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渡邊

【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

直人（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

入会式
日

時

８月４日㈭

会長

中村

場

所

今治国際ホテル

浩治

この度、今治ライオンズクラブ８月第一例会にて、
２名の新入会員を迎い入れることができました。元
岡健一さん、矢野純一さん、ご入会おめでとうござ
います。今治ライオンズクラブメンバー全員心から
歓迎いたします。お二人のスポンサーとして精一杯
頑張りますので、何でも気楽に相談してください。
そしてクラブでの活動を通じて色々な経験をつまれ、
楽しみながらライオンズクラブの活動を理解して、
これからの今治ライオンズクラブを担うメンバーに
なっていただけると思っています。

新会員ご挨拶
この度、中村浩治さんの紹介で入会させていただくこととなりました、元岡建
設株式会社代表取締役の元岡健一と申します。入会のご承認をいただき誠にあり
がとうございます。
私の会社についての細かな紹介をしようかと思いましたが、本当に一般的な建
設業者ですので特段説明するまでもなさそうです。それではと、ライオンズクラ
ブに対する意気込みなどを書こうかと思ったのですが、何分ライオンズのことを
まだよく理解しておらず「とにかく頑張ります！」くらいしか書けそうにありま
せん。困りました…
もとおか
けんいち
困り果ててしまいましたので、私の趣味についてご説明をさせて頂ければと思
元岡 健一
昭和49年５月３日生まれ
います。私の現在の趣味はサバイバルゲーム。通称「サバゲ―」です。ご存じの
建設業
方もいるかと思いますが、サバゲ―とは、実銃を模したモデルガンで BB 弾と言
元岡建設㈱ 代表取締役
今治市朝倉南甲274
う直径６mm のプラスチック弾を撃ち合うゲームです。専用のフィールドに様々
ＴＥＬ0898−56-2121
な障害物を配置し、敵陣営と味方陣営に分かれて勝敗を競う競技となります。他
ＦＡＸ0898−56-3500
の一般的な趣味と比べると競技人口・専用フィールド共に少なくマイナーな趣味
と言わざるを得ませんし、
「おもちゃの銃で撃ち合うの？」
「子供の遊び？」と思われる方もいるかもしれま
せんが、やっている人間は本当に真剣そのものです。使っている銃も R18指定で値段もそれなりに高価なた
め決して子供の遊びとは言えません。やっていることは子供っぽいですが完全に大人の遊びです。ここまで
読んでサバゲ―に少しでも興味を持った方がいらっしゃいましたら更に細かな説明をいたしますので、是非
お声がけください。日々のストレスの発散と自然の中でのデトックスと翌日の筋肉痛をお約束します。

や の

矢野

じゅんいち

純一

昭和56年９月21日生まれ
タクシー業務
ときわタクシー㈱ 取締役
今治市常盤町５丁目５-29
ＴＥＬ0898−32-0015

この度、今年度の会長であります中村浩治さんのご紹介で入会させて頂きまし
た矢野純一です。仕事はタクシー業をメインで介護業にも携わっております。常
盤タクシー株式会社で取締役をさせて頂いております。趣味でもあり、今治の伝
統芸能の１つでもあります矢田獅子保存会の一員でもあります。
今期入会させて頂いて、メンバーの皆さまにライオンズクラブの事業活動内容
などをお聞きする機会をいただき、伝統あるライオンズクラブらしい事業と新た
な事業への取り組み、メンバーの勢い、結束力の強さに、ライオンズクラブの奉
仕団体としての魅力を感じているところであります。まだまだ未熟ではあります
がなるべく多くの活動に参加してライオンズクラブを盛り上げて行けたらいいな
と思っています。入会の機会を与えてくれた中村浩治様に感謝し、今後は楽しい
ライオンズライフを送りたいと望んでおります。メンバーの皆様、何卒宜しくお
願い申し上げます。
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日
場

時
所
２R

８月４日㈭
今治国際ホテル
GAT・GMA・会則委員

梶原

俊二

この度、２R GAT・GMA・会則委員に地区委員
として任命を受け、地区委員オリエンテーションに
参加し、おぼろげに委員としての活動が理解できま
した。
理解は出来ても何を行動に移せばよいのか分から
ない中、地区の活動基本計画で、地区 GMA を推進
として「新クラブを作るチーム」
「新会員をつのる
チーム」「会員の満足度を応援するチーム」を立ち
上げることが、地区ガバナーの運営基本方針となっ
ています。
今、先日頂いた任命状を目の前にし、ライオンズ
クラブ国際協会336-Ａ地区２R GAT・GMA・会側
委員としての重責を思いながら、２R の第１回地区
ガバナー諮問委員会並びに第１回ゾーンレベル委員
会を終え、各ゾーン及びクラブが抱えている、会員
増強に対する問題点が少し明らかになり、支部作り

は、アイテムとして会員増強活動に適している事を
確信し、今後、会則委員として各クラブにアプロー
チしたいと考えています。
会員の一人ひとりが、地域に根差した We Serve
が今以上に成果を挙げる事が出来るよう勤めていき
たいと思っています。

第一回地区ガバナー諮問委員会
日 時
場 所
出席者
会計

８月21日㈰ 16：00〜
今治地域地場産業振興センター
梶原２R GAT・GMA・会則委員、中村会長、渡邊会計、瀬野会員委員長

渡邊

bari LIONS CLUBS Imabari LIONS CLUBS Imabari LIONS C

任命状伝達式

直人

８月21日㈰、地場産業で行われました第一回地区
ガバナー諮問委員会に２R GAT・GMA・会則委員
梶原さんと中村会長と瀬野会員委員長と私の４名で
出席してきました。まず、各クラブの活動報告を中
村会長が説明をし GAT・GMA 会則委員の梶原さ
んの活動報告の説明があり、各クラブ３役の今期の
思い入れの報告をしました。
各クラブの奉仕状況・アラートの重要性・会員の
維持についてドロップアウト防止の説明があり、そ
の後、各グループに分かれての奉仕に関するワーク
ショップがあり、皆さんで考え報告をして、子供食
堂について意見交換しました。今後は子供食堂の色々
な情報を取り入れて検討していくよう各クラブで決
まりました。
今回、諮問委員会に出席するのは初めてでしたの
で何をするのか分からずに行きましたが、クラブの
活動が分かり勉強できました。
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「私の夢」
質問①

絶対に行ってみたい所、してみたい事

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


中村

浩治

回答①

•ふらっと目的の無い旅行を１週間ぐらいしてみたい。
•南国の島でボーッと１週間ぐらい過してみたい。
•ドバイに旅行したい。

回答②

まずは会社の借金返済、１億円のダイヤモンド購入、私立の幼稚園をつくりたい

回答③

•両親
•大本教３代目教祖
•ホセムヒカ

出口日出麿

世界一貧しい大統領

書物、考え方に感銘を受けました。
生き方に感銘をうけました。


羽田野修司
回答①

•スイスのユングフラウ／草原で寝転んでみたい！
•フィンランドに行って／オーロラを見てみたい！
•一度でいいからストラディバリウスを弾いてみたい

回答②

使い切ると言うことは貯金はだめで…浪費をすれば簡単だけど意味ないし、不動産
は水物だし資産運用難しい！
•まず借金を返そう
•将来性の有る配当金利の良い会社の株式に投資しよう！
•この際今治ライオンズクラブの奉仕委員長として世界の恵まれない人々のために
国際協会へ寄付しよう！
予備？…ストラディバリウスを手に入れる！…（買えないかも！）

回答③

•誰も知らない「国友正弘」…竹田高校（私の出身校）音楽部の先輩
 九大を出て福岡県庁〜実家の呉服問屋を継いで…竹田高校＆九大フィルのＯＢを集
めて毎年阿蘇でコンサートを開催しながら、政治家への道を目指していました…
道半ばで帰らぬ人となってしまいました。九州へ帰る船の中で一晩中泣きました。
私の生涯尊敬する人で有り

目標としていた人でした。

•私を丈夫に産んでくれた母親と産ませた父
•小澤征爾

船越

裕太

回答①

ルーヴル美術館、サグラダファミリア、オーロラ鑑賞

回答②

•家族で２ヶ月程度かけて世界一周
豪華な食事等

極上体験

もちろんファーストクラス、最高級ホテル、

予算１億円

•フェラーリ購入、保管環境整備

予算１億円

•残額はユニセフへ寄付
回答③

スティーブ・ジョブズ、ビルゲイツ、杉原千畝
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快適な空間づく
り

漆器屋 洋

小儲け ケン

油売り 憲

挑発を受けた３人はそれぞれ来る決戦に備え鍛錬
を重ねて行く
「油売り 憲」は柔道の技 乱取りを重ね集中力を
磨いた。
「人力車 智」は普段よりさらに急勾配の坂道を
選ぶようになった。筋力をつけるためだ。
「火消し 敏」はショートでの「１W ティーショッ
ト」の技をさらに磨いている。マイペースではある
が彼なりの秘策を練っているようだ！
そして３人は満を持して当日を迎えたのである。
スタートホールから３人はチームワーク良く健闘！
小儲けケンをタジタジとさせるホールもあった。
前半ホールも残りのホールが少なくなっていくが、
どうかしたのか小儲けケンの調子もいまいちのよう
だ！あのカップルが気になっているのだろうか！
その中で「火消し 敏」がドロー ドローで活躍
「どーや」、
「どーや」の雄叫びがゴルフ場に響いた
という！「油売り 憲」
「人力車 智」２人も相手
の調子が上がらないうちにと確実にドローに貢献し
ていく。
「３人は１人の為に、１人は３人の為に」は３人
の共通の合言葉だ！
※どこかで聞いたような！！
前半９ホールは見事に AS 引き分けに持ち込んだ。
これはチャンスだと思ったことだろう。ひょっとす
ると勝つかも… 同級生同志 良く助け合った！
同級生と言えば小儲けケンにも強力な同級生がいる。
獅子村元村長「漆器屋 洋」だ。長い付き合いだ
けに遠慮がない。
前半で４アップ程リードするつもりだった 小儲
けケンに
漆器屋 洋…「お前のー、
あそこは あれはあれでー、
そっちへもっていって
それはそれで こっちへもってこんと── ほして
こっちへ転してから こっちから あっちへいけば
よかったんとちがうか──」
小儲け ケン…「そうやったのうー、あっちへもっ
ていったのがしゃがやった！言う通りあっちから
こっちへもってきて、こっちからあっちへいけばよ
かったの──」

人力車 智

火消し 敏

bari LIONS CLUBS Imabari LIONS CLUBS Imabari LIONS C

特別寄稿（小儲けケンさん episode 1）第3幕

…これで会話になっているのがスゴイ！最新の翻訳
アプリでも解読出来まい！
後半戦はこの翻訳不可能な〈迷・応援〉で「小儲
けケン」のスイッチが入ってしまった！
「カモ──ン !!」
、後半 スタートティーで「小儲け
ケンは」吠えた！
おもわず３人はビビってしまった！何があったん
だ？
それからは何を仕掛けても、立て直そうとしても
上手くいかなかった！
「カモ──ン !!」の前に、もうなす術がなかった！
マッチも４ホール立て続けで失っていった。
「どーや」
「どーや」もだんだんとフェードアウト
になってしまい、
とうとう３ホールを残して ドーミー
ホールを迎えてしまった。
なんとか一矢を報いたい３人、
「ケンさんあそこ
にあのカップルが…」と〈ボケ〉てみたが なんの
効果も動揺もなくそのまま勝負はついてしまった。
何とか「善戦するのでは」との期待も空しく完敗
であった。
戦い済んで…
「油売り 憲」
…
「勝てるかも」と思ったのが間違い
でした！機会があればリベンジのチャ
ンスを…その折には謙虚に戦いたい。
「人力車 智」
…まだまだ力の差は歴然でした！
あの「座右の銘」のボケにだまされ
ました。
「火消し 敏」
…１Ｗが不発だったのが残念、ひょっ
としたらと思ったのがよろしくなかっ
たです。翻訳不能の応援は想定外で
した！
「小儲けケン」…そ れらを聞き流し 東の空を見上げ
言い放った！！！

「蟲（むし）の呼吸

壱の型」注１）

静かに振り返り

「蝶の舞・戯れ」
完

…この物語は事実に基づいたフィクションです…
注１） →〈鬼滅の刃 胡蝶しのぶ〉を検索
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８月第１例会報告
＊日 時
＊場 所
＊出席者

令和４年８月４日㈭ 12：15〜
今治国際ホテル
会員53名中 不在会員０名
優待会員０名
終身会員６名
純出席者33名
71.8％

８月第１例会ドネーション情報
健一

矢野

純一

中村

浩治

梶原

俊二

通昭

矢野
渡邊

賢
直人

新会員 元岡さん、矢野さん２名の入
会おめでとうございます。
元岡さん、矢野さん入会して頂きあり
がとうございます。これから一緒に頑
張っていきましょう。

８月第１理事会報告

＊会長挨拶
＊任命状伝達式
336−Ａ地区２Ｒ ＧＡＴ・ＧＭＡ・会則委員
梶原 俊二
＊審議事項
１．前年度決算報告
２．緊急用積立金決算報告
３．国際交流基金決算報告
４．特別積立金決算報告
５．退職金積立金決算報告
６．物品資産明細報告
７．会計監査報告
８．本年度予算審議
９．第１回ガバナー諮問委員会について
10．第１回地区ＧＡＴ・ＧＭＡ・会則委員会につい
て
＊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
＊幹事報告並びに終末事務
次回理事会は８月10日㈬ 18：30〜
ライオンズクラブ事務局
次回例会は８月18日㈭ 12：15〜
今治国際ホテル「真珠」

元岡

河野



例会・理事会報告

本日入会させていただきました。皆様
どうぞよろしくお願い申し上げます。
本日入会させていただきました。皆様
どうぞよろしくお願い申し上げます。
元岡健一さん、矢野純一さんご入会お
めでとうございます。今治ＬＣメンバー
として共に学び成長していきましょう。
元岡さん、矢野さん我がクラブへよう
こそ。入会おめでとうございます。又、
スポンサーの中村会長始め瀬野会員委
員長、役員の皆様お骨折りに感謝致し
ます。ＧＡＴ・ＧＭＡ・会則委員とし
て鼻高々です。

＊日 時 令和４年８月10日㈬ 18：30〜
＊場 所 ライオンズクラブ事務局
＊出席者 役員19名中 12名出席
＊審議事項
１．退会届について
２．地区ガバナー公式訪問について
３．地区委員の登録料について
４．その他
＊報告事項
１．７月末会計報告
２．その他

８月第２例会報告
＊日 時
＊場 所
＊出席者

令和４年８月18日㈭ 12：15〜
今治国際ホテル
会員53名中 不在会員０名
優待会員０名
終身会員６名
純出席者30名
65.3％

＊会長挨拶
＊アワード贈呈
５カ年皆出席賞 藤髙 研志
３カ年皆出席賞 矢野 幸治
１カ年皆出席賞 菅
修造・熊谷
祥希
＊審議事項
１．地区ガバナー公式訪問について
２．地区委員の登録料について
＊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８月25日㈭ 18：30〜
ライオンズクラブ事務局
次回例会は９月１日㈭ 12：15〜
今治国際ホテル「真珠」
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昭宏・森川

克利

盆の間に今治沖へ釣りに行きましたが
まったく釣れません。次は頑張って羽
藤さんにギザミでもご馳走したいと思
います。
今日も元気で出席できました。
私が指導しています日吉中学校女子卓
球部が四国大会３位となり8/20から北
海道苫小牧市で開催されます全国中学
校卓球大会に昨年に引き続いて出場し
ます。私も明日からコーチとして参加
してきます。

河野
二宮

通昭
幹雄

矢野
渡邊

賢
直人 本
 日コロナ感染者が愛媛県で最多の3,500
人以上になりました。皆様気を付けま
しょう。



加藤

＊日 時 令和４年８月25日㈭ 18：30〜
＊場 所 ライオンズクラブ事務局
＊出席者 役員19名中 10名出席
＊審議事項
１．指名委員会について
２．メインアクティビティ予算審議
３．病気欠席延長について
４．その他
＊報告事項
１．第１回地区ガバナー諮問委員会出席報告
２．その他

地区ガバナー公式訪問
日 時
場 所
出席者

幹事

９月３日㈯ 15：00〜
今治国際ホテル
梶原 GAT・GMA・会則委員、中村会長
菅第１副会長、矢野幹事、渡邊会計

矢野

賢

９月３日㈯に今治国際ホテルにおいて地区ガバナー
公式訪問が開催されました。
当クラブからは、GAT・GMA・会則委員の梶原さん、
中村会長、菅第１副会長、渡邊会計と私の５名で出
席してまいりました。
佐伯リジョンチェアパーソンの開会ゴングで始ま

bari LIONS CLUBS Imabari LIONS CLUBS Imabari LIONS C

８月第２理事会報告

８月第２例会ドネーション情報

り、市村地区ガバナーの挨拶に続き、地区コーディ
ネーター及び委員会から各クラブに対する要望があ
りました。
休憩を挟んで、地区委員の皆さんの活動方針等の
説明があり、その後、各クラブの会長からの運営目
標と抱負の発表に移りましたが、各クラブとも会員
増強に尽力されており、我がクラブも後れを取って
はならないと、気の引き締まる思いでした。
予定時間を少しオーバーして閉会となり、その後
懇親会が開催されましたが、我々はコロナ禍という
ことで出席を辞退させて頂きました。
参加された皆様、お疲れ様でした。
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論語を習う
ぎ

み

せ

ゆう

義 を見 て為 ざ る は 、 勇 な き な り 。
（解説）
人はみな、人としてしなくてはならないことがある。たとえば、人としての道とか、社会的
責任を果たすといったこと。それが正義だと知りながら、それを実践しないというのは、自己
の保全、責任逃れといわれても仕方ない。真の勇者とは、正義のために立ち向かっていく人を
いう。頼もしくも慕わしい人の事である。
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

今治ライオンズクラブの温故知新
〰〰〰〰 歴代会長スローガン 〰〰〰〰

団結と和と輪でウィサーブ
一期一会を大切に地域と共にウィサーブ
Imabari LIONS CLUB

感動のささやき
2015年５月

台湾桃園空港にて（台湾嘉義ライオンズクラブ結成55周年記念式典訪問）

写真は、2015年５月に国際姉妹クラブである台
湾嘉義ライオンズクラブに訪問させて頂き、台湾
桃園空港での集合写真です。
嘉義ＬＣ様は、台北市内から南部に新幹線で１
時間程下った、人口27万人の都市です。
1991年10月27日に当クラブと国際姉妹提携をし、
それ以降、沢山の交流をさせて頂いてます。
この時は、嘉義ＬＣ様の結成55周年記念式典・
懇親会に出席をしました。私も今治ＬＣに入会さ
せて頂き初めて嘉義ＬＣに訪問させて頂きました
が、メンバー皆様のおもてないしや温かさに大変
感動しました。

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

台湾の夜では、大先輩の故髙橋勉さんと嘉義Ｌ
Ｃ様との姉妹提携をするまでのお話を教えて頂き
勉強になりました、髙橋さんの笑ってる姿が思い
浮かびます。
その翌年にありました、今治ＬＣ結成55周年事
業（村上浩二会長）では日台の子供達が交換留学
を行ない、大変いい思い出になったと思います。
私にとっての心の風景は色々ありますが、今治
ＬＣでの心の風景は先輩方メンバーと嘉義ＬＣに
訪問をし交流をできた事がいい思い出になってま
す。
（渡邊 直人）

会

計

MC・ライオンズ情報
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