
ライオンズクラブ国際協会　336-A地区2R,2Z

【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

【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
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越智　洋介（心もようは７ページ）

〰〰〰〰〰　心 の 風 景　〰〰〰〰〰
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新会員オリエンテーション出席報告

　昨年は所用で参加できず、今年になって初めて参
加させていただきました。今治ライオンズクラブか
らは、瀬野 LC の引率の元、他３名で臨みました。
参加者と相対して地区役員の方が座られており、最
初は多少の緊張感があったものの、地区名誉顧問の
関野さまの講話がはじまると、軽快な口調からか、
とてもリラックスしてお話が聴けました。資料とし
ては、ライオンズクラブが創設された時期や、組織
内容、また活動の目的などがわかりやすく記載され
ており、創設者メルビンジョーンズの想いが、現代
まで継承されていることが理解出来ました。読むに
つれて、改めて壮大な組織であることと、社会貢献
活動を活発化させていく想いに、入会した頃を思い

　11月12日㈯新会員オリエンテーションに参加して
参りました。
　開会時刻に余裕をもって着席し、配布された資料
にサッと目を通します。本日のカリキュラムは、①
ライオンズとは ②あなたのクラブ ③地区と複合地
区 ④ライオンズクラブ国際協会（LCI）の４つのセ
クションで構成されているようです。資料は全24ペー
ジ、フルカラー印刷で写真も多く交えており、一見
すると親切にわかりやすく新会員をライオンズクラ
ブへと導入出来そうなものに見えます。しかし私は
騙されません。いざ話が始まれば難しい話を延々と
続けられるのでしょう。眠気との戦いになりそうで
す。しかし新会員とはいえ今治ライオンズクラブの
看板を背負って参加させていただいている身、眠る
わけにもまいりますまい。ここは一度気合を入れ直
して……あ、そろそろオリエンテーションが始まる
ようです。
　講師は元地区ガバナーの関野邦夫さん。お隣の東
予ライオンズクラブの方だそうです。冒頭は関野さ
んの自己紹介から。ご自身の会社のことなど時世を
交えた楽しい紹介です。続いて関野さんのライオン
ズクラブでの経験談。主にお酒の話が多いように思
います。この話も聞いていて実に楽しいものです。
話が面白くて忘れそうでしたが肝心なことに気づき
ました。今すでにオリエンテーション開始から50分、
まだ一切資料使ってないんですけど…予定では90分
で終わるはずなんですけど…などと少しばかり心配
しつつも私は既に関野さんの話に夢中です。眠気も

日　時　11月12日㈯　15：00〜
場　所　今治地域地場産業振興センター
出席者　瀬野会員委員長、藤本　裕之、元岡　健一
　　　　矢野　純一

出し身の引き締まる思いに至りました。関野さまの
講話は、資料ベースのお話ではなく、自身が多種多
様のクラブがある中で、どうしてライオンズクラブ
に入会したのか？また、第２次世界大戦後から日本
の高度経済成長時代を通して、そして現在の社会情
勢を鑑みながら、今後の景気動向も含めてお話しい
ただき、ご自身の会社がどのように推移してきたか
など、若輩の身の私にとっては、とても興味のある
内容でお話していただきました。あっという間の90
分の講話でした。関野さまに感謝いたします。

藤本　裕之

元岡　健一

全く感じません。気づけば話はいつの間にやらライ
オンズクラブの必要な話題に。いつの間に？上手い
なこの人。いや、上手すぎるでしょ。と言うことで、
時間も眠気も全く気にすることなくライオンズクラ
ブの心構えについて教えていただけたようです。関
野さん、ありがとうございました。

講師 L
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　去る、11月12日に今治地域地場産業振興センター
にて行われた２Ｒリーダーシップ研修会に出席して
まいりました。
　佐伯２R-RC の開会宣言で全体会が始まり、その
後、リーダーシップ研修会の会議室で講師としてこ
んぴらライオンズクラブの元ガバナー・地区名誉顧
問、地区 GMT コーディネーターの真鍋隆さんをお
迎えしてライオンズクラブの歴史から始め、どのよ
うな組織で構成されているのかの説明や、例会運営
のやりかたなどのお話をして頂きました。
　ライオンズクラブの１人として信念を持って活動
してほしいという真鍋さんの言葉を聞き、まだまだ
未熟な私ですが今回の研修会で学んだことをこれか
らの活動に活かし、今治ライオンズクラブの発展に
精進してまいりたいと思いました。

日　時　11月17日㈭　12：15〜
場　所　今治国際ホテル

日　時　11月12日㈯　15：00〜
場　所　今治地域地場産業振興センター
出席者　梶原２R GAT・GMA・会則委員
　　　　刈谷副計画委員長

ビジター講話 災害時におけるボラン
ティア支援に対する協定について

２R リーダーシップ研修会出席報告

２R 2Z ZC　井出幸彦様

　11月第２例会において将来のガバナー候補者と目
される２ZC 井出幸彦 L から標記のレクチャーを受
けました。
　ご本人の実体験を前提としてその必要性を教えて
頂きました。そのキーワード「恩送り」「アラート
の重要性」「即応体制」「支援体制」「内規の整備」
ライオンズマンが良く理解し、対応すべき素晴らし
い講話でありました。感謝申し上げます。

MC委員長 渡辺　正隆副計画委員長 刈谷　亮介
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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
 
上田　一善
　回答①　• 世界遺産マチュピチュ
　　　　　• 宇宙から地球を観てみたい
　　　　　• 温泉地での旅館経営
　回答②　• 金を購入
　　　　　• 家族と世界遺産を、豪華客船でクルーズする。
　　　　　• ユニセフ募金
　回答③　• 両親
　　　　　• 孫正義
　　　　　• 上杉鷹山：米沢藩中興の祖として、第35代アメリカ合衆国大統領のジョン・F・ケネディ

が日本人で尊敬する人として名前を挙げた人物（諸説有ります）
 
白石　憲司
　回答①　• 外国のクルーズ船で世界一周の旅
　　　　　• 飛行機の操縦
　　　　　• シベリア鉄道の特別室で、ヨーロッパ旅行に行く
　回答②　•家を建てる
　　　　　•土地を買う
　　　　　•投資する
　回答③　• 知り合いの社長、父親、大学時代の柔道部師範
 
関　　英輔
　回答①　• イタリア一周旅行がしてみたい
　　　　　•ヨーロッパの各名所の見物
　　　　　• 一度はラスベガスでギャンブルするのは夢ですね。
　回答②　• 店舗のリニューアル、改装を半年ぐらいかけて。その間、社員スタッフと上記の旅

行をして、残ったお金はわがライオンズクラブに寄付する！
　回答③　• 若い時は野球が好きでほとんど野球しかしてないので、今大リーグで頑張ってる大

谷選手はすごいですね。もし、もう一度若い時に戻れるなら、私足が速かったので、
サッカーをやってみたいです。メッシ、クリスチャーノロナウド選手は尊敬します。

 
越智　洋介
　回答①　• 世界５大ウイスキー聖地蒸留所巡り（スコットランド、アイルランド、アメリカ、

カナダ、日本）
　　　　　• ミュージカル鑑賞（ロンドン：ウェストエンド、アメリカ：ブロードウェイ）
　　　　　• パリオートクチュールコレクション（大好きなメゾン見学）
　回答②　• ウイスキー蒸留所へ投資
　　　　　• 大阪大学医学部附属病院　上部消化器外科　土岐祐一郎教授　上部消化外科研究室

へ寄付
　　　　　• 母親・兄家族と世界旅行
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　回答①　• ベトナムでのインフラ整備（電気・水道関係）
　　　　　• ハワイ永住
　　　　　•世界遺産を廻る
　回答②　• 都内でマンション購入（１億）
　　　　　•ハワイで別荘購入（１億）
　　　　　•今治市に寄付（１億）
　回答③　• 父、母、妻
 
田中　敏也
　回答①　• オーロラを見にいく
　　　　　• アメリカ西海岸
　　　　　• 南極
　回答②　• 全額今治市に寄付する
　回答③　• 父、母、義父・義母
 
羽藤　　巧
　回答①　• 強いて言えば中国の兵馬俑の史跡かな
　回答②　• 孫のために何か残して置く　それが何か貯金以外思い当たらない
　回答③　• 今更ながら目標といっても…強いて言えば父親かな
 
原田　慎二
　回答①　• 路上ライブで歌う
　　　　　• セントアンドリュース
　　　　　•星のや京都
　回答②　• ハワイのホテルコンドミニアムのオーナー
　　　　　•ベンチャー企業に投資
　　　　　•余ったらドネーション
　回答③　• 高校３年次の担任、吉田拓郎、稲盛和夫

〰〰〰〰　歴代会長スローガン　〰〰〰〰

人と地域の絆で紡いだ50年輝ける100年に向かって真
まこと

の奉仕（第51代　﨑山　俊紀）

真心で　愛ある街の明日に　ウィサーブ（第52代　瀬野　和博）

Together is Power「ふるさと」縁で結ばれた絆（第53代　羽藤　　巧）

今治ラ オンズクラブの温故知新イ
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＊日　時　令和４年11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　15名出席
＊決議並びに審議事項
１．新会員審議
２．新年家族例会時間・場所変更について
３．第２回ガバナー諮問委員会について
４．献血アクティビティについて
５．11月号会報増刷について
６．その他
＊報告事項
１．10月末会計報告
２．その他

11月第１理事会報告

11月第２例会報告
＊日　時　令和４年11月17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６名
　　　　　純出席者30名　　　66.7％
＊会長挨拶
＊ビジター紹介
　２R　２Z　ZC　井出　幸彦様
＊ビジター講話
　 災害時におけるボランティア支援に対する協定に

ついて ２R　２Z　ZC　井出幸彦様
＊食事懇談
＊審議事項
１． 新年家族例会時間・場所変更について
２． 第２回ガバナー諮問委員会並びにゾーンレベル

会員委員会について
３． 献血アクティビティについて
＊報告事項
１． 今治東 LC 結成50周年記念事業「動物ふれあい

体験」開会式出席報告
２． 新会員オリエンテーション出席報告
３． ２R リーダーシップ研修会出席報告
４．その他
＊幹事報告並びに終末事務
　次回理事会は11月24日㈭　18：30〜
　　　　　　ライオンズクラブ事務局

＊日　時　令和４年11月２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６名
　　　　　純出席者26名　　　57.8％
＊会長挨拶
＊ビジター紹介
　今治中央ライオンズクラブ
　会長　黒田　周子様
　幹事　近藤　博香様
　会計　矢野　貴則様
＊ビジター挨拶
　今治中央ライオンズクラブ　会長　黒田周子様
＊食事懇談
＊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
＊報告事項
１． OSEAL フォーラム（済州）のご案内
２． メインアクティビティモニュメント名称募集に

ついて
３．その他
＊幹事報告並びに終末事務
　次回理事会は11月10日㈭　18：30〜
　　　　　　ライオンズクラブ事務局
　次回例会は11月17日㈭　12：15〜
　　　　　　今治国際ホテル「真珠」

例会・理事会報告
11月第１例会報告

11月第１例会ドネーション情報
中村　浩治　今治中央 LC黒田会長、近藤幹事、矢

野会計、今治ＬＣの例会に出席いただ
きありがとうございます。又、市役所
前モニュメントの着工も無事始まりま
したのでドネーションします。

二宮　幹雄　周子ちゃんいらっしゃい。
矢野　　賢
渡邊　直人　本日、今治中央 LCより黒田会長始め

３役様お越しいただきありがとうござ
います。今後とも宜しくお願い致します。

羽藤　　巧　今日は早退で申し訳ありません。決し
て黒田会長を避けている訳ではありま
せん。小儲けケン読んでいただいてあ
りがとうございます。次回ぜひ、小儲
けケンVSフェアウェイの妖精黒田会
長の対決を書いてみたいと思います。

原田　慎二　本日テールツイスターを務めさせてい
ただきました。

�

�
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11月第２例会ドネーション情報

　次回例会は12月１日㈭　12：15〜
　　　　　　今治国際ホテル「真珠」

＊日　時　令和４年11月24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
＊決議並びに審議事項
１． 病気欠席延長について
２． 事務局員冬期賞与について
３． 新年家族例会オークション開催について
４．その他
＊報告事項
１． 今治南ロータリークラブ創立60周年記念式典に

ついて
２．その他

11月第２理事会報告

中村　浩治　今期のメインアクティビティの市役所
前モニュメント作成が順調に進み除幕
式を12／23に行えそうなのでドネーショ
ンします。除幕式当日にはたくさんの
メンバーの出席をよろしくお願いします。

加藤　克利　うちの孫、羽衣花の七五三を由緒ある
吹揚神社で執り行いました。可愛いお
しゃべりな３才です。

河野　通昭　こうして例会に出席できるのも元気だ
からです。いつまでも元気、健康でい
られることに感謝してドネーションし
ます。

矢野　　賢
渡邊　直人　コロナ感染者が増えてきました。皆様

気を付けましょう。
安永　健治　会報誌に第一副会長加藤さんが尊敬で

きる人の所に私の名前を書いていただ
きました。又本日上田総支配人にコー
ヒーを出していただきましたのでドネー
ションします。

�

�

論語を習う

仁
じん

者
しゃ

は難
かた

きを先
さき

にして、

獲
う

ることを後
あと

にす。

（解説）
　人徳をそなえた高潔な人というものは、だれ
もが嫌がるようなことを自分から進んでするも
のだ。これをやれば、どんな利益があり、どん
な名誉が得られるかなどを考えて行動しない。

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

　心の風景は2014年１月日本バーテンダー協会
の活動でセミナー見学会で訪れた、山梨県北杜
市にあるサントリー白州蒸溜所です。1994年（平
成６）南アルプスの天然水を用い、豊かな自然
に囲まれた世界でも珍しい「森の蒸留所」でシ
ングルモルト白州が生まれました。セミナーで
はモルトウイスキーの製造工程、原料・仕込・
発酵・蒸溜・貯蔵（熟成）に至るまで、全ての
工程で日本人ブレンダーの匠の技が光っていま
した。さらに将来必要となる原酒の未来図を描
きながら貯蔵管理を行うのもブレンダーの仕事。
　仕込みから製品化までに長い歳月を必要とす
るウイスキーは「過去のブレンダーや未来のブ
レンダーの共同作業」ともいえ、近年、「山崎」

「響」とともに海外での認知も高まり、ジャパニー
ズウイスキーの世界的飛躍とともにウイスキー
市場を活性化しています。ウイスキーとは歴史
を飲む匠の最高の一杯！！
　ドキドキしませんか？
 （越智　洋介）
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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
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　TEL（0898）36-1111
例会日 第一、第三木曜日　12：15〜13：30
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）41-8188

会　計 渡邊　直人
今治市枝堀町2丁目4-6　TEL（0898）32-1678
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同好会情報　ゴルフ同好会
２Ｒ親善ゴルフ大会結果

今治 LC11月度月例結果

順位 氏　名 Total HC Net
12位 横田　勤治 49 12.0 37.0
14位 上田　一善 54 16.8 37.2
15位 白石　憲司 48 10.8 37.2

順位 氏　名 Total HC Net
優勝 羽田野修司 86 22.0 64.0
２位 白石　憲司 86 20.7 65.3
３位 横田　勤治 92 25.0 67.0
B.B 渡辺　正隆 94 19.2 74.8

◇11月23日（水・祝）　今治 CC　参加人数　83名

◇11月23日（水・祝）　今治 CC　参加人数　13名

　11月23日勤労感謝の日２R 親善ゴルフ大会　久しぶりの今治カントリークラブ絶好の雨日和の中、雨合羽
を颯爽と着込んで10番ティーグランドへ…同伴者は誰もが尊敬する安永 L、平田 L、そして GOLD TEA デビュー
の２R GAT・GMA・会則委員の梶原 L のゴールデンチーム！﨑山 L 仕込みのゼクシオ・プレミアムを振り
回しながら和気あいあいとインコーススタート…勝負の前半は雨の中をまあまあの44点　親善ゴルフの方は
早々に９位確定…なんとハンディーの少ないこと！後半は雨も上がりそうな気配を見せながら気配だけ、１
番２番３番４番と何か乗れないゴルフが続いている中、気持ちよくない響きがゴロゴロ…
　５番のティーグランドを平田Lがティーショットした途端！カートのタブレットからけたたましいサイレン音、
雷注意報「くわばら、くわばら」一目散にクラブハウスへ結局、残ホールをパープレイと言うことで今治 LC
合同コンペは終了大事なく良かった良かった！同好会ミーティング・ハーフコンペ１位羽田野修司　おおう！
と前に出て行ったら「名誉だけ」だと！朝一受付で中央 LC さんの募金箱に小銭が無くて5,000円札を泣く泣
く入れて、女性会員の皆さんに黄色い声で（…かな？）キャーキャーともてはやされたのがせめてもの慰め
と諦めていたところ、なんと同好会コンペ優勝だと言うじゃ有りませんか！朝のドネーションが良かったの
かも、楽しく終わることが出来ました。安永先輩、平田先輩、梶原地区委員、有り難うございました。

　令和４年11月23日勤労感謝の日、２リジョン親善ゴルフ大会が今治カントリー
クラブに於いて開催されました。
　今回が初参加と成りましたが、朝から生憎の天気と成り、土砂降りのスタート
でしたが、メンバーは黒田聡さん、田中敏也さんとご一緒でとても楽しくラウン
ドさせて頂きました。
　前半９ホールのハーフコンペ（ダブルペリア方式）で、スコアは54と恥ずかし
いスコアでした。結果はハンディが16.8も付き14位になり、あわせて12番のショー
トでニアピンを取れた為、思わぬ賞品を沢山頂きました。まるで盆と正月がいっ
ぺんに来たようでした。皆さんありがとうございました。

羽田野修司

上田　一善


