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2014〜2015年度　メインアクティビティ

『オーケストラがやってきた！』

　一昨年の秋から始まり市長、教育長を巻き込んで
の愛響誘致運動！各学校への働きかけ、学校回り・
愛響定期演奏会～サマーコンサートの鑑賞、あっと
いう間の二年間でした。手探りで動き始めた執行部
でしたが周りの強力なチームワークに助けられて何
とかやり通せました。
　トラブルが発生すると知らぬ間にふっと助っ人が
現れて解決してくれる、今治ライオンズクラブの底
力と懐の深さを感じました。最大の危機！申込者が
公会堂収容人数の倍以上に・・万事休す！　しかし
愛響の皆さんのご協力で２回公演が実現して胸をな
で下ろしました。おかげでクラブ員の皆さんには大
変なご苦労をおかけしましたが、無事乗り切る事が

出来ました。当日の雨もコンサートが終わるのを待っ
ていてくれたようにタイミング良く！何か私たち今
治ライオンズクラブ員の祈りを聞き入れてくれたよ
うな、そんなコンサートでした。子供達もきっと楽
しい思い出を作ってくれたことと思います。
　小学校三年生の女の子からお手紙を頂きました「オー
ケストラとても楽しかったです。わたしもいつか楽
器をえんそうしたいので学校の音楽をがんばりたい
と思います。」・・この手紙一枚に我々の思いが、苦
労が報われたと感じました。これも全てクラブ員全
員の一致団結の成果と感謝しております。
　子供達へ思いやりと感動を有難うございました。

「オーケストラが　やってきた！」・・を終えて。

日　時　９月６日㈯　13：00～　２部公演
場　所　今治市公会堂
演　奏　愛媛交響楽団

第54代会長 羽田野修司

羽田野会長挨拶 愛媛交響楽団
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退任ご挨拶

　菊川会長、宇野幹事の下、会計の指名を受け１年が過ぎようとしています。今年度
は今治ライオンズクラブ60周年という大切な年ではありましたが、コロナウイルスの
蔓延、拡大で例会の開催も半分位行えない状況の中、役員の皆様、会員皆様のご協力
を頂き任期を終えようとしています。
　振り返ればメインアクティビティの［今治市社会福祉協議会へ訪問入浴車両］の贈
呈式が滞りなく出来た事は非常に嬉しく思います。また記念事業を行うために実行委
員会に携わりご協力頂いた会員皆様に心よりお礼申し上げます。この１年私にとって
クラブ会計という大役を任して頂きましたが、足らない部分が多く有った事を申し訳
なく思います。今後も今治ライオンズクラブを盛り上げて行きたいと思いますのでよ
ろしくお願いします。
　１年間有り難うございました。

会計 木村　智一

会長 菊川　勝也
　昨年の令和３年（2021年）７月より今治ＬＣ結成60周年の節目を迎える年に会長に
就任してから早いもので一年が過ぎました。
　新型コロナウイルスの感染に明けて感染に暮れた一年のようでした。
　そんな中でも７月には４名の新会員の皆様に入会していただき、そして規模を縮小
しながらも今治ＬＣ結成60周年記念例会、メインアクトであります移動入浴車の今治
社会福祉協議会への贈呈式、新年家族例会、継続アクティビティも実現することがで
きました。
　更に、地区年次大会では今治ＬＣが336-Ａ地区の発展に寄与されたということでガ

バナー特別賞（金賞）を授与することができました。（四国336-Ａ地区で４クラブのみ）
　これも会員の皆様、各委員会、役員、宇野幹事、木村会計の皆様方のご支援の賜と感謝しております。
　そして、今期会長スローガン「和をもって絆を築きウィサーブ」の精神が少しでも実行できたのではない
かと思います。
　来期におかれましては中村会長のもと一致団結して今治ＬＣをより一層盛り上げ、益々発展していただき
たいと祈念しております。
　最後になりますが、会員の皆様、事務局の井出さんのご協力に感謝いたしまして退任の挨拶とさせていた
だきます。
　一年間ありがとうございました。

　皆様！お疲れ様です。今年度幹事を務めさせて頂きました宇野です。
　まずは、今年度至らぬ幹事で皆さまに多大なご迷惑をお掛けしたことをお詫び申し
上げます。
　振り返れば１年も早かったですが、出航前から解らないことだらけで引き受けた事
に恐ろしく後悔したことを思い出します。しかし、いざ航海すれば皆さんからの温か
いアドバイスを頂きながら、多少の蛇行は有ったものの目的地に向け確実に帆を張っ
ていけたと思います。
　１年間の幹事をとおして、事業に対する素晴らしさ、今治ライオンズクラブの団結

力など良いところを沢山感じる事が出来、当会メンバーと知り合えた事に感謝しています。
　反対に時代錯誤なところも沢山あり、持続可能なクラブづくりも課題であると感じています。
　末筆になりますが、懐深く見守って頂きました木村会計、井出事務局、そしてクラブの皆様本当にお世話
になりありがとうございました。

幹事 宇野　一世
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５月第１例会（早朝例会）

今治海洋少年団・ボーイスカウト・ガールスカウト合同入団式

日　時　５月６日㈮　6：30～　清掃　7：00～　例会
場　所　吹揚神社

日　時　５月15日㈰　10：30～
場　所　今治市総合福祉センター「愛らんど今治」
出席者　菊川会長、越智市民・教育奉仕委員長

　５月６日㈮に吹揚神社にて早朝例会を実施しました。
　例年どおり、例会前に神社境内の掃除を行いまし
た。今年も天気に恵まれ快晴でした。６時30分から
開始だったのですが、たくさんの方々が時間前から
アクティビティ用ジャンバーを着て境内に集まりま
した。各自が熊手やほうきを持って、落ち葉やごみ
を拾い境内を掃除しました。
　掃除が終わり、寿殿に移動して例会を行いました。
昨年は公園で実施しましたが、室内ということで、
早朝で肌寒かったですが窓を開け、座席を離すなど
しっかりコロナ感染対策を行いました。例会は菊川
会長の開会宣言で始まり、今治海洋少年団賛助会費
贈呈、審議事項、報告事項とスムーズに進行して終
了しました。
　早朝ということでしたが、多くの方々にご参加い
ただきました。神社もきれいになり心も晴れやかに
なりました。皆様お疲れ様でした。

　去る５月15日㈰、今治市総合福祉センター（愛ら
んど今治）で開催された令和４年度三団（海洋少年
団・ボーイスカウト・ガールスカウト）合同入団式
に菊川会長と２名で出席してまいりました。先ず式
では三団を代表して我がクラブの今治海洋少年団・
瀬野団長の挨拶があり、コロナ禍、近年の少子化の
中、関係者様へ感謝の言葉が述べられました。その後、
今治のライオンズクラブ４団体から育成資金贈呈が
行われました。続いて今年度の新入団員の紹介が行
われ、真新しい制服に身を包んだ子供達はとても可
愛らしかったです。出席した感想はコロナ禍の中育
成活動など制限がある中、こうして三団の合同入団
式を開催できるのは、指導者・関係者の方々の日頃
の献身的な御尽力によるものだと思いました。今後
もクラブを通じて三団の活動を応援してまいりたい
と思います。

市民・教育奉仕委員長 越智　洋介

計画委員長 藤髙　研志
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第6８回336複合地区年次大会
日　時　５月22日㈰　9：00～
場　所　広島国際会議場（広島）
出席者　菊川会長、木村会計、宇野幹事

　５月22日㈰、第68回　複合年次大会 in 広島に菊
川会長、木村会計と３名で出席してきました。
　朝の８時半～受付開始の為、事務局を朝の６時に
出発し遅れない様に安全を確保しながらアクセルを
調整し、無事広島に到着！広島国際会議場周辺は見
渡す限りのライオンズマンで埋め尽くされ、その規
模に圧倒されました。受付を済ませ今治２ゾーンの
皆さんにも合流し、色々と会議を済ませ帰路につき
ました。
　昨今どの会でも課題になりますが、会員増強に関
しては次期幹事の矢野先輩に引き継ぎます。
　菊川会長、モーニングご馳走様でした（謎）

市役所前花時計花の植え替え
日　時　５月19日㈭　13：00～
場　所　今治市役所前

　令和４年５月19日、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。
　今期最後の花の植え替えになりました。
　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、今治ワークスのみなさんのご協力をいただ
き準備等していただきました。
　天候もよく、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
の前で記念写真撮りました。
　ご協力ありがとうございました。

環境保全・保健福祉委員長 鎌田　英一

幹事 宇野　一世
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献血アクティビティ

　令和４年５月29日、波止浜のフジにて、10時から
16時まで、今期最後となる献血アクティビティを行
いました。
　設営及び片付け際には、多くのメンバーにお手伝
いいただき大変助かりました。
　また、多くのメンバーに採血していただきました。
心より感謝します。
　天候も晴天となり、そのおかげか、125名献血に
来ていただき、113名の方々から採血する事ができ
ました。
　目標であった、100名以上を達成出来、大変うれ
しく思っています。
　今期１年間、大変お世話になりました。

日　時　５月29日㈰　10：00～
場　所　フジ波止浜店

環境保全・保健福祉委員長 鎌田　英一

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 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
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今治ライオンズクラブ60周年記念事業 長野ヒデ子講演会

◦ 『とても楽しい講演でしたありがとうございます。
紙芝居が始まるとき、子どもたちが舞台にかけ寄っ
ていく姿がとても印象的でした子どもの頃に初め
て買ってもらった絵本や学校の先生が聞かせてく
ださった紙芝居は今も心に残っています。絵本や
紙芝居の力はすごく大きいと思います。長野先生
の絵もやさしくて大好きです。新作も楽しみにし
ています』

　最後になりましたが当日半日フル活動の委員会の
皆さん、告知をしていただいたメンバーの皆さんに
心から感謝いたします。

せとうちたいこさんが生まれた日
日　時　４月17日㈰　14：00～15：30
場　所　今治市総合福祉センター
　　　　「愛らんど今治」

　４月17日㈰愛らんど今治にて長野ヒ
デ子講演会を開催しました。
　元々「保育所への絵本の贈呈」の関
連行事として企画しましたが、昨年か
ら２度順延の末３度目の正直で開催で
きました。ようやく肩の荷を下ろすこ
とができた気分です。
　一般の参加人数は68名と少し少なめ
でしたが、長野ワールド？は存分に感
じていただけたのではないでしょうか。
　長野先生からも感謝のお言葉をいただきました。

　以下アンケートから抜粋します
◦ 『「本は人と人をつなぐ」「生身の声で読んでもら

うことが大事」今後の中で大事にしていきたい。「絵
本、紙芝居は見えない身体を作る」取り入れてい
きたいお話がたくさんありました』

◦ 『もっと早く長野ヒデ子さんの本を知ってたら、
子育て支援の仕事に役立てたのにと思いました。
紙芝居は、本当に楽しいですね』

前会長 原田　慎二

来場記念品
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　15年前くらいになるだろうか、日本が高度経済成長の極みに達し、追いかける目標を失いかけた
頃、あらゆる分野で「原点に立ち返って」という言葉が流行し、ライオンズクラブでもあちこちで
聞くようになった。あまりにも「原点、原点」という言葉を耳にするものだから、原点とは何か、
と疑問を抱くようになり、先輩にも聞いてみた。すると、ある先輩は『ライオンズ必携』が原点だ
よ」と言い、ある先輩は「ライオニズムだよ」と言った。
　私は納得がいかなかった。原点とは一つではないのか。それを見れば氷が溶けるようにライオン
ズが理解出来るもの、それが「原点」ではないのか。私はその原点を探し『ライオンズの原点』と
いう本がライオン誌日本語版事務所から発刊されている（現在は絶版）ことを知った。
　私は早速取り寄せて読んだ。その中にメルビン・ジョーンズが1957年10月の英語版ライオン誌に
寄稿した「インスピレーション　オブ　ライオニズム（邦題：ライオニズムのいぶき）という論文
を読んだところ、何となく引っかかるものがあった。何回も読んでは考え、考えては読み返してい
くうちに「これこそ原点だ」と思った。今まで心に引っかかっていたものが、不思議とスーッと消
えたのだ。
　その論文では次のように述べられている。
　「私はある病院のベッドの傍らに立って、医師が若い母親の目から静かに包帯を外すのを見つめ
ていた。（中略）光を取り戻した彼女の笑顔の輝き──見守る人々の目に笑いと涙が入り混じる。
この時私は知ったのである。なぜ（中略）人々が喜んでライオンズに身を捧げるのか、その訳を。
ライオニズムは実に大いなるものを彼らに与えてくれる。彼らは身をもってこのことを学んだのであった」
　この感動をジョーンズは、ライオニズムのインスピレーションだと言っているのだ。
　また「スポットライトの輝く光が広い会場をよぎり、やがて母国の国旗の上を静かに照らす時、
背の高い屈強な男たちの目に涙が光るのを私は見た」と述べ、国旗掲揚の儀式も一つのライオニズ
ムのインスピレーションであり、「インスピレーションとは人間の本能や感受性を刺激し、行動力
を高める力がある」とつづっていた。
　辞書によるとインスピレーションとは「霊感」「天来の感興」の意味。私はこのインスピレーショ
ン（ライオニズムの衝撃と言いたいのだが）こそが原点だと思う。思い起こして頂きたい。ジョー
ンズが述べているこの感動は各人がアクティビティや年次大会に参加することによって大なり小な
り体験していることだ。そしてこの体験は、私たちを謙虚にする力があると思う。（インスピレーショ
ンという衝撃によって心が洗われるのかもしれないが）アクティビティによって受ける感動があり、
そんな貴重な体験をしたことに感謝の気持ちが起こるのも当然だし、謙虚にもなるはずだ。私は今
後も、アクティビティや各種大会を通じて、ジョーンズの「インスピレーション　オブ　ライオニ
ズム」をより深く、鮮明に理解し、印象付け、自分の心に磨きをかけたいと思っている。

もう一度読みたい「あの記事」
●1988年６月号　ライオンズ通り

「ライオニズムの哲学」佐藤良一（宮崎フェニックス ライオンズクラブ）
LION 2014年７月号

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

〒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
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＊日　時　令和４年５月12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．最終家族例会時間、場所の変更について
２． ６月第２理事会（予備役員会）時間・場所の変

更について
３．例会昼食代の値上げについて
４．台湾嘉義ＬＣへの花の贈呈について
５．次期三役オリエンテーションについて
６．２リジョン年次会合について
７．会報６月号ページ増について
８．その他
＊報告事項
１．４月末会計報告
２．その他

５月第１理事会報告

５月第２例会報告
＊日　時　令和４年５月19日㈭　12：15～
＊場　所　今治国際ホテル
＊出席者　会員52名中　不在会員０名
　　　　　　　　　　　優待会員０名
　　　　　　　　　　　終身会員５名
　　　　　純出席者29名　　　64.5％
＊会長挨拶
＊審議事項
１．最終家族例会時間・場所の変更について
２．６月号会報誌のページ増について
３．昼食代の値上げについて
４．台湾嘉義ＬＣへの花の贈呈について
５．次期クラブ三役オリエンテーションについて

＊日　時　令和４年５月６日㈮　7：00～
＊場　所　吹揚神社
＊出席者　会員52名中　不在会員０名
　　　　　　　　　　　優待会員０名
　　　　　　　　　　　終身会員５名
　　　　　純出席者29名　　　64.5％

＊会長挨拶
＊今治海洋少年団賛助会費贈呈
＊謝辞　　　　今治海洋少年団　団長　瀬野　和博
＊審議事項
１．献血アクティビティについて
２．今治国際交流協会法人会費について
３． 令和４年度海洋少年団・ボーイスカウト・ガー

ルスカウト合同入団式について
４． 第25回今治市民のまつり「おんまく」特別広告

について
＊報告事項
１．「長野ヒデ子講演会」報告
２．今治・尾道ＬＣ親善ゴルフコンペ参加報告
３．その他
＊幹事報告並びに終末事務
　次回理事会は５月12日㈭　18：30～
　　　　　　ライオンズクラブ事務局
　次回例会は５月19日㈭　12：15～
　　　　　　今治国際ホテル「真珠」

例会・理事会報告
５月第１例会報告

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

木製家具製造業　船舶内装業

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

株式会社 矢野船装
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＊日　時　令和４年５月26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．終身会員申請について
２．結成60周年記念大会収支決算
３．結成60周年記念大会剰余金について
４．最終家族例会優秀委員会推薦について
５．事務局員の夏期賞与について
６．その他
＊報告事項
１．第68回複合地区年次大会出席報告
２．その他

５月第２理事会報告

５月第２例会ドネーション情報
菊川　勝也　昼食会はありませんが、こうして例会

が通常通りできることをとてもありが
たく思いドネーションします。

安永　健治　去る4/30山田さんのホールインワンコ
ンペにおいて第５回目のホールインワ
ンを達成致しました。今後も体に気を

ヨコタ自動車株式会社
今治北 山路店

代表取締役社長　横田　勤治
　　　　　　　　　四国運輸局指定工場
〒794-0072　今治市山路４１２番地の１
　　　　　　ＴＥＬ（0898）３３－００７７
　　　　　　ＦＡＸ（0898）３３－００７８

ライオン電気株式会社
〒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

６．準備リジョン会議について
７．２リジョン年次会合について
＊報告事項
１． 令和４年度海洋少年団・ボーイスカウト・ガー

ルスカウト合同入団式出席報告
２．その他
＊幹事報告並びに終末事務
　次回理事会は５月26日㈭　18：30～
　　　　　　ライオンズクラブ事務局
　次回例会は６月２日㈭　12：15～
　　　　　　今治国際ホテル「真珠」

付けて６回目のホールインワンを目指
します。

羽田野修司　先日、次期中村執行部の結団式に参加
致しました。久方ぶりの理事復帰を記
念してドネーションします。

村上　浩二　先日の尾道ＬＣ親善コンペにおいて５
位の尾道ＬＣ会長賞が当たりましたの
でドネーションいたします。

貴田　敏幸　4/30今治ＣＣの３番に於いて安永氏の
ホールインワンの瞬間を目の前で見る
ことができました。

加藤　克利　久しぶりに入舟さんに会えました。
鳥井　　洋　自分が出席委員である事を忘れており

ました事のバツとしてドネーションさ
せていただきます。

宇野　一世　今日、例会が出来て良かったです。只
今、世の中になり照明の開発をしてい
ます。無事年内量産を目指しています。

横田　勤治　5/3に行われた月例で優勝してしまい
ました。黒田さんと鎌田さんと楽しく
ラウンドできました。

鎌田　英一　本日、例会終了後今治市役所前花の植
替えを行います。又、5/29にフジ波止
浜店にて献血アクティビティを行いま
す。ご参加の程宜しくお願いします。

八木　隆志　去る4/17尾道ＬＣとの親善ゴルフコン
ペがサンセットヒルズＣＣで開催され、
菊川クラブ会長賞を頂きました。

㟢山　俊紀　今治・尾道ＬＣ合同／今治ＬＣ月例会
でこっそり優勝したんですが、会報に
大きく掲載されてますので小さくドネー
ションさせて頂きます。



編 集 後 記
　１年間７月号から６月号まで12回、毎月なんとか発行する事ができました。これも原稿・写真等会員
皆様のご協力の賜物と感謝申し上げます。
　今年度は今治ＬＣ60周年にちなみ表紙・特集として過去の会員全員の協力によって成しとげられた記
憶に残る主要アクティビティを取り上げました。またライオニズム高揚のため過去のライオン誌より「も
う一度読みたいあの記事」も３回掲載させていただきました。いかがでしたでしょうか。歴史と伝統、「伝
統」とは何か。新明解国語辞典（三省堂）に「前代までの当事者がして来た事を後継者が自覚と誇りを
もって受け継ぐ所のもの」とあります。100周年と続いて行く今治ＬＣに「自覚と誇り」をもって新し
い伝統が築けたらと思います。
　１年間ご愛読ありがとうございました。
 （ＭＣ・ライオンズ情報・大会参加委員長　二宮　幹雄）

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6月16日

今治 LC ５月度月例（ソロプチミスト合同）結果

順位 氏　名 Total HC Net
優勝 横田　勤治 97 27.0 70.0
２位 羽田野修司 94 21.8 72.2
３位 渡辺　正隆 91 18.5 72.5
B.B 白石　憲司 100 17.6 82.4

◇５月３日㈫　今治 CC
　参加人数　10名

同好会情報
ゴルフ同好会

横田　勤治
　５月３日（火・祝）今治カントリー倶楽部にて開催されたゴルフ同好会５月月例で優勝しました。
　当日はソロプチミスト チャリティーゴルフ大会と同時開催となり、スタートホールではソロプチミスト
からの黄色い？歓声のなかティーオフとなりました。絶好のゴルフ日和で、風もなく快適なので好スコアを
期待しましたが、いつもと変わらない点数で私のスキルでは天気は関係ないことを悟りました。
　同組の黒田さん鎌田さんとリラックスしてラウンドする事ができ、心から感謝します。


