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伊予土居の史跡探訪【小林一茶句碑（土居町入野　土居神社）】

・寛政7年(1795)、小林一茶が土居町を訪れたときに詠んだ句。 
・句碑は1969年に土居神社境内に建立された。

「 楽 書 の 　 一 句 拙 し 　 山 ざ く ら 」  
つたな



■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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■受賞 ◆地区ガバナーズアワード表彰

●会員・会則維持・EXT・指導力育成委員会
　　　指導力育成賞� 努力賞
　　　リテンション功労賞

●環境保全・社会福祉委員会
　　　環境保全賞（環境改善部門）� 努力賞
　　　保険福祉賞（ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ部門）�銅賞

●青少年育成・児童・市民奉仕委員会
　　〔LCIF・YE・国際協調〕
　　　平和ポスター賞� 銅賞
　　　環境保全賞（リサイクル部門）� 銅賞

■一年を振り返って　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　喜井　孝一

　今期スローガン『ハイ喜んで　奉仕の輪』、努力目標4項目を掲げて出発した1年
いろいろな経験が出来ました。
　日野幹事、近藤会計を始め各委員長さんに支え協力して頂き大変ありがとうござ
いました。テールツイスターの矢野さんには素晴らしいアイデアとユーモアで取り
組んで頂きました。我がクラブにとって大切な宝物を亡くしました。山内　貢さん
のご逝去又、2名の退会、残念で寂しい思いです。
　来期は四国中央キャビネット又、当クラブの35周年を迎えます。西山会長中心に
伊予土居ライオンズクラブの歴史を守って参りたいと思います。1年間ありがとうご
ざいました。

※平成22年4月7日、ライオンズクラブ国際財団（LCIF）より、喜井孝一会長にMJF賞が贈呈されました。
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■第56回複合地区年次大会坂出大会に参加して　　　　　　　　西山　雅啓

■第56回地区年次大会　徳島市　　4月10・11日　　　　　　　　　日野　寿光

　4月10日 11日の両日徳島市において、参加156のライオン
ズクラブと参加者 2150名余で第 56回年次大会が盛大に開催
されました。10日はサンピアゴルフ倶楽部と月の宮ＣＣで親
睦ゴルフ大会が開催されました。
　11日はアスティとくしまにて午前中は代議員第一、第二、
第三分科会と代議員総会が開催され、午後からは大会式典が
執り行われ地区ガバナーエレクトに川之江ライオンズクラブ
の宇高　昭造さんが選任発表されました。

336-Ａ地区　第56回地区年次大会参加

　5月 23日（日）午前7時、季節に似合わない冷たい雨が降る
中を、鈴木良明氏と共に坂出へ向け、土居を出発いたしました。
336複合地区年次大会へ参加する為ですが、この複合地区とし
ては四国・中国地域 9県に 458クラブ・16266 人の会員がいる
そうです。
　メインの会場となる坂出市立体育館は、下足のままで使用す
るように全て床に専用シートを張り、当日の参加者2千余名を
迎えるべく会場設営が万全の体制にて完了しておりました。な
んだか四国中央キャビネットの年次大会のデジャブを体験して
いるようで、少し妙な気持ちになってしまいました。プログラ
ムとしては午前9時の代議員分科会にてスタートし、代議員総会・
大会式典をほとんどスケジュールどおりにこなし、午後1時前
に終了となりました。
　私としては、議事などはそれこそ何の問題もなくスムースに
流れていくものと思っておりましたが、ある議案に対しては賛成・
反対の意見が辛辣にぶつかり合い、最終的には否決の裁定が下

りる結果となりました。参加している方々はとても真剣に考えておられるのだなと、少し反省してしまい
ました。
　以前、山内貢さんとリジョンの会をご一緒した時、「いろんな会議には進んで参加したほうがいいよ。
いろんな人の意見が聴けるし、いろんな人と知り合いになれる。それは何はさておき、自分自身のライオ
ンズ活動における質の高いモチベーションとなるからね。それだけでなく、人生においてもプラスになる
ことも多いんじゃないかな。」と話しておられたのを思い出しました。
　鈴木良明さんにおいては、とても多くの方が挨拶に来られたり真剣に現状を語り合ったりと、山内さん
の話そのものだなと横で感じ入ってしまいました。
　ともあれ、全てを終了して弁当を受け取り、止まない雨の中を帰路に着きました。ホストされる皆さん
のご苦労を思うと、参加される方の喜ぶ顔が一番なんだろうなと思いつつ、来年も四国・徳島が大会会場
なので参加してみたいような気持ちを持ちながらの一日でした。ありがとうございました。
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activityactivity ◆平成22年1月26日（火）
◆四国中央市立関川小学校

　1月 26 日午後 2 時 20 分か
ら関川小学校 5年生（31 名）
を対象に環境教室が行われま
した。
　１班から６班にグループを
分け、『1：地球温暖化の原因、
2：地球温暖化で起こること、
3：１日のくらしで使うエネ
ルギー、4：リサイクル!、5：リサイクル"、6：CO2を減らす為に出来ること』、
をそれぞれのグループのテーマとして研究発表が行われました。
　各グループの発表内容は具体的なデーターなどを挙げての発表であり、5年生
と言う年齢を考えると鋭い内容であったことは大変感心させられた次第です。5
年生担任の野村　浩先生の指導が生徒たちにこれだけの成果を引き出させたもの
と痛感しました。生徒たちはこの環境教室で学んだことは年齢を重ねていっても
思い出すものと思っています。　　　　　　　　　　　　　　　　日野　寿光

◆平成22年2月23日（火）
◆四国中央市立土居小学校

　今年度、土居小学校は初めて、伊予土居ライオンズクラブが主催する「地
球の秘密」環境教室に参加させていただきました。地球環境の様々な問
題が毎日のように新聞やテレビでも取り上げられる今日、環境問題の解
決は喫緊の課題であると言えます。
　この度、環境教室の開催に向けて、伊予土居ヲイオレスクラブより「地
球の秘密」ビデオや坪田愛華さんが描いた「地球の秘密」の本を寄贈し
ていただきました。
　子ども達は、このビデオや本を通して、自分たちと同年齢の作者、坪

田愛華さんの思いや生き方に触れ共感することができました。また、身の回りの環境に問題意識を持ち、自分達の生活
が地球環境の破壊に大きく関わっていることに驚いていました。
　そして、自分達が住むこの地球の素晴らしさを改めて認識するとともに、今、地球で起こっている様々な環境問題を
解決していくために「自分たち一人ひとりができること」「クラスみんなでできること」「家庭でできること」などを真
剣に話し合いました。
　子ども達は、この環境教室を通して、自分自身が環境間題に積極的に関わっていくこと、一人ひとりが地球にやさし
い生活をするために実践していくことを学ぶことができたと思います。
　この伊予土居ライオンズクラブの事業「地球の秘密」環境教室は、本校の環境育を進めていく上でも大きな一助とな
りました。このような事業にとりくまれておられる伊予土居ライオンズクラブの皆様には、心より感謝申し上げる所存
です。そして、今後も「地球の秘密」環境教室のさらなる発展を願っております。

　土居小学校での環境教室は始めての試みであることから、土居小
学校5年生担任の星野俊彦先生は先に行われた関川小学校の「地球
環境教室」を参観され土居小学校として『総合的な学習の時間』の
指導案を作成されていました。
　実際の「地球環境教室」は生徒の司会進行で、1．地球のすばら
しさ、2．地球で起きている問題、3．自分やクラスに出来る事につ
いて、の発表がありましたが5年生でこれだけ活発な意見を発表し
ていたことには大変驚かされた次第です。　　　　　日野　寿光

地球の秘密について『地球の秘密』　環境教室

「地球の秘密」環境教室についての感想
四国中央市立土居小学校長　日　野　優　子
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「地球の秘密」環境教室の感想
・私たちはあまり気づかない所で地球をこわしているんだな

と思いました。私は家でいつも電気をつけっぱなしにした
り、水を出しっぱなしにしたりしているので今日のことを
生かして、今度から気をつけたいです。（ゆきの）

・森林はたいせつだから、これからも森林を大切にし、環境
をよごさず地球にやさしいことをしたいです。（けんた）

・森林には動物たちがいっぱいいたり、空気をきれいにした
り、きれいな水をうみだしてすごいと思いました。この勉
強をして森林のことがよくわかりました。（かいと）

・私はこの学習をするまで酸性雨のことを知りませんでした。
この学習を通して酸性雨について知れてよかったです。こ

れからは自動車にあまり乗らないようにしたり、ムダなエ
ネルギーを消費しないようにしたいです。（かな）

・私は酸性雨について調べて、人に害をあたえたりすること
を知れてよかったです。酸性雨がこんな害をあたえるとは、
知らなかったのでビックリしました。これからは、ムダな
エネルギーを消費しないようにしたいです。（はるな）

・私は、今回地球温暖化を調べて地球温暖化や温室効果ガス
についてよくわかりました．み近に生きていることなどが、
地球温暖化の原因と分かってびっくりしました。地球をよ
くして行くため１人１人、もちろん私も意識して省エネを
したり水を大切にしていきたいです。

子どもたちが環境について考えたことを紹介します。
テーマ　・今はCO2とかが増えているのでスートブとか電気をできるだけ消してCO2を減らしていきたいで
　　　　　す。（敏生)

・森林にはいろいろな役割があるので、温暖花を防ぐためにも森林を大切にして、自分ができること
をしていきたいです。(彬人)

・私は社会でオゾン層のこと一を調べました。調べてみるとオゾン層は私たちが出しているフロンガ
スで壊されているのを知って、びっくりしました。他にも環境問題も家庭の何かが関係しているこ
と知って、自分の生活を見つめ直しました。すると、自分も環境に悪いことをしていることがわか
りました。

　　例えば、洗剤の使いすぎです。洗い物をするときなどたくさん洗剤を使ってしまいます。そうい
う排水が川や海を汚していると思うので、洗剤をあまり使わずに、他に自分ができることがあれば
実行して、環境をよくしていきたいです。(莉久)

・ぼくは、これから地球のことでよいことは　できることがあったら、すぐにしたいです。前にジャ
スコに行って、｢袋はいりません。｣と言ったら２円引いてもらいました。地球にやさしいことがあ
るので、これからも続けたいです。(宙輝)

・ぼくは電気のつけっぱなしやテレビのつけっぱなしをやめたり、コンセントをぬいたりして、環境
を守りたいです。(拓真)

　今年度も伊予土居ライオンズクラブ様のお世話をいただきました、
環境教育読本『地球の秘密』を活用した、5年生の授業づくりに取
り組むことができました。
　私とこの本との出会いは、今からもう十五・六年も前のことでした。
保護者の方より、A3版にコピーされた冊子を一部いただき、子ども
らにも知らせてほしいとのことでした。5年生の担任をしていまし
たが、イラストがとても上手で、内容が科学的でしっかりしている
ことに驚かされました。クラスの子どもたちには、内容の一部を紹
介し、子どもらで回し読みしたことを覚えています。大人も子どもも、
日々の生活が地球の限られた資源の中で生活していること、またそ
れをいかに上手にリサイクルしていくかが大きな鍵であること、そ
してそれは一部の人の取り組みではなく、地球規模で一人ひとりが
行動してこそ成果に結びつくことなどを話したことを思い出します。
　児童会で空き缶回収事業や家庭で眠っている図書類のリサイクル
など、子どもなりの取り組みにもつなぐことができたように思います。
本校においてもPTAの事業として、資源ゴミ回収、不要品・余剰品
のバザーなどの取り組みがありますが、この機会を生かし、地球環
境の保全の視点に立った指導と学習を提供していきたいと思ってお
ります。
　最後になりましたが、授業公開においては、ライオンズクラブの
多数の方々の参加をいただき、温かい雰囲気のなかで学習が終える
ことができました。このような機会をいただきましたことに感謝い
たしまして、お礼のことばとさせていただきます。

activityactivity ◆平成22年2月19日（金）
◆四国中央市立長津小学校

地球の秘密について『地球の秘密』　環境教室

四国中央市立長津小学校長　羽　賀　公　彦

環境について調べました
・子どもたちが調べたこと
　1、 酸性雨について
　2、 地球温暖化について
　3、 森林のはたらき
　4、 熱帯雨林の消滅
　5、 オゾン層の破壊について

5年松組学級だより
　『 な か ま 』より
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activityactivity
奉仕活動

清掃奉仕（土居ラブリバー活動に協力）
●平成22年2月7日（日）　◆ふるさと広場　清掃奉仕
　今年最初の清掃奉仕を行いました。寒い中たくさんのか
たが参加してくださいました。今年もたくさんの参加をお
願いいたします。

●平成22年3月7日（日）　◆ふるさと広場　清掃奉仕
　本年度最後の清掃奉仕でしたが、あいにくの雨で作業で
きませんでしたが、1年間相馬先生をはじめ皆さんお疲れ様
でした。来年度もライオンズ活動として、ラブリバーの清
掃奉仕により、美しい河川敷が保っていけたらと思います。

●平成22年5月9日（日）　◆ふるさと広場　清掃奉仕
　今日は晴天の中、ふるさと広場にて清掃奉仕が行なわれ
ました。ライオンズの方以外に、地元の方や市役所の方々
が参加くださいました。土手の法面の草刈を中心にゴミ拾
いも行い、長く伸びた草は南面の土手全て刈ることが出来、
ゴミは軽トラック 1台分出ました。皆さん、汗をかきなが
ら頑張っていました。お疲れ様でした。

●平成22年6月6日（日）　◆ふるさと広場　清掃奉仕
　今日は晴天の中、50名ほどの参加があり、大勢で作業す
ることができました。その中に、三島高校生 3名の参加も
あり、相馬会長がラブリバー始まって以来との最後の挨拶
で言われてたのが、印象に残りました。少しづつ地域参加
の輪が広がっていると思います。一ヶ月前に刈った草も伸び、
拾ったゴミが今月もたくさん出ました。皆さんの力で継続
し美観が保てるようにと願います。お疲れ様でした。

●平成22年3月12日（金）
　土居高等学校のみなさんとふるさと広場の清掃
　土居高校の生徒の皆さんと清掃奉仕を行いました。
ふるさと広場の対岸は1年生、天王橋より上流側は
2年生で分かれて作業しましたが、市役所の方々が
最後に回収してくださり、2tダンプいっぱいのゴミ
を集めてくださいました。最初は余りゴミが無いか
もと言っておりましたが、生徒さんたちのおかげで
沢山集めることが出来てよかったです。おしゃべり
しながら楽しく手を止めずに集めてくれていました。
お疲れ様でした。

２年　加地　栞
　ラブリバー活動は中学校の時も体験しました。その時もたくさんのゴミが
ありました。今回ゴミを拾ったコースには、色々なゴミがありました。ナイ
ロン、空き缶、紙くずや皿など、本当にたくさんのゴミがありました。こう
やって、色々なものを拾っていくと、私たちがどれだけ地球に悪いことをし
ているのかを、実感します。｢ポイ捨て禁止｣ などの看板があっても、ゴミが
減ることはありません。｢楽だから｣ とか ｢面倒だから｣ など、そういった理
由もあると思います。だけど、こうやって少しでもきれいにしようと活動し
ている人のことを考えると、そういうことはできないと思います。今回の体
験を通して、ゴミを拾うことの大変さを知ることができました。やっぱりこ
ういう体験をする事によって、ゴミを捨てようと思う気持ちもなくなると思
います。

１年　大山百香
　今日、ラブリバー活動で河川敷のゴミ拾いをしました。思っていたよりゴ
ミが多くてびっくりしました。でも天気がよかったので、すごくやりやすか
ったです。空き缶や、紙くずなどが捨てられているものだと思っていました
が、他にも、ビンや、マンガまでもが捨てられていました。危険で拾いにく
い場所にまで、ゴミが捨てられていて、本当にびっくりしました。一人一人
が意識することで、ゴミは減らせることができるはずなのに、意識していな
い人がとても多いなと思いました。でも一人では拾いきれないゴミの量を、
皆で協力して拾うことによって、少しでも河川敷をきれいにすることができ
たので、良かったです。誰かがポイ捨てをするということは、誰かがそれを
拾わないといけないということを、もっと考えてほしいと思いました。ラブ
リバー活動をしても、｢ゴミが１つもなかった｣と言える日が来たら、それは
｢すごくいいことだな｣と思いました。

１年　森川　嶺
　ラブリバーの授業で川の周辺の掃除をしました。川の周辺には空き缶や段
ボール、ペットボトルなどのゴミが、いっぱい捨てられていて大変でした。
川の中にもゴミがいっぱい捨てられていて、なかなかゴミが減りませんでし
た。世の中にはゴミを捨てる人が、いっぱいいるんだなと思いました。イス
も捨てていました。川にはこれだけの量のゴミが捨てられていることを、こ
のボランティア活動を通して思いました。ラブリバーはゴミを分別して拾う
のが大変でした。燃えるゴミ、燃えないゴミを分けて袋に入れるのが疲れま
した。でも、クラスのみんなで拾いあって、協力しながらしたらゴミの数も
だいぶ減りました。掃除は大変だったけど、みんながとても頑張っていたの
で、自分も頑張れました。この活動でボランティアに少し興味が持てました。

報告：大野進生
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　平成 22年 3月 3日の第一例
会で新入会員入会式が行われ
ました。今回、喜井孝一会長
のスポンサーで入会されたのは、
石崎崇士さんです。今後の活
躍を期待しています。よろし
くお願いします。

●次期ガバナー・次期キャビネット幹事例会訪問
　　　　　　　　　　　　　　　　平成22年4月21日

　伊予土居ライオンズクラブの例会に、次期ガバナー
宇高昭造様と次期キャビネット幹事脇憲久様にご訪問
いただきました。ゲストスピーチとして次期ガバナー
の宇高昭造様に四国キャビネットの運営方針を話して
頂ました。
　四国キャビネットは皆さん一致団結して盛り上げま
しょう。

●チャーターナイト同伴例会　　　　　　　　　　　　　平成22年3月17日

　今年度も無事チャーターナイト同伴例会を迎えることが出来ました。これもひ
とえにチャーターメンバーの諸先輩方のおかげと感謝しています。いつまでもお
元気でクラブのご指導ご鞭撻をお願いしたします。

● ● ●　石崎さん入会式　● ● ●

●伊予三島法皇・川之江中央ライオンズクラブ
　結成30・20周年記念式典　　平成22年3月27日

　友好クラブである、伊予三島法皇ライオンズクラブ
30周年・川之江中央ライオンズスラブ 20周年合同記
念式典に、伊予土居ライオンズクラブから喜井孝一会
長をはじめ10名が参加しました。これからの両クラブ
のますますのご発展とご活躍を祈念致します。

●西条石鎚ライオンズクラブ結成20周年記念式典
　　　　　　　　　　　　　　　　平成22年4月25日

　西条国際ホテルにて結成20周年記念式典が一般来賓
8名、ライオンズクラブ国際協会来賓 19名、2Ｒライ
オンズメンバー178名の参加で盛大に開催されました。

■友好クラブ周年記念式典

■例会報告



ライオンズクラブ国際協会336-A地区　2R-3Z

　　　　伊予土居ライオンズクラブ
　　　　会　長　喜　井　孝　一
　　　　事務局　愛媛県四国中央市土居町入野965－1
　　　　　　　　土居町商工会館2F　TEL（0896）74－6235
編集責任者　PR委員長　加　地　茂　友

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

発　行
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■広告ご協賛ありがとうございます。

相　引　医　院
相引　利夫
0896－74－3127

銀 　 寿 　 司
青木　茂美
0896－25－2338

蔦 　 廼 　 家
安藤　　宏
0896－74－2025

井川ふとん店
井川　　宏
0896－74－2358

住友生命保険相互会社
石川　久子
0897－34－8426

四国住設株式会社
石水　昭夫
0897－33－5716

有限会社　伊予設計
石水　　勇
0896－74－6668

石村重義税理士事務所
石村　重義
0896－74－7373

土居建設株式会社
大田　憲司
0896－74－3236

株式会社　大野土木
大野　進生
0896－74－3528

大橋胃腸肛門科外科医院
大橋　勝英
0897－41－8101

四国中央市議会議員

越　智　　滋
0896－74－3461

有限会社　協栄電機
加地　茂友
0896－74－8757

株式会社　カミモリ
神垣　靜馬
0896－74－1115

有限会社　ア－バンホ－ムズ
河上　公則
0896－74－4006

有限会社　土居清掃
喜井　孝一
0896－74－4031

株式会社　岸工務店
岸　　博文
0896－74－0138

岸良一建築設計事務所
岸　　良一
0896－74－3606

日新工業株式会社
櫛部　邦寛
0897－31－3805

有限会社　近藤硝子店
近藤　虎雄
0896－74－3149

ケーオー醗酵株式会社
近藤　信行
0896－74－2037

株式会社スズキ自販愛媛
鈴木　富男
0896－74－5312

共同瓦斯株式会社
鈴木　良明
0896－74－3036

相　馬　医　院
相馬　紀夫
0896－74－2002

株式会社　すずらん
曽我部　五月
0897－31－8350

高　橋　歯　科
高橋　洋一
0896－74－1184

有限会社　たけだ調剤薬局
武田　由美子
0897－31－6450

伊予銀行　土居支店
鶴岡　憲治
0896－74－6811

長　井　歯　科
長井　　昭
0896－74－5138

長尾保険事務所
長尾　嘉也
0897－66－1178

有限会社　東予ケア・サービス
西山　雅啓
0897－45－3931

有限会社　浜田鉄筋
濱田　恭彦
0896－74－1727

有限会社　ラック
日野　寿光
0897－41－7126

ふく整形外科
福西　昭人
0896－74－0029

有限会社　宇摩ダイハツ
村上　守久
0896－24－3920

愛媛県議会議員

森　高　康　行
0896－74－8788

ペガサス運輸株式会社
矢野　達夫
0896－74－1313

松風病院・ちかい
山内　義明
0896－74－2001

愛媛銀行　土居支店
石崎　崇士
0896－74－1681


