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「We Serve」われわれは奉仕する

「新たな気持で We Serve」

●国際協会モットー

●336−A地区　ガバナーズ  スローガン

●ガバナーズ  キーワード
「ヴィジョン共有」

優勝者から
ひとこと

2/19㈭ サンセットヒルズカントリークラブ

　第２回目の会員交流会は、約40名の参加で、たいへん楽しいひとときを過ごすことができました。
　スピーチを頂きました吉田さん、丹下さん、島田さん、藤井さん、大変ありがとうございました。

　「少年大会をスポンサードし、少年サッカー普及振興に大きな貢献があった」として、愛媛県サッカー協会から感
謝状をいただきました。２月15日㈰にエミフルＭＡＳＡＫＩにて授賞式が行われました。

サッカーアウォーズ2015

松山中央ライオンズクラブ
第２回 会員交流会 ２月24日 永　野　通　夫副委員長



　
ホテルＪＡＬシティ松山

〒790-0067　松山市大手町1-10-10
TEL089-913-2580（代表）　FAX089-913-2583

http://matsuyama.jalcity.co.jp

（LC、喜井）

（LC、山之口）（LC、藤野）

（LC、山本）
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　天候にも恵まれてＣＮ50周年記念事業の一つである桜の木の植樹式を無事行うことができました。文化財保護指定
区域への植樹の難しさも、今回準備を進めて行く中で体験させてもらいました。この記念事業に関わってくださった
県の土木部の方、旭中学校の皆様、湯築城資料館の皆様、そして最後までご指導をして頂いた当クラブの皆様の寛容
なご配慮に感謝申し上げます。

木　下　勝　敏第三実行委員会ＣＮ50周年・道後公園記念植樹

　50周年事業の一つである正岡子規像の設置にあたり、子規像周辺に植栽
工事をさせていただきました。
　今回、子規像設置にあたり、松山市職員の方々をはじめ大勢の方の協力
のもとで無事に設置することができました。
　関係者の皆様とは何度も打ち合わせを重ね、いろいろな問題を解決しな
がらの作業だったので、完成時の達成感はすごいものでした。
　また一つ【松山中央ライオンズの宝】が、増えましたね♪
　微力ではありましたが、この後世に残る、事業に携われたことを大変誇
りに思います。
　関係者の皆様本当にありがとうございました。
　今後もこの子規像を見守り続けていきたいと思います !

和　泉　光　浩子規像周辺の整備作業



（LC、藤田） （LC、内田）

（LC、和泉）（LC、加地）
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　昨年の思ったタイムが出なかった屈辱の大会から１年。なんとか今年も抽選に通り、愛媛マラソンに出場できることとなりました。
月間走行平均280㎞、延べ890日の練習を経て、２/８㈰第53回愛媛マラソンに挑みました。当日の天気予報は雨…何とか天気がもって
くれればと願い…スタート時には雨も降らず、ＡＭ10：00に無事スタート。昨年の経験も生かし、自分のペースを維持、水分補給も充
分にとり淡々と折り返し附近まできました。まずまずのタイムで北条内を走っていた時 ! 天気予報通り、雨、風、雹…特に風は暴風で
向かい風 ! 身体は冷えるは前には進まないわで体力をかなり奪われましたが、それでも気力を振り絞り、昨年よりは良いタイムをめざ
し走り続けました。昨年足が攣った31㎞付近を無事通り過ぎ、35㎞付近にいる中央ＬＣメンバーのところに辿り着きエアーサロンパスを全身に浴び、
再びゴールをめざし走りはじめました。地獄の平田の坂を下り終えたところで両足が攣りましたが、すぐに回復しペースを落としつつも走り続けるこ
とができ、無事ゴール ! 昨年感想文に書いた３時間40分には届きませんでしたが、昨年よりも良いタイムの３時間49分48秒で完走できました。来年は
３時間45分を目指して頑張ってみようと思います。最後に、悪天候の中ボランティアしていただきました方々本当にありがとうございました。

◦ ◦ ◦ ◦ ◦  愛媛マラソン  ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
愛媛マラソン完走記　　　　　　　　　 松浦　龍也

　フルマラソン３回目のチャレンジです。マラソン中盤には霙と横殴りの嵐にも激励されましたが、ライオンズクラブの仲間をはじめ
沢山の方に応援していただき無事完走することができました。もうすぐ50歳になりますが、この年でフルマラソンに挑戦できる健康な
体に生んでくれた両親に感謝。マラソンの練習時間を確保させてくれた、家族と社員にも感謝です。５年後にはホノルルマラソンが走
れるように引き続き頑張ります。

愛媛マラソン完走記 中岡　富茂

　今年で２回目のフルマラソンだったのですが、前回同様30キロをすぎたあたりから足が止まり結果５時間８秒でゴールしました。途
中、強風と冷たい雨にあい、すっかり体が冷えきったのがとてもつらかったです。そうした悪天候の中、ライオンズの方を含め沢山の
人がずぶ濡れになりながら応援をしてくださったのは本当にありがたかったです。機会があれば再度チャレンジをして、出来れば５時
間を切りたいと思います。

愛媛マラソン完走記 新宮　幸孝

　何とか２回目のフルマラソンを完走することが出来ました。前回のタイムより約30分ほど速く走ることが出来ましたが、思うような
成果を出すのはなかなか難しいです。これからも定期的にフルマラソンにチャレンジしていければと思います。当日は悪天候の中、応
援ありがとうございました。

愛媛マラソン完走記 藤野　祐一

　愛媛マラソンは、３年ぶり３回目の出場。練習不足の言い訳に、「リタイアになるなら、ふざけよう ! 」と、ピンときたのが、新年
例会で見た「エレキテル連合・あけみちゃんの変装グッズ」。当初は、「途中のライオンズ応援団に、カツラとお面を預けよう ! 」のつ
もりが、女・子供に、ランナーまでにも「あけみちゃ～ん !! 」と大人気 ! 息苦しいお面のまま、手を振る忙しさで、つらさを忘れてゴー
ル。コスプレ完走は癖になりそうです !!

愛媛マラソン完走記 山本　修嗣



（LC、橘）（LC、仙波得伸）

2014 夏旅キャンペーン！

最高5,000円の
金券プレゼント

（ANA・JAL航空券パックもOKです）

（LC、佃）
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３月の誕生人から一言・・・

土井田　学 1949（昭和24年）３月23日生
　今年もお陰さまで、健康で誕生日を迎えられることを感謝し
ます。喜怒哀楽を感じながら、過ぎて行く月日のなんと早いこ
とか…。空を見上げて深呼吸、団塊の世代まだまだ元気です。
今後共より一層のご指導、ご鞭撻、ご交誼賜りますようお願い
申し上げます。

服部　　勲 1943（昭和18年）３月10日生
　今年の誕生日で72歳になりますが、還暦を過ぎてからあっと
言う間にまた年男になりました。ただ体力、知力が極端に衰え
ていると感じているので今年からは以前のようにスポーツクラ
ブ通いをしてアンチエージングを目指したいと思っています。

盛重　二郎 1940（昭和15年）３月27日生
　まだ若いと思っていたが、気がつけば今年は後期高齢者の仲
間入りだ。
　年を感じて、年に合わせて老けていくのは嫌だ。
　今後は出来るだけ楽しい時間と適度な運動をし、年齢に逆行
していきたいものだ。

尾田　　仁 1938（昭和13年）３月13日生
　光陰矢の如し、早くも七十七歳。体力気力・気迫も衰え
ライオンズの奉仕活動について行けなくなり老兵は消え去
るのみと思う今日この頃である。

松本　政清 1945（昭和20年）３月５日生
　今年で70歳になりました。今までギックリ腰になるくら
いで病気で入院したこともなく、戦争中、元気に育ててく
れた両親の有難さが分かる年齢になってきました。

兵頭　好喜 1948（昭和23年）３月９日生
　頭頂部の髪は薄くなるし、耳は遠くなるし、目も近くは見え
難くなるし、睡眠も３時間半位したら眼が覚めるし、あぁー嫌
な歳になったなぁ～。ん～未だ弱って無い事があるぞ……、（誰
ですか～違った意味に想像したのは（^_-）） アルコールだけは
まだまだいけてるぞ～てな事で夜の街に誘って下さい。

久保美代子 1953（昭和28年）３月８日生
　ライオンズ歴で言うと４年なので４歳ということになり
ます。まだまだヒヨコなのでスポンサーの指導の下、ライ
オンズ活動に励みたいと思います。どうぞよろしくお願い
します。

　２月第二例会（２月24日）の外部卓話で、南海放送の戒田節子さんに「和田重次郎とアラス
カ公演」のテーマで卓話をしていただきました。
　和田重次郎は愛媛県出身の偉人で明治～昭和にかけた激動の時代をアラスカで活躍された方
です。犬ぞりを使って未開のアラスカを開拓、金鉱脈の発見、遭難者救助など様々な功績を残
されました。和田重次郎を生んだ郷土愛媛に誇りを持ち、益々愛媛に奉仕する思いを強くもち
ました。We Serve。

宮川　晶子 1964（昭和39年）３月９日生
　20代、30代の頃は、外見は若さで安定しているのに、内面は
不安といつも隣合わせでした。40代、50代と年を重ねるにつれ、
やっと内面が充実し安定してきたと思ったら、今度は外見がト
ラブルだらけです。なかなか思うようにいきませんね、人生っ
て。

清水信行様が１月２8日享年79歳をもって永眠されました。
また、３月３日 ベルモニー会館天山で、お別れ会がしめやかに営
まれました。謹んでお悔やみ申し上げます。

訃報　清水信行さん

中　岡　富　茂計画出席委員会　委員長外部卓話 ２月24日（第二例会）
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平成26年度　中学生職場体験レポート
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平成26年度　中学生職場体験レポート
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平成26年度　中学生職場体験レポート
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平成26年度　中学生職場体験レポート
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理 事 会 だ よ り

例 会 だ よ り

　⑹　2014～2015年度「会員交流会」決算書（案）について
　　　　＊別紙による説明……………………………………………… →　大西（千）　会員交流幹事【承認】
　⑺　第61回地区年次大会補助金について　　
　　　　・代議員の登録料　　　　　　　　　　　　　　 ＠10,000円×10名＝100,000円
　　　　・代議員の宿泊費　　　　　　　　　　　　　　 ＠　7,500円×９名＝　67,500円
　　　　・代議員（バス利用）の旅費　　　　　　　　　 ＠　9,600円×７名＝　67,200円
　　　　・代議員（自家用車）の旅費　　　　　　　　　 ＠12,000円×２名＝　24,000円
　　　　・一般参加者への旅費等の補助　　　　　　　　 ＠14,000円×26名＝364,000円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合　計　622,700円
　　　　＊別紙による説明…代議員は旅費規定により全額支給（実費）する。一般会員は（予算範囲内で）
　　　　　　　　　　　　　一律14,000円を補助する。 ……………………………… →　山本幹事【承認】
　⑻　長野中央ＬＣ、松山東ＬＣ記念式典御祝い金について
　　　　＊長野は予算通り10万円とする。……………………………………………… →　大門会長【承認】
　⑼　ＣＮ50周年事務局手当、地区委員事務局手当について
　　　　＊日常業務以外の業務が多忙で大きく時間外等が発生しているので手当を支給したい。
　　　　　ＣＮ50周年関係としてＣＮ50予算より12万円（３月中）、地区委員関係として運営費より12万
　　　　　円（年度末）を支給する。…………………………………………………… →　大門会長【承認】
７．協議事項
　⑴　ＣＮ50周年大会の新聞広告について
　　　　＊ＣＮ50周年を記念して、新聞一面広告（142万円）を大会に合わせ掲載したい。
　　　　　全会員に口頭及び文書で案内し、賛同者で分割負担。その場合、企業名とは別に在籍全会員の
　　　　　名前も掲載したい。（何れにせよＣＮ50の役員会議等で協議します）
　　　　　……………………………………………………→　服部　第４実行委員会長と森　大会幹事が説明
８．報告事項　
　⑴　ＣＮ50周年ライオンズクエスト支援について
　　　　＊８月理事会で承認済みです。５万円の支払いを実行に移します。
　　　　　また、式典にキャビネットからの賞状授与があり、時間を確保のこと……………→　山本幹事
　⑵　2015～2016年度役員候補者（案）について
　　　　＊別紙による説明………………………………………………………………… →　吉田　指名委員長
　⑶　長野中央ライオンズクラブ　物故ライオン慰霊法要について
　　　　＊善光寺で物故者を法要するので名簿を提出しました（廣瀬、永野、新内、五島、清水）
　　　　　………………………………………………………………………………………………→　山本幹事
　⑷　ＧＬＴ等主催「全日本若手フォーラム」について（６/６　於東京）
　　　　＊東京でリーダー養成セミナーがあるので希望者は申し出てください。……………→　山本幹事
９．その他　　特になし
10．閉会

司　会：Ｌ山本　宗宏（幹事）
出席者：【役員】Ｌ大門、Ｌ服部、Ｌ大川、Ｌ森（和）、Ｌ今村、Ｌ山本（宗）、Ｌ宮川、Ｌ佐々木、
　　　　　　　　Ｌ友澤、Ｌ早川、Ｌ山田、Ｌ清川、Ｌ村上、Ｌ吉田、Ｌ稲森、Ｌ大西（千）、Ｌ岩城、
　　　　　　　　Ｌ松浦
　　　　【オブザーバー】Ｌ中岡、Ｌ池田、Ｌ森（浩）、Ｌ仙波（得）

会　次　第
１．開会宣言………………………………………………………………………………………………【大門会長】
　　　　＊次第の訂正をお願い…「ＣＮ50周年大会の新聞広告について」を
　　　　　　　　　　　　　　　“審議事項”から“協議事項”へ変更願います（山本幹事）
２．出欠調査………………………………………………………………………………………………【山本幹事】
３．会長あいさつ…………………………………………………………………………………………【大門会長】
４．前回議事録の確認……………………………………………………………………………………【山本幹事】
５．会計報告（２月分収支明細表） ……………………………………………………………………【宮川会計】
　　　・後期会費は順調に入金
　　　・国際会費等の支払いは先月で終了
　　　・請川氏未収金の一部（10万円）が入金有り………………………………→　年度末まで様子を見る
６．審議事項
　⑴　内規の一部改正について…………………………………………… →　友澤　会員･会則委員長【承認】
　　　　＊別紙による説明…国際協会の会則等変更に基づき、クラブ内規を変更。次回第一例会までは１
　　　　　　　　　　　　　週間しかないが会員に直ちに告知して承認を得る。
　　　　　　　　　　　　　“役員名簿”に会員委員会ローテーション表の記載は必要かの質問にこれは運
　　　　　　　　　　　　　営マニュアルに記載する旨が定められていると回答。
　　　　　　　　　　　　　今後、名簿は会員・会則委員長、前委員長、副委員長、委員の順での記載。
　　　　　　　　　　　　　なお、副幹事は欄を設けず、２年理事の名前の横にカッコ書きで記載する。
　　　　　　　　　　　　　また、会からの支出を伴う特別委員会（会員交流委員会等）の委員長は、理
　　　　　　　　　　　　　事であってはならないことを再度確認し合った。
　⑵　「松山中央ＬＣ杯平成26年度少年サッカー中予選手権大会」決算書（案）について
　　　　＊別紙による説明……………………………………………………→　仙波　社会福祉委員長【承認】
　⑶　2014年度中学生職場体験学習決算書（案）について
　　　　＊別紙による説明……………………………………………………→　仙波　社会福祉委員長【承認】
　⑷　加藤嘉明公騎馬像記念祭り餅くばり・御茶会予算書（案）について
　　　　＊別紙による説明…餅配りは、中央ライオンズからというメッセージが伝えられていないので、
　　　　　　　　　　　　　数を減らしてでもシール等で告知する……→　森　市民・公衆委員長【承認】
　⑸　２月第二例会外部卓話決算書（案）について
　　　　＊別紙による説明…………………………………………………→　中岡　計画・出席委員長【承認】

■第９回理事会 ● ２０１5年３月２日㈪　１8：3０～１9：5０
● 於：松山全日空ホテル

　⑷　加藤嘉明公騎馬像記念祭り餅くばり・御茶会 予算書（案）について
　　　…………………………………………………………………… →　森（浩）　市民・公衆委員長【承認】
　　　　＊別紙による説明
　⑸　２月第二例会外部卓話 決算書（案）について  ………………… → 中岡　計画・出席委員長【承認】
　　　　＊別紙による説明
　⑹　2014～2015年度「会員交流会」決算書（案）について
　　　…………………………………………………………………→ 大西（千）　会員交流委員会幹事【承認】
　　　　＊別紙による説明
　⑺　第61回地区年次大会 補助金について …………………………………………… →　山本幹事【承認】
　　　　・代議員の登録料　　　　　　　　　　　　　　 ＠10,000円×10名＝100,000円
　　　　・代議員の宿泊費　　　　　　　　　　 　　　　＠　7,500円×９名＝　67,500円
　　　　・代議員（バス利用）の旅費　　　　　 　　　　＠　9,600円×７名＝　67,200円
　　　　・代議員（自家用車）の旅費　　　　　 　　　　＠12,000円×２名＝　24,000円
　　　　・一般参加者への旅費等の補助　　　　 　　　　＠14,000円×26名＝364,000円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合　計　622,700円
　　　　　38名登録しており最終で金額に若干変動がある
　⑻　長野中央ＬＣ、松山東ＬＣ記念式典 御祝い金について ……………………… →　山本幹事【承認】
　　　　恒例により長野中央ＬＣ、松山東ＬＣ、予算にも計上している
　⑼　ＣＮ50周年事務局手当、地区委員事務局手当について………………………… →　山本幹事【承認】
　　　　通常業務以外に資料作り等の業務の増加により、時間外、早出が増えている
　　　　ＣＮ50周年事務局手当として12万円/年、地区委員事務局手当として12万円/年を３月と６月に支
　　　　払う　　
７．協議事項
　⑴　ＣＮ50周年大会の新聞広告について…………………………… →　服部　ＣＮ50周年第４実行委員長
　　　　５/26（予定）に愛媛新聞全面広告を掲載を検討中。広告料は142万円で有志の寄附を募る予定。
　　　　全会員名を掲載予定。時間があるので意見を出して欲しい。
　　　→Ｌ尾田氏より有志といっても強制的に感じる。広告に使うなら、福祉へ寄附をした方が良いので
　　　　はないかとの意見有り。
８．報告事項……………………………………………………………………………………………→　山本幹事
　⑴　ＣＮ50周年ライオンズクエスト支援について
　　　　規定により５万円拠出する
　⑵　長野中央ライオンズクラブ　物故ライオン慰霊法要について
　　　　今年は善光寺のご開帳の年にあたっており、当クラブの物故会員の慰霊法要を申し出て頂いたた
　　　　め、この５年間の当クラブの物故会員の法要をお願いする
　⑶　ＧＬＴ等主催「全日本若手フォーラム」について（６/６　於東京）
　　　　興味のある方は申し出てください
　⑷　第61回地区年次大会　提出議案について
　　　　追加があれば申し出てください
９．食事
10．幹事報告　　なし
11．委員会報告 
　　1　委員会の変更について………………………………………………………………………→　山本幹事
　　　●３月23日㈪「あさつき」にて合同委員会　　　　会員･会則委員会/ＰＲ･ＩＴ委員会/保健委員会
　　　●３月27日㈮「目利きの泰」　➡　３月26日㈭「松ちゃん」に変更 ………………………財務委員会
　　2　ＣＮ50周年事業について………………………………………………… →　森　ＣＮ50周年大会幹事
　　　　　順調に推移している。
　　　　　３/11に子規像を無事設置した
　　　　　記念誌に載せる写真、原稿を早めに提出してください
　　　　　３/20除幕式について ……………………………→　村上（泰）　ＣＮ50周年第３実行委員会幹事
12．テールツイスターの活躍
13．ファイン･ドネーションの報告
14．出席率の報告
15．閉会ゴング 
16．‘また会う日まで’合唱
17．ローア

司会：山本幹事
１．開会ゴング…………………………………………………………………………………………→　大門会長
２．国旗に敬礼
３．国歌並びにライオンズヒム斉唱
４．会長あいさつ………………………………………………………………………………………→　大門会長
５．外部卓話　「和田重次郎とアラスカ講演」………………………→　南海放送アナウンサー　戒田節子様
６．Ｌ目嵜富之氏　転勤のご挨拶…………………………………………………………………→　Ｌ目嵜富之
７．幹事報告……………………………………………………………………………………………→　山本幹事
　　1　松山少年少女合唱団　第49回定期演奏会のご案内　（松山道後ＬＣ）　３/22
　　2　We Love石手川2015のお知らせ　（松山白鷺ＬＣ）　３/15
　　3　その他
８．お食事
９．委員会報告　　　　　　
　　1　委員会場所変更……………………………………………………………………………→　村上副幹事
　　　　・２月27日㈮　目利きの泰　➡　「あさつき」に変更 ……………………………………財務委員会
　　　　・３月17日㈫　象　　　三　➡　「一品料理松ちゃん」に変更 …………………計画・出席委員会
　　2　ＣＮ50周年記念事業　道後公園植樹式について……→　ＣＮ50周年第３実行委員会木下リーダー
　　　　・８時45分までに道後公園運動場に集合、駐車場あり
　　　　・ライオンズクラブブレザー着用、正装
10．正岡子規のふるさとシンフォニー練習
11．テールツイスターの活躍
12．ファイン･ドネーションの報告
13．出席率の報告
14．閉会ゴング
15．‘また会う日まで’合唱
16．ローア

司会：山本幹事
１．開会ゴング…………………………………………………………………………………………→　大門会長
２．国旗に敬礼
３．国歌並びにライオンズクラブの歌斉唱
４．会長あいさつ………………………………………………………………………………………→　大門会長
５．誕生祝（３月）Ｌ松本（５日）、Ｌ久保（８日）、Ｌ兵頭（９日） 、Ｌ宮川（９日）、Ｌ服部（10日）、
　　　　　　　　　Ｌ尾田（13日）、Ｌ土井田（23日）、Ｌ盛重（27日） …………………… →　代表　久保
６．審議事項
　⑴　内規の一部改正について………………………………………→　友澤　会員・会則委員委員長【承認】
　　　　＊別紙による説明
　⑵　「松山中央ＬＣ杯平成26年度少年サッカー中予選手権大会」決算書（案）について 
　　　　＊別紙による説明…………………………………………… →　仙波（得）　社会福祉委員長【承認】
　　　　　ＣＮ50周年記念事業としてタオルを711枚贈呈
　　　　　２/16愛媛サッカーウォーズ2015受賞した
　⑶　2014年度中学生職場体験学習 決算書（案）について …… →　仙波（得）　社会福祉委員長【承認】 
　　　　＊別紙による説明
　　　　　ページ数減少により予算額より多く残った
　　　　　旭中学へ会長、幹事で贈呈に行った

■第１２０6回例会 ● ２０１5年２月２4日㈫　１２：１5～
● 於：ホテルＪＡＬシティ松山

■第１２０7回例会 ● ２０１5年３月１０日㈫　１２：１5～１3：１5
● 於：ホテルＪＡＬシティ松山
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◎

◎

◎

☆出席率　81％　☆ファイン　800円　☆ドネーション　98,000円

◆ 平成２7年２月第２例会
Ｌ山本　宗宏　戒田さん、楽しい卓話をありがとうございました。
Ｌ森　　和幸　戒田さん卓話ありがとうございます。
Ｌ大川　耕三　大門会長グランドマンスリー優勝おめでとうござ

います。記念コンペで優勝してしまいました。
Ｌ今村タマキ　やっと春がそこに ! 明日から椿まつりです。
Ｌ宮川　晶子　戒田様素晴しいお話と歌をありがとうございまし

た。大門会長、私も今お酒が飲めなくて体調、と
ても悪いです。

Ｌ服部　　勲　戒田様卓話ありがとうございます。
Ｌ野垣　康之　戒田様卓話ありがとうございます。
Ｌ徳永　昭夫　梅咲くや　この一年　幸せに
Ｌ小倉　圭二　戒田さん卓話ありがとうございます。
Ｌ吉田　文彦　椿祭りで春は近い
Ｌ川添　潔明　藤井滋さん卒寿のお祝いおめでとうございます。
Ｌ永野　通夫　戒田さん卓話ありがとうございます。
Ｌ太　　亨哲　戒田さん卓話ありがとうございました。
Ｌ大西千恵春　丹下さんひさしぶりの優勝おめでとうございます。
Ｌ佃　　浩三　目嵜富之様いろいろお世話様になりありがとうご

ざいます。これからも宜しくお願いします。
Ｌ丹下　靖憲　戒田さん卓話ありがとうございます。
Ｌ佐々木　勲　戒田様卓話ありがとうございました。
Ｌ戸梶　直美　戒田さん、卓話ありがとうございました。今井さ

んがんばってー。おみやげ話楽しみにしています。
Ｌ盛重　二郎　戒田さん卓話ありがとうございます。アラスカ講

演頑張って下さい。
Ｌ新宮　幸孝　戒田アナウンサー卓話ありがとうございます。
Ｌ加地　雅臣　戒田様卓話ありがとうございます。
Ｌ高山　正志　ＣＮ50周年まで３ヶ月頑張ろう !
Ｌ清川　和夫　藤井さん中岡さんおめでとうございます。

Ｌ新崎　　勉　戒田様本日はご講演ありがとうございます。何時
も幸福をありがとうございます。

Ｌ今井　典子　戒田節子さん卓話ありがとうございます。重次郎
さんも喜んでいると思います。私も松山中央ライ
オンズ代表で頑張ってきます。

Ｌ早川　義仲　戒田さん卓話ありがとうございます。
Ｌ武智　正晴　１月度のゴルフ委員会で優勝し馬も当たりました。

有難うございました。
Ｌ藤本　雅弘　ゴルフ委員会、４月から頑張ります。
Ｌ大西　安子　戒田さん、卓話を頂き有難うございました。
Ｌ京河　正強　戒田様卓話有難う存じます。
Ｌ伊藤　幸満　戒田さんありがとうございます。
Ｌ山之口智章　戒田様卓話ありがとうございました。
Ｌ秋山　義勲　卓話ありがとうございます。
Ｌ岩本　　透　新入会員です。宜しくお願い致します。
Ｌ境　　俊之　春や春十五万石の城下かな
Ｌ内海由美子　戒田様おめでとうございます。
Ｌ西山　直樹　戒田様卓話ありがとうございます。
Ｌ西川　義教　戒田さんありがとうございます。
Ｌ松浦　龍也　早く春よ来い !
Ｌ山本　修嗣　愛媛マラソンがんばりました ! コスプレがクセに

なりそうです。
Ｌ山本　幸治　戒田さん卓話ありがとうございます。
Ｌ白石　光永　戒田様卓話有難うございます。
Ｌ朝雲　学人　もうすぐ椿さん、そして春ですね。

◆ 平成２7年３月第１例会
Ｌ山本　宗宏　子規像の除幕式が楽しみです。
Ｌ森　　和幸　ＣＮ50周年記念大会への協力ありがとうございま

す。
Ｌ今村タマキ　大門会長あと100日です。体に気を付けて頑張って

下さい。
Ｌ大川　耕三　植樹式へのご協力ありがとうございます。
Ｌ宮川　晶子　３月のおたんじょう日おめでとうございます !! 私

も昨日41才になりした。ドネーションをたくさん
して、今日はお先に失礼します。すみません。

Ｌ服部　　勲　初めて例会日に誕生日を迎えました。
Ｌ廣江　和男　花粉症で苦労しています。
Ｌ橋本　和範　もうすぐ春になるのに雪がふりました。
Ｌ永野　通夫　今日は寒い
Ｌ小倉　圭二　今日は寒いです
Ｌ高橋　孝子　３月のお誕生日の方おめでとうございます。植樹

お疲れ様でした。いいお天気でよかったですね。
Ｌ大西千恵春　みなさんの元気にカンパイ～
Ｌ新野　和幸　やっとカゼが治りました !!
Ｌ佃　　浩三　松本、久保、兵頭、宮川、服部、尾田、土井田、盛

重様お誕生日おめでとうございます。
Ｌ丹下　靖憲　ＣＮ50後２ヶ月余りがんばりましょう。
Ｌ佐々木　勲　ＣＮ50周年役員の方々御苦労様です。
Ｌ太　　亨哲　おたんじょう日、おめでとうございます。
Ｌ村上　泰久　３月お誕生日の皆さまおめでとうございます。
Ｌ戸梶　直美　ＣＮ50まで３ヶ月をきり、気持ちばかりがあせり

ます。みな様どうぞよろしくおねがいいたします。
受付係より

Ｌ盛重　二郎　全てに感謝 !! 感謝 !!
Ｌ高山　正志　春到来 ! 桜前線に小雪あり
Ｌ河合　　浩　おたんじょう月おめでとうございます。

Ｌ伊藤　英樹　お誕生日おめでとうございます。
Ｌ加地　雅臣　３月お誕生の方おめでとうございます。
Ｌ新崎　　勉　今月誕生日の皆様おめでとうございます。
Ｌ大西　安子　３月誕生月の皆様おめでとうございます。今夜は

雪降りましたね。さっぶ～い１日です。
Ｌ早川　義仲　今日はとても寒いです。
Ｌ京河　正強　正岡子規像完成おめでとうございます。
Ｌ佐伯　裕子　清水さんのご冥福を心よりお祈り申し上げます。
Ｌ境　　俊之　春に三日の晴れ間なし。今日は雪も降って寒いで

すね。
Ｌ和泉　光浩　道後公園植樹無事終わりました。ありがとうござ

いました。
Ｌ内海由美子　ＣＮ50周年大会を成功させよう
Ｌ山本　幸治　今まさに三寒四温の時期です。体調管理をしっか

り !
Ｌ松浦　龍也　３月お誕生日の方々おめでとうございます。
Ｌ西川　義教　お誕生月の方おめでとうございます。
Ｌ芦原　英典　お誕生日おめでとうございます。
Ｌ木下　勝敏　記念事業植樹式お世話になりました。
Ｌ朝雲　学人　もうすぐ春ですね。
Ｌ平尾　由紀　３月のお誕生日おめでとうございます。今日はう

ちの給料日で～す♡

☆出席率　81％　☆ファイン　1,100円　☆ドネーション　100,000円
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表 紙 写 真 の 解 説

私の座右の銘
あの方の座右の銘が聞いてみたい！
というリクエストがございましたらPR･IT委員会までお知らせ下さい。
自薦他薦は問いません。お待ちいたしております。

“人生・仕事の結果＝考え方×熱意×能力”

松山中央ライオンズクラブ50年と街の風景

お知らせ

No. 5 4 6
2015（平成27年）３月号

□□□□□

【執行部から】
■出欠届けは可能な方は出来る限りメールの利用にご協力下さい。

※お申し込みは、幹事または事務局まで。
■各種予定はホームページをご覧ください。

クラブの各種予定は、ホームページに迅速に反映されています。是非、ご確認下さい。

　これは私が人生の師として仰いでいる、京セラの創業者である稲盛和夫氏の有名な言葉です。人生
や仕事の結果はこれらの三つの要素の掛け算で決まるというものです。能力とは才能とか知能といっ
たもので、多分に先天的な資質を意味します。それに掛かるのが熱意です。熱意は成功の大きな要因
です。自分にはそれほどの才能がないと思っていても、執念ともいえる熱意をもって人一倍努力して
いけば物事は必ずと言っていいほど成功します。しかし、その熱意が正しい考え方に基づかないので
あれば、成功要因であったその熱意、執念が没落のきっかけとなります。そこで一番大事なのが考え
方です。考え方とはいわば心の在り方や生きる姿勢のことです。つまり哲学、理念、思想と言われる
ものです。稲盛氏は日頃から「正しい考え方で努力すれば皆一様に素晴らしい人生を送ることができ
る」と言われています。私はこの言葉を人生のよりどころ（座右の銘）にしています。

CN40周年記念事業として、
松山中央公園に「デザイ
ン時計」を寄贈。
モニュメント風の時計塔
を寄贈することにより、
公園を訪れる多くの市民
へ、利便性と憩いの環境
づくりの一助になること
を目的とした。
φ700・３面・ソーラ長波
式、文字盤（アルミ白）
DC3.6Ｖ・有極30秒信号、
ポール（ステンレス装飾
付）

2004年
松山中央公園に「デザイン時計」寄贈

森 謙治 会長（当時会員数 71名）


