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矢野

【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

賢（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
ライオンテーマー

越智

洋介

今期中村会長のもとライオンテーマーを拝命いたしました。未だコロナ禍の分から
ない状況は続いておりますが、会長・執行部はじめ、会員の皆様に御迷惑をかけない
例会運営が出来るように務めさせて頂きます。
また、自身の体調にはまだ不安はありますが、メンバーの皆様、一年間ご協力、ご
指導を宜しくお願い致します。

テールツイスター

羽藤

巧

「テールツイスター」就任の原稿依頼が来た。
入会依頼この役は仰せつかったことはない。改めてライオンズ必携を読み返してみ
る。１例として「例会、会合等の中で、アイデアを出しながらその会等を円滑にすす
め 親睦を図っていく」とある。
アイデアを出しながら円滑に …そんなことが出来ようか！こんなシャイで寡黙な
自分には…自信がない！ㇺ
私的にはミスキャストではないかと思っている。
しかしながら中村会長から「その寡黙さを生かし何とか例会を盛り上げて欲しい」
と仰せつかった。
「シャイ＆寡黙」と、
「盛り上げ」は何か相反するような感じがする
が、こうなっては腹を決め中村会長を支えていかなければならない。言葉不足は矢野
幹事、渡邊会計、執行部の皆様に助言を頂きながらその責を果たそうと思う。
会員の皆様にも例会を盛り上げるためのアイデアをよろしくです。ドネーション集
めも大きな役目でありますが、
会員の皆様には無理のないようお願いするつもりです。
今年一年よろしくお願いします。

計画委員長

矢野

幸治
この度、計画委員長を拝命いたしました 矢野幸治です。責務の重大さに身の引き
締まる思いです。
今治ライオンズクラブに入会して、四年目を迎えます。初年度はともかくここ二年
は、コロナ禍の影響で、未だ経験不足は否めませんが、受けた限りは、スムーズなク
ラブ運営と年間を通じてメンバーの皆様に楽しい時間を提供できるよう微力ながらお
手伝いさせていただきますので、先輩方にはご協力よろしくお願いします。
最後に、今年度会長スローガン「利他と感謝を胸にウィサーブ」を念頭に、中村丸
が順風満帆でありますように願いを込めて改めて一年間よろしくお願いいたします。

出席委員長

上田

陽二
この度、中村会長のもとで、出席委員長を拝命いたしました。
委員会といたしましては出席率の向上を第一の目標とし一人でも多くの会員の方に
出席していただけるように努力してまいりますので皆様のご指導・ご協力の程宜しく
お願いします。
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村上

浩二
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財務委員長

今年度、財務委員長を拝命いたしました。
結成60周年の後の年度ということで事業費に関しては少し厳しくなるかと思われま
すが、執行部の考えを極力尊重しながら予算組みをしなければならないと考えており
ます。
運営費に関しては各委員会からのリクエストを吸い上げ、これも委員会にて検討、
執行していきたいと思います。
今年度１年間よろしくお願いいたします。

国際関係（ＹＥＣ・ライオンズレオ）委員長

入舟

訓三

この度、中村会長の下、国際関係（ＹＥＣ・ライオンズレオ）委員長を仰せつかり
ました。
今年度もコロナの終息が見えず、いろいろな活動の中止、オンラインミーティング
の多用等顔を会わせる機会も少なくなっております。このような時世の中なので活動
が行われるかどうか見えませんが活動再開となりましたら随時案内申し上げます。
これから１年間ご指導ご協力よろしくお願い申し上げます。

市民・教育奉仕委員長

宇野

一世

みなさまお疲れ様です。今年度は市民・教育奉仕委員長を拝命しました宇野です。
中村会長からメインアクティビティ推進に向け、矢野幹事、渡邊会計と一緒に仲良
くとの依頼を受け、大役をお受けすることになりました。
元々、矢野幹事と渡邊会計とは仲が悪いので、上手くやって行けるか不安しかあり
ませんが、中村会長の方向性をしっかり理解し、メインアクティビティ、その他イベ
ント等しっかり対応させて頂こうと思います。
皆さまご協力宜しくお願い致します。

「私の夢」
質問① 絶対に行ってみたい所
質問② 宝くじで３億円当選。何に使いますか？
質問③ 尊敬できる人

渡辺 直人
回答① アメリカ合衆国横断、日本一周、名門ゴルフ場でのプレー
回答② １億会社に貸付、１億投資、１億船舶（つり船）購入
回答③ 父親・母親、加藤克利さん、桑田佳祐

矢野 幸治
回答① 極点に行ってみたい オーロラが見たい、バイクで日本一周、世界一周の船旅
回答② 無人島を買って自給自足のスローライフをしてみたい
回答③ 父親、母親、妻

藤髙 研志
回答① マチュピチュ、カッパドキア、南極大陸
回答② 土地を買って屋内ドッグラン施設を建築、残りは寄付
回答③ 二宮尊徳、森 信三、六祖慧能禅師
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追悼

故Ｌ. 大澤

信之（令和４年７月12日没）
◇◇◇◇◇◇◇

1979年
1980年
1990年
1991年
1992年
1993年
1994年
1995年

第37代会長
安永

ライオン歴

副ライオンテーマー
ライオンテーマー
２年理事
２年理事（副会計）
会計
会計監査
第３副会長
第２副会長

◇◇◇◇◇◇◇

1996年
1997年
1998年
2002年
2003年
2005年

第１副会長
会長
前会長・ＬＳＣ連絡員
理事（２年任期）
会員理事
理事（１年任期）

大澤信之氏を偲んで

健治

今治市の最後の旦那氏が亡くなってしまいました。
一見すると頑固な人のようでしたが、すごく心の優
しい男でした。信ちゃん、信ちゃんとみんなに慕わ
れておりました。
信ちゃんが会長になる時に、私に幹事をやってほ
しいとの話を受け、いつも遊んでもらっていたこと
もあり気持ちよく引き受けました。その際に、無尽
の会も作ろうと思い相談すると、是非作ろう。とな
り、一木会を発足しました。あれから25年その会は
今も続いております。お世話役の方にはいつも感謝
しておりました。

今でもよく覚えており、私の頭から離れないのが
ゴルフの時のことです。信ちゃんは、今治で最初の
シングルプレイヤーで、最高ハンディー２までいっ
ておりました。最初に信ちゃんとまわった日、私は
大変驚きました。キャディーさんが最後までパター
を渡さないのです。どうしてか？と尋ねると、
パター
を渡すとすぐ打ってしまうからです。と、
どこにあっ
てもすぐに打ってしまうからとのこと。本当にせっ
かちで、お人よしの信ちゃん。よく私と遊んでくれ
てありがとうございました。あちらに行っても信ちゃ
ん、信ちゃんとみんなに慕われることでしょう。

準備リジョン会議・２リジョン年次会合
日

時

場

所
幹事

６月18日㈯
準備リジョン会議 （15：00～）
２リジョン年次会合（16：30～）
リーガロイヤルホテル新居浜

矢野

出席者

賢

６月18日㈯にリーガロイヤルホテル新居浜にて開催された準
備リジョン会議並びに２Ｒ年次会合に出席してまいりました。
準備リジョン会議には次期 GAT・GMA・会則委員を務める
梶原さん、中村次期会長、渡邊次期会計と私の４名で出席いた
しました。
15：00からの準備リジョン会議は、今治中央ライオンズクラ
ブの佐伯晴幸次期 RC の挨拶で始まり、次期地区委員の皆さん
の挨拶がありました。
16：30からの２R 年次会合には宇野幹事、木村会計も出席し、
大橋勝英 RC の挨拶から報告事項、議事と進み、休憩を挟んで、
地区委員の皆さんの活動報告がありました。
大変スムーズな進行で、予定よりも少し早く閉会となりました。
その後の懇親会はコロナ禍ですので今治ライオンズクラブは
欠席させて頂き、今治に帰ってから６名でこじんまり打上げを
いたしました。
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梶原 GAT・GMA・会則委員
中村会長、渡邊会計
矢野幹事、宇野前幹事、木村前会計

宇野

一世

６月18日㈯新居浜のリーガロイヤルホテルにて２
リジョンの年次会合が開催され、次期地区委員の梶
原委員、次期中村会長、次期矢野幹事、次期渡邊会
計、木村会計の６人で参加してきました。
2021−2022年度会計報告、リジョン、ゾーン上層
部の方々のご挨拶から各委員会の発表があり、コロ
ナ禍で自粛ムードのある中で幅広い活動内容の報告
に、色々なボランティアの方法があることを勉強さ
せて頂きました。今治に帰ってからは、２日前とほ
ぼ同じメンバーでライオニズムに関する熱い討論を
“ど〜ん”として帰りました。
（反省）

特別寄稿（小儲けケンさん episode 1）第2幕
快適な空間づく
り

筆者
今治獅子村の〈良心〉巧

油売り 憲

産廃屋 敏

髭の浩二

「ナイスショット」
スタートティーショット「小儲けケン」は安定の
ど真ん中、対して３人組は「それなりのショット」
誰か１人が良ければ勝負になる！その気楽さで闘え
ば何とか形になるのではないかと…!
こうして４人はコースに飛び出していった！こ
の対決、月例にも多数の優勝経験がある「小儲け
ケン」と平均的なアベレージゴルファー３人との勝
負、３人にはどうしても分が悪いと思われるが、ど
うして受けたのか今もって不明だ！がそこには「小
儲けケン」のしたたかな そして姑息な作戦が仕組
まれていた。
〈ある酒席でのこと〉
…小儲けケンは考えた。コロナ禍の中 小儲けのチャ
ンスが激減している。どうにかできないものか…か
といって「強い者との勝負は避けたい！それをポリ
シーとしているのだ」。ふと目を上げると、対面に
拝志３人組が座っている。そうだこの３人をけしか
け、挑発すると小儲けになるかも…
早速、
「今度の同好会、同組で行こうや、同じ白ティー
でいいよ、少し教えてやろう」と切り出した。魂胆

人力車 智

かわら版 慎二

火消し 敏

値ぶみ 正隆

信頼・信用

小儲け ケン

祭りだ

漆器屋 洋
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前幹事

見え見えの誘いに３人は警戒心 MAX だ。
業を煮やした小儲けケン、
「どっからでもかかっ
てこんかい」と思いっきり上から目線で挑発した。
これをそばで聞いていた「産廃屋 敏」が「ヤレーッ
ヤレーッ」と囃し立てる。この男、自分に責任のな
いお祭りが大好きだ、どっちが勝っても負けても楽
しければそれでいい。
「挑発と、囃し立て」の姑息
２本立ての作戦にとうとう根負け！３人は相談しな
がら「承知です、
受けましょう」と返事をしてしまっ
た。この時、３人の腹の内では「こんなオジーに負
けるわけはない」
と思っていたことも事実であろう。
決戦は６月同好会と決まった。この情報は今治獅
子村の中でたちまち伝播していった。そして犬の
〇〇にたかる銀蠅（この頃見かけなくなった）のよ
うに集まってきた。中でも「髭のコウジ」は責任の
ないお祭りが大好きで、
「産廃屋 敏」と同じだ。
驚いたのはいつも冷静な「値ぶみ 正隆」と「か
わら版 慎二」も参加していることだ！２人は今治
獅子村において〈信頼〉
，
〈信用〉と呼ばれている。
ちなみに筆者は獅子村の〈良心〉と呼ばれている。

（続きは９月号をお楽しみに）
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例会・理事会報告

渡辺

正隆

八木

隆志

羽藤

巧

７月第１例会報告

羽田野修司

平田

弘

矢野
渡邊

賢
直人

入舟

訓三

原田 慎二
宇野

一世

矢野

幸治

７月第１例会ドネーション情報
中村

浩治

加藤 克利
竹中 尚將

安永

健治

鳥井

洋

今期１年間三役をはじめ執行部全員で
がんばりますのでよろしくお願いします。
中村丸の船出をお祝い申し上げます。
１年間頑張ってください。
◦中村丸の出港おめでとうございます。
無事航海し来年６月に全員入港する事
をご祈念致します。
◦最終家族例会のラッキーカードでま
たもや一等賞が当り、羽のない空気清
浄機能付き扇風機で毎日涼しんでおり
ます。
５回目のホールインワンコンペが無事
に終りました。参加者の皆様には大変
お世話になりました。
中村会長、矢野幹事、渡邊会計他執行
部の皆様無事の出港おめでとうござい
ます。



７月第１例会報告
＊日 時 令和４年７月７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７名
純出席者35名
79.5％
＊会長挨拶
＊アワード贈呈
19カ年皆出席賞 羽藤
巧
17カ年皆出席賞 梶原 俊二・羽田野修司
16カ年皆出席賞 白石 憲司・田中 敏也
＊委員会並びに特別委員会メンバー任命
＊ゴルフ同好会に会長賞贈呈
同好会代表謝辞
今治ライオンズクラブゴルフ同好会会長 横田
勤治
＊審議事項
１．６月第２理事会審議事項について
＊報告事項
１．最終家族例会収支報告
２．その他
＊幹事報告並びに終末事務
次回理事会は７月14日㈭ 18：30〜
ライオンズクラブ事務局
次回例会は７月21日㈭ 18：30〜
今治国際ホテル「ローズ」

①台風４号が迫り来る中での船出とな
りましたが、取舵よろしく無事出港さ
れました。これからの航海が楽しさ一
杯になる事を祈念致します。
②ＭＣ委員長を拝命致しました。会員
の皆様からの原稿がなければ会報誌の
編集はできません。是非ご協力ください。
③Ｔ・Ｔの羽藤さんから特別寄稿を頂
きました。久しぶりの面白いフィクショ
ンらしい物語です。感謝致します。
菊川会長をはじめ執行部の皆さん、一
年間大変お疲れ様でした。そして、中
村丸の船出おめでとうございます。
今期Ｔ・Ｔを務めます。色々とご迷惑
をかけますがよろしくです。
中村会長・執行部いよいよ出発です。
コロナ禍の中の船出ですが一丸となっ
て無事に一年間乗り切れますように祈
りを込めてドネーションします。
６月中旬やっとゴルフが出来る様にな
りました。ゴルフ同好会頑張ります。

いよいよ今日から始まりです。一年間
頑張りますのでよろしくお願い致します。
中村会長他役員の皆様、１年間頑張っ
てください。
中村会長の出港をお祝いします。羽藤Ｔ・
Ｔが一年間欠席のないように祈ります。
前年度は大変お世話になりました。中
村丸の出港おめでとうございます。賢
ちゃん、直ちゃん頑張ってください！
中村丸の船出が順風満帆でありますよ
うに。執行部の皆様、メンバーの皆様
一年間宜しくお願いします。

７月第１理事会報告
＊日 時 令和４年７月14日㈭ 18：30〜
＊場 所 ライオンズクラブ事務局
＊出席者 役員19名中 15名出席
＊審議事項
１．新会員審議
２．前年度決算報告並びに監査報告
３．緊急用積立金決算報告並びに監査報告
４．国際交流基金決算報告並びに監査報告
５．特別積立金決算報告並びに監査報告
６．退職金積立金決算並びに監査報告
７．物品資産明細報告並びに監査報告
８．帽子・ポロシャツ・ジャンパー追加購入につい
て
９．本年度予算審議
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＊日 時
＊場 所
＊出席者

令和４年７月21日㈭ 18：30〜
今治国際ホテル
会員51名中 不在会員０名
優待会員０名
終身会員６名
純出席者28名
63.7％

矢野
渡邊

７月第２理事会報告

＊会長挨拶
＊ビジター紹介
＊ビジター挨拶
336−Ａ地区２Ｒ２ＺＺＣ
井出 幸彦様
336−Ａ地区２ＲＧＡＴ・ＧＭＡ・会則委員
梶原 俊二様
今治東、今治くるしまライオンズクラブ代表
今治くるしまライオンズクラブ会長 松本 宏平様
＊審議事項
１．帽子・ジャンパー追加購入について
２．今治南ロータリークラブ創立60周年祈念式典に
ついて
３．コロナ禍における例会開催について
＊報告事項
１．その他
＊幹事報告並びに終末事務
次回理事会は７月28日㈭ 18：30〜
ライオンズクラブ事務局
次回例会は８月４日㈭ 12：15〜
今治国際ホテル「真珠」
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７月第２例会報告

田中

試合では残念ながら負けてしまいまし
た。又、６月に続き７月のゴルフ同好
会でも優勝することができました。
敏也 7/18に行われました2021−2022年度ゴ
ルフ同好会取切戦において運良く取り
切ってしまいました。
賢
直人 ビジタ−の皆様本日はお越し頂きまし
てありがとうございます。



10．今治南ロータリークラブ創立60周年記念式典に
ついて
11．コロナ禍における例会・理事会について
12．その他
＊報告事項
１．その他

＊日 時 令和４年７月28日㈭ 18：30〜
＊場 所 ライオンズクラブ事務局
＊出席者 役員19名中 11名出席
＊審議事項
１．第１回ガバナー諮問委員会について
２．８月第１理事会日にち変更について
３．病気欠席延長について
４．第１回地区ＧＡＴ・ＧＭＡ・会則委員会につい
て
５．その他
＊報告事項
１．相互訪問例会出席報告
２．事務局お盆休みについて
３．その他

論語を習う
あやま

あらた

過ちて改めざる、

７月第２例会ドネーション情報


336−Ａ地区２Ｒ
２ＺＣ
井出 幸彦様
２ＺＣＡ 阿部 国弘様
今後とも宜しくお願いいたします。
336−Ａ地区２Ｒ
ＧＡＴ・ＧＭＡ・会則委員 梶原 俊二様
地区委員として我がクラブに出席し、
貴重な時間を頂きました事ありがとう
ございます。
中村 浩治 ビジターの皆様お忙しい中、相互訪問
例会にご出席いただきありがとうござ
います。
安永 健治 後援会長をしている今北野球部が夏の
ベスト８に進出いたしました。今日の
−7−

これ

あやま

い

是を過ちと謂う。
（解説）
間違ったと気づきながら、それを改めようと
もせず、そのまま放置しておくのは、過ちの二
度ぬりになる。同じ間違いを今後は決して起こ
さないようにと心掛けることが大切である。
人間、誰しも失敗するもの、それを隠さず、
素直に反省し謝る事こそ大切である。
財団法人特別史跡旧閑谷学校顕彰保存会 編
あいうえお論語より

同好会情報

ゴルフ同好会

今治 LC ７月度月例結果

2021-2022取切戦結果

◇７月18日（月・祝） 今治 CC
参加人数 11名

◇７月18日
（月・祝） 今治 CC
参加人数 10名

順位

氏

優勝

安永

２位

名

Total

HC

Net

順位

氏

健治

85

22.0

63.0

優勝

田中

田中

敏也

93

30.0

63.0

２位

３位

白石

憲司

89

23.0

66.0

B.B

渡辺

正隆

99

24.0

75.0

名

Total

HC

Net

敏也

93

25.2

67.8

鎌田

英一

83

15.2

67.8

３位

㟢山

俊紀

72

1.1

70.9

B.B

渡辺

正隆

99

16.6

82.4

Imabari LIONS CLUB

７月18日（月・祝）に今治カントリークラブで行
われたゴルフ同好会2021-2022の取切戦において念
願の優勝をさせて頂きましたので、投稿させていた
だきます。
普段練習をしない私は、週に１、２度訪れていた
山での本番、本番でなんとか100切れるか切れない
かをウロウロしておりましたが、コロナ禍の中、山
での本番も激減し、最近では110を切れればまぁい
いかくらいのスコアで回っていました。
しかし当日は、同伴者（貴田さん、梶原さん、鎌

田さん）に恵まれ、ゴルフの神様も現れ、前半43と
いう近年ではありえないスコアでまわり、後半も何
とか50で押さえ奮闘した結果、優勝することができ
ました。実は、集計しハンデを引くと、鎌田さんと
同ネットとなりました。が、年齢上位ということで
優勝は私になりました。
歳いってて得したのは生まれて初めてかもしれま
せん。鎌田さんごめんなさい。当日は天気も良く、
気分も良く、最高の一日となりました。賞品のプラ
チナ硬貨は、喜ぶ妻へと渡りました。 田中 敏也

感動のささやき

今治ラオンズクラブの

写真は波方町西浦の海岸です。父方の祖母の実
家がこの海のすぐ目の前にあったため、幼いころ
から毎年夏になると、親戚が集まって、この海で
海水浴をしたり、
スイカ割りをしたり、
バーベキュー
をしたりして楽しんだのを思い出します。
幼いころから見慣れた景色ですが、なぜかここ
から見る海が大好きで、大人になって今治を離れ
てからも帰省するたびに一人でぼんやりと眺めに
来ては故郷に戻った思いに浸っていました。
そして、結婚して家族が出来てからも、妻や子
供たちと一緒に釣りや海水浴に来ていました。
また、この写真は昼間ですが、夕方の景色も最
高に綺麗なので、天気のいい日には日没頃を狙っ
て、家族と夕日を眺めに行ったりしていました。
今は、防波堤が出来て、眺めが少し変わってし
まいましたが、私にとっては今も変わらず、色褪
せない故郷の景色です。
（矢野
賢）

温故知新

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

〰〰〰〰 歴代会長スローガン 〰〰〰〰

心ひとつに継続を目指して
ウィサーブ
ワクワクと 地域を磨こう
君とウィサーブ

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8月18日

委

員

裕太・田中

敏也

