
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

1・2
2023

1・2/2023　No.548

矢野　　賢（心もようは16ページ）

〰〰〰〰〰　心 の 風 景　〰〰〰〰〰
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市役所正面前モニュメント「自由と平和の鐘」贈呈式

　２年程前に今治市様より市役所前の花時計の故障
により、市民の方からクレームが来ているとの相談
がありました。その年と翌年の記念事業に関しては
方向性が決まっていたため、数年の内に改修または
建替え等の方向性を示す事で今治市様と調整を進め
てきました。
　この今治市役所前の花時計は、故Ｌ小池精藏 29代
会長の時の記念事業として寄贈されたもので、寄贈
後30数年間花の植え替えを行ってきました。今治ラ
イオンズクラブにおいても市民の方にも馴染みの深
い花時計で、今年度の執行部としてもどのような形
で継続していくかを何度も繰り返し討議し、昨今の
自由・平和をキーワードに今治市らしい新しいモニュ
メントとしてリニューアルすることで設計を開始し
ました。
　新しいモニュメントには、造船の町今治をイメー
ジする船首に平和の鐘を配置し、周辺には花壇を置
き今までと同じ様に四季折々の花を植え替えていく
ことで、市民の新しい憩いの場となる思いが詰まっ
ています。
　従来の花時計の解体前の10月６日にはメンバーで
記念撮影を行い、解体から完成まで約３ヶ月の間、
制作にあたったメンバーの関連会社の皆さんも複雑
な構造に涙を流しながら12月23日の贈呈式を無事に
迎える事が出来ました。
　今治市が青い波を切り前進し続け、ライオンズの
誓いにもある平和と自由を守り、新しいモニュメン

日　時　12月23日㈮　17：00〜　　　場　所　市民会館

ト『自由と平和の鐘』が市民の方々の憩いの場とな
る事を祈念しております。
※ 現在の設定では、12時、15時、18時に鐘がなり、

日没後（17時）〜23時までライトアップされるよ
うになっています。

令和４年度　今治ライオンズクラブ奉仕事業　市役所正面前モニュメント「自由と平和の鐘」贈呈式

市民・教育奉仕委員長 宇野　一世

経 過 報 告
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贈呈式及び除幕式の模様

中村会長あいさつ

336-A 地区 2R RC　佐伯晴幸様

会場風景

来賓の方 （々左から徳永市長・土居副市長・矢野市議会議長・他）

徳永市長あいさつ

贈呈後の記念撮影
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自由と平和の鐘の花壇の植付け

　今治市役所本庁舎、今治市公会堂、今治市民会館。
これらは日本を代表する建築家であり、「世界の丹下」

（天皇陛下より勲一等瑞宝章受章、フランス政府よ
りレジオンドヌール勲章受章）と言われた丹下健三
氏が今治市に残した歴史的建物である。その文化的
で芸術的な空間の中において、その正面アングルを

飾り今治市の新しいシンボルとなる「自由と平和の
鐘」モニュメントが誕生した。その真向かいには今
治ＬＣ設立50周年記念事業として寄贈した「灯台」（海
事都市今治の道

みちしるべ

標として）があり、まさに対を成し
ている。
　「今治ライオンズクラブここにあり！」何と誇ら
しい事か、12月25日のお披露目の準備として12月22
日に社会福祉法人来島会の人達と今治ＬＣ会員15名
が心を込めてパンジーの花の植え付けを行った。

日　時　2022年12月22日㈭　10：00〜
場　所　市役所正面前

懇親会の模様

大役を無事達成した安堵感 次代を担うメンバーも達成感

MC委員長 渡辺　正隆
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◦�2020-2021年度キャンペーン100寄付者特別感謝
アワード贈呈

◦�メルビンジョーンズフェロー賞伝達

入舟　訓三、白石　憲司、竹中　尚將、田中　敏也
二宮　幹雄、羽田野修司、横田　勤治

（瀬野　和博、原田　慎二）

竹中　尚將　23回、田中　敏也　12回
羽田野修司　10回、梶原　俊二　４回
渡邊　直人　２回、中村　浩治　１回

　矢野　　賢　１回（瀬野　和博　17回）

記念のライオンズ像

日　時　2022年12月１日㈭　12：15〜
場　所　今治国際ホテル

日　時　2022年12月15日㈭　12：15〜
場　所　今治国際ホテル

12月第１例会　アワード贈呈式

12月第２例会　ビジター講話

◦�オールド・モナーク・シェブロン賞贈呈

　「子ども食堂の現状について」と題して、今治東
ＬＣ子ども食堂担当特別委員長の壷内和彦様から講
話を賜った。
　確たる記憶ではないが、テレビの全国ニュースで
も取り上げられ話題となっていたように思う「子ど
も食堂」の今治地区の実質的運営者である壷内ライ
オンから、その活動内容を伺いました。今治ＬＣ全
ての会員が感動したのではないかと思う素晴らしい
内容でした。これぞライオンズマンの鏡であると！「利
他の精神」は理解していても実践する事は中々困難
であるが、「子ども食堂」はまさに恵まれない子供
達に食事を無償援助する活動であり、今治市で約10

軒、愛媛県で97軒、全国で約6,300軒もあるそうです。
ライオンズクラブがどのような支援体制を取るべき
なのか考えねばならないと思う次第です。

八木　隆志（35ヵ年）、加藤　克利（25ヵ年）
上田　陽二（15ヵ年）、横田　勤治（10ヵ年）
菊川　勝也（15ヵ年）、宇野　一世（10ヵ年）
渡部　直哉（10ヵ年）

�

�
�
�

MC委員長 渡辺　正隆
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　この度、羽藤　巧様のご紹介で入会させていただくことになりました株式会社
アイエス産業代表取締役の吉住　英三と申します。ご入会の承諾を頂きまして誠
にありがとうございます。
　弊社につきまして少し紹介をしたいと思います。株式会社アイエス産業は今治
造船グループとして小売業メインの仕事をしております。今治国際ホテル１階に
あるインテリアート（インテリア雑貨、オーダースーツ販売等）、コンビニエン
スストアファミリーマート（今治、西条、多度津の３店舗）の運営、今治造船、
各関連会社への記念品受注外商業務、グループ造船工場内での飲料自販機の販売
等をさせていただいている会社です。
　あと、私についてお話をしたいと思います。
　各諸先輩方お世話になっている方々よりご指導を頂きながら入社34年目となり
ました。
　趣味は、月並みですが映画鑑賞とスポーツ観戦です。特にスポーツ観戦はバス
ケット、サッカー、ラグビー、ボクシング等大体のものに興味があり、特にバス

ケットボールは自分も経験がある分よく観戦するのですが、プロチーム愛媛オレンジバイキングスの試合に
は月に２回以上ホーム会場でもある松山コミュニティセンターまで観戦に行っています。身長２ｍの各選手
がぶつかり合う生の試合は迫力満点です。因みに私、妻とも身長２ｍ８cm 背番号15番のライアンクリーナー
選手のファンです。
　伝統のある今治ライオンズクラブに入会させて頂いて何か少しでも社会のお役に立てればと考えています。
中村会長はじめメンバーの結束力の強さを感じており自分自身も何か社会に奉仕し今治ライオンズクラブの
メンバーとして誇りを持ち社会貢献をしたい考えです。未熟なところもありますがご指導ご鞭撻を賜り今治
ライオンズクラブでの活動を楽しみ、そして社会のお役に立てればと思っています。今後ともどうぞよろし
くお願い致します。

新会員ご挨拶

吉
よし

住
ずみ

　英
えい

三
ぞう

昭和43年３月15日生まれ
コンビニエンス・インテリア雑貨販売
㈱アイエス産業　代表取締役社長
今治市旭町2丁目3-7
ＴＥＬ0898−33-3939
ＦＡＸ0898−33-3838

家
いえ

常
つね

　正
まさ

裕
ひろ

昭和57年７月29日生まれ
飲食業
㈱来島シーフードサービス
代表取締役
今治市恵美須町1-1-17
ＴＥＬ0898−39-3150

　こんにちわ。株式会社来島シーフードサービス代表の家常正裕です。出身は香
川県で年齢は1982年生まれの40歳です。
　名古屋外国語大学を卒業後、株式会社 HUB に入社し、店長として２年目から
店舗運営をしておりました。８年勤めた後、妻の実家の今治市大島の水産業を手
伝う為に漁師になりましたが、残念ながら倒産してしまい無一文になった私は県
の新規ビジネスコンテストに応募しました。なんとか採用され助成金300万円で
県病院横の店舗にてランチは海鮮丼と夜は居酒屋形態で営業しました。
　しかし近隣からの騒音の苦情が絶えることがなく、ちょうど今の恵美須町の物
件が空いたタイミングで移転しました。非常に経営は順調でしたが、コロナ禍に
より非常に厳しい営業が続きました。
　そこからストレス解消のためにお酒の知識を伝える YouTube チャンネル『プ
ロのお酒塾』を開始。２年間で登録者12万人を集め、クラウドファンディングで
この春に現在の居酒屋業態は閉めて、カクテルバーとしてリニューアルします。
　これからはライオンズクラブの方とも、色々と情報などを共有しながら今治の
発展・奉仕に全力を捧げていきたいと思います。
　何卒宜しくお願い申し上げます。



−8−

bari LIO
N

S CLUBS   Im
abari LIO

N
S CLUBS   Im

abari LIO
N

S CL
日　時　１月５日㈭　18：00〜
場　所　今治国際ホテル

新年のご挨拶

新年家族例会

　新年あけましておめでとうございます。
　昨年はメインアクティビティーの市役所前モニュメント（自由と平和の鐘）に対し
会員皆様には、多大なるご支援ご協力を頂いた事を深く感謝申し上げます。
　会計として半年が過ぎ、任期も残り６ヶ月となりました。会計として微力ではあり
ますが、中村丸が無事に帰港できますように頑張りますので皆様ご指導ご鞭撻の程、
宜しくお願い申上げます。
　この１年が皆様にとって幸せな１年になりますよう心よりご祈念申し上げ新年のご
挨拶とさせて頂きます。

会計 渡邊　直人

会長 中村　浩治
　新年あけましておめでとうございます。 
　旧年中は、会員の皆様には多大なご支援ご協力を賜わり、誠にありがとうございま
した。おかげさまで、メインアクティビティの市役所前モニュメント「自由と平和の
鐘」の贈呈式はじめ、献血アクティビティも無事に遂行することができました。12月
の寒い中多数のメンバーの皆様のご出席、ご協力に心より感謝いたします。
　また、今季は４名の新入会員さんをクラブに向かい入れる事ができました。フレッ
シュなメンバーの加入で今治ライオンズクラブのより一層の活性化を期待しています。
　残りの半期も、今季のスローガン「利他と感謝を胸に　ウィサーブ」のもと、精一杯頑張っ
て行きたいと思っておりますので、引き続きご支援をよろしくお願いいたします。
最後になりましたが、本年も皆様にとって輝かしい年となりますようご祈念を申し上
げ新年の挨拶とさせていただきます。

幹事 矢野　　賢
　新年あけましておめでとうございます。
　昨年度中は不慣れながらもメインアクティビティである市役所前モニュメント「自
由と平和の鐘」贈呈式並びに除幕式、また継続アクティビティなど上半期のクラブ事
業を乗り切ることが出来ました。
　これもひとえにメンバーの皆様の多大なるご協力とご支援のおかげと感謝しており
ます。下半期もメンバーの皆様に御迷惑をお掛けすることが無いよう、一層気を引き
締めて臨んでまいりたいと思いますので、引き続きの御指導、御協力の程、宜しくお
願い申し上げます。
　2023年が皆様方にとりまして素晴らしい年となりますよう祈念し新年の御挨拶とさ
せて頂きます。

新会員の紹介、傘寿・喜寿・古希・還暦の祝い、年
男に記念品贈呈と続き、梶原２R GAT・GMA 会則
委員に乾杯の音頭をとっていただき会食へ、その後、
渡辺正隆さんの進行で始まったオークションでは、マー
君大活躍で、ラッキーカードと続き、菅第２副会長
の閉宴のことばで、懇親会も無事終えることができ
ました。
　行動制限は解除されたとはいえ、未だ収まる気配
のないコロナ過の中、たくさんの出席を賜り盛大に
開催することができました。年末年始のお忙しい中、
準備方々お手伝い頂いた方々、ありがとうございま
した。
　今年一年が、皆様にとって明るい年でありますよ
う願って報告を終わります。

　2023年　明けましておめでとうございます
　去る、１月５日、今治国際ホテルクリスタルホー
ルにて、新年家族例会が開催されました。
　修祓の儀で始まった会場は、厳かな雰囲気の中、
身も心も清められ、例会へと進みます。
　途中、メインアクティビティの自由と平和の鐘の
設計士　越智様に感謝状贈呈などを経て、今年最初
の例会は終了しました。
　続いて懇親会では、羽藤テールツイスターの司会
のもと、加藤第１副会長の開宴のことばで始まり、

計画委員長 矢野　幸治
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還暦・年男挨拶

　新年明けましておめでとうございます。
　我が生涯に一片の悔いなし、かの有名なマンガに出てくる名セリフですね。ふとこ
の言葉が頭に浮んできました。長寿のお祝い還暦を迎える事ができたことそして、今
までに私に関わってくださった皆様に感謝したいと思います。
　いつ終わるかわからぬ人生これからも１日、１日大事に暮らして行き70才、80才に
なっても健康で過ごすことを目標にして“我が生涯に一片の悔いなし”といつでも思
えるよう頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。

昭和38年12月15日生

関　　英輔

　新年あけましておめでとうございます。本年も宜しくお願い致します。
今治ライオンズに入会させて頂き３年目に成ります。まだまだ慣れない事ばかりでは
有りますが、誠心誠意努めて行きたいと考えます。
　又、今年は５回目の年男で還暦を迎えます。まだまだ先の事と思っていましたが、
誰もが何時か辿る道のようです。
　そして、今年は「卯年」に成ります。一説には飛躍の年、新しい事にチャレンジす
る最適の年と有ります。この新型コロナウィルス感染症が収束し、世界の人々が平和
な日々を取り戻せる事を祈り、私自身も健康には気を付けて仕事・プライベートに励
んで参りたいと思います。皆様には、引き続きご指導・ご鞭撻を宜しくお願い致します。

昭和38年８月９日生

上田　一善

　新年おめでとうございます。
　早いもので気がつくと７回目の年男を迎えました。人生には山あり、谷ありと申し
ますが幼少期から戦時中であり、「戦争ごっこ」などして遊び、日本軍と米軍の戦闘
機が空中戦又は米軍の爆撃機の大編隊などを見た覚えがあります。
　１回目年男の時は中学校に入学し５月に父親が交通事故で無くなり自分が長男の４
人兄弟で頑張りました。２回目の年男の中頃に結婚し３回目の終り頃には１娘２太郎
の子供に恵まれ、又今治ライオンズクラブに入会させて頂き楽しいクラブ活動などさ
せていただきました。
　６回目には息子に会社も譲り、７人の孫になり、現在は家内と２人で余生を送って
おります。
　人生100才と申され、もう少し頑張りたいと思いますので宜しくお願い致します。

昭和14年９月22日生

竹中　尚將

　新年あけましておめでとうございます。
　本年は、年男で還暦という節目の年になります。年々体力の低下、体重の増加と戦っ
ています。手足が痺れ1年半前に頸の手術をしました。少しは改善されましたが中々
完全に痺れは取れません。色々な成人病のリスクが高くなる年齢ですが、自分は痺れ
てるだけで、ラッキー！と前向きにとらえられて体調管理に気をつけていきたいと思
います。
　今年の抱負は体力強化をし健康で日々穏やかに過ごしていく事です。
　少し暖かくなれば久しぶりにソフトバレーもしたいと思っています。
　今期、今治ライオンズクラブの会長という大役を務めさせていただいていますが、
残る半期も自分の出来事は精一杯頑張っていきたいと思っています。旧年に引き続き
メンバーの皆様のご支援をよろしくお願いいたします。

昭和38年３月３日生

中村　浩治
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　新年明けましておめでとうございます。
　今年は癸卯（みずのとう）の年。癸は十
干で言えば最後の十番目を示す事から、物
事の区切りが付き新しい次の目標に向かっ
て成長する年とされているそうです。また
卯を守護する仏様は、文殊菩薩様になり智
慧（ちえ）を司ります。以上を踏まえて今
年の目標は、「学び（インプット）と行動（ア
ウトプット）の継続」「新規事業をテーマに、
信念を貫いて最善を尽くす」です。
　昨年12月、今治東ＬＣのＬ壷内和彦氏に
よる子供食堂の講話がございました。過去
にも経験の無い全く別世界の様な出来事が、
現実に身近で起きている事実を知り、自身
の無知を痛感し、行動を行っている方々の
活動に対し感服致しました。今治市公式
line12月20日掲示の子どもの愛顔応援ファ
ンドに微力ながら寄付する切っ掛けにもな
りました。価値観の変革をもって、まず一
歩踏み出して行こうと思います。
　最後に、子供食堂の様な施設が無くても、皆が幸せに暮らせる世の中が最終目標と言う言葉が印象に残っ
ています。禅語に「法灯明を学んで自灯明を照らす」とあります。先の見えない人生の暗闇、先人の知恵や
師匠の教えを学び、頼っていた方が突然居なくなったとしても自分自身を灯火（頼り）として生きると言う
考え方です。サポートはしつつも、自立が出来る環境作りが非常に大事だと思いました。

昭和50年11月29日生

熊谷　昭宏

　令和５年を迎え、昭和、平成、令和と３元号をまたいで、生かされております。本
年で４回目の兎年を迎えることができました。
　まことに、恐縮です。まだまだ、干支の実感はわかず、日々を精一杯暮らしており
ますが、この場を借りて、ふと自分自身を思い返してみました。
　前回の36歳から12年経過した現在は、多角度的な物の見方、考え方など大いに変化
し、吸収した時代だったと僕自身を振り返るところです。
　当時は、シェアという考えもそうですが、今では習慣的にも使うことができ、世の
中でも一般的に使うようになりました。
　ここ最近では、ウィーサーブに触れる機会が増えております。次の12年後には、もっ
と理解し、習慣化したいと思っています。
　世の中もそうありますよう願っています。本年は年男の勢いにも乗らせていただき、
精進させていただけたらと思います。どうぞ、よろしくお願いします！！

昭和50年４月29日生

藤本　裕之
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　令和４年12月18日日曜日、ハッピープラザはしは
まにて、今期１回目の献血アクティビティを実施し
ました。当日は朝早くの設営から多くの方にお手伝
いいただき、ありがとうございました。
　当日は、開始直後は快調だったものの、雪のちら
つく厳しい天候と会場がいつもと違うことと相まっ
てお昼頃から低調に推移し、結果として101人受付
98人採血という結果となりました。次回は採決120
人を目標に、５月にフジ波止浜店での実施を予定し

日　時　2022年12月18日㈰　10：00〜
場　所　ハッピープラザはしはま

献血アクティビティ

　１月８日㈰、今治市玉川総合公園にて第30回今治
ライオンズ旗争奪少年サッカー大会に中村会長と出
席してまいりました。前日の雨が嘘のように当日は
快晴となり、現地に到着するなりグランドからサッ
カー少年達の元気な声が聞こえてきます。そしてグ
ランド周辺には寒さに負けず我が子を見守る親御さ
ん、スタッフの方々の熱い眼差し。もうその雰囲気
を共有させて頂いただけで元気を頂けた気がします。
　開会式では感染防止処置で10チームのキャプテン
のみ整列し、中村会長に一昨年度（昨年度は中止）
の優勝旗返還、中村会長の激励の挨拶、選手宣誓が
行われ、いよいよゲーム開始です。中村会長とゲー

日　時　１月８日㈰　8：30〜
場　所　玉川総合公園グランド
出席者　中村会長、宇野市民・教育奉仕委員長

『今治ライオンズ旗争奪少年サッカー大会』に出席して

環境保全・保健福祉委員長 大久保治彦

市民・教育奉仕委員長 宇野　一世

＊日　時　令和４年12月１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　　　68.9％
＊会長挨拶
＊ 2020−2021年度キャンペーン100寄付者特別感謝

アワード贈呈
入舟　訓三・白石　憲司・瀬野　和博
竹中　尚將・田中　敏也・二宮　幹雄
羽田野修司・原田　慎二・横田　勤治

12月第１例会報告

ております。変わらぬご協力賜りますよう、よろし
くお願いします。

ム開始まで、この事業が始まった31年前を話してい
ると、恐らく長野清弘31代会長の頃に始まった事業
かな？とか、その頃はＪリーグも無く何故サッカー
だったのか？など、色々疑問もあり諸先輩方々にき
ちんと学び、開催の思いと意義を伝えていかなくて
はと感じました。

例会・理事会報告
＊ メルビンジョーンズフェロー賞伝達

竹中　尚將・瀬野　和博・田中　敏也
羽田野修司・梶原　俊二・渡邊　直人
中村　浩治・矢野　　賢

 代表挨拶　竹中　尚將
＊オールド・モナーク・シェブロン賞贈呈
　35ヵ年モナーク・シェブロン賞　八木　隆志
　25ヵ年モナーク・シェブロン賞　加藤　克利
　15ヵ年モナーク・シェブロン賞
　　　　上田　陽二・菊川　勝也
　10ヵ年モナーク・シェブロン賞
　　　　宇野　一世・横田　勤治・渡部　直哉
＊食事懇談
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＊日　時　令和４年12月８日㈭　18：30〜
＊場　所　ライオンズクラブ事務局
＊出席者　役員19名中　16名出席
＊決議並びに審議事項
１．新会員審議
２． 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
３． 第30回今治ＬＣ旗争奪少年サッカー大会について
４． あすなろ学園クリスマスプレゼントについて
５． アクテイビティ用ポロシャツ追加購入について
６．その他
＊報告事項
１． 11月末会計報告
２． 結成記念例会収支報告
３． 新年家族例会お世話係について
４． 事務局年末年始のお休みについて
５． その他

12月第１理事会報告

12月第２例会報告
＊日　時　令和４年12月15日㈭　12：15〜
＊場　所　今治国際ホテル

12月第１例会ドネーション情報
中村　浩治　新年家族例会でのオークション、皆様

にはご迷惑をお掛けしますが、出品の
ご協力をよろしくお願いします。

田中　敏也　11/22長男に次女が生まれました。こ
れで孫が６人になりました。

鳥井　　洋　今日から12月、毎年の事ながら12月は
気が何となく急く季節です。久しぶり
に例会に出席し、皆様に合えたことが
嬉しくドネーションします。

矢野　　賢
渡邊　直人　メインアクティビティの市役所前モニュ

メントの日程も無事決まりましたので
皆様、ご出席の程よろしくお願い致し
ます。

横田　勤治　11/23㈬今治ＣＣにて同好会コンペが
開催されました。当日は冷たい雨の中
参加ありがとうございました。今月も
よろしくお願いします。

�

�

＊審議事項
１．新年家族例会オークション開催について
＊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
＊幹事報告並びに終末事務
　次回理事会は12月８日㈭　18：30〜
　　　　　　ライオンズクラブ事務局
　次回例会は12月15日㈭　12：15〜
　　　　　　今治国際ホテル

12月第２例会ドネーション情報
吉住　英三　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。
家常　正裕　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。
中村　浩治　吉住さん、家常さんご入会おめでとう

ございます。心より歓迎いたします。
加藤　克利　コロナ禍の中、忘年会が続いています。

しんどいです。酒の無い国へ行きたい
です。

羽藤　　巧　吉住さん、家常さん入会おめでとうご
ざいます。無理なくライオンズライフ
を楽しんでください。

羽田野修司　去る11/23、２Ｒ親善ゴルフ大会と同
時開催の今治ＬＣゴルフ同好会月例に
おいて久方ぶりに優勝してしまいまい
た。そして、本日はお二人のご入会お
めでとうございます。

梶原　俊二　新会員の入会をお祝い申し上げます。
新会員様おめでとうございます。一日
も早くライオンズマンとして、又、リー
ダーとして成長を祈念申し上げます。

刈谷　亮介　家常さん、吉住さん入会おめでとうご
ざいます。楽しくやっていきましょう。

＊出席者　会員54名中　不在会員０名
　　　　　　　　　　　優待会員０名
　　　　　　　　　　　終身会員６名
　　　　　純出席者34名　　　72.4％
＊入会式
＊会長挨拶
＊アワード贈呈
　18ヵ年皆出席賞　貴田　敏幸
＊ビジター紹介
　今治東ＬＣ子ども食堂担当特別委員長　壷内　和彦様
＊ビジター講話
「子ども食堂」の現状について
今治東ＬＣ子ども食堂担当特別委員長　壷内　和彦様

＊食事懇談
＊審議事項
１． 第30回今治ＬＣ旗争奪少年サッカー大会について
２． 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
３． あすなろ学園クリスマスプレゼントについて
４． アクティビティ用ポロシャツ追加購入について
＊報告事項
１． 結成記念例会収支報告
２． 第２回地区ガバナー諮問委員会ゾーンレベル会

員委員会出席
３． その他
＊幹事報告並びに終末事務

次回理事会は12月22日㈭　18：30〜
　　　　　ライオンズクラブ事務局
次回例会は１月５日㈭　18：00〜
　　　　　今治国際ホテル「クリスタルホール」
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鳥井　　洋
安永　健治　吉住さん、家常さん入会おめでとうご

ざいます。これからよろしくお願いし
ます。

矢野　　賢
渡邊　直人　吉住さん、家常さん入会おめでとうご

ざいます。
村上　浩二　新会員入会おめでとうございます。昨

年私が会員委員長で引率したＬ菅修造、
Ｌ藤本、Ｌ熊谷、Ｌ森川は非常に真面
目です。この４名を見習ってください。

原田　慎二　ご入会おめでとうございます。
田中　敏也　吉住さん、家常さん入会おめでとうご

ざいます。これから公私共にお願いし
ます。

�

�

�

�

１月第１例会報告
＊日　時　令和５年１月５日㈭　18：00〜
＊場　所　今治国際ホテル
＊出席者　会員54名中　不在会員０名
　　　　　　　　　　　優待会員１名
　　　　　　　　　　　終身会員６名
　　　　　純出席者36名　　　76.6％
＊修祓の儀
＊感謝状贈呈
　友建築工房株式会社　設計士　越智　友之様
＊新年の挨拶　　　　　　　　　会長　中村　浩治
＊前会長・幹事・会計に感謝状並びに記念品贈呈
　前会長・幹事・会計代表謝辞　前幹事　宇野　一世
＊報告事項
１．献血アクティビティ報告
２．あすなろ学園クリスマス祝い報告
３．その他
＊幹事報告並びに終末事務
　次回理事会は１月12日㈭　18：30〜
　　　　　　ライオンズクラブ事務局
　次回例会は１月19日㈭　12：15〜
　　　　　　今治国際ホテル「真珠」
＊新年家族例会懇親会
＊開宴の言葉　　　　　　第一副会長　加藤　克利
＊新年の歌斉唱
＊新会員および家族紹介
　元岡健一、吉住英三及びご家族

＊傘寿のお祝い　安永　健治・鳥井　　洋
代表挨拶　安永　健治

＊喜寿のお祝い　平田　　弘
＊古稀のお祝い　二宮　幹雄・﨑山　俊紀

代表挨拶　﨑山　俊紀
＊還暦のお祝い
　中村　浩治・上田　一善・関　　英輔

代表挨拶　上田　一善
＊年男に記念品贈呈
　竹中　尚將・中村　浩治・上田　一善
　関　　英輔・藤本　裕之・熊谷　昭宏

代表挨拶　竹中　尚將
＊乾杯 ２R GAT・GMA・会則委員　梶原　俊二
＊オークション
＊ラッキーカード
＊「またあう日まで」斉唱
＊閉宴のことば 第二副会長　菅　　道就
＊閉宴

１月第１例会ドネーション情報
中村　浩治　新年あけましておめでとうございます。

コロナ禍の中、新年家族例会が開催で
きて、沢山のメンバー・ご家族の方に
参加して頂き感謝します。

竹中　尚將　新年あけましておめでとうございます。
本年は７回目の干支となり84才になり
ます。まだまだ頑張って皆さんについ
て行きます。この１年宜しくお願い致
します。

安永　健治　傘寿を迎えましたのでドネーションい
たします。

鳥井　　洋　今年も元気に新しい年を迎える事が出
来た事と、傘寿を迎えた事にドネーショ
ンさせていただきます。

村上　浩二　あけましておめでとうございます。我
が家の菩提寺、波止浜「円蔵寺」の総
代に抜擢されました。親子二代で総代
となりました。お受けした以上頑張る
しかありません。

貴田　敏幸　昨年年末、家族がトラブルに合い、やっ
と回復しました。今日の家族例会に出
席できたのが大変嬉しくドネーション
します。

田中　敏也　今年もよろしくお願いします。一昨日
献血ができましたので嬉しくてドネー
ションします。もう一つ嬉しいのが愛
妻　千賀子の誕生日です。

加藤　克利　市役所前モニュメント「自由と平和の
鐘」のイルミネーションに感動いたし
ました。

羽藤　　巧　2023年あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いしますドネーショ
ンについては無理なくお願いします。

羽田野修司 明けましておめでとうございます！新
しい年が良い年になりますように願い
を込めてドネーションします。

＊日　時　令和４年12月22日㈭　18：30〜
＊場　所　ライオンズクラブ事務局
＊出席者　役員19名中　13名出席
＊決議並びに審議事項
１．優待会員について
２．その他
＊報告事項
１．献血アクティビティ報告
２．その他

12月第２理事会報告
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＊日　時　令和５年１月12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
＊決議並びに審議事項
１．上半期決算報告
２．上半期物品資産明細報告
３．上半期監査報告
４．下半期財務見通しについて
５． 今治くるしまＬＣ結成30周年・今治東ＬＣ結成

50周年記念式典全員登録について
６． 市役所前モニュメント「自由と平和の鐘」除幕

式予算追加について
７．その他
＊報告事項
１． 第30回今治ＬＣ旗争奪少年サッカー大会出席報告
２．その他

１月第１理事会報告

梶原　俊二　あけましておめでとうございます。今
年も皆様方にお会い出来た事、お祝い
出来ることを喜びドネーションさせて
いただきます。

原田　慎二　新年家族例会おめでとうございます。
私は正月に帰省した孫と遊べて幸せで
した。

矢野　　賢
渡邊　直人　皆様新年あけましておめでとうござい

ます。本年も宜しくお願い申し上げま
す。それと昨年のメインアクティビティ
では大変お世話になりました。

越智　洋介　昨年は大変お世話になりありがとうご
ざいました。今年もまた宜しくお願い
致します。

上田　一善　今年は年男と還暦と２重の喜びが重なっ
た年になりました。健康に気を付けて
いきたいと思います。

㟢山　俊紀　とうとう古稀のお祝いを頂く年になり
ました。ありがとうございます。

入舟　訓三　皆さん明けましておめでとうございま
す。本年もよろしくお願いします。コ
ロナに気を付けて１年頑張りましょう。

�

�

１月第２例会ドネーション情報
中村　浩治　新年家族例会には多数のメンバーご家

族の出席をいただきありがとうござい
ました。新年を華やかにスタート出来
たことに感謝します。

河野　通昭　本年もよろしくお願い致します。
熊谷　昭宏　初詣で損得勘定が出てしまい、渡しそ

びれたお賽銭を今回ドネーション致し
ます。弱い心に気付けた事に感謝致し
ます。

安永　健治　１月ゴルフ同好会にて久しぶりに優勝
しましたのでドネーション致します。

八木　隆志　去る12/17㈯チサンＣＣ北条で開催さ
れました、12月度クラブ同好会コンペ
で久しぶりに優勝致しました。

藤髙　研志　先ほど高校を卒業して、久しぶりに同
級生に会いました。嬉しかったのでド
ネーションします。

１月第２例会報告
＊日　時　令和５年１月19日㈭　12：15〜
＊場　所　今治国際ホテル
＊出席者　会員54名中　不在会員０名
　　　　　　　　　　　優待会員１名
　　　　　　　　　　　終身会員６名
　　　　　純出席者30名　　　63.9％
＊会長挨拶
＊アワード贈呈
　24ヵ年皆出席賞　﨑山　俊紀・村上　浩二
　19ヵ年皆出席賞　原田　慎二
　７ヵ年皆出席賞　刈谷　亮介

＊日　時　令和５年１月26日㈭　18：30〜
＊場　所　ライオンズクラブ事務局
＊出席者　役員19名中　14名出席
＊決議並びに審議事項
１．第69回地区年次大会代議員について
２．第69回複合地区年次大会予備登録について
３．第51回２Ｚ合同例会について
４．愛媛県薬物乱用防止指導員推薦について
５．長期出張者について
６．その他
＊報告事項
１． 新年例会収支報告
２．その他

１月第２理事会報告

＊食事懇談
＊審議事項
１．上半期決算報告
２．上半期物品資産明細報告
３．上半期監査報告
４．下半期財務見通しについて
５．優待会員について
６． 今治東ＬＣ結成50周年・今治くるしまＬＣ結成

30周年記念式典全員登録について
７． 市役所前モニュメント「自由と平和の鐘」贈呈

式予算追加について
＊報告事項
１．今治ＬＣ旗争奪少年サッカー大会出席報告
２．その他
＊幹事報告並びに終末事務
　次回理事会は１月26日㈭　18：30〜
　　　　　　ライオンズクラブ事務局
　次回例会は２月２日㈭　12：15〜
　　　　　　今治国際ホテル「真珠」
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感動のささやき
　2022年12月23日㈮の17時から今治市民会館にお
いて今年度のメインアクティビティである市役所
前モニュメント「自由と平和の鐘」の贈呈式が行
われました。
　加藤第一副会長の高らかな開会の挨拶で開式し、
中村会長の挨拶、宇野市民教育奉仕委員長のモニュ
メント寄贈に至る経過説明に続き、今治市に目録
の贈呈を行いました。その後、来賓の徳永繁樹今
治市長から感謝状と祝辞を頂戴し、菅第二副会長
の閉会の挨拶をもって、滞りなく贈呈式は閉会と
なりました。
　その後、モニュメント前に移動して除幕式が挙
行されました。残念ながら当日は非常に風が強く、
幕が飛ばされてしまうため、幕を紐でしっかり固
定しており、その紐を外すのに手間取りお世辞に
もスムーズな除幕とは言えませんでしたが、寒空
の中ライトアップされたモニュメントは大変美し

く生みの苦しみが報われたように思いました。
　本モニュメントは、故Ｌ小池精藏29代会長によっ
て設置された花時計の意匠を継承した円形の花壇
を備えており、長年続けてきた我々今治ライオン
ズクラブのアクティビティである花の植え替えは
今後も継続されますので、今治市民の皆様に親し
んでもらえるのはもちろんのですが、メンバーの
皆様にとっても身近なモニュメントになることを
期待しております。
　また、本モニュメントの設計にあたり多大なる
ご尽力を頂きました友建築工房株式会社の設計士　
越智友之様には改めて感謝を申し上げます。
　最後になりますが、事業の実施にあたって、メ
ンバーの皆様には多大なご協力とご支援をいただ
きました事、厚く御礼申し上げます。

 （幹事　矢野　　賢）

同好会情報　ゴルフ同好会
今治LC12月度月例結果

順位 氏　名 Total HC Net
優勝 八木　隆志 92 20.9 71.1
２位 貴田　敏幸 91 19.7 71.3
３位 安永　健治 94 17.6 76.4
B.B 羽藤　　巧 106 19.8 86.2

◇12月17日㈯　チサン CC 北条　参加人数　10名

今治 LC１月度月例結果

順位 氏　名 Total HC Net
優勝 安永　健治 88 15.8 72.2
２位 羽田野修司 91 17.6 73.4
３位 横田　勤治 99 25.0 74.0
B.B 貴田　敏幸 101 15.8 85.2

◇１月17日㈫　今治 CC　参加人数　11名

　12月17日㈯　チサンカントリークラブ北条に於いて、
今治ライオンズクラブ12月度ゴルフ同好会コンペが開催
されました。一年半程前に左脚の膝関節を痛め、歩行困
難な時期もありましたが、何とかゴルフが出来るように
なり、今回２回目の参加となりました。当日は非常に寒
く、天気予報も雨、それに加えて前日に５回目のコロナ
ワクチンを接種し、肩が痛くて最悪のコンディションで
した。ところが、安永さん、平田さん、羽藤さんのいつ
もの“じいちゃん４人組”でわきあいあいプレーするう
ち、肩や脚の痛みも忘れ、終わってみれば優勝しており
ました。皆さんのおかげで楽しい一日でした。ありがと
うございました。

八木　隆志


