ライオンズクラブ国際協会

336-A地区2R,2Z

10/2022

No.545

10
2022.

October

〰〰〰〰〰

心 の 風 景

〰〰〰〰〰

羽田野修司（心もようは２ページ）

感動のささやき

小学校当時の手紙

2022年９月の手紙

あふれる愛を
魂の響きにのせて

WE SERVE
（羽田野修司）
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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

梶原 俊二
回答① •フィンランド・ニュージーランド・アラスカ。オーロラを見る為に、行ってみた
いな〜。現在は、暖かい部屋で、オーロラを TouTube で観て楽しんでおります。
回答② •ゴルフ場を買い取るか、ロング・ミドル・ショートの３ホールまたは、９ホール
を造る土地及び設備を買います。自分の自由な時間にプレーをしたい事、また何
回でも練習が出来る事。ジュニアや知人に自由にプレーを提供する。運営維持は、
考えていません。
回答③ •孔子、名言は、人生のあらゆる判断を要求される場面で、促される。
一般ピーポーは、多くの人と出会い、現在も何らかのかたちで、繋がりがあり、
現在進行形の人が尊敬できる人と思っています。
徳のある人を見たら、その人に並ぶことをめざせ。徳なき人を見たら、我が身を
振り返り、自省せよ。

菅
修造
回答① •海外
•世界一周
回答② •別荘を買う
•高級外車
回答③ •父親

菅
道就
回答① •全国24ヶ所への旅をしたい。
回答② •両親に旅行をプレゼント。
•会社の為に使いたい。
•ある学校の先生を探す資金に使い、会って感謝を伝えたい。
回答③ •両親
•修行先の社長
•ある学校の先生

菊川 勝也
回答① •スペイン マドリード；サクラダファミリアへ行ってみたい。
•北海道；日高牧場へ行ってみたい。
•陶芸・農業をしてみたい。
回答② •ぽつんと一軒家、海の見える別荘の購入 １億円。
•仕事に使う。機械購入 １億円。
•アパート経営の土地と建物 １億円。
回答③ •目標としている人；20才の頃に働いていた東京の大工の親方。
•尊敬している人；育ててくれた義理の両親。

熊谷 昭宏
回答① •家族でお伊勢参り
•Ｆ１でサーキット走行。
•幸せ（人生に納得していると定義）な方を創出。
回答② •投資 ¥268,000,000（残り）
•会社に増資 ¥200万
•寄付 ¥3,000万（10％）
（ライオンズ・国境なき医師団・日本赤十字社・神社へ寄進）
回答③ •大愚元勝
•神田昌典
•中島 聡
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「私の夢」

４Ｚ合同例会並びに地区役員・委員会訪問
日 時
場 所
出席者

９月21日㈬ 18：00〜
石鎚神社 神社会館
梶原２Ｒ ＧＡＴ・ＧＭＡ・会則委員

２Ｒ ＧＡＴ・ＧＭＡ・会則委員

梶原

俊二

９月21日㈬18時より石鎚神社の神社会館３階大広
間にて行なわれました。
私にとっては、初めての石鎚神社で日暮れ、霊峰
の名の如く厳かで身の引き締る思いを感じました。
越智吉輝ＺＣの開会宣言に始まり、来賓の紹介、
来賓挨拶と続きました。
地区役員の伝達事項及び計画事項の挨拶が有り、
ホストクラブの東予ライオンズクラブ岡田達三会長
の挨拶により、各クラブの10分間例会を開催しました。
各クラブがコロナ禍にもかかわらず、熱心なアク
ティビティを実行計画実施されている事に熱気を感
じました。
13人の、伊予小松ライオンズクラブメンバーが一
丸となって活動している事が特に感銘を受けました。
私も元会長職を経験後、ここ、３～４年クラブよ

り遠ざかっていたように思いました。
今回、ＧＡＴ・ＧＭＡ会則委員を任命され、良い
経験となりそうです。
ライオンズマンとして、メンバー一丸となって活
動し、新規計画の発案を投げかけ、自主的活動に参
加し、成果を共に喜び、クラブ運営をする事が、退
会者を無くす事と、会員満足度ＵＰに繋がるのでは
ないかと思いました。

９月第２例会
日
場

時
所

９月15日㈭ 12：15〜
今治国際ホテル

終身会員証書贈呈
鳥井

洋

私は今治ライオンズに入会して、早くも約40年と
なります。私の中で一番の思い出は、私が会長の時
の話です。
台湾の嘉義ライオンズクラブの会長交代式へ出席
の為、杉野幹事、八木会計、瀬野計画委員長、髙橋
勉、渡辺正隆、大島の８名で訪問しました。その会
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八木

私自身、生涯忘れる事はないと思います。
一緒に同行していただいた皆様には唯々感謝する
のみです。
私は、この思い出を胸に、終身会員とならせてい
ただきます。

隆志

今治ライオンズクラブは、昨年結成60周年を無事
に迎えられました。そして私も、10月の結成記念例
会で、入会させて頂いて丸35年になります。近頃は
特に物忘れが多くなり、体力も落ちてきました。只
上がるのは血圧と血糖値のみで、淋しい限りです。
ここらが一つの節目かなと思い、いろいろと鑑み

た結果、今期から終身会員とさせて頂きました。今
まで会員の皆様には公私共に大変お世話になり、あ
りがとうございました。例会とゴルフ同好会には、
引き続きできる限り出席させて頂きますので、今後
ともどうぞ宜しくお願い致します。

アワード贈呈
21ヵ年皆出席賞
13ヵ年皆出席賞
９ヵ年皆出席賞
３ヵ年皆出席賞
会長

中村

入舟
中村
木村
船越

訓三
浩治
智一
裕太

浩治

この度13カ年皆出席賞をいただきまし
た。仕事場が例会会場から約１分で、遅
刻をすると白い目で見られるというプレッ
シャーの中、頑張って出席をしてまいり
ました。最初の３年間はメンバーの皆さ
んの名前と顔を覚えるので精一杯で、例
会中も初めて聞くワードも多く、理事会
等に出席させてもらうようになって少し
ずつライオンズクラブの事が理解出来る
ようになりました。
このコロナ禍の３年は例会の雰囲気も変わり、食
事懇談もなく、あまり活気のない静かな例会となっ
てしまいました。
本来、食事懇談中はライオンズクラブの色々な話
を先輩から聞いて、ライオンズクラブの事を理解す
る貴重な時間でした。

ＭＣ・ライオンズ情報・大会参加副委員長

船越

これからの例会は状況が許す限り食事懇談をして、
メンバーの親睦を深める時間を少しでも増やしてい
きたいと思っています。
皆さま例会への出席、よろしくお願いします。

裕太

９月第２例会にて３年間皆出席賞を頂きました。
振り返ると2019年９月５日に入会させていただき
最初は何も分からず例会に出席していました。
ただ翌2020年初頭には新型コロナウイルスが中国
武漢で発生流行、その後日本でも感染者が発生。学
校の一斉休校、イベント自粛や飲食店へ時短要請等
など日常生活において様々な制約が求められ、行動
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長交代式は厳粛に執り行われましたが、懇親会にな
ると一変し、大いに盛り上がり、私たちも我を忘れ
て盛り上がりました。その後、カラオケルームで二
次会が用意されていたのですが、そこでの出来事は
ここでは書くことの出来ない内容で、まさに最高潮
の夜でした。

様式が一変しました。
そのような状況下でＬＣ活動も書面審議や Zoom
利用等リアルではない活動も多く、まだ３年間活動
した実感も薄く相変わらず分からない事ばかりであ
るが、少しでも皆さんのお役に立てるようまずは例
会出席心掛けていきます。
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例会・理事会報告

＊審議事項
１．結成記念例会（10月第２例会）時間変更につい
て
２．４Z 合同例会（２RC・地区役員・地区委員例
会訪問）について
３．LCIF について
＊審議事項
１．MJF について
２．地区ガバナー公式訪問出席報告
３．その他
＊幹事並びに終末事務
次回理事会は９月22日㈭ 18：30〜
ライオンズクラブ事務局
次回例会は10月６日㈭ 12：15〜
今治国際ホテル「真珠」

９月第１例会報告
９月第１例会報告
＊日 時 令和４年９月１日㈭
＊場 所 ──
＊出席者 会員52名中 不在会員０名
優待会員０名
終身会員６名
純出席者44名
95.7％
（書面審議）
＊報告事項
１．第１回地区ガバナー諮問委員会出席報告

９月第１理事会報告
＊日 時 令和４年９月８日㈭ 18：30〜
＊場 所 ライオンズクラブ事務局
＊審議事項
１．10月第２例会時間変更について
２．令和４年度愛媛県臓器移植普及推進月間の後援
について
３．４Z 合同例会（２RC・地区役員・地区委員例
会訪問）について
４．LCIF について
５．その他
＊報告事項
１．８月末会計報告
２．地区ガバナー公式訪問出席報告
３．その他

９月第２例会報告
＊日 時
＊場 所
＊出席者

＊会長挨拶
＊終身会員証書贈呈
終身会員 鳥井
洋・八木
＊アワード贈呈
21ヵ年皆出席賞 入舟 訓三
13ヵ年皆出席賞 中村 浩治
９ヵ年皆出席賞 木村 智一
３ヵ年皆出席賞 船越 裕太

隆志

中村

浩治

竹中

尚將

羽田野修司

河野
鳥井

通昭
洋

羽藤

巧

矢野
渡邊

賢
直人

原田
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前回例会での書面審議にて不手際があ
り、皆様にご迷惑ご心配をおかけして
すみませんでした。
9/22誕生日です。83才になります。今
後ともよろしくお願いします。戦時中、
米軍の戦闘機が「編隊」になって呉市
に爆撃に行く帰りが自分の家の上を飛
行していました。５才の時です。
2015年５月会長を務めていた期、入舟
団長を先頭に台湾嘉義を訪問した時の
写真が会報表紙を飾っており、懐かし
く拝見しました。又、久しぶりに鳥井
先輩にお目にかかれたので合わせてド
ネーションいたします。
例会に出席することが楽しみです。
久しぶりの例会出席です！！皆さんの
幸せな笑顔が見れて嬉しいです。コロ
ナに負けず出席に励みますのでよろし
くお願いします。
久しぶりに例会場で鳥井さんに会えて
嬉しいです。鳥井さんが出席しますと
空気が引き締まります。次回もよろし
くお願いします。



令和４年９月15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６名
純出席者32名
71.2％

９月第２例会ドネーション情報

コロナも少し落ち着いてきました。こ
のまま終息してくれる事を祈ってドネー
ションします。
慎二 19日の月曜日に母の七回忌が有り、孫
に会えると楽しみにしていましたら、
台風14号のコースがやばいです。なん
とかそれてくれる事を願ってドネーショ
ンします。

幸治

鎌田

英一

藤髙

研志

孫が誕生日を迎えました。動画が送ら
れて来るたびに爺バカ全開です。
今治ＬＣゴルフ同好会が９月月例で優
勝することができました。ありがとう
ございます。
無事に例会が再開できたことを計画委
員長として嬉しく思います。

９月第２理事会報告
＊日 時 令和4年9月22日㈭ 18：30〜
＊場 所 今治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．メインアクティビティ予算審議
2．病欠欠席延長について
3．指名委員会について
4．その他
＊報告事項
1．その他

論語を習う
こう げん れい しょく

すく

じん

巧言令色、 鮮なし仁。
（解説）
口先ばかり上手で、心にもないお世辞を使う人がいる。愛想のいい顔付きばかりして表面を
飾る人がいる。そういう人のほとんどが、本当の優しさやおもいやりの心は、持ち合わせてい
ないものなんだ。
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

令和４年度 サラリーマン川柳ベスト10
コロナ禍題材作 上位
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

８時だよ‼ 昔は集合 今閉店
ウイルスも 上司の指示も 変異する
にこやかに マスクの下で 「うっせぇわ！」
巣ごもりで ＭからＬに 副反応
マスク顔 確信持てず 見つめ合う
マスクとる 緊急事態 ノーメイク
あっ、マスク！ 降りた階段 また登り
恋心 マスク外せば 花と散る
デジタル化 しますと紙で 通知する
ズーム中 ペット参加で 盛り上がる
（第一生命保険発表）
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矢野

同好会情報

ゴルフ同好会

今治 LC ９月度月例結果
◇９月20日㈫
順位

氏

優勝

羽藤

２位

サンセットヒルズ CC
名

参加人数 11名

Total

HC

Net

巧

93

24.8

68.2

八木

隆志

92

23.2

68.8

３位

田中

敏也

97

27.0

70.0

B.B

貴田

敏幸

98

19.7

78.3

９月ゴルフ同好会に「優勝」することが出来ました。ライオンズ入会以来20年初めてではなかろうか！
回数としてはそんなに参加をしてはいないが、いずれにしても私にとっては快挙といえる。ゴールドティー
でスタート、ハンディーをそこそこつけていただいたからこそといえるが… この年になってゴルフの楽し
みかたが少し変化している…
「運動のつもり」としてプレーしているが、たまにこういったプライベートコンペの中で
「１位」
になった時は、
思わず「ヤッター」のガッツポーズがつい出てしまう。私がプレーにおいて気を付けているのは「冷静」、
「寡
黙」に同組の人の邪魔にならないようにすることだ。その点においてコミュニケーション足らずという事で、
同組の安永氏、平田氏、八木氏、の御三方にご迷惑をかけたかもしれない…
「ガッツポーズ」が再び訪れるように謙虚にコンペに参加させていただきたいと思う。

今治ライオンズクラブの温故知新
Imabari LIONS CLUB

〰〰〰〰 歴代会長スローガン 〰〰〰〰

地域とともに
一日一善

奉仕の輪（第42代

心爽やか

ウィサーブ（第48代

【国際会長モットー】

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

ホームページ http://ima-lc.jp

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

正隆）

【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

【国際会長メッセージ】

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

渡辺

利他と感謝を胸に ウィサーブ

（われわれは奉仕する）

行

尚將）

【今治ＬＣ会長スローガン】

WE SERVE

発

竹中

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10月20日

委

員

裕太・田中

敏也

