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中村

【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】

Together We Can
（皆でやればできる）

【ガバナー・スローガン】

感謝を込めてウィサーブ

浩治（心もようは裏表紙）

【今治ＬＣ会長スローガン】

利他と感謝を胸に ウィサーブ
【今治ＬＣ会長努力目標】
●伝統を引継ぐメインアクティビティ
●クラブ全体で考える新会員増強と
メンバーのフォロー
●メンバーの交流と委員会活動の活性化
●出張例会の開催

就任ご挨拶
会長

中村

浩治
このたび伝統ある今治ライオンズクラブの第62代会長を拝命いたしました。
2009年の入会以来、諸先輩また歴代会長のライオンズマンとしての自信あふれる姿
を目にしながら、少しでも自己研鑽できればと思っていましたが、未熟な私にこの重
責が務まるか不安です。
しかし、メンバーは行動力あふれる仲間思いの人たちなので、メンバーの皆様に協
力をいただきながらクラブ運営に努力いたしたいと思っておりますのでよろしくお願
いいたします。
さて、今期一年のスローガンを「利他と感謝を胸に ウィサーブ」といたしました。
世界最大のボランティア団体のライオンズクラブのメンバーとして、他者に思いやり
と感謝を、
メンバーとして誇りと感謝を胸にクラブ活動に務めていきたいと思います。
一年間、誠心誠意務めさせていただきますので、皆様の絶大なるご支援とご協力を
どうぞよろしくお願いいたします。

幹事

矢野

賢
今期、幹事という大役を拝命いたしました矢野です。
気が付けば今治ＬＣに入会させて頂いて８年目になるのですが、クラブの運営につ
いては全く理解できていない自分のような者に幹事が務まるのか不安しかありません
が、理事の皆様、メンバーの皆様に教えて頂きながら、楽しく活気あるクラブ運営が
出来るよう精一杯頑張って中村会長を支え、盛り立てていければと思っております。
メンバーの皆様には御迷惑をお掛けすることもあると思いますが、誠心誠意努めて
まいりますので、御指導ご鞭撻の程宜しくお願いいたします。

会計

渡辺

直人
この度、中村会長の下、会計を仰せつかりました、渡邊です。
2007年６月21日に今治ライオンズクラブに入会させて頂き早15年になり今回初めて
の３役（会計）という職に就任をさせて頂き、身の引き締まる思いです。先日三役オ
リエンテーションに参加をして来ました、会計とは、お金の流れと透明性を正しくす
る事と会員の皆様からお預かりした会費を大事にする事を学んできました。今後は会長・
幹事・財務委員長と密に連絡をとり、
クリーンな会計任務を行っていきたいと思います。
まだまだ未熟ではございますが、１年間頑張りますので皆様ご指導ご鞭撻のほど宜
しくお願い致します。
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GAT・GMA・会則委員

梶原

俊二

bari LIONS CLUBS Imabari LIONS CLUBS Imabari LIONS C

２R

国際協会336A ２R GAT・GMA・会則委員に、この度招集される事になりました。
と思いきや、次期地区役員・委員オリエンテーション参加、GAT・GMT・GLT・
GMA 等頭の中で？？？地区委員として何をしたら？ 早速、各クラブ委員長スクール
の講師としての依頼？ 準備、準備委員会のレクチャー、zoom での委員長スクール、
あれこれ不安のオンパレード。
この１年間の任務を、会員増強、会員維持、新入会員募集、等と合わせて、活動目
標としての新クラブ支部の結成・スペシャルティクラブ結成の目標達成に向けてのお
手伝をさせて頂く事が、地区委員としての務めだと、理解しました。
地区委員としての務めは、各クラブ員の協力と、理解と思いやりが、会員増強・会
員維持につながる事の第１歩だと思います。
今治ライオンズクラブの名に恥じないよう努めさせて頂きますので、
会員の皆さん、
ご協力の程宜しくお願い致します。

奉仕委員長

羽田野修司
奉仕員長！

初めての仕事で・・そもそも、何かの委員長をした記憶が有りません。

今期初めて正式な委員長役を仰せつかったような気がします。奉仕委員長の仕事は、
要はライオンズクラブの原点である所の WE SERVE の様々な計画と実行調整が大事

な仕事であろうと思います。諸先輩方のアドバイスと若い会員のご協力がなければ奉
仕活動はうまく行きません！

微力ではありますが、今治ライオンズクラブと中村会

長率いる執行部のために一生懸命頑張ろうと思います。

MC 委員長

渡辺

正隆

先日、中村浩治会長から MC 委員長の指名を受けました。2016年に一度担当させ
て頂きましたが、あっという間に６年も経っていたんだなぁ。と、月日の流れの早さ
を感じています。
会報の作成は、編集等についてはプロの船越裕太Ｌが付いていてくれますが、原稿
の依頼・作成はなかなか大変な作業です。会員の皆様方、原稿を依頼させて頂く際に
はどうかご協力の程宜しくお願い致します。
会報誌の位置付け、目的、あり方を考えながら対応していきたいと思っております。
会員の皆様やそのご家族が読んで楽しく！なるほど！そうだったのか！と思って頂け
るような会報が出来るように頑張ります。

会員委員長

瀬野

和博

この度、中村会長のもと、会員委員長を務めさせて頂く事になりました。
改めて、役の重責さに身も震える思いをしております。
３年にも渡るコロナ禍、そして種々制約等も続く中でのクラプ運営でありますが、
私ひとりでは、一年間、役職をこなして行く事は相当ハードルが高い事ではないかと
思っている処です。
従って、会員の皆様、特に若い会員の方々に意見を頂きながら、会員増強等含め、
この役責を果たして参りたいと思っています。
そして、私なりに精一杯頑張ってみますのでよろしくお願いします。
最後になりましたが、メンバー皆様の温かいご協力をお願いいたします。
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最終家族例会
日
場

時
所

６月16日㈭ 18：00〜
今治国際ホテル「クリスタルホール」

前幹事

宇野

一世

６月16日㈭18時から今年度最後となる最終家族例
会が開催されました。
懇親会では会員、家族総勢81名もの方々に集まっ
て頂き、久しぶりの再会で楽しい時間を過ごしました。
菊川会長が急遽入院され、奥様、息子さんご夫婦
にご参加頂き、船長不在の帰港となりましたが、順
調に回復されているとのことで皆さん安心されたこ

とと思います。
余興では、友近やっくんこと書道家シンガーソン
グライターの歌やパフォーマンスを楽しみ、ラッキー
カードでは国際ホテルさんからの大量の宿泊券やダ
イソンの扇風機などなど豪華景品に皆さん番号が呼
ばれるたびに歓声があがり盛り上がったのではと思
います。
最後の“エンタケおじさん”は加藤第二副会長夫
妻のローアで締めくくり、皆さん今治のネオン街に
経済活性化活動に向かわれました。皆さま、一年間
ありがとうございました。

表彰並びに記念品贈呈

連続500回例会皆出席受賞

次期会長へプレジデントキー引き渡し・バッチ交換

次期会長挨拶

L 村上浩二

花束贈呈（菊川くるみ様）

余興（友近やっくんこと書道家シンガーソングライターの歌やパフォーマンス）
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日 時
場 所
出席者

６月５日㈰ 13：20〜
セントラルホテル鴨島
中村会長、渡邊会計、矢野幹事

幹事

矢野

賢

６月５日㈰に徳島県吉野川市のセントラルホテル
鴨島にて新クラブ三役オリエンテーションが開催さ
れ、中村会長、渡邊会計と参加してまいりました。
全大会は会長、幹事、会計ごとに会場を分けてリ
モートで行われたのですが、音響の状態が非常に悪
く、残念ながらほとんど聞き取ることができなかっ
た為、資料とにらっめこしながら自分なりに解釈し
ていく感じでした。
その後、分科会に移りました。クラブ幹事オリエ
ンテーションでは、幹事の心得、新入会員増強、例
会運営などについてご指導頂き、定刻の少し前に閉
会となりました。

クラブ幹事という重責にいろいろ不安も感じます
が、御指導頂いたことを参考にして、自分なりに活
気ある楽しい例会運営が出来ればと思いました。
中村会長、渡邊会計、お疲れ様でした。

特別寄稿（小儲けケンさん episode 1）第1幕
快適な空間づく
り

小儲け ケン

bari LIONS CLUBS Imabari LIONS CLUBS Imabari LIONS C

次期クラブ三役オリエンテーション

油売り 憲

人力車 智

火消し 敏

決着を付ける時が来た！時は６月○○、梅雨の季節には珍しく空が青一色に輝いている。
「天が
存分に勝負しろ」との配慮かもしれない。練習グリーンは心なしか緊張感がはりつめている。
挑発された拝志３人組（油売り 憲、人力車 智、火消し 敏）の面々は、入念にグリーン上をチェッ
ク、時には額を突き合わせ作戦の確認をしている。
対してこの勝負、挑発した「小儲けケン」は悠然としたもの。
その人格、品格、は今治獅子村において村民の尊敬を集めている。
スタート前、この試合のルールを改めて確認した。18ホールのマッチプレーで引き分けは AS と
して次のホールへ…３人のベストスコアー VS「小儲けケン」のスコアーでの勝負だ！
決戦にあたって「座右の銘を」聞いてみた。
油売り 憲…「雨垂れも岩をも穿つ！」
人力車 智…「小よく大を制す！」
火消し 敏…「成せばなる何事も！」
３人の謙虚さをよく表している、素敵な「銘」だ！
小儲けケンは
… ※どうも練習グリーン上のカップルが気になるようだ
座右の銘は？
…「あのカップルどうも怪しい、〇倫のにおいがする」
座右の銘です！ …「〇倫の味は蜜の味」
聞き手
…「？？？？？」
、
「・・・・・」
人格、品格は、何処へ行ったのだろう！！
（続きは８月号をお楽しみに）
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例会・理事会報告

藤髙

研志

６月第１例会報告
＊日 時
＊場 所
＊出席者

令和４年６月２日㈭ 12：15〜
今治国際ホテル
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
66.6％

６月第１理事会報告

＊会長挨拶
＊ガバナーズアワード（個人表彰）贈呈
新会員スポンサー賞 羽田野修司
＊アワード贈呈
７ヵ年皆出席賞 横田 勤治
＊食事懇談
＊審議事項
１．終身会員推薦について
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
＊報告事項
１．第68回複合地区年次大会出席報告
２．献血アクティビティ報告
３．次期クラブ委員長スクールについて
４．その他
＊幹事報告並びに終末事務
次回理事会は６月９日㈭ 18：30〜
ライオンズクラブ事務局
次回例会は６月16日㈭ 18：00〜
今治国際ホテル「クリスタルホール」

６月第１例会ドネーション情報
鳥井

洋

貴田

敏幸

田中

敏也

河野
竹中

通昭
尚將

羽田野修司
原田

慎二

中村

浩治

渡辺 正隆

先日、テレビ愛媛の「いーよ」に父が
出演しました。
「もぎたてテレビ」の
取材も受けていたので、近いうちに放
送されるかもしれません。良かったら
見てください。

去る5/28㈯ 2：54〜の南海放送に於い
て、瀬戸内の新しい風プラス駆ける×
イマバリ！に今治市の徳永市長と共に
桜井の歴史探訪に出演させていただき
ました。
テールツイスターの大役も間もなく終
われそうです。
先ほど、次女沙也加に長男が生まれま
した。母子共に元気なようです。孫４
人目です。
おかげ様で元気にやっています。
５月号の会報誌に23年前の猿飛佐助の
記事が出ていました。二宮さんにはお
世話になりました。
久しぶりの弁当に感謝してドネーショ
ンします。
一昨年より順延を繰り返した「長野ヒ
デ子講演会」をようやく開催すること
ができました。
本日、会長代行をさせていただきまし
た。喜び事ではないのですが、ドネー
ションします。
先日、
下血があり急遽カメラ付きカテー
テルにて１〜２㎝ぐらいのポリープを
３つも切除してもらいました。お腹の
中も心もスッキリしましたのでドネー
ションさせていただきます。

＊日 時 令和４年６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13名出席
＊審議事項
１．終身会員申請について
２．病気欠席者について
３．お見舞金について
４．例会食費剰余金の特別会費への振替について
５．その他
＊報告事項
１．５月末会計報告
２．最終例会優秀委員会について
３．次期三役オリエンテーション出席報告
４．その他

６月第２例会報告
＊日 時
＊場 所
＊出席者

令和４年６月16日㈭ 18：00〜
今治国際ホテル
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39名
86.7％

＊会長挨拶
＊表彰並びに記念品贈呈
（1）優秀委員会特別賞授与
•ＭＣ・ライオンズ情報・大会参加委員会
委員長
二宮 幹雄
副委員長 船越 裕太
受賞挨拶 ＭＣ・ライオンズ情報・大会参加委員長
二宮 幹雄
•環境保全・保健福祉委員会
委員長
鎌田 英一
副委員長 東郡 涼太
委 員
上田 陽二・越智 浩記・梶原 俊二
森
克司・横田 勤治
受賞挨拶 環境保全・保健福祉委員長 鎌田 英一
（2）１ヵ年例会皆出席賞授与
代表謝辞 渡辺 正隆
（3）１ヵ年理事会皆出席賞授与
受賞者謝辞 矢野
賢
（4）連続500回例会皆出席賞授与
村上 浩二
受賞者謝辞 村上 浩二
＊次期地区委員紹介
次期２Ｒ ＧＡＴ・ＧＭＡ・会則委員 梶原 俊二
＊審議事項
１．終身会員推薦について
＊報告事項
１．次期クラブ三役オリエンテーション出席報告
２．その他
＊会長退任挨拶
幹事（代理）宇野 一世
＊次期会長入場
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羽田野修司

梶原

俊二

貴田

敏幸

田中

敏也

木村

智一

白石

憲司

藤髙

研志

原田

慎二

二宮

幹雄

渡辺

正隆

６月第２例会ドネーション情報
鳥井

八木

村上
菊川
中村
加藤

河野
竹中

羽藤

宇野 一世
矢野
賢
渡邊 直人

た。よろしくお願いします。菊川会長
お疲れ様でした。中村次期会長お手伝
いさせていただきます。
菊川会長執行部の皆さん一年間お疲れ
様でした。いよいよ中村チームの出発
です。コロナに立ち向かって頑張りま
しょう！2014年会長だった時のメイン
アクティビティ「オーケストラがやっ
てきた！」の写真が会報表紙を飾って
いましたので合わせてドネーション致
します。
中村次期会長の船出を祝し又クルーの
健康で新しい発想を期待しています。
今治ＬＣの一員として恥じないよう次
期２Ｒ ＧＡＴ・ＧＭＡ・会則委員を
務めさせていただきますので宜しくお
願い致します。
コロナも少し落ち着き最終家族例会を
開くことが出来ました。おかげで家族
でおいしい国際ホテルの食事を頂く事
が出来ました！！
菊川会長、宇野幹事、木村会計、大変
お疲れ様でした。次期の中村会長、矢
野幹事、渡邊会計、いよいよですね。
大航海を終えて無事に帰港されること
をお祈りいたします。
一年間お世話になりました。会計の仕
事が終わりそうです。本当に有難うご
ざいました。
今年１年財務委員長として、皆様には
お世話になりました。又、菊川会長が
早く元気に復帰される事を願ってドネー
ション致します。
計画委員長として大変お世話になりま
した。
菊川さんの一刻も早い復帰を願いつつ
中村さんの無事の船出をお祝いします。
本日、最終家族例会に大の仲良しの孫
かおが一人だけ一緒に参加してくれま
した。又、先日長野ヒデ子さんのサイ
ン入絵本「おにぎり おにぎり」を頂
きました。孫と一緒に読んでいます。
㟢山俊紀師匠からよく飛ぶドライバー
を紹介しようかと声掛けがあり、菊川
会長と２人で名器のよび声高いゼクシ
オプライムの46.5インチドライバーを
お世話して頂きました。今治ＬＣゴル
フ同好会６月月例で初打ち。何と今ま
で恵まれなかったドラコン賞を２本と
もゲットできました。
一年間本当にありがとうございました。
菊川会長、執行部の皆様、一年間お疲
れ様でした。来期中村会長の下、幹事・
会計を務めさせていただきますので宜
しくお願いいたします。



㟢山

洋 菊川会長の欠席が非常に残念ですが、
理事・役員の皆様コロナ禍の中よく頑
張ってこられたことに感謝いたします。
そしてＴ・Ｔの貴田さんよく頑張りま
したね。私も6/30をもって終身会員に
ならせていただきます。
隆志 39才で入会させていただき、あっとい
う間の35年間でした。来期から終身会
員とさせて頂きますが、今後共よろし
くお願い致します。
浩二 本日連続500回例会出席の表彰を頂き
ました。今後共できる限り出席したい
と思います。
勝也 皆様本当にありがとうございました。
浩治 本日最終家族例会が開催され、たくさ
んのメンバーの出席ありがとうござい
ます。
克利 菊川会長一年間ご苦労様でした。早く
元気になって笑顔を見せてください。
6/12今治ＣＣの月例において優勝して
しまいました。来期は同好会に入会い
たします。
通昭 今年も元気で最終家族例会に出席でき
ました。ありがとうございました。
尚將 ７月第１例会にて今治港を出港し、無
事航海して近海まで帰りました。キャ
プテン勝也君が負傷し、入院という事
になりました。早く元気になる事を祈
りドネーションします。
俊紀 先ず菊川会長一年間ご苦労様です。そ
して一日も早くのご快復を会員一同お
祈り申し上げます。そして、次期中村
会長のご活躍を祈念申し上げます。
巧 今日の家族例会、総勢６人お招きあり
がとうございます。いい景品頂いて帰
ります。又、来期Ｔ・Ｔを拝命しまし

６月第２理事会報告
＊日 時
＊場 所
＊出席者
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＊前会長より次期会長へプレジデントキー引き渡し・
バッチ交換
＊花束贈呈
＊次期役員紹介
＊次期会長スローガン発表
＊次期会長挨拶
次期会長 中村 浩治
＊幹事報告
＊次期幹事紹介
＊次期幹事挨拶並びに終末事務
次回理事会は６月23日㈭ 18：00〜
今治国際ホテル「ダイヤモンド」
次回例会は７月７日㈭ 12：15〜
今治国際ホテル「真珠」
＊テールツイスターの時間
＊次期テールツイスター紹介
＊次期テールツイスター挨拶
羽藤
巧
＊次期計画委員長紹介
＊次期計画委員長挨拶
矢野 幸治
＊出席報告
＊ライオンズの誓い
＊ライオンズローア
＊閉会宣言並びに閉会ゴング

令和４年６月23日㈭ 18：00〜
今治国際ホテル
役員19名中 17名出席

同好会情報

ゴルフ同好会

今治 LC ６月度月例結果
◇６月７日㈫ 今治 CC
参加人数 10名
順位

氏

優勝

安永

２位

名

Total

HC

Net

健治

86

16.7

69.3

渡辺

正隆

96

18.5

77.5

３位

田中

敏也

105

25.2

79.8

B.B

平田

弘

96

13.8

82.2

今治ラオンズクラブの温故知新
〰〰〰〰 歴代会長スローガン 〰〰〰〰

奉仕と友愛
温故創新

輝く21世紀にウィサーブ

力を一つに更なる未来へ

We Serve

Imabari LIONS CLUB

感動のささやき
2013年８月29日モンゴルのゴルフ場にて（貴田さん、羽藤さんと一緒に）
今治ライオンズクラブに入会して、４年目の夏
です。
この年の３年前からモンゴルに宝石店を出店す
る計画があり、ウランバートルのほぼ中心にある
ウランバートルホテルの５階に２年前に出店でき
ました。
そういった経緯もあり、この年の前年の合同例
会に駐日モンゴル大使をおよびして、日本とモン
ゴルについて講演をしてもらいました。
モンゴル大使とライオンズメンバーで昼食をし
ている時、だれからともなくモンゴルに行ってみ
たいという話になり、今治ライオンズクラブのメ
ンバー約10名でモンゴル旅行に行きました。

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

モンゴルではうちのモンゴルスタッフと食事会
やカラオケ等で交流してもらったり、モンゴルの
草原で馬に乗ったり、ゲルを見たりゴルフをしま
した。その時の写真です。曇と大地の距離の近さ
が日本とは違う風景です。
最後の夜はモンゴル大使のご招待で伝統的なモ
ンゴル料理を頂きました。子羊の頭の丸焼きが出
てきて、それを食べているメンバーのひきつった
顔が忘れられません。
入会４年目の私にライオンズメンバーの皆さん
と少し距離を近づけてくれた、思い出に残るモン
ゴル旅行でした。

（中村 浩治）

会

計

MC・ライオンズ情報

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

例会日

第一、第三木曜日

会

長

中村 浩治
今治市旭町2-3-4今治国際ホテル1F TEL（0898）36-1838

幹

事

矢野
賢
今治市波方町郷甲1276-1

TEL（0898）36-1111

12：15〜13：30

TEL（0898）41-8188

委員長

渡邊 直人
今治市枝堀町2丁目4-6

TEL
（0898）32-1678

渡辺 正隆
今治市南大門町2丁目3-8

TEL
（0898）33-3777

MC・ライオンズ情報

船越

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7月21日

委

員

裕太・田中

敏也

