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国際姉妹クラブ交換学生招待

【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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新年のご挨拶
第46回２Ｒ親善スポ一ツ大会
会長

菊川

勝也
2022年の新春を迎え会員の皆様に謹んで新年のお慶びを申し上げます。
旧年中は新型コロナ禍の中、クラブ運営また事業活動に温かいご指導ご協力を賜り
心より御礼申し上げます。
昨年10月にはコロナ禍で延期にはなりましたが、メインアクティビティである訪問
入浴車両の今治市社会福祉協議会への贈呈式が皆様ご参加の中、無事に執り行われま
した。ありがとうございました。
今年2022年２月19日㈯には今治ＬＣ60周年記念ゴルフ大会、２月27日㈰には記念式
典を開催する予定になっており、新型コロナオミクロン株の感染が広がらないことを
願い、
皆様のご協力のもと大勢の参加を得て成功裏に今治ＬＣ60周年を祝いたいと思っ
ています。
今期の任期も早いもので残すところ半年となりました。
スローガン「和をもって 絆を築き ウィサーブ」のもと、日々精進に努め奉仕活動に
邁進してまいりたいと思っています。更に諸先輩が築いてこられた歴史と伝統に誇り
を持って、今年がより一層素晴らしい年になりますよう皆様と共に盛り上げたいと思っ
ています。
最後になりましたが、今治 LC の益々の発展と会員の皆様、ご家族の皆様のご健康
ご多幸を祈念して新年のご挨拶とさせて頂きます。

年男の抱負

昭和25年１月26日生

廣田

庸二

昭和25年３月11日生

羽藤

思えば、今治ライオンズクラブに入会させて頂いたのは小生若干29歳。吹揚神社宮
司の田窪多理甫様のスポンサーによるものでした。
以来40余年、世間知らずの小生に種々の体験やアドバイス、目的達成に必要な根回
しや順序等成すべき事。学校では習えない社会人、経営者としての知識を教えてくれ
たのがライオンズクラブの先輩方でした。
今、世界は新型コロナウイルスにより大変な時代を迎えていますが、我が今治ライ
オンズクラブの現、前、前前会長をはじめ、各執行部の方々の見事なチームワークや
指導力を見ておりますと先は明るいと感じております。

巧

突然ですが「トラ」ときいて何を連想しますか
「トラ , トラ , トラ」は昭和の方はご存じ、真珠湾攻撃命令の暗号！
「ケッコウ毛だらけ、猫はいだらけ」はフーテンの寅さん
「タイガーマスク」は弱者の味方
「♪君だけ―に♪」のザ・タイガース（知らない人が多いか）
「♪六甲おろしの～♪」は阪神タイガース
まだまだキャラクターは数多いと思いますが
変わらないのは「トラ」はみんなのヒーローであり憧れの存在かと思う。
それでは「十二支寅年」生まれと言えばどうだろうか！ちなみに「2022寅年」は私
の干支（６回目）である。
（寅）は動くの意味で春が来て草木が生ずる状態を表しているという。生命力に溢
れているという事では、私にピッタリかと思う。また性格に於いても、勇敢で争いご
とにも強く , 自信に満ち溢れている。判断力においても仕事を通じて大胆に、自分を
表現することができる。何事においても臨機応変に対応することができる。なるほど
と思いながらこの性格判断等は、私に思い当たることが多く、深くうなずくところで
ある。このことはクラブ内、寅年生まれの皆さんにも共通するところでしょう。
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振り返れば、生を受けて72年、今治ライオンズクラブに入会して20年近く、何か世
の中のため、社会のために少しは役に立つ事を成してきただろうか！
ウ～ン（思考中）……何も思い出せない… 反省しかない…
「行動を起こさないのが行動だ」という言葉があるが、私の場合、何もしない
ことこそ「役立つ」ことかもしれない。
７回目の干支が迎えられるかどうかわからないが、それまでの教訓通り
静かに年を重ねたいと思う。最後になぞかけを一つ
「十二支寅年とかけてなんと解く 巨人軍の永久欠番と解く
そのこころは
どちらも３番が一番」
おそまつ チャンチャン
※よろしければグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。

昭和49年10月６日生

渡邊

直人

新年あけましておめでとうございます。
今年４回目の年男を迎える寅年（五黄の寅）47歳です、ライオンズクラブに入会さ
して頂き早くも15年目を迎える事が出来ました。本当に月日が経つのが早く感じるよ
うになり人生も半分以上が終わったなと淋しく思いながら、今年は会計を仰せつかり
皆様にご迷惑をおかけしないよう頑張りたいと思っております。まだまだ未熟ではご
ざいますが本年も宜しくお願い致します。
昭和49年（1974年）寅年にあった出来事をネットで検索してみました。
◦田中角栄首相退陣 三木内閣誕生
◦元日本兵小野田さん30年ぶりに救出
◦オイルショック
◦ヒット曲 襟裳岬 ひと夏の経験 昭和枯れすすき
◦流行語「わが巨人軍は永久に不滅です」
◦物価 ビール160円 かけそば150円
新年明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い致します。今年、４度
目の年男‼48歳になります。
まだまだ世間様見ると若輩者ではありますが、私自身この歳を迎えれるとは思って
いませんでした。2019年に突然の大病宣告。
当時「自分の人生、少し短かかったな」と意外にも冷静である自分に驚きました。
しかし病院の先生方やたくさんの皆様にとても親身に診察治療をして頂いたお蔭で無

昭和49年10月９日生

越智

洋介

事に退院する事が出来ました。特に、家族からのサポートには感謝が足りないくらい
です。２年半の休職になりましたが、
昨年の７月20日からお店も再開することができ、
激励の言葉も頂きました。ありがとうございます。2022年は体調管理に気をつけなが
ら、今まで遠慮してきた事、やりたかった事にもどんどんチャレンジして頂いた命に
感謝を忘れず笑顔溢れる１年にしたいと思います。皆様には今後とも益々の御指導を
宜しくお願い致します。
新年あけましておめでとうございます。
昨年は松山英樹選手のマスターズ優勝、東京オリンピックの開催や、大谷翔平選手
のアメリカでの大活躍など明るい話題もありましたが、一昨年に引き続き新型コロナ
ウイルスに翻弄された１年となりました。
個人的にも約20年ぶりに腸閉塞で入院し、
改めて「健康」の有難さを実感しました。
今年まずは健康第一、その上で仕事に真面目に取り組み、プライベートも充実させ、

昭和49年10月15日生

船越

裕太

そして若干ながらでもクラブのお役に立てればと思っていますので、ご指導ご鞭撻の
ほどよろしくお願いいたします。
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２Ｒリーダーシップ研修会
日 時
場 所
出席者

矢野

11月28日㈰ 14：45〜
ユーホール（四国中央市）
矢野幸治

幸治

去、11月28日に、四国中央市のユーホールに於い
て行なわれた２Ｒリーダーシップ研修会に、会員委
員長村上浩二さんの引率で出席してまいりました。
当日は、新会員オリエンテーションに出席する方
たちと一緒でしたので、私も２年前に何もわからな
いまま出席したなあと思いました。
全体会の後、リーダーシップ研修会が始まり、講
師に、
前２Ｒ−ＲＣの白石公成様を迎え冒頭にリーダー
シップの要素として、
発想力・決断力・行動力・コミュ
ニケーション能力・誠実であること・精神的に安定
していること・信頼されていることの７つを挙げら
れ、これらを高めるには、積極的な参加し、意識し
て仕事以外に関係を深め、メンバーを信頼し、相手
の話をよく聞き理解することが大事であるとのお話

しがありました。
今回の研修を受講して、自分に足りないものは何
だろうと考え、これからやるであろう委員、役に対
して、前向きに参加し、メンバーを信頼し、また、
信頼されるようなリーダーとなるべくスキルアップ
できればいいなとおもいました。

新会員オリエンテーション出席報告
日 時
場 所
出席者

森川

11月28日㈰ 14：45〜
ユーホール（四国中央市）
村上浩二会員・指導力育成委員長
菅 修造、熊谷昭宏、藤本裕之、森川祥希

祥希

ライオンズクラブ国際協会336−Ａ地区２Ｒの新
会員オリエンテーションに参加させていただきまし
た。32名の新会員が参加し、女性の新会員も多く見
受けられました。
地区名誉顧問の関野邦夫元地区ガバナーが講師を
してくださり、主にご自身がライオンズクラブに入
会してから現在までの流れや心境、ライオンズクラ
ブへの思いなどを笑い話も交えつつお話をしていた
だきました。そのお話の中で私が印象に残り、感じ
たことがあります。
それは奉仕活動をすることが人の為でなく、自分
自身の為であるということを強く伝えたかったよう
に感じました。奉仕活動をやってあげているという
気持ちでなく、純粋な気持ちで取り組めば自分自身
の心に余裕がうまれ豊かな気持ちになれるのではな
いかと考えました。そうすることで結果的に喜んで
くださる方もいて、自身にも返ってくるものが何か
あるのではないかと思いました。まだ私自身はその
ような心境に達していないように思います。今後
の活動を通じてライオンズのモットーである「We

serve」の精神について一つでも何かを多く学んで
いきたいと思います。
他にも退会者を出さないようにする為にそれぞれ
のクラブでやりがいや会費に対する対価などについ
てもお話をされており、ライオンズ会員としてだけ
でなく、仕事面においても勉強になることが多くあ
りました。
まだまだ私自身ライオンズクラブ会員として未熟
者ですが、今回のオリエンテーションを通じて学ん
だことを活かし、今後の活動に励んでいきたいと思
います。
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第２回地区ガバナー諮問委員会並びにゾーンレベル会員委員会
日 時
場 所
出席者

会計

12月11日㈯ 16：30〜
今治国際ホテル
菊川会長、宇野幹事、木村会計
中村第一副会長、村上会員委員長

木村

智一

12月11日㈯今期はじめての第２回地区ガバナー諮
問委員会並びにゾーンレベル会員委員会が今治国際
ホテルにて開催されました。当クラブからクラブ３
役と第一副会長、会員委員長の５名で参加してまい
りました。田坂達哉 ZC、大橋勝英 RC の挨拶と続
きました。大橋 RC から現在の日本ライオンズクラ
ブの会員数、リジョン・２Z クラブごとの会員動静、
状況の報告がありました。
世界全体で会員増強の目標は170万人予定されて
います。（現在は139万人）眞鍋啓太 GAT・会則委
員から４クラブに現在の会員増強の状況と「女性会

員を増強して欲しい」と依頼があり、当クラブは今
期５名の会員の増員で
「大変お世話になっています」
との報告をうけました。
今治ライオンズクラブはどのようにして、
「会員
増強をしているか」の説明をしてください。と質問
があり、村上浩二会員委員長が（友達の輪例会）な
ど色々工夫して会員増強をしていると説明をいたし
ました。
その後、越智弘和 MC 地区誌編集委員から今年
度もコロナウイルスの影響により様々な会議が行わ
れない状況ですが、各クラブ活動として、MC 委員
会からメール又 ZOOM 会議などを行って欲しいと
の要望でした。
現在このような大変な時期ですが、会員皆様のお
力添えを頂きこの半年を迎えることができました。
残りの半年も精一杯頑張りますのでよろしくお願い
いたします。

今治北 山路店

木製家具製造業 船舶内装業

株式会社

矢野船装

ヨコタ自動車株式会社
代表取締役社長

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

勤治

四国運輸局指定工場
今治市山路４１２番地の１
ＴＥＬ（0898）３３−００７７
ＦＡＸ（0898）３３−００７８

〒794‑0072

CCFL & LED Leading-Company

ライオン電気株式会社

横田

代表取締役

照明製品開発/設計/製造/販売

宇野 一世

〒794 0064 愛媛県今治市小泉2丁目7−27
TEL
（0898）52 3811 FAX
（089）903 1218
照明のエコ診断致します。お問合せください。

〒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
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例会・理事会報告

＊報告事項
１．11月末会計報告
２．新年家族例会お世話係について
３．その他

12月第１例会報告
＊日 時
＊場 所
＊出席者

令和３年12月２日㈭ 12：15〜
今治国際ホテル
会員53名中 不在会員１名
優待会員０名
終身会員５名
純出席者32名
69.6％

12月第２例会報告

＊会長挨拶
＊アワード贈呈
17ヵ年皆出席賞 貴田 敏幸
＊食事懇談
＊審議事項
１．献血運動推進全国大会における寄付車両協力依
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
＊報告事項
１．新会員オリエンテーション出席報告
２．２Ｒリーダーシップ研修会出席報告
３．その他
＊幹事報告並びに終末事務
次回理事会は12月９日㈭ 18：30〜
ライオンズクラブ事務局
次回例会は12月16日㈭ 12：15〜
今治国際ホテル

12月第１理事会報告
＊日 時 令和３年12月９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．第30回今治ＬＣ旗争奪少年サッカー大会につい
て
２．第68回複合地区年次大会予備登録について
３．次期地区委員の推薦について
４．その他

＊日 時
＊場 所
＊出席者

＊会長挨拶
＊メルビンジョーンズフェロー賞伝達
竹中 尚將（22回）
・瀬野 和博（16回）
田中 敏也（11回）
・羽田野修司（９回）
木村 智一（２回）
・菊川 勝也（１回）
宇野 一世（１回）

代表挨拶

株式会社
代表取締役

ペ

郡

涼

尚將

お気軽に御相談下さい
螽不動産鑑定評価

螽コンサルタント

㈱渡辺不動産鑑定士事務所

ン

ＲＩＰＥＮ

東

竹中

＊メンバー卓話
「焼肉」について
森川 祥希
＊食事懇談
＊審議事項
１．第30回今治 LC 旗争奪少年サッカー大会につい
て
２．第68回複合地区年次大会予備登録について
３．新年家族例会でのオークション開催について
＊報告事項
１．次期地区委員の推薦について
２．第２回地区ガバナー諮問委員会ゾーンレベル会
員委員会出席報告

シーリング・防水施工
塗装工事全般
リ

令和３年12月16日㈭ 12：15〜
今治国際ホテル
会員53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％

代表取締役
不動産鑑定士

太

渡辺

正隆

今治市南大門町２丁目３−８

〒794‑0065 今治市別名499番地10
ＴＥＬ0898‑33‑2775 ＦＡＸ0898‑31‑3346
携 帯090‑9771‑4858

ＴＥＬ（0898）33−3777
ＦＡＸ（0898）33−3772
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３．その他
＊幹事報告並びに終末事務
次回理事会は12月23日㈭ 18：30〜
ライオンズクラブ事務局
次回例会は１月６㈭ 18：00〜
今治国際ホテル「クリスタルホール」

12月第２理事会報告
＊日 時 令和３年12月23日㈭ 18：30〜
＊場 所 ライオンズクラブ事務局
＊出席者 役員19名中 10名出席
＊審議事項
１．令和３年度今治市中学・高校サッカー大会につ
いて
２．お見舞金について
３．国際交流基金からの支出について
４．米国ケンタッキー州竜巻被害への支援について
５．その他
＊報告事項
１．あすなろ学園クリスマス祝い報告
２．その他

12月第１例会ドネーション情報
加藤

菊川

克利

勝也

河野 通昭
安永

健治

村上 浩二

今月末に60才の誕生日を迎えます。還
暦と言うやつです。皆様これからもよ
ろしくお願いします。
オミクロン株の日本への感染が広がら
ないことを、
ただただ願うばかりです。
先月22日から九州へ行って参りました。
大変楽しい旅でありました。
高校野球部ＯＢの大会で今治北高野球
部ＯＢ会が県大会で優勝しましたので
マスターズ甲子園に出場します。甲子
園球場で入場行進をして参ります。
11/28㈰に開催された２Ｒ新会員オリ
エンテーション並びに２Ｒリーダー
シップ研修会に会員委員長として５名
を引率して出席いたしました。

鎌田
鳥井
貴田
渡辺

原田

英一 貴
 田Ｔ・Ｔの隣の席でした。ドネーショ
ンします。
洋 明日12/3に妻が退院いたします。
敏幸 鎌田さんドネーションありがとうござ
いました。
正隆 昨日、12/1に久しぶりにうれしい事が
ありました。内容は秘密ですがドネー
ションさせていただきます。
慎二 11/3に開催されたゴルフ同好会の月例
会で優勝しました。

12月第２例会ドネーション情報
鳥井

洋

菊川

勝也

河野

通昭

安永

健治

㟢山

俊紀

貴田

敏幸

渡辺

正隆

宇野

一世

藤髙

研志

 2/14に右目の白内障の手術をしました。
1
今までとまったく景色の違いにびっく
りしています。それと終生のライバル
である安永健治氏が今治 CC 月例にて
三連覇したことにドネーションします。
くやしいです。
愛媛県での新型コロナ感染者数が21日
間連続0人になったのでドネーション
します。
昨日は天気も良くゴルフをしましたの
でドネーションします。
今治 CC の月例に３ヶ月連続で優勝し
ました。次はグランドマンスリーです。
頑張ります。
先日2021年度愛媛県優良建設工事知事
表彰を頂きました。
安永健治さん今治 CC 月例三連覇おめ
でとうございます。
たいした事ではありませんが、私的に
は嬉しい事がありましたのでこの事が
続く事を祈ってドネーション致します。
本日の卓話で森川さんにお世話になり
ました。月曜日、当社の忘年会でもお
世話になりました。美味しかったです。
今年も残り2週間となりました。皆様
体に気を付けてお過ごしいただき、新
年家族例会に元気にご参加ください。

カーテン・ブラインド・クロス貼・イス張替

代表取締役 オーナーバーテンダー

越智

取締役会長

洋介

八木隆志

今治市大新田町 2 丁目 2 −37
ＴＥＬ 0898（23）7 6 4 3

〒794‑0041 今治市松本町1丁目6‑14 朝蔵ビル3Ｆ
ＴＥＬ0898‑22‑3779 ＦＡＸ0898‑48‑1584
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同好会情報
ゴルフ同好会

原田

今治 LC11月度月例結果

慎二

◇11月23日
（火・祝） 今治 CC
参加人数 11名

11月23日（火・祝）
、今治カントリークラブで行われたゴル
フ同好会11月月例で優勝しました。
前半は39の好スコア、この調子で午後も30台と気負ってお
りましたが、後ろの組の先輩方がティーグラウンドで追いつ
くたびに一声かけてリラックスさせてくださいました。その
おかげで70台は叶いませんでしたが何とか優勝することがで
きました。
同組の正隆さん貴田さん田中さん、そして安永先輩、羽藤
先輩、平田先輩、羽田野先輩にも心から感謝します。

順位

氏

優勝

原田

２位

名

Total

HC

Net

慎二

83

15.5

67.5

安永

健治

89

20.7

68.3

３位

貴田

敏幸

85

16.7

68.3

B.B

渡辺

正隆

99

20.6

78.4

目の不自由な人のために 愛の光を…（2021.12月号 No.535のつづき）
「光をありがとう」

久万高原町（女性）

私は、５才のときに目を物で突き角膜を失いま
した。右の目は失明、左の目は少し見える程度で
不自由な悲しい年月を過ごしてまいりましたが、
その後、両眼失明となり悲しさはより一層となり
気分的に落ち込んでしまいました。そのときに、
知人から眼科医院を紹介していただき九死に一生
を得た思いで医院にお伺いをし、角膜移植の申し
込みをさせていただきました。その後、幸運に恵
まれて角膜移植の吉報が入り、角膜を移植してい
ただきました。右の目は、62年目にやっと光を見
ることができました。医学の進歩や手術の精巧さ
にただ驚きながら、このときの嬉しさは何に例え
ようもなく言葉や態度でも表現することはできま
せんでした。手術中に先生のお顔やお姿が見え出
し驚きました。何と素晴らしいことだと思い、嬉
しいやら不思議な心境で入院生活が過ぎ去りまし

発

行

ライオンズクラブ国際協会336-A 地区2R・2Z
今治ライオンズクラブ

ホームページ http://ima-lc.jp

た。退院して家に帰り中に入ったとき、今までと
あまりに違う明るさに「ああーなんて明るいこと
でしょう」と言ったら子供たちは驚いた様子でし
た。いままで見えなかったものが見え、色が美し
く鮮明に見えみなさまにお会いしてもお顔や着て
いる衣類の型や柄もはっきりと見えるようになり、
夢のように別世界に住んでいる思いで毎日を過ご
しております。眼球を提供していただいた方に何
と申し上げてよいか、この素晴らしい心境、嬉し
さ、有り難さは言葉では言い表すことができませ
ん。この感謝の気持で息子や嫁がアイバンクに献
眼登録をさせていただきました。明るく生きる希
望を抱いて生涯を送ることができる光明を与えて
いただいた皆様、
本当にありがとうございました。
厚くお礼申し上げます。

（愛媛アイバンクホームページより）
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