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心 の 風 景

〰〰〰〰〰

渡辺

【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

正隆（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

結成61周年記念例会
日
場

時
所

10月20日㈭ 18：00〜
今治国際ホテル

計画委員長

矢野

幸治

去る10月20日、結成61年記念例会及び懇親会が開
催されました。
今回は、ビジターに姉妹クラブの尾道ライオンズ
クラブ会長の髙垣正悟様、幹事の住田幸史様をお迎
えし、中村会長の開会ゴングで始まった例会では、
ビジター髙垣会長の挨拶をいただき、粛々と滞りな
く執り行われました。
場所を変えての懇親会では、久しぶりの会食付き
の例会とゆうこともあり、多数のメンバー参加にビ
ジター様の参加もあり、加藤第一副会長の開宴のこ
とばで始まった宴会は、和気あいあいと和やかな雰
囲気の中、菅第二副会長の閉宴のことばでお開きと
なり、無事終えることができました。
未だコロナ過中のやり難い中お手伝い頂いた方々、
ありがとうございました。

会長あいさつ

右 会長 髙垣正悟様、幹事 住田幸史様
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今治ライオンズクラブ様へお祝いの言葉
先ずもって今治ライオンズクラブ様におかれましては結成61周年を迎えられ、心よりお祝い
を申し上げます。
「おめでとうございます」又、姉妹クラブとしてお招きくださいましたこと、
中村会長様をはじめ、皆様方に厚くお礼を申し上げます。
「ありがとうございます」
一昨日の18日は我クラブの例会でございました。昨晩は尾道瑠璃ライオンズクラブ様の
CN59周年記念例会に参加させて頂きました。そして本日、今治ライオンズクラブ様の結成61
周年記念例会と、３日続けてのおめでたい例会で嬉しく思っています。
今治ライオンズクラブ様とはゴルフをはじめ多彩な交流でお世話になっております。
私が印象に残っていることは５年ほど前、ちょうど私が幹事の時でした。たしか今治さんが
梶原会長で尾道の会長が村上進でした。今治ライオンズクラブ様の結成56周年記念と今治尾道
姉妹締結50周年を記念した合同例会に招かれ、あいにくの雨ではありましたが楽しいゴルフと
記念植樹をさせて頂いたことを懐かしく思い出しました。あれから尾道の村上進当時会長がひ
どく記念樹のことを気にしていて、私がプライベートでこちらに来させて頂くときも「見てこ
い、写真撮ってこい、掃除してこい」と、とてもうるさいのですが、来島海峡サービスエリア
の、あの景色が良いところからの数十メートルに中々足が届かず、私も気になっているところ
でした。今日は住田幹事と記念樹の場所に寄ってきました。既に周りも記念碑もきれいにされ
てありました。ありがとうございます。しかし、
村上進さんに報告しなければなりませんので、
綺麗にしているフリの写真を撮って参りました。
今治ライオンズクラブ様とは本当に楽しく付き合わせて頂いております。
最後になりますが色々なエピソードや思いの中で時を刻まれ、歴史を紡ぎ、今治ライオンズ
クラブ様らしいカラーを皆様方の手で創られている、そのような状況を勉強させていただきな
がら、あらためて、敬意と感謝の念を申し上げます。
今後70年はもとより、80年

100年と今治ライオンズクラブ様のご繁栄と、中村会長をはじめ

皆様方のご多幸を心よりご祈念申し上げまして、お祝いの言葉とさせて頂きます。
皆様、本日は誠におめでとうございます。
尾道ライオンズクラブ

会長

髙垣

正悟



第１例会
地区委員の活動報告

２R GAT・GMA・会則委員

梶原

俊二

アワード贈呈

活動報告
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２ヵ年皆出席賞

宇野

一世

おも

花時計を憶う

㟢山

俊紀

その歴史は今治ＬＣ結成29年目、1990年４月29日
午後１時、会長小池精藏（1927年昭和２年３月22日
生、2020年令和２年８月23日没）今治市長岡島一夫
様、市議会議長田窪俊一郎様の手で始動スイッチが
入れられ始まった。文字盤の上の大きな赤い秒針が
静かに動きはじめた瞬間、周囲から花時計の誕生を
心から祝福して大きな拍手と歓声が沸きおこりました。
その誕生のいきさつは会長小池精藏（1989年平成
元年〜1990年平成２年）のスローガン「地域に触れ
合いの奉仕を」の一環として「花いっぱい運動」を
展開してきて、1990年平成２年４月に開催される
「花
と緑の国際博」にちなんで企画、立案されたもので
した。今治ＬＣの花とのかかわりは会長山本俊夫
（1985
年昭和60年〜1986年昭和61年）の野間馬ハイランド
への新たなアクティビティに始まりました。
もともと今治市は大変花づくりがさかんで「緑豊
かな住みよい定住都市」
を市政の基本目標にかかげ、
緑と花の育成に取り組んでいました。今治市が市内
の小中学校22校の協力を得て1988年昭和63年度から
実施している「花いっぱい運動」に今治ＬＣも共鳴、
1989年７月に野間馬ハイランドへ花の移植をした活

動が花づくりを通じて豊かな心を育てる第26回全国
花いっぱいコンクール（民間の部）でみごとに「最
優秀賞」を受賞しました。その活動を今治市民全体
に働きかけることを目標としたことで花時計設置へ
の大きなはずみとなりました。
そして行政や市民の皆様の理解と応援を受けて32
年間もの間、時を刻み続け、四季折々の美しい花と
共に今治市民はもとより、今治市を訪れる人々に親
しまれながら今治ＬＣを代表とする歴史的アクティ
ビティに成長したのです。花の植え替えに毎回率先
して参加し、たゆまぬ志を維持し続けたＬ小池精藏
の姿がいつもそこにはありました。
その花時計も今年、新しい型にリニューアルされ
ることとなりました。32年間の今治ＬＣの思いを見
事に果たしその時の刻みを止めることになりました
が、私達の心の中には先人の思いと共に永遠にその
時を刻み続けると思います。
改めて今治ライオンズクラブの熱い思いを我々が
引き継ぐことをお誓いします。
「花時計」よサヨーナラ
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梶原

ゴルフ同好会

俊二
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同好会情報

今治４ＬＣ親善ゴルフコンペに、久々エントリーしました。 今治4LC 親善ゴルフコンペ結果
組み合わせを見ると、今治中央Ｌ 井原安久さん、今治東Ｌ
渡辺望さん、今治Ｌ 安永健治さんと私でしたので、この組み ◇10月10日（月・祝） 今治 CC 個人成績
合わせは、ゴールドからのメンバー？ 私はゴールドからのティー 順位
氏 名
Total HC
Net
ショットは未経験です。
優勝 梶原 俊二
89 18.0 73.2
ゴールドからのティーショットは緊張しまくりでした、なぜ
105 31.2 73.8
なら、お三方がナイスショットの連続でした、今日は調子が悪 ２位 中村 倫浩
86 12.0 74.0
い？ 何処が、と思いながら私は思うように打つ事が出来ませ ３位 白石 憲司
んでした。
団体結果 優勝 今治ＬＣ
距離は短いのですが、バンカー、アプローチがトップ、ダフ
リイロイロ、私のレベルでは、距離はあっても、無くても結果
は変わらなく、いつものゴルフでした。
今治ＬＣゴルフ同好会の成績はブービーでしたが、４ＬＣ親
今治 LC10月度月例結果
善ゴルフコンペはなんと、ダブルぺリアのハンディーに恵まれ
◇10月10日（月・祝） 今治 CC 参加人数 10名
優勝を頂きました。
ご一緒させて頂いた、井原さん、渡辺さん、安永さん、有り 順位
氏 名
Total HC
Net
難う御座いました。
優勝 渡辺 正隆
85 24.0 61.0

渡辺

正隆

今治 LC ゴルフ同好会

10月月例会優勝

令和４年10月10日スポーツの日、今治カントリークラブに於
いて今治４ＬＣ親善ゴルフコンペを兼ねて開催されました。
今治ＬＣクラブからは10名の参加で、小生は原田慎二氏、田
中敏也氏、木村智一氏の同伴で楽しいプレーをする事が出来ま
した。
結果はアウト43、イン42、トータル85と近年稀に見る好成績
でした。振り返れば平成28年９月17日に開催された今治東ＬＣ
の渡辺望さんのホールインワンコンペ以来、実に６年ぶりの85
でした。ここ近年の平均ストローク95.4から10余のアップは何
とも嬉しい限りです。加藤克利第一副会長も同グロスでしたが、
高齢ハンディキャップ等もあり優勝させて頂きました。
カトチャン、ゴメンネ！

２位

白石

憲司

86

23.0

63.0

３位

加藤

克利

85

17.2

67.8

B.B

梶原

俊二

89

12.2

76.8

「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

加藤 克利
回答① •メキシコでバショウカジキと泳ぐ •ガラパゴスでアザラシと泳ぐ
•トンガでクジラと泳ぐ
回答② •ファーストクラスで世界旅行 •しんかい6500で深海旅行
•嫁さんに東京銀座で爆買いを経験させたい
回答③ •いつも優しい安永健治さん

木村 智一
回答① •南米ペルー マチュピチュ •ボリビア ウユニ塩湖 •カンボジア アンコールワット
回答② •１億を使って家族全員で上記の世界遺産を旅行 •１億を会社に寄付
•１億の半分を国内の子供支援に半分を世界の子供ユニセフなどに寄付
回答③ •父親・母親 •妻 •ライオンズメンバーの皆様
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例会・理事会報告

加藤

10月第１例会報告

矢野

＊日 時
＊場 所
＊出席者

令和４年10月６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35名
77.8％

羽藤

梶原

横田
宇野

藤髙

㟢山

10月第１理事会報告
＊日 時 令和４年10月13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．新会員オリエンテーションについて
２．２Ｒリーダーシップ（指導力育成）研修会につ
いて
３．第２回リジョン会議について
４．11月第１例会日にち変更について
５．その他
＊報告事項
１．９月末会計報告
２．その他

10月第１例会ドネーション情報
中村

浩治

メインアクティビティ予算審議の承認
ありがとうございます。今治ＬＣのメ
インアクティビティとして市民の皆さ
んに喜んでいただけるように、メンバー
全員で意見を出し合い素晴らしいメイ
ンアクティビティにしたいと思います。

完治しました。加藤ファミリー全滅で
した。
賢 渡邊会計が出張で欠席なので二人分ド
ネーションします。
巧 ライオンズ入会して20年、やっとゴル
フ同好会優勝できました。ゴールド
ティー、ハンデのおかげです。
俊二 今日は貴重なお時間をいただき有難う
ございます。GAT・GMA・会則委員と
して、活動をお伝えする事が出来まし
た事うれしく思います。
皆様が会員増強
に少しでも興味を持っていただき、周
りに声掛けいただけるきっかけとなり
ます事を信じドネーションいたします。
勤治
一世 早いもので入会10年になりました。二
人とも50代になり、お酒もほどほどに
仕事にライオンズ活動にハゲみたいと
思います。今後共、皆様宜しくお願い
いたします。
研志 ＮＨＫ火野正平「心旅」で10年前に放
送された映像が再放送されたのでドネー
ションします。
俊紀 先日ＮＨＫを見ていたところ、女たら
しの火野正平の「心旅」という自転車
で各地を巡る番組で聞き覚えのある藤
髙研志さんの投稿があり、番組は最初
の放送から見ていたので嬉しくて少し
ドネーションします。



＊会長挨拶
＊アワード贈呈
15ヵ年皆出席賞 菊川 勝也
７ヵ年皆出席賞 関
英輔
２ヵ年皆出席賞 宇野 一世
＊地区委員の活動について
＊審議事項
１．メインアクティビティ予算審議
＊報告事項
１．指名委員会について
２．その他
＊幹事報告並びに終末事務
次回理事会は10月13日㈭ 18：30〜
ライオンズクラブ事務局
次回例会は10月20日㈭ 18：00〜
今治国際ホテル「真珠」

克利

10月第２例会報告
＊日 時
＊場 所
＊出席者

令和４年10月20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６名
純出席者37名
82.3％

＊会長挨拶
＊ビジター紹介
尾道ライオンズクラブ

会長
幹事

髙垣
住田

正悟様
幸文様

＊ビジター挨拶
尾道ライオンズクラブ 会長 髙垣 正悟様
＊審議事項
１．11月第１例会日にち変更について
２．新会員オリエンテーションについて
３．２Ｒリーダーシップ（指導力育成）研修会につ
いて
４．第２回リジョン会議について
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10月第２例会ドネーション情報


尾道ライオンズクラブ
会長 髙垣 正悟様
幹事 住田 幸文様
今治ＬＣ61周年おめでとうございます。
これからも末永くよろしくお願いします。
羽田野修司 本日の10月号会報にデカデカと載って
おりまして、
ドネーションいたします。
八塚麻央さんと合わせてよろしくお願
いします！
中村 浩治 61周年おめでとうございます。又、尾
道ＬＣ髙垣会長、住田幹事には遠い所
お忙しい中ありがとうございます。今
治ＬＣと尾道ＬＣが末永く姉妹クラブ
でありますよう祈念してドネーション
します。
加藤 克利 愛する嫁さんと青木ヶ原樹海へ行って
参りました。身も心も清めてきました。
竹中 尚將 結成61周年おめでとうございます。先
輩の皆さんには大変長い間お世話にな
りました。今後も長く続く事を祈念致
します。
安永 健治 今治ＬＣ61周年を祝ってドネーション
します。
鳥井
洋 40年前の結成記念例会に於いて魚善で
入会した事を昨日の様に今思い出して
おります。と言う事でドネーションさ
せていただきます。
八木 隆志 ちょうど35年前の結成記念例会の日に
入会させて頂きました。若いあの頃
（39
才）が懐かしく思います。
入舟 訓三 61周年おめでとうございます。メンバー
の皆様100周年に向けて頑張ってくだ
さい。
貴田 敏幸 結成61周年おめでとうございます。私
も20年前に入会しました。
梶原 俊二 結成記念例会が開催されます事お祝い
申し上げます。今治ＬＣが益々の発展
を祝しドネーションさせていただきま
す。私事ですが４ＬＣ親善ゴルフコン
ペでハンディーに恵まれ優勝しました。

賢
直人
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矢野
渡邊



＊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10月27日㈭ 18：30〜
ライオンズクラブ事務局
次回例会は11月２日㈬ 12：15〜
今治国際ホテル「真珠」

本日は尾道ＬＣより髙垣会長、住田幹
事、お越しいただきありがとうござい
ます。本日は宜しくお願い致します。
羽藤
巧 61周年おめでとうございます。Ｔ・Ｔ
もやっと４ヶ月 1/3が済みました。こ
れからもワンコインでよろしいですの
でドネーションよろしくです。
渡辺 正隆 10/10に今治ＣＣで10月度月例コンペ
が開催され、
結果アウト43、
イン42、トー
タル85と６年ぶりの好スコアーでした。
加藤第一副会長も同グロスでしたが私
には高齢ＨＣがあり優勝させて頂きま
した。
村上 浩二 本
 日は結成61周年おめでとうございま
す。また尾道ＬＣの髙垣会長、住田幹
事、遠路ありがとうございました。

10月第２理事会報告

＊日 時 令和４年10月27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 15名出席
＊審議事項
１．２Ｒ親善ゴルフ大会「クラブ賛助金」について
２．第２回 GAT・GMA・会則委員会について
３．病気欠席延長について
４．その他
＊報告事項
１．OSEAL フォーラム（済州）のご案内
２．その他
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今治ラオンズクラブの
温故知新
〰〰〰〰 歴代会長スローガン 〰〰〰〰

温かい心ひとつに
未来へ向かって ウィサーブ
（第47代

地域に愛を
志し高く

二宮

幹雄）

ウィサーブ

（第50代

八木

隆志）

論語を習う
みち

こころざ

とく

よ

じん

よ

げい

あそ

道に志し、徳に拠り、仁に依り、芸に游ぶ。
（解説）
人としてのあるべき道を志し、そのために徳を磨きそれをよりどころとし、仁のまごころを
尽くすことから離れず、身につけた六芸（礼・楽・射・御・書・数）といわれる教養に心を遊
ばせる。これが、慕わしい、人としてのあり方というものではないだろうか。
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

感動のささやき
2022年10月29日

宗方から斎灘を望む

Imabari LIONS CLUB

心の風景は私が生まれ育った大三島の最南端に
位置する宗方から斎灘を望む風景です。白い砂浜
に静かに寄せる波。光り輝く海。すぐ先には「奈
良時代（779年）の宝亀10年８月17日に突如出現
してから人々に大山積皇太神の護神徳として崇め
敬われた」三つ小島が浮かぶ。
ほう らい

ほう じょう

えい しゅう

三つ小島とは「蓬莱」「方丈」「瀛州」を指し、
道教で言う不老不死の仙人の住む島々を意味して
いるらしい。（三島宮御鎮座本縁、予章記より）
さらに奥には現代の奇蹟か「来島三連大橋」が
望める。「三つ小島」に「三連橋」
、私が小さい頃
から三という数字にこだわるのはその為か。遠く
は高縄山を望みながら斎灘に沈む真っ赤な夕日は、
ことさら美しく何度も感動し心に深くしみ込んで
いる。

「風光り

発

行

きらめく心

島の海」

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

平成31年３月今治４ライオンズクラブ合同例会
の記念講演、俳人：夏井いつきの句会ライブでこ
の情景を詠んだ句であり、何と準グランプリを頂
いた。風に吹かれた小さなさざ波に反射する太陽
の光を「風光り」ととらえ、キラキラ光るのは海
ばかりではなく、
私の恋心も煌めいているんだと。
白い砂浜には何と書いたか。はるか遠い昔の話で
ある。準グランプリという名誉と共に副賞に頂い
たサイン入りの「夏井いつきの365日季語手帖」
は私の宝物となりました。
尚、宗方地区には人気ある素晴らしい風景を眺
められるアップダウンの激しいサイクリングロー
ドの他、
「岩田健 母と子のミュージアム」
、
「と
ころミュージアム大三島」の彫刻美術館や「伊東
豊雄建築ミュージアム」と、これまた三つも見所
があります。斎灘に沈む夕日を眺め、砂浜の隣に
ある「大三島ふるさと憩いの家」で寝ながら輝く
星空を眺めると感動そのもの。

（渡辺 正隆）

会

計
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