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■2009～2010年度　スローガン

国際テーマのハイライト

「MOVE TO GROW」

ライオンズクラブ国際会長
エーバハルト J.ヴィルフス

個人的成長と会員増強

ライオンズクラブ国際協会336-A地区
ガバナー・スローガン

「ライオンの未来に、情熱と夢を持って　ウィサーブ」
●キーワード　　「初心 」

ライオンズクラブ国際協会
336-A地区ガバナー

武 　 久 　 一 　 郎

「ハイ！喜んで奉仕の輪」

336-Ａ地区　2R-3Z
伊予土居ライオンズクラブ会長
喜 　 井 　 孝 　 一

伊予土居ライオンズクラブ会長スローガン

●会長努力目標

　1 出席率の向上（メイクアップの徹底）純出席80％以上

　2 委員会活動の充実（委員長中心に意見交換）

　3 会員増強（2名）

　4  退会防止（会員相互の理解と協調）

2009～2010年度
シンボルマーク
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■新年の抱負

　今期スローガン『ハイ喜んで　奉仕の輪』

をかかげて半期が終わりました。クラブ運営

も会員皆様のご協力で計画通り進んでいます。

　各委員長さんを中心に活発な奉仕活動をし

て頂き大変ありがとうございます。

　私も今年 3月で還暦（60 歳）を迎えます。

日々健康で更なる前進をして参りますのでよ

ろしくお願いします。

会　長　喜　井　孝　一

新年明けまして
　　おめでとうございます



■子育て講演（9月19日）とハートフルコンサート（10月31日）

■薬物乱用防止セミナー　　平成21年11月21日
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norikoハートフルコンサート

　市職員として、発達支援児の教
育に永年関わってきた西森典子さ
んを中心に、職員や障害者の家族
などが共に取り組むコンサートで、
今年で4回目の開催でした。
　障がい児の出演もあり温かい雰
囲気の中で盛大に行なわれ、私も
家族5名で参加しました。

　こんにちは。11月 21日（土）に第一副会長の西山さんと、薬物乱用
防止教育認定講師養成講座に参加してきました。
　国際協会336-A地区の53クラブ2名づつの100名以上の大勢のかたた
ちが、ウェルピア伊予にて13：00～ 17：00までしっかりとビデオ講座、

基礎講座、専門講座、実践講座の４時間を受け
させていただきました。
　感想を述べよといわれますが、4時間すべて短
く文章にまとめれませんが、とても恐ろしいも
のであるという認識と、撲滅運動に取り組まな
ければという思いです。
　さて、最近では芸能界でも薬物汚染が拡大し
ており、また若者が興味本位で一回くらいなら
と思ってやってしまうケースが多いようです。

実は、そこに薬物乱用の恐ろしさがあり、一回と思ってもまた使いたく
なりコントロールが出来なくなる“依存症”がもっとも特徴のある恐ろ
しさです。
　私は、現在喫煙者ですがタバコと薬物には大変大きな違いを知りまし
た。タバコに比べて、覚せい剤やシンナーやMDMA、そして大麻（マ
リファナ）などの薬物乱用は脳がおかされ、それにより萎縮した脳は二
度ともとには戻らないのです！タバコは脳がおかされることはありませ
んが、薬物を使用し続けることにより、症状は幻覚・妄想・フラッシュ
バック・血圧異常高・静脈炎症・強い疲労感・倦怠感・脱力感混乱・憂
鬱・睡眠障害・脳卒中・けいれん・記憶障害・心臓の機能不全・心臓発
作・筋肉障害腎臓と心臓血管の損傷・記憶力低下・認知障害・歯損傷・
視力低下・肝臓の一部の死・生殖器萎縮手足のふるえ・しびれ・麻痺・
肺がんなどとてもとても恐ろしいのです。
　しかし、そうなっていっても、もう自分の意思ではとめられないので
す！！　そのために皆さんで撲滅させていこうといゆう気持ちがつたわ
った講座でもありました。
　最後にライオンズクラブの薬物乱用防止活動においても、すばらしい
社会貢献をしていると思いました。今後の薬物乱用者減少に期待して。
勉強させていただいたこと感謝いたします。ありがとうございました。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 大 野 進 生

子育て講演
　「不登校からみえるもの」
を演題として、臨床心理士
の紅谷博美先生に御講演い
ただいた。
　200 名を超えるＰＴＡ世
代を中心とする聴集は、配
布された資料に見入り、自
らもまた地域においても子
育ての重要さについて学ぶ
場となった。 森 窓 康 行



■2R親善スポーツ大会　　平成21年11月23日
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　11月 23日に今治市立大西体育
館にて6人制レクレーションバレ
ーが開催されました。19 の参加
チームを5ブロックに分け各ブロ
ックで3セットマッチの予選リー
グを行い、決勝トーナメントにて優勝を争う方法で熱戦を繰り広
げました。当クラブはAブロックで勝ち残り決勝トーナメントで
は西条ライオンズクラブBチームと接戦の末勝利しましたが、優
勝決定戦は強豪の今治東ライオンズクラブとの試合を行い残念な
がら攻撃力の差で当クラブは準優勝となりました。　日野　寿光

activityactivity
奉仕活動

◆平成21年9月17日
◆土居町文化会館

土居町文化会館へ額贈呈

activityactivity ◆平成20年10月3日（土）
◆伊予三島運動公園体育館

福祉フェスティバルで「愛の献血運動」

activityactivity ◆平成20年10月20日（火）
◆土居町ふるさと広場グランド

伊予土居ライオンズクラブ旗争奪クロッケー大会

　10月 20日に土居町ふるさと広場にて
ライオンズ旗争奪のクロッケー大会が開
催されました。当日は風の強い日でした
が23チーム合計約80名の選手が日頃鍛
えた技を発揮しました。尚この大会は今
年で 25回目の開催となりクロッケー協
会近藤会長から 25回開催に対して感謝
状が贈られました。　　日野　寿光

　土居町文化会館15周年を記念して、
伊予土居ライオンズクラブが来年度
35 周年にあたることに伴い、地元画
家松木康弘さんの絵に対し額を贈呈し
ました。

　四国中央市福祉フェスティバルで、
伊予土居ライオンズクラブは献血運
動に参加しました。愛媛マンダリン
パイレーツの選手の皆さんもボラン
ティアで参加して頂まして大変あり
がとう御座いました。献血の方は皆
様のご協力のおかげで100人以上のか
たの献血をして頂きました。献血を
して頂いた皆様には心からお礼申し
上げます。
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activityactivity
奉仕活動

◆平成21年11月11日（水）
◆愛媛県立土居高等学校

青少年育成講演会

演題：『明日の為に今できること』
講師：井　坂　　彰 氏

　定刻より5分遅れでの開会式となりました。講師の井坂氏はグレーのハンチング
に同色のスウェットのパーカー、ジーンズに少しチェーンのアクセサリーをほどこし、長
めの無精ヒゲ（手入れしているのかもしれない）をたくわえて、ステージ下にスタン
バイ。全員で国旗に敬礼の後、喜井会長の主催者挨拶。伊予土居ライオンズクラ
ブの34年の活動に触れながら、ライオンズクラブの意義や活動方針をPR。次に来
賓を代表して井原市長が挨拶。昨年、伊予土居ライオンズクラブ主催の講演会講
師であった「きむ」さんにも触れながら、本日の講演テーマとなる明日への思いを、
自分の高校時代の経験も織り込みながら｛ゆめ｝を強調しての挨拶であった。
　さて、井坂氏に登壇いただき、講演開始。まず最初に井坂氏が「俺のこと知っ
てる人、どれくらいいますか？」と生徒に問いかけましたが、10名ほどの手が挙がっ
ただけで後はキョロキョロしているばかり。土居校生の希望による講師選定のつもり

でいた私は少し驚きましたが、井坂氏はそれ程でもないようでした。それからは自分の高校時代の思いと、それを経験・
会得する為に関東に行き、それから大阪を経て松山に定住するまでの履歴の話があり、現在の職業であるパーソナリ
ティーとしての自分の中の位置づけなどが伝えられました。公演時間を50分と、当初予定より切り詰めていただいたた
め、結構時計を気にしている様子。話のイントロが終わり、事前に依頼していた生徒のアンケートを中心にコメント展開。
井坂DJ独特の軽快洒脱な中にきつめのペーソスを織り交ぜてのトークも全開となり、生徒にはリラックスと笑顔も見え始
めました。アンケートに書かれている事と自分の高校時代をかぶせながらのコメントは、「やはり勉強はしないよりしたほう
がいい。人に、（そんなんも知らんのか）と言われないようにだけはしよう。学校が嫌いと言うけど、好きな友達とはこ
の学校だから知り合えたのだろ！国語や数学・英語など、高校時代は嫌いでも、今は自分の為になってることはいっぱ
いある。今具体的に自分の夢を語れなくても、やりたいことは必ず出来てくる。その為にも今やるべきことはクリアして、
明日の自分を作る機会を失わないように。欲望は誰にだってあるし、それを達成する為に勉強や仕事に励むのだから、
希望は捨てないように。」など、自戒を交えての高校生への話が進む。そして「（先生は偉そうに上からばかりものを
言う）とみんな思っているようだが、先生たちはみんなより年も上だし、勉強もみんなよりたくさんしたから先生なんだろ？！
その先生が人間としては対等でも、立場としてはちょっと上にいるのは当たり前だろ！先生の言うことは聞いとき！」との
コメント。これに対しては、後の反省会での校長先生より感謝の言葉「私たちが思っていても言えない事をよくぞ話し
てくれた。」となりました。続けて井坂氏は、「犯罪は絶対にいけない。ダラダラするだけなら人にあまり迷惑をかけない
が、犯罪はいったん入ったら簡単に抜けられないし、友達をも不幸にする。世の中を見ていれば分かるだろ！興味や好
奇心は分かるけど、ダメなことはダメなんだ。NOと言える強さを持って！」このメッセージがとても心に残りました。
　井坂氏のトークはまず生徒のメッセージを＜YES＞で受け止めてから、色々な体験をもとに探っていく。話の内容は
少し砕けたりもするが、生徒が「やっぱりそうだよなー」と思えるように、そして疑問符を残しながらクロージングとなる。
生徒の気持ちも少しはスッキリしたのでは…！
　生徒会長の生田真凛さんの謝辞の時も、マイクの位置がまずかったのか、マイクスタンドを斜めにして声が良く拾える
ように配慮。生徒の笑いと井坂氏の職業的思いやりがマッチアップした瞬間でした。
　校長室においてコーヒーでの反省会。宇高次期ガバナ
ーや田中RCからはライオンズを越えての楽しい発言をいた
だきました。更生保護婦人会や保護司の方からも、高校
生との講演会を通しての交わりに対しての理解と伊予土居
ライオンズクラブへの賞賛をいただきました。
　このあと、井坂氏とクラブ員は土居高校の文化祭昼食ツ
アーに出発！
　みなさま、どうもお疲れ様でした。井坂DJのFM、楽し
みに聞いてみよう…
　　　　　　　　　　　　　　　　　　西山　雅啓
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activityactivity ◆平成21年10月27日（火）
◆四国中央市立北小学校

◆平成21年12月4日（金）
◆四国中央市立小富士小学校

activityactivity ◆平成21年9月21日（月）
◆四国中央市土居庁舎駐車場（開会式）

「土居町スポーツ少年団」伊予土居ライオンズクラブ旗大会

　北小学校での『地球のひみつ』環境教
室の授業に参加して
　子供たちが環境についていろいろな勉
強をしていたので、びっくりしました。
特に日常生活の中で意識して取り組まれ
一人ひとりが地球を守る大切さ、又リサ
イクル運動の必要性を感じ、学ぶことが
できました。
　ありがとうございました。　　　　　
　　　　　　　　　　　　　喜井　孝一

　絶好のスポーツ日和となった9月21日午前8時、
標記大会の開会式が多数の関係者の参加のもと元
気いっぱいに開催されました。
　この大会は、伊予土居ライオンズクラブ主催の
もと、土居町内のスポーツ少年団として活動して
いる子供・保護者・指導者に対しスポーツを通しての健全育成を応援すべく始め
られ、今年の大会で14回目を数える意義深いアクトとして定着しております。当
日は各競技日程の関係があり開会式のみの開催となりましたが、各競技の選手及
び保護者・指導者の団員約250名の参加があり、伊予土居ライオンズクラブに対
する土居町スポーツ少年団の感謝の気持ちと大会運営への意気込みを強く感じる

ことができました。
　開会式では市スポーツ少年団芥川本部長の祝辞の後、
主催者として喜井会長より激励の挨拶と記念品の贈呈
を実施し、団員代表によるしっかりとした選手宣誓を
受け、清々しい思いと共に朝の 30分を過ごすことが
できました。スポーツ少年団の活動において心身とも
に鍛えられ成長していく未来を担う子供たちを、伊予
土居ライオンズクラブはこれからもずっと見守り応援
して行きたいものです
　　　　　　　　　　　　　　　　　　西山　雅啓

　平成 21 年 12 月 4 日に小富士小学
校で 5年生を対象に 6回目の地球の
秘密　「環境教室」が開催されました。
「環境の悪化を食い止めるにはどんな
ことをしたらいいのだろう？今自分
に出来ることは何だろう」をテーマ
に活発な意見の発表がありました。
子供たちなりに真剣に環境について討論する機会があることは大変貴
重なことと感じています。　　　　　　　　　　　　　日野　寿光

「地球の秘密」地球環境会議「地球の秘密」地球環境会議
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　晴天の中、太鼓関係者、市役所の方等により大勢の人が参加いたしました。
　大きく2つに分かれて、ふるさと広場側と対岸北側で草刈ゴミ拾いを行い
ました。太鼓関係者の参加により、かなりの範囲の草刈が出来たと思います。

　今日は曇りの中、多数参加いただきました。
なかでも、大地川においては、共同ガスさん18名の参加により、地元、ライ
オンズを含め計45名もの参加を頂き、かなりたくさんのゴミを拾うことが出
来ました。ありがとうございました。タイヤ８本など大きなゴミも出てきま
したが、高速道路近辺など広範囲で清掃でき、よっかったと思います。
　また、日を同じくして、アイビーチ活動をしてくだったライオンズ、やま
じ会、市役所やその他の皆さんもお疲れ様でした。

　今日は、少し風があり寒かったですが、市役所関係者他の方々のご協力を
得て、ちかいから上流下流側のゴミ拾いを行いました。軽トラック１台分ゴ
ミが集まりました。相馬会長の本年締めくくりの挨拶にて今年の最後の清掃
奉仕活動は終了です。また今年同様に、来年もたくさんの参加をお願いいた
します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大野　進生

activityactivity
奉仕活動

◆平成21年9月27日
◆土居町関川河川敷北野自由広場

清掃奉仕（ラブリバー）活動

◆平成21年10月4日
◆土居町関川河川敷ふるさと広場

◆平成21年11月1日
◆土居町大地川周辺

◆平成21年12月6日
◆土居町関川大谷橋周辺

activityactivity
奉仕活動

◆平成21年12月6日（日）
◆アリーナ土居

伊予土居LC旗争奪レクバレー大会

　年に 1度くらい行っている北野自由広場でしたが、
約 45名の参加人数でした。皆さん草狩り機とゴミ拾
いに分かれて行いました。ゴミは以外に少なく、でも
草だけは大きく伸びており、草狩り機を扱っておられ
た皆さん大変そうでしたが、何とか伐採できました。

北野自由広場周辺

ふるさと広場周辺

大地川周辺

大谷橋周辺

　第10回伊予土居ライオンズクラブ旗争奪レクレーションバレ
ーボール大会が開催され、大勢の土居町婦人さんが参加してく

ださいました。
　今回、初めて担当となって準備するなかで感じたことはいつもライオ
ンズ主催の大会を土居町の奥様方が楽しみにされていると言うことです。
試合をして楽しいとか、また商品がすごくうれしいとかすごく喜ばれて
いるなぁって思いました。
　毎日の生活において、家事や仕事に追われてなかなか男性と違って外
出の機会もわりと少ないと思います。でも、我々伊予土居ライオンズク
ラブが主催することにより、日ごろの練習を積み重ね、ストレス発散や
チームとしての絆も深まり、奥さんたちの楽しみを提供できていて、こ
れもひとつ地域活性につながる活動ができていると思いました。
　私自身も周りの人にライオンズって何？って聞かれますが、こういっ

たバレー大会においても、奉仕の精神をもって社会貢献しているということを今回もアピ
ールできたのではと思います。毎年毎年のいろんな活動により、ライオンズはすばらしい
団体という輪がどんどん広がっています。これはとまることがなく、クラブ員ひとりひと
りもより太いパイプでつなっがています。
　私自身も素晴らしい先輩がたいる中に一緒に活動させていただいていること、また指導
教育してくださっている皆様本当に感謝し、とても誇りに思います。来年も素晴らしい大
会になりますように！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大野　進生
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例会日　第1例会
　　　　　第1水曜日　12：15～13：30
　　　　第2例会
　　　　　第3水曜日　19：00～20：15
例会場　四国中央市土居文化会館
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●納涼例会　◆平成21年8月19日（水）　◆新居浜ユアーズコープ

●2R-3Z合同例会　◆平成21年9月15日（火）　◆グランフォーレ

●忘年同伴例会　◆平成21年12月2日（水）　◆

例会報告例会報告

　新居浜ユアーズコープで毎年恒例の納涼例会が行われました。
同伴のLL（ライオンレディー）の皆様にも日頃の伊予土居ラ
イオンズクラブの活動を理解していただきご協力をお願いし
たします。

　忘年同伴例会及び親善ボウリング大会が行われま
した。ボウリング大会は喜井会長の始球式で始まり
普段動かしてない筋肉の悲鳴を聞きながら楽しく過
ごしました。
　忘年同伴例会では一年の活動を労い懇親を深めま
した。

　2R-3Z合同例会が行われました。今期、伊予土居ライオン
ズクラブに入会されました神垣静馬さんが、新入会員として
紹介されました。また、
事務局の渡辺富貴子さ
んが日頃の大変な業務
をしていただいている
事に感謝の気持をさせ
て頂きました。


