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●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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2022年1月　新年家族例会
事業資金獲得オークション
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菊川勝也会長　新年の挨拶

久しぶりに見る家族の笑顔

第46回２Ｒ親善スポ一ツ大会2022年1月　新年家族例会

　2022年１月６日木曜日に、今治国際ホテルクリス
タルホールにおいて、新年家族例会が開催されました。
　例会の開会に先立ち、例年通り野間神社の宮司様
による修祓の儀がとり行われました。宮司様の祝詞
奏上後に、菊川会長が玉串奉納をして、参加者全員
で二礼二拍手一礼をして今年一年の平安を祈りました。
　新年例会は、菊川会長の開会ゴングに始まり、新
年の挨拶、審議事項、報告事項、テールツイスター
の時間と進みました。今年初の例会をスムーズに終
えて、懇親会に移りました。
　前年は新型コロナウイルスに右往左往しましたが、
今年は落ち着いてくれればいいなと思います。2022
年が皆様にとりまして幸多き年になりますよう祈念
申し上げ例会の報告とさせて頂きます。

　１月６日㈭、新年家族例会を行いました。
　今年も例会に先立ち、粛々と修祓の儀を取り行い、
菊川会長より新年の挨拶を頂き、2022年がスタート
しました。
　19時より懇親会、新入会員の家族紹介、金婚式、
銀婚式、卒寿、米寿、古稀、年男のお祝いをし、中
村第一副会長の乾杯の御発声のもと、宴会が始まり
ました。
　今回４年振りにオークションを開催し、メンバー
の皆様から御協力をして頂いた36個の商品を名司会
者安永大先輩の進行の中、すべて落札して頂き、事
業資金187,000円を獲得し大盛況に終りました。
　今回オークション開催にあたり、御協力して下さっ
た会員の皆様、本当に有り難うございました。

計画委員長 藤髙　研志

日　時　１月６日㈭　18：00〜
場　所　今治国際ホテル

市民・教育奉仕委員長 越智　洋介



−3−

Imabari LIONS CLUBS

金婚式　Ｌ八木隆志・Ｌ羽藤巧夫妻

卒寿　Ｌ河野通昭

寅年生まれの年男達 オークションにて菊川勝也会長　落札

銀婚式　Ｌ上田一善夫妻

古稀　Ｌ渡辺正隆

〒794－8522　愛媛県今治市旭町2丁目3－4
TEL（0898）36－1111　FAX（0898）36－1139
http://www.imabari-kokusai-hotel.co.jp/

客室数四国最大級355室

梶原宅建株式会社
代表取締役　梶原　俊二

〒794－0064　今治市小泉3丁目9－12
ＴＥＬ（0898）32－9776　ＦＡＸ（0898）32－9666
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第46回２Ｒ親善スポ一ツ大会あすなろ学園　図書カード贈呈

　昨年12月16日に毎年恒例のあすなろ学園さんに、
クリスマスプレゼントとして図書カードをお届けに
菊川会長、木村会計の３役で伺いました。
　お届けした時間が夕方だったこともあり、沢山の
子供たちが帰宅している中、沢山の子供達に元気良
く挨拶頂きました。現在46名在籍しており、子供達
は一年の行事の中でクリスマス会を一番楽しみにし
ているとの事でした。
　一昨年からコロナの影響で、内部だけの縮小開催
ではありますが、県内から卒業生も集まり楽しいク
リスマス会が開催されたとの事でした。
　短い時間でしたが、子供達の笑顔に癒されました。

日　時　2021年12月16日㈭
場　所　あすなろ学園
出席者　菊川勝也会長、宇野一世幹事、木村智一会計

幹事 宇野　一世



−5−

Imabari LIONS CLUBS

処方せん調剤

今治けんこう薬局
今治市常盤町5丁目3－39　TEL（0898）32－6130　FAX（0898）32－6140

上浦ハート薬局
今治市上浦町井口5297－1　TEL（0897）74－0630　FAX（0897）74－0631

【高校の部】（４チーム）
（リーグ戦）
今治西　２−１　今治北
今治西　２−０　今治工業
今治西　１−１　今治東
今治東　０−０　今治工業
今治東　３−０　今治北
今治北　０−０　今治工業

【中学校の部】（７チーム）
（予選リーグ）
日吉・近見・弓削合同　４−１　立花
　　　　　　　　　西　１−１　大西・明徳合同
　　　　　　　　　西　１−０　日吉・近見・弓削合同
　　　　　　　　立花　１−１　大西・明徳合同
　　　　　　　　　東　４−０　北郷
　　　　　　　　北郷　４−３　南・桜井合同
　　　　　　　　　東　１−０　南・桜井合同

（決勝トーナメント）
準決勝　　　西　３−１　北郷
　　　　　　東　３−０　日吉・近見・弓削合同
３位決定戦　日吉・近見・弓削合同　２−０　北郷
決勝戦　　　東　３−０　西

第46回２Ｒ親善スポ一ツ大会令和３年度　今治市中学・高校サッカー大会
日　時　１月６日㈭　10時〜　高校の部
　　　　１月10日㈪　９時〜　中学校の部
場　所　大新田運動公園補助グラウンド・今治スポーツパーク

【育成資金贈呈】

日　時　１月７日㈮
場　所　今治市立西中学校
出席者　菊川勝也会長
　　　　越智洋介市民・教育奉仕委員長

優勝　今治西高校
２位　今治東中等教育学校
３位　今治工業高校
４位　今治北高校

優勝　今治東中等教育学校
２位　今治西
３位　日吉・近見・弓削合同

��������������������������������������
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＊日　時　令和４年１月６日㈭　18：00〜
＊場　所　今治国際ホテル
＊出席者　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36名　　　78.3％
＊修祓の儀
＊新年の挨拶� 会長　菊川　勝也
＊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．�米国ケンタッキー州竜巻被害への支援について
３．�国際交流基金からの支出について
＊報告事項
１．�あすなろ学園クリスマス祝い報告
２．その他
＊幹事報告並びに終末事務
　次回理事会は１月13日㈭　18：30〜
　　　　　　ライオンズクラブ事務局
　次回例会は１月20日㈭　12：15〜
　　　　　　今治国際ホテル「真珠」

例会・理事会報告
１月第１例会報告

グループB-ST
愛媛B-ST

各種電気・水道工事、オール電化、水まわりリフォーム、防鳥対策工事
などを通じて、快適でよりよい環境づくりに努めております。

〒799 - 2108　愛媛県今治市波方町岡甲263 - 5
TEL（0898）52 - 2021　FAX（0898）52 - 2970

http://www.kdsk-oka.co.jp/

鎌田電気水道株式会社
上　田　陽　二

〒799－1533　今治市国分４丁目８番27号
ＴＥＬ（0898）48－8788　ＦＡＸ（0898）47－3136
E-mail　karako@viola.ocn.ne.jp

１月第１例会ドネーション情報
加藤　克利　本日は可愛い孫を連れてくる予定でし

たが、昨晩から熱が出てしまいドタキャ
ンとなってしまいました。孫に代わり
ましてドネーション致します。

菊川　勝也　2022年が皆様方にとって良い年であり
ますように願ってドネーション致しま
す。

河野　通昭　卒寿のお祝いをして頂けるそうであり
がとうございます。

竹中　尚將　菊川丸も出帆して早くも半年の航海が
終わりあと半分となりました。まだま
だ荒波の中を乗り越えて無事今治港に
接岸できます様頑張ってください。

渡辺　正隆　古稀のお祝いをして頂ける年齢になり

＊新年家族例会懇親会　19：00〜21：00
　司会者� テールツイスター　貴田　敏幸
＊開宴の言葉� テールツイスター　貴田　敏幸
＊新年の歌斉唱
＊新会員および家族紹介
　菅　　修造・熊谷　昭宏・藤本　裕之
　森川　祥希及びご家族
＊金婚式のお祝い（Ｓ47年ご結婚）
　八木　隆志・寿美子ご夫妻
　羽藤　　巧・柳子ご夫妻
＊銀婚式のお祝い（Ｈ９年ご結婚）
　上田　一善・さおりご夫妻
＊卒寿のお祝い　河野　通昭
＊米寿のお祝い　大澤　信之
＊古稀のお祝い　渡辺　正隆
＊年男に記念品贈呈
　廣田　庸二・羽藤　　巧・渡邊　直人
　越智　洋介・船越　裕太
＊乾杯
＊オークション
＊ラッキーカード
＊「また会う日まで」斉唱
＊閉宴のことば� 前会長　原田　慎二
＊閉宴
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新築・増改築・営繕
愛媛県知事許可番号11090

今治市波方町小部甲675－1
ＴＥＬ52－2247　41－5995（作業場）

衣 干 店（本店）　　〒794-0813　今治市衣干町2丁目1-10
北鳥生店（第2工場）　〒794-0803　今治市北鳥生町5丁目4-14

各種新車・中古車販売・修理及び鈑金塗装
四国運輸局指定工場

有限会社 きむら自動車販売

ＴＥＬ（0898）33-0905㈹　ＦＡＸ（0898）33-0917㈹

１月第２例会報告
＊日　時　令和４年１月20日㈭
＊場　所　──
＊出席者　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46名　　　97.9％
（書面審議）
＊審議事項
１．上半期決算報告
２．上半期物品資産明細報告
３．上半期監査報告
４．下半期財務見通しについて
＊報告事項
１．結成60周年記念大会縮小開催について

＊日　時　令和４年１月13日㈭
＊場　所　──
＊出席者　役員19名中　18名出席
（書面審議）
＊審議事項
１．上半期決算報告
２．上半期物品資産明細報告
３．上半期監査報告
４．下半期財務見通しについて
５．その他
＊報告事項
１．結成60周年記念大会縮小開催について
２．その他

１月第１理事会報告

＊日　時　令和４年１月27日㈭
＊場　所　──
＊出席者　役員19名中　19名出席
（書面審議）
＊審議事項
１．第68回地区年次大会代議員について
２．�第50回２Ｒ・２Ｚ合同例会について
３．�薬物乱用防止教育認定講師養成講座の受講につ
いて

４．�西条ＬＣ結成60周年記念式典について
５．�その他
＊報告事項
１．新年例会収支報告
２．�その他

１月第２理事会報告

ました。元気で新年を迎える事ができ、
神様に感謝いたします。

八木　隆志　金婚式を記念してドネーションさせて
いただきます。

羽藤　　巧　菊川会長の無事半期の航海と私的には
年男のお祝い並びに金婚式のお祝いに
感謝致します。

村上　浩二　また下半期も新会員の情報を私の方ま
でよろしくお願いします。

梶原　俊二　本年も健康で例会に出席が出来る事を
祈りドネーションさせていただきます。

原田　慎二　ご家族を招いての新年家族例会開催お
めでとうございます。

中村　浩治　今年1年が今治ライオンズクラブの皆
様にとって良い年になりますように願っ
ています。

㟢山　俊紀　今年の正月は家族が集まり気温と相まっ
て温かい三が日を送る事が出来ました。

貴田　敏幸　2022年おめでとうございます。皆様が
良い年でありますように‼

宇野　一世　本日は沢山のご参加を頂きましてあり
がとうございます。オミクロン退散を
祈ってドネーション致します。

藤髙　研志　あけましておめでとうございます。�
2022年もよろしくお願いします。



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
事務局 〒794-0042　今治市旭町3丁目2-3

TEL（0898）22-5997
例会場 今治国際ホテル

今治市旭町2丁目3-4　TEL（0898）36-1111
例会日 第一、第三木曜日　12：15〜13：30
会　長 菊川　勝也

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

会　計 木村　智一
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

印刷所 株式会社 ハラプレックス
今治市喜田村1丁目2-1　TEL（0898）48-5511

発行日 2022年2月3日

今治 LC1月度月例結果

今治4LC親善ゴルフコンペ結果

今治 LC12月度月例結果

順位 氏　名 Total HC Net
優勝 㟢山　俊紀 69 1.8 67.2
２位 安永　健治 91 18.6 72.4
３位 平田　　弘 87 13.8 73.2
B.B 原田　慎二 92 12.4 79.6

順位 氏　名 Total HC Net
優勝 㟢山　俊紀 69 −1.2 70.2
２位 貴田　敏幸 91 18.0 73.0
３位 平田　　弘 87 13.2 73.8
５位 原田　慎二 92 18.6 74.0

順位 氏　名 Total HC Net
優勝 白石　憲司 89 22.0 67.0
２位 田中　敏也 98 28.0 70.0
３位 安永　健治 90 18.6 71.4
B.B 矢野　幸治 97 11.2 85.8

◇１月10日（月・祝）　今治CC　参加人数　10名

◇１月10日（月・祝）　今治CC　参加人数　19名

◇2021年12月26日㈰　今治CC
　参加人数　８名

同好会情報
ゴルフ同好会

　12月26日㈰、今治カントリークラブにて
今治 LCゴルフ同好会12月度月例が開催さ
れました。当日は今年一番の寒さと、早い
時間のスタートが重なったため気の重いス
タートでしたが、参加人数が少なかったせ
いもあり久しぶりに優勝する事が出来ました。
　内容は２バーディ・１ダブルパー・２ト
リプル。ダボ何回かみたいな出入りの激し
いゴルフでしたので、いい所で終わってく
れたという感じです。
　今年もこれで取り切り戦の資格を取る事
が出来たので一安心・・・今日の優勝は通
過点に過ぎないと思っていたら、年明けの
ゴルフでは99点でした。
　やっぱり素人ゴルフの旬は短いですね。

団体結果　優勝　今治ＬＣ
　　２位　今治中央ＬＣ　３位　今治くるしまＬＣ

白石　憲司

㟢山　俊紀
　新年１月10日に今治カントリークラブに於いて今治４ＬＣ
親善ゴルフコンペが行なわれました。都市ではコロナ第６波
が爆発的な感染拡大を見せてはいましたが、地方にはその影
響が現れる前でした。さて１年ぶりの参加となりました当日
は、天候も良くメンバーには原田慎二（今治）さん、井原安
久（今治中央）さん、中村倫浩（今治くるしま）さんとで和
気あいあいの中にも自分自身のゴルフと向き合いながらラウ
ンドさせて頂きました。
　皆さんもモチベーションが高く、どうしたら今まで以上の
ゴルフが出来るのかとか、井原さんとは何回も達成されてい
るエージシュートのお話など、私自身も間近の目標で結果的
にもうちょっとでしたが、今後も努力していきたいと思いま
す。ありがとうございました。


