事 宇野　一世

今治市小泉2丁目7-27　TEL（0898）52-3811
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今治市衣干町2丁目1-10　TEL（0898）33-0905

MC・ライオンズ情報
委員長

二宮　幹雄
今治市旭町1丁目5-17　TEL（0898）22-1662

MC・ライオンズ情報
委　員

船越　裕太
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11月第１例会ドネーション情報

11月第２例会ドネーション情報

入舟　訓三　早いもので、メンバーに加えて頂き20
年になりました。これからもよろしく
お願いいたします。

森川　祥希　昨日第２子となる次男が誕生しました。
今後はより仕事、家族サービスに全力
で取り組みたいと思います。

菊川　勝也　本日より通常通り食事ありの例会がで
きたことに感謝し、また引き続き通常
例会ができることを願ってドネーショ
ンします。

貴田　敏幸　全国的にコロナも落ち着きました。当
クラブにおいても今日から通常例会が
開催され大変嬉しく思います‼

原田　慎二　７月の次男に続いて10/16に長男一家
も男の子を授かりました。めでたいです。

宇野　一世　小６の息子が先週、愛媛県発明クラブ
の優秀賞を頂きました。私も先月、自
身の特許が権利化されました。更に世
界初の製品を開発中で無事製品化出来
るよう頑張ります。

河野　通昭　11/11で満88歳となり米寿を元気で迎
える事ができました。これも皆様との
お付合いの賜物です。

安永　健治　10月の月例会に続き11/13の月例会も
連続優勝をしてしまいました。3連勝
を目指して頑張ります。

羽田野修司　グリーン株式会社、新倉庫及び敷地整
地が完了し、本日落成神事を執り行い
操業を開始致しました。

菊川　勝也　宇野幹事メンバー卓話ありがとうござ
います。コロナ感染がおさまり引き続
き通常例会が開催されることを願って
ドネーションします。

貴田　敏幸　隣の席になった方々いつもドネーショ
ンありがとうございます。

越智　洋介　11/13今治東中等教育学校が帝京第五
高校を３−０で破り、見事全国大会の
切符を手にしました。

村上　浩二　矢野幸治君の計画委員長デビューをお
祝い申し上げます。

宇野　一世　つたないメンバー卓話失礼致しました。
矢野副計画委員長　進行係デビューお
めでとうございます。

木村　智一　矢野幸治さんの初の例会司会をお祝い
してドネーションさせていただきます。

矢野　　賢　今日も貴田T・Tの隣で嬉しいです。

＊日　時　令和３年11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
＊審議事項
１．�献血運動推進全国大会における寄贈車両協力依
頼について

２．あすなろ学園クリスマスプレゼントについて
３．事務局員冬期賞与について
４．その他
＊報告事項
１．事務局年末年始のお休みについて
２．その他

11月第２理事会報告


