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　私の所に来ましたのは　趙玲慧（チャオ・リンフェイ）
15才と、陳姿諭（ツン・ツーイー）14才の２人でし
た。まず私達は名前の呼び方が中国語は大変むずか
しいので、リンちゃん・ツーちゃんと名付け、以後
18日までそれで十分通じました。また私達をどのよ
うに呼ばすかとも考えていましたが、「おとうさん・
おかあさん」という日本語を覚えてきていましたので、
この事は案ずるより生むがやすしでした。まず日常
会話ですが、２人とも英語は達者でしたので、私達
は片言の英語と中国語と日本語の漢字の意味は大体
同じですので筆記とでなんとかなりました。私１人
が２人を連れて、今まで一度も船に乗った事がない
というので大島・下田水港までフェリーに乗せて往
復した時等も別に心配はいりませんでした。瀬戸内
海の小さな島を指さして「人住？」とか「大島何人住」
とか「潮流」とか感じの意味でわかりますので大変
助かりました。その事より二宮家でおもしろかった
のは、私達の方が朝から晩まで英語と漢字の生活で
したので日本語を忘れてしまい、外で食事をしてい
た時、店員さんに「ワン・モアー・ビヤー」とか料
金を支払う時に「サンキュー」とか相手が日本人で
も平気で英語が口からでていました。また家の中で
も自分の子供達に「バス・プリーズ」とか「ハリーアッ
プ」とか自然と英語が出、子供達も「OK」とか「NO」
とか返事をしていました。特に傑作だったのは、卓
也（６才）が寝言で「ホット・ホット」（暑い・暑い）
と英語でしゃべっていて、真夜中に大笑いをしまし
た。このように毎日が楽しく、リンちゃん・ツーちゃ
んの２人が大変明るい子供達でしたので、笑いの連
続でした。
　次に食事の事ですが、結論からいうと別に心配す
る事はありませんでした。日本食ではまず今治国際

1993年〜1994年　メインアクティビティ
初めての国際姉妹クラブ交換学生受け入れ

ホテルでの歓迎会での「うどん」「巻寿司」は大変
おいしいと好評でした。その他「お好み焼」「すき焼」
もおいしいといってよく食べました。日本人は当り
前ですが、特においしいといっていたのは、日本の
お米「ごはん」でした。水分が多くておいしいといっ
て二人共必ずおかわりをしていました。食事の時、
私達は「いただきます」「ごちそうさま」の日本語
のあいさつを教えました。特に「ごちそうさま」を
教えたのは正解でした。お腹がいっぱいでもういら
ないのか、味が合わなくて食べられないのか私達に
はわかりませんので、「ごちそうさま？」と聞くと
手でお腹をふくらますゼスチャーをし「ごちそうさ
ま！」と返事をしてくれましたので助かりました。せっ
かく日本に来たんだからといって「納豆」を１粒食
べさせました。この時は顔をしかめて「NO�」で
した。その他「いくら」「抹茶」も「NO�」でした。
私も納豆・抹茶はだめですので当り前かもしれません。
　その他特に台湾の子供達といろいろ話しをして感
じたのは台湾に比べての日本の平和・平等でした。
台湾の子供達は、日本は公立の小・中・高・大の学
校が多い事、公立の小・中学校の40人学級の確立等
にびっくりしていました。２人を日吉小学校に連れ
ていった時、現在の日吉小学校６年生は43人ですの
で、１組が21人、２組が22人のクラスを見た時、大
変びっくりして質問をされました。台湾では50人か
ら60人程で１クラスだそうです。また日本の高速道
路は全てまん中にグリーンベルトがあるのかと質問
された時はこちらがびっくりしました。（台湾の高
速道路は、非常時には軍用機の滑走路として使用で
きる構造になっている。）このように私は日本の平和、
豊かさを痛感しました。
　私は２月14日から18日までの５日間はとても楽し

２月14日　�大西町長　表敬訪問
　　　　　楠橋紋織　企業訪問
　　　　　檜垣造船　進水式
　　　　　今治市長　表敬訪問
　　　　　�第777回例会・嘉義国際獅子会�

中学生歓迎会（純出席率92.9％）

　　15日　日吉中学校　体験入学
　　16日　�石鎚山　雪見ツアー
　　18日　出発式

1994年２月14日〜18日
台湾嘉義市中学校より選抜された男子２名・女子４名（計６名）
嘉義市中学校校長会会長・教員４名、嘉義ＬＣ会員４名（合計８名）

ホストファミリー 二宮　幹雄

台湾嘉義市中学生受け入れについて

（会報1994年３月号）
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嘉義市中学生歓迎例会

日吉小学校　お茶クラブ石鎚山雪見ツアー

今治市長表敬訪問

嘉義市中学生歓迎例会

日吉中学校体験入学

楠橋紋織㈱　企業訪問

かったです。このような機会を与えていただきまし
て、高橋会長以下会員の皆様に大変感謝申し上げま
す。またこのような機会があれば、是非受けたいと
思いますが、他の会員の皆様も機会があれば是非海
外派遣生を受け入れたらと思います。絶対におもし
ろいですよ。
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　「ライオンズの誓い」が作られたのは、今からちょうど14年前の1960年のことである。当時、ラ
イオンズクラブの意義が一般に理解されず、内部においては横文字ばかりの解説や綱領の直訳に苦
労し、外部からはプロ野球の後援会と間違えられるなど笑うに笑えないエピソードが随分とあった
ものである。
　時あたかも1959年、302−Ｅ地区の第３回キャビネット会議で「ライオンズクラブを日本的に説
明する標語を年次大会において制定してほしい」という意見が多くのクラブから提案された。ライ
オンズの綱領は誠に立派なものであるが、やや形式的な面もあり、日本人にはなじみにくい肌合い
を持っているように思う。そこで、ライオンズを端的に表現出来る「ライオンズとはなんぞや」と
いうもの、一般の人々にも直線的にズバリ理解出来るものを、というのがこの狙いであった。
　そこで、当時の地区ＰＲ委員長であったライ

オン市原永三（名古屋ライオンズクラブ）を中心にＰＲ委
員会を開き、氏と私とで持ち寄った原案を基に、長い時間を掛けた熱っぽい議論の中で生まれたの
が、この「ライオンズの誓い」である。

　���　ライオンズの誓い　���
　　　われわれは知性を高め
　　　友愛と寛容（※）の精神を養い
　　　平和と自由を守り
　　　社会奉仕に精進する

　むろんこの文中には、正義とか人間愛とかの文字の押し入れも大きな議論になったが、まず簡潔
にして要を得たもの、次になじみやすく、しかも生活に直結する、習慣的な語呂合わせも大切であ
るとの基調に基づいて、正義は平和と自由の中に、人間愛は友愛と寛容の表現のうちに、それぞれ
十分意を尽くしてあるとの結論になった。
　この結論はＷ地区にも移されて、Ｗ地区年次大会で採択された。少し遅れて開かれたＥ地区年次
大会でも採択され、全国一本となり今日に至ったのである。

（※）�1969年に「ライオンズクラブ国際協会の目的」の中の「寛容」が「相互理解」に置き換えら
れたのに呼応し、後に「相互理解」に改正。

もう一度読みたい「あの記事」
●1974年７月号　獅子吼

「『ライオンズの誓い』秘話」井上光一（静岡ライオンズクラブ）
LION�2011年３月号

船舶室内艤装品金物一式

代表取締役　熊谷　昭宏

〒794-0112 今治市玉川町小鴨部甲795
TEL（0898）55-2263　FAX（0898）55-2269

有限会社 熊谷金物
防熱－断熱資材・床材販売

☎（0898）４１－７０１５
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Ｑ１：献眼登録に年齢制限はありますか？
Ａ　：�年齢制限はありません。角膜の寿命は200年ともいわれています。過去に100歳を超えた方から献眼を

いただき移植した事例もあります。

Ｑ2：白内障、緑内障の治療をしていますが、献眼することはできますか？
Ａ　：�白内障、緑内障の治療をされていても献眼することができます。

Ｑ３：目の病気以外で、献眼出来ないこともありますか？
Ａ　：�感染症（Ｂ型肝炎、Ｃ型肝炎、エイズ、白血病）、ＭＲＳＡ（院内感染）、敗血症、ＤＨＣ（播種性血

管内凝固）などはお受けできませんが、癌の場合は可能です。なお、白菊皆会員様の場合はいずれの
場合も献体は可能です。

Ｑ４：「親族優先提供」とはどういうことですか？
Ａ　：�献眼時に、優先的に親族に提供することができるという制度ですが、提供できる親族の範囲は、配偶

者・子供及び父母です。「親族だけに提供し、その他には提供しない」といった、提供先を限定する
意思表示はできません。

　　　�献眼時に、予め医療機関に移植希望の申し出をしている親族がいない場合には、親族以外の方に移植
が行われます。

Ｑ５：すでに献眼登録は行いましたが、「親族優先提供」の登録を追加希望する場合にはどうすればいいのですか？
Ａ　：�愛媛アイバンクに電話でご連絡ください。「献眼登録申込書」を再度お送りします。
　　　�（連絡先電話番号：089−913−7786）

Ｑ６：亡くなった場合、献眼をするにはどうすればいいのですか？
Ａ　：�愛媛アイバンクに、ご家族や入院先のスタッフの方から献眼のご連絡をお願いします。

　　　�24時間体制で対応しますので、土日祝祭日は勿論、深夜、未明でも結構です。
　　　�なお白菊会会員様につきましては、愛媛大学白菊会へ別途ご連絡をお願いします。

Ｑ７：亡くなってから、どのくらい時間が経過していてもいいのでしょうか？
Ａ　：�お亡くなりになられてから、おおむね10時間（夏場は６時間）程度以内に眼球摘出を行う必要があり

ますので、お早めにご連絡をお願いします。
　　　�愛媛県全域、特別な交通事情が無い限り、３時間以内にお伺いできると思います。

Ｑ８：献眼は、どちらで行うのですか？
Ａ　：�病院：ご自宅に帰られる場合はご自宅、またはセレモニーホールで行うことができます。

Ｑ９：献眼は、どのようにするのですか？
Ａ　：�眼球（白菊会会員様につきましては片眼のみとなります。）の摘出をさせていただきますと同時に、「感

染症」検査のため、少量の血液を採取させていただきます。その後、義眼を入れさせていただきます
ので、元のお顔と変わらないようになります。

Ｑ10：献眼には、どのくらい時間がかかりますか？
Ａ：　�献眼に要する時間は１時間程度です。

Ｑ11：準備する書類等はありますか？
Ａ　：�アイバンク用に、「死亡診断書」のコピー（２部）をお願いします。

（日本アイバンク協会より）

（連絡先電話番号：０８９−９１３−７７８６）

献眼についてのＱ＆Ａ（2022. １月号 No.536のつづき）
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小 鳥 の く る 景 観 づ く り

株式
会社

けいしょう

総 合 建 設 業

株式会社

〒799-2101　愛媛県今治市波方町波方1913番地1
　　　　　　電　話（0898）４１－９２９０
　　　　　　ＦＡＸ（0898）４１－６６４６

　山へも籠った、滝にも打たれた、寺に入り座
禅や断食の修行も重ねた。しかし、「あばれん坊・
俊」の心は晴れなかった。
　思えば2007年７月のあの「屈辱」とも言える
デスマッチから早や半年余りその間の数々の公
式戦、全日本シニアオープンとそこそこの成績
は残して来た。が、未だにあの「呪縛」から抜
け出せないでいたのである。悶々とする毎日。
　熱烈なサポーターひげの村上氏、かける言葉
もない、慰める言葉もない。只、木立の陰で「ト・
シ・ガ・ン・バ・レ」と泣き崩れる他なかった
のである。（星�飛雄馬の姉明子のように）そん
な中、又又「あばれん坊・俊」に挑もうとする
風の便りが届いた。
　ここは今治獅子村のはずれにある花街の一角。
３人の男が額をつき合わせヒソヒソ話。小儲け
越後屋「健治」、自分にやさしく他人にキビシ
イ飾り職人「隆志」、ちこう寄れ怖くはないぞ
回船問屋「和博」の面々である。誰が言ったか、
いつ頃なのか、チョイワル３人組といわれてい
る。密談の要約はこうだ。「今、あばれん坊は
前回の屈辱を未だに引きずっている。積年の恨
みを晴らすのは、今がチャンスかもしれない。
しかし敵が敵だけに決戦の場所を相手の不得手
な所にしてはどうだろうか。どんな手を使って
も、ここはぜひとも〈参りました〉と言わせて
やろうではないか」とまあこんな感じの内容で
ある。そこへ給仕娘が接待にやって来た。とた

んに先程の本気（マジ）だった表情は失せ、「名
はなんという〜」「年はいくつじゃ〜」「もっと
ちこう寄れ〜」の連呼。元々チョイワルの上に
お気楽も付く３人組、こうして夜は更けて行く
のであった。
　正式なオファーが「あばれん坊・俊」の元に
届いた。胸の奥に熱くなるものを感じた。「ヨシ、
これがキッカケで抜け出せるかも知れない」と
彼を師と仰ぐ「敬大」氏「この時、大きく見開
いた眼は眼光鋭く立ち上がった全身からは、殺
気がみなぎっていた。まるで東大寺の仁王様の
様であった。傍に居て背筋がゾクッとした事を
今でも覚えています」と後に語っている。
　日時が決まった。ルールも決まった。2007年
12月12日今治Ｃ・Ｃ、３人対１人スクラッチの
ホールマッチの勝負である。そして決戦の日、
雷鳴轟き砂塵が舞き上がる（ん？な訳ないか）
スタート前はいつも通りの和気藹々、しかし虚々
実々の駆け引きはもう始まっているのである。
　チョイワル３人組も決して易しい相手ではな
い。「シングル」と呼ばれアベレージゴルファー
からは、１目も２目も置かれる存在なのだ。し
かし相手は格がちがう全国レベルである。田舎
町道場の師範代が将軍家指南役に挑んでいる構
図と言ったらわかりやすいか！
　３人組の戦略が見ものである。対戦前に聞い
てみた。�３人組………�「何とかなるんじゃな

いの〜　誰か１人のド
ローに持ち込めるんじゃ
ないの〜」と、いつも
通りのお気楽。

あばれん坊…�「………」心に期する所があるの
だろう、黙して語らない。

　果たしてスタートから全開である。スタート
４ホールで３バーディー、見事なまでのロケッ

羽藤　　巧

あばれん坊・俊 VS チョイワル３人組
炎のデスマッチ炎のデスマッチ 第３弾

もう一度読みたい「あの記事」（会報2008年１月号）



−7−

Imabari LIONS CLUBS

〒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

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

■本　　　社　愛媛県今治市東鳥生町４丁目４－52
　〒794-0801　☎（0898）31-6026㈹　ＦＡＸ（0898）24-0122
■新居浜工場　愛媛県新居浜市阿島１丁目５番20号
　〒792-0896　☎（0897）45-4621㈹　ＦＡＸ（0897）45-4623

四国洗機工業株式会社

E-mail:kuroda@shikokusenki.com  http://www.shikokusenki.com

トスタートで相手の出鼻をくじく。３人組も必
死ですがるがドローにするのが、いっぱい、いっ
ぱい、戦意喪失寸前まで追い込まれてしまった。「エ
ヘン」「ゴホン」「失礼」あらゆる手を尽くすが
通じない。
　ハーフ終了後のクラブハウス内、どこからか
ボヤキが聞こえる。「だからやらないと言ったろ〜」
「スクラッチでは無理だと言ったろ〜」「ええー
い、どうにでもなれ〜」誰のボヤキかわからな
いが、おおよその見当はつく。
　もう一度言う。チョイワル３人組も決して弱
くはない、あばれん坊が強すぎるのだ。３人組
のミスはフェアウェー上ではない。「参りました」
と言わせてやろうではないか、というその挑発
じたいがミスなのである。
　後半、３人組も必死で粘る。そして何とか１ホー
ル返すことが出来た。しかしそれは、相手がミ
スしたもので実力ではない。それからは、もう
力の差をみせつけられるばかり、ドーミーホー
ルとなった14番ホール。比較的やさしいミドル

ホール３人組も普段なら誰か１人バーディーを
取るホールである。しかし、なぜか全員ボギー、
モチベーション、コンセントレーションすべて
切れていたのであろう。４ホール残しての決着
である。�あまりの完敗に３人組言葉も出ない。
スコアはグロス「あばれん坊」68、「３人組」
平均85、これだけを較べても勝ち目がなかった
事が伺える。
　対戦後にも聞いてみた。
３人組………�「もう少しやれると思った、もっ

と戦略を練れば良かった」
　　　　　　��「この次はきっと……しばらくな

い」�口惜しさと、ヤケクソが入り
交じった反省の弁。

あばれん坊…�「正直ホットした、この試合も負
けるとしばらく立ち直れないと思っ
た。手強い相手だった」と相手を
気遣う余裕の弁。

　2007年、あばれん坊・俊は地元放送局のゴル
フ番組で「キング・㟢山」と紹介された。「キング」
すなわち、王・将軍の事。この対戦で「呪縛」
から解き放たれた「あばれん坊・俊」は、自他
共に認める白馬で駆ける「暴れん坊・将軍」と
なったのだ‼｛ジャジャジャーン、効果音です｝�
　激戦のフェアウェーを「暴れん坊・将軍」と
なった〈俊〉が見つめている。何を想うかしば
しの瞑想……
　そして一喝「成敗」　　−完�−
＊�文中、事実に基いたフィクションです。登場
する団体、人物は実在するかもしれません。
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＊日　時　令和４年２月３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45名　　　95.8％
（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
＊報告事項
１．新年例会収支報告

例会・理事会報告
２月第１例会報告 ２月第２例会報告

＊日　時　令和４年２月17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45名　　　95.8％
（書面審議）
＊審議事項
１．今治海洋少年団賛助会費について
＊報告事項
１．２Ｚ合同例会開催中止のお知らせ

＊日　時　令和４年２月10日㈭
＊場　所　──
＊出席者　役員19名中　19名出席
（書面審議）
＊決議並びに審議事項
１．今治海洋少年団賛助会費について
２．がん募金について
３．その他
＊報告事項
１．１月末会計報告
２．その他

２月第１理事会報告
＊日　時　令和４年２月24日㈭
＊場　所　──
＊出席者　役員19名中　19名出席
（書面審議）
＊決議並びに審議事項
１．�指名会について
２．�地区年次大会・ゴルフ大会交通手段について
３．�その他
＊報告事項
１．�その他

２月第２理事会報告


