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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」

　ＣＮ50周年記念事業として道後放生園に建立準備していました正岡子規さんの銅像がこの度完成し、
３月20日に野志松山市長さんをはじめ地元道後温泉地域のみなさまのご出席のもと、クラブからも
チャーターメンバーのみなさまをはじめ60名のみなさまに出席いただき、盛大に除幕式がとりおこな
われました。多くのみなさまのご協力に心より感謝申し上げます。
　この度の銅像は、当時の野球ユニフォーム姿の青年子規のはつらつとした姿が市民や観光客のみな
さまの話題となっており、松山の新しい文化・観光のスポットとして期待されています。
　銅像周辺には、松山市の花 “椿” を配し子規の庭／放生園として整備をし、子規の俳句を季節に合
わせて掲示するなど工夫が凝らされています。

大　川　耕　三第三実行委員長正岡子規像　除幕式
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　正岡子規銅像の除幕式の終了後、道後温泉本館にて記念の餅まきを行いました。
　地元の方や観光客のみなさん等大勢がお集まりいただき、大変盛り上がりました。

道後温泉春祭り　餅まき

伊　藤　幸　満正岡子規像　台座制作

　45周年周年事業の加藤嘉明公銅像と50周年周年事業の正岡子規銅像に関わらせて頂き、ありがたく
感謝しています。昨年暮れから銅像土台石を準備して、３月11日に富山から田畑先生に来ていただき
銅像を無事設置できました。設置場所、土台の形など温泉組合また市役所などとの調整が大変だった
と思います。周年事業委員会や関わった方々に改めて感謝申し上げます。石屋から見てバランスの取
れた物が出来たと思います。ありがとうございました。



（LC、栗山） （LC、西川）

松山市勝山町二丁目１番地

０８９ − ９３３ − １１１１ ㈹ 
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松山市の愛唱歌「春や昔」を合唱

　４月５日に加藤嘉明公騎馬像記念の餅くばりとお茶会を実施いたしました。
　不安定なお天気でしたが、なんとか無事開催できました。
　たくさんの方にお餅をお配りし、お茶席も好評でした。
　野志松山市長もご多忙の中お越しいただき、お茶を召し上がっていただきました。

加藤嘉明公騎馬像記念祭り餅くばり・お茶会

　松山中央ライオンズクラブでは結成50周年の記念事業として、正岡子規の銅像を道後に寄贈させていただきまし
た。そのさなか松山市役所（産業経済部都市ブランド戦略課）より、「松山市の新しい愛唱歌『春や昔』を合唱してい
るビデオをいろいろな団体で歌っている様子をホームーページに掲載し、もっともっと普及したい」と相談をうけま
した。「春や昔」は正岡子規が作った俳句８作を詰め込んだ歌です。記念事業を益々意義あるものとし、また、松山
市を「歌」でもっともっと元気にしたいという松山市の取り組みに賛同し、「我々は奉仕する」の心構えで、取り組

みました。
　１月から毎月２回の例
会毎に練習をし、３月24
日の撮影では８4名のメン
バーで大合唱。松山市の
ホームーページに掲載さ
れますので、皆さんご覧
になって下さい。

　アドレスは、http://www.kotobanochikara.net/kotoba_sikiuta.html

中　岡　富　茂計画出席委員長



（LC、武智）（LC、鹿島）

営業管理部

取締役部長

株式会社 和光ビルサービス
松山市竹原町1丁目10番地16 〒790-0052
TEL（089）931-6631  FAX（089）932-4481
E-mail：k-takechi@wakobs.co.jp

武  智　 慧
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　４月11日、４月12日に徳島市のアスティとくしまで、
ライオンズクラブ国際協会336-Ａ地区の地区年次大会が
開催されました。松山中央ライオンズクラブからも多く
のメンバーが参加いたしました。
　2014年２月～2015年１月末の地区ガバナーズアワード
クラブ表彰が行われ、松山中央ライオンズクラブは次の
賞を受賞いたしました。

第61回　地区年次大会　徳島大会

　３月2８日土曜日、松山中央ＬＣの子クラブでもある松山東ＬＣ（会員数52名）の45周年記念例会に大門会長と共に出
席して参りました。我がクラブも今年ＣＮ50周年式典を開催することもあって興味津々。実際、出席してみるとそ
の違いをいろいろ発見することができました。まず、松山東ではチャーターナイトという言葉は一切使わず“結成”で
統一。また、記念式典ではなく敢えて（?）記念例会とし、下田日銀支店長の記念講演をメインに、例会後の祝賀会は
“ドネーションズ”（ネーミングが如何にもライオンズ ! ）という会員バンドによるライブでした。出席者も副市長の他
はキャビネット関係者と１Ｒ各1８クラブの会長・幹事で総勢８4名とコンパクトでしたが、笑いの絶えないアットホー
ムで素晴らしく楽しい式典でした。なお、結成45周年の記念事業として、チャリティーコンペの開催と城山公園にベ
ンチ２台を寄贈されたそうです。

山　本　宗　宏幹事松山東ＬＣ結成４５周年記念例会に出席して

地区ガバナーズアワードクラブ表彰

（2014年 2月～2015年 1月末）

グッドスタンディング賞 金 賞

会員増強賞（正会員の純増の多いクラブ） 銀 賞

公式行事出席優秀賞 銅 賞

会報優秀賞 金 賞

ライオンズデー清掃賞 銅 賞

青少年指導優秀賞 金 賞

平和ポスター賞 銀 賞

ＭＪＦ賞 金 賞

ＬＣＩＦ賞 金 賞

リサイクル部門賞 優秀賞

献血協力部門 優秀賞

同好会優秀賞 金 賞



（LC、山本修嗣）（LC、宮脇）

執行役員四国支店長

�

４月の誕生人から一言・・・
竹田　祥一 1935（昭和10年）４月29日生

　今年４月29日にはちょうど満80歳「傘寿」を迎えます。
　政治の表舞台からは身を引きますが、「傘寿」にて一県民と
しての新たな人生のスタートを切ります。
　小さな「傘」ではありますが、これからも「人の喜びのため
に」を胸に刻みながら、一人でも多くの方にかざせる「傘」と
なるよう、今後の人生を歩みたいと思います。

優勝者から
ひとこと

3/19㈭ 松山ゴルフ倶楽部 川内コース

続木　隆夫 1936（昭和11年）４月７日生
　記念すべき傘寿、ようやく迎えることが出来ました。日本人
男子の平均寿命80歳ですが、人生の区切りとして元気でここま
で来れたことに満足です。ライオンズでは、特に25名以上スポ
ンサーしたことで国際会長よりシニヤーマスターキーを頂いた
ことを光栄に思いつつ、これからも松山中央ＬＣの応援団員と
して、歩んでゆきたいと思います。

友澤　節男 1948（昭和23年）４月２日生
　67歳の誕生日を迎え、先日、妻と旅に出かけました。私たち
夫婦にとって懐かしく青春時代の思い出探しの旅です。二人が
初めて知り合い一緒に過ごした街角を48年昔に戻って、散歩し
てロマンチックなひとときを楽しみました。今までよく尽くし
てくれた妻に改めて感謝しています。

石居　洋子 1953（昭和28年）４月８日生

　この年まで病気知らずで過ごせました。
　今年も健康に気をつけて頑張ります。皆様よろしくお
願い致します。

佐々木　勲 1956（昭和31年）４月７日生
　４月になり、早朝ソフトボールの時期が来ました。いつも監
督に４番サードでないと、帰ると強く主張しておりますが、現
在９番ファーストに甘んじております。情けないかぎりです。
　ところで、来年は恥ずかしながら還暦です。この１年、人様
の教えを素直に聞き、立派な還暦を迎えたいと思います。

大西千恵春 1956（昭和31年）４月25日生

　今年で59歳になります。大先輩達の大きな優しさと若
い新人会員さん達の頑張りを見習いつつ、仕事に、ボラ
ンティアにさらに邁進の１年にしたいです。
　そしてただ今体重７㎏減の私。この調子で60歳の健康
診断では完璧なBODYをめざして精進します。

太　　亨哲 1969（昭和44年）４月16日生

　４月16日で46歳になります。ライオンズに入会させて
頂いて、はや５年が経とうとしています。これからも頑
張ってまいりますので更なるご指導よろしくお願いいた
します。

西山　直樹 1969（昭和44年）４月17日生

　46歳になりました。ここ１年程、公私ともどもいろい
ろあって大変だったので、今年１年は静かに過ごしたい
です（苦笑）。 ライオンズ活動はまじめに行いますので、
今後ともご指導の程、よろしくお願いいたします。

高岡　直樹 1973（昭和48年）４月16日生

　社会福祉委員の高岡です。この４月で私も42才になり
ます。ただ、ライオンズではまだ１才にもなっておりま
せん。先輩方と接していく中で、あらためて、素晴らし
いクラブであると思うことが数々あります。まだまだ経
験が足りませんが今後もよろしくお願いいたします。

和泉さんも今月のお誕生人です。
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平成26年度　中学生職場体験レポート



�

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

　⑷　１Ｒ－えひめ国体支援拠出について…………………………… →　佐々木テールツイスター【承認】
　　　＠1,000円×112名＝112,000円（現在会員数（家族会員は含まない））
　　　・大門会長より、会員数増のため予算より一人分（1,000円）オーバーすると補足説明有り

　⑸　長野中央ライオンズ結成50周年補助金について………………………………… →　宮川会計【承認】
　　　・参加者20名（同伴２名）に対して、35,000円×20名＝700,000円の補助を姉妹提携友好費より拠出
　　　　したいと説明有り。
　　　〈支出根拠〉
　　　　①例年4,000円/人の積立金を今年度は6,000円／人で積立しており、昨年度残と合わせて現在128万
　　　　　円あるため70万円出しても次期に53万円は残せるため拠出は可能。
　　　　②過去の補助金額：５年前の長野15,000円／人×20名＝300,000円
　　　　　　　　　　　　　４年前の仙台20,000円／人×16名＝320,000円
　　　　　　　　　　　　　昨年の名古屋35,000円／人×20名＝700,000円
　　　・Ｌ吉田氏より、次期は仙台もあるので、次期の積立も考えるようにと大川第一副会長に助言有り。

　⑹　ＣＮ50周年大会における“車椅子配備に関する支援”について ………………… →　大門会長【承認】
　　■自走式スタンダードタイプいす　単価43,200円×１
　　■介助型スタンダードタイプいす　単価43,200円×１　　　合計86,400円（税込）
　　　・大門会長へ愛媛大学教育学部附属特別支援学校長より、学校の予算が取れず、別紙の件について
　　　　依頼有り。大門会長より今期の事業として取り組みたいと説明有り承認される。
　　　・金額はもう少し安くなるように検討する必要ある。
　　　・森ＣＮ50大会幹事より、今期で行うならＣＮ50の記念事業として取り組みたいと申し出有り、承
　　　　認される。

　⑺　その他
７．報告事項
　⑴　ＣＮ50周年大会の新聞広告について………………………………………………→　森ＣＮ50大会幹事
　　　・会員からの意見を考慮し中止とする。

　⑵　その他
８．その他
９．閉　会

司　会：Ｌ山本　宗宏（幹事）
出席者：【役員】Ｌ大門、Ｌ大川、Ｌ森（和）、Ｌ今村、Ｌ宮川、Ｌ戸梶、Ｌ佐々木、
　　　　　　　　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

会　次　第
１．開会宣言………………………………………………………………………………………………【大門会長】
２．出欠調査役員（20名中16名出席） ………………………………………………【佐々木テールツイスター】
３．会長あいさつ…………………………………………………………………………………………【大門会長】
４．前回議事録の確認…………………………………………………………………【佐々木テールツイスター】
５．会計報告（３月分収支明細表） ……………………………………………………………………【宮川会計】
　　　・順調に推移している。
　　　・10未収金のＬ請川氏分は、３月末に全額入金された。
　　　・35頒布品購入が発生しているが、略章、ランチョンバッジ、五役他パストバッジ代である。
　　　・58親睦会費は、会員交流会費である。
６．審議事項
　⑴　お遍路さんへの「ご接待」予算書（案）について 社会福祉委員会
　　　　＊別紙による説明……………………………………………… →　佐々木テールツイスター【承認】

　⑵　次期ＲＣ事前打合せ会及び次期地区役員・委員研修会について
　　■日　時：2015年４月18日㈯～４月19日㈰
　　■場　所：三翠園（高知）
　　■登録料：10,000円
　　■宿泊料：次期キャビネット負担
　　　　・Ｌ友澤氏出席分……………………………………………… →　佐々木テールツイスター【承認】

　⑶　１Ｒ合同引継会及びゾーンレベル会員委員会について………… →佐々木テールツイスター【承認】
　　■日　時：2015年５月30日㈯
　　■場　所：いよてつ会館
　　■登録料：5,000円×７名＝35,000円
　　　　　　　（該当者：Ｌ服部、Ｌ大門、Ｌ山本（宗）、Ｌ友澤、Ｌ大川、Ｌ村上、Ｌ兵頭）

■第10回理事会 ● ２015年４月６日㈪　18：30～
● 於：松山全日空ホテル

司会：山本幹事
１．開会ゴング…………………………………………………………………………………………→　大門会長
２．国旗に敬礼
３．国歌及びライオンズクラブの歌斉唱
４．会長あいさつ………………………………………………………………………………………→　大門会長
５．次年度役員選挙会…………………………………………………………………………→　吉田指名委員長
６．清水栄治様（故清水信行様 ご長男）あいさつ
７．誕生祝（４月）Ｌ友澤（２日）､ Ｌ和泉（５日）､ Ｌ続木（７日）､ Ｌ佐々木（７日）､ Ｌ石居（８日）､
　　　　　　　　　Ｌ太（16日）､ Ｌ高岡（16日）､ Ｌ西山（17日）､ Ｌ大西（千）（25日）､ Ｌ竹田（29日）
　　　　　　　　　………………………………………………………………………………→　代表　Ｌ西山
８．傘寿祝い………………………………………………………………………………………→　挨拶　Ｌ続木
９．審議事項
　⑴　お遍路さんへの「ご接待」予算書（案）について……………… →　木下社会福祉副委員長【承認】

　⑵　次期ＲＣ事前打合せ会及び次期地区役員・委員研修会について……………… →　大門会長【承認】
　　■日　時：2015年４月18日㈯～19日㈰
　　■場　所：三翠園（高知）
　　■登録料：10,000円
　　■宿泊料：次期キャビネット負担

　⑶　１Ｒ合同引継会及びゾーンレベル会員委員会について………………………… →　大門会長【承認】
　　■日　時：2015年５月30日㈯
　　■場　所：いよてつ会館
　　■登録料：5,000円×７名＝35,000円
　　　　　　　（該当者：Ｌ服部､ Ｌ大門､ Ｌ山本（宗）､ Ｌ友澤､ Ｌ大川､ Ｌ村上､ Ｌ兵頭）

　⑷　１Ｒ－えひめ国体支援拠出について……………………………………………… →　山本幹事【承認】
　　　＠1,000円×112名＝112,000円（現在会員数（家族会員は含まず））

　⑸　長野中央ライオンズ結成50周年補助金について
　　　昨年の名古屋中ＬＣ50周年に倣い、＠35,000の補助を姉妹提携有効費より拠出したい。
　　　参加会員20名（＋家族２名）　＠35,000円×20＝700,000円 …………………… →　山本幹事【承認】
10．食　事
11．幹事報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　山本幹事
　⑴　ＣＮ50周年記念に関する各報告………………………………………………→　森大会幹事ほか担当者
　　　・愛大付属特別支援学校から“車椅子配備”に支援申込み。周年事業の一つとしたい。
　　　・未登録の方はエクスカーションに積極的に参加願います。
　　　・愛媛新聞への広告掲載は取り辞めとしました。

　⑵　松山東ＬＣ45周年記念例会に大門会長、山本幹事で出席、感謝状を受け取りました。

　⑶　先日の例会で撮影した「春や昔」の映像が市役所のＨＰにアップされています。

　⑷　愛媛アイバンクより“アイバンク便り”が届いています。ご一読ください。
12．委員会報告…………………………………………………………………………………………→　山本幹事
　⑴　委員会場所変更　　４月23日㈭　Rondo　➡　「せくら」に変更　　　　　保健委員会

　⑵　合同委員会　　　　４月30日㈭　笠組　　　　　　　財務委員会／市民・公衆委員会
13．内部卓話………………………………………………………………………………………………→　Ｌ高岡
14．テールツイスターの活躍
15．ファイン･ドネーションの報告
16．出席率の報告
17．閉会ゴング
18．‘また会う日まで’合唱
19．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．審議事項　　なし
６．「指名会」・・・次年度役員候補者発表………………………………………→　指名委員長　Ｌ吉田文彦
　　　＊別紙による説明
　　・大門会長より他候補者がないことを確認の上、次回例会で選挙会を行なう旨の説明
７．ＣＮ50周年記念大会について
　　・第３実行委員会は除幕式をもってほぼ完了。………………………………→　森ＣＮ50周年大会幹事
　　・愛媛ＣＡＴＶタウン広場にて10時から15時まで１Ｈ毎に除幕式の様子が放映されている。
　　・現在1940万の予算内で順調に推移しているが、今期のドネーションも予算より多く集まっているの
　　　でこれを視野に入れ、充実した内容にするために理事会にも計って今後、内容検討していく。
　　・４月第１例会前に合同の委員会を開催予定。
　　・登録、記念品発注他順調に準備進んでいる。……………………………→　小倉第１実行委員会幹事
　　・大会当日、受付他、ご協力よろしくお願いします。
　　・松山中央ＬＣ会員は14時集合15時から出迎え。……………………→　中岡第１実行委員会リーダー
　　・式典は16時から、続いて竹田館長と野志市長の対談が正式に決定。
　　・１日目に空港出迎え、ホテルへの案内を第１実行委員会へお願いしたい。また２日目、ゴルフ、エ
　　　クスカーションは順調に準備進んでいる。…………………………→　山田第２実行委員会リーダー
　　・ゴルフはブラザークラブ19クラブ中16クラブの参加協力を得て36組の申し込みがあるが、あと３～
　　　４組の参加が欲しい状況。………………………………………………→　太第２実行委員会リーダー
　　・３/20除幕式をもって第３実行委員会の業務はほぼ完了。当日は９社の報道が来た。
　　　ご協力ありがとうございました。……………………………………………→　村上２実行委員会幹事
　　・個人写真、コメントの締切りが本日だが７割程の提出しかない。急いで提出願います。
　　　記念誌の表紙全体写真は上手く撮れている。……………………………→　境２実行委員会リーダー
　　・ＤＶＤの内容、構成、脚本を考察中。……………………………………→　池田実行委員会リーダー
　　・３/20除幕式の時、50年の歴史を築いてこられたチャーターメンバーへの配慮が足りなかったのでは。　　　
　　　…………………………………………………………………………………………………  →　Ｌ尾田氏
８．食事
９．幹事報告　　なし
10．委員会報告　
　1　委員会日程場所変更について……………………………………………………………… →　 山本幹事
　　　●４月３日㈭　「魚安」に変更　　教育・国際委員会
　2　合同委員会について………………………………………………………………………… →　 山本幹事
　　　●４月21日㈫　ホテルＪＡＬシティ　　計画・出席委員会／社会福祉委員会
　3　「春や昔　ふるさとの春」録音 ………………………………………………→　中岡計画・出席委員長
　　　・市役所職員による撮影
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　

■第1２08回例会 ● ２015年３月２4日㈫　1２：15～13：15
● 於：ホテルＪＡＬシティ松山 ■第1２09回例会 ● ２015年４月14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　1,700円　☆ドネーション　217,000円

◆ 平成２7年３月第２例会
Ｌ大門　　勝　子規像完成除幕式大勢の出席有難うございました。
Ｌ山本　宗宏　いよいよ明日です。頑張松山東 !!（ＯＢじゃないです

が）
Ｌ宮川　晶子　50周年、御苦労様です。除幕式よかったですね。個人

の写真は、マダ修正可能ですか？
Ｌ大川　耕三　正岡子規像がめでたく完成。皆様のご協力に感謝
Ｌ今村タマキ　立派な子規像が出きあがりました。
Ｌ森　　和幸　ＣＮ50御協力感謝いたします。
Ｌ徳永　昭夫　春風や　野球姿の　子規の像
　　　　　　　子規居士の　野球姿や　春霞
Ｌ服部　　勲　ＣＮ50周年事業正岡子規像除幕式の完成おめでとうご

ざいます。
Ｌ島田　省吾　正岡子規像の除幕を祝って
Ｌ橋本　和範　明日松山東高頑張れ
Ｌ高橋　孝子　除幕式お疲れ様でした。いいお式でした。ＦＢの反響

もすごかったです。
Ｌ吉田　文彦　立派な除幕式でした
Ｌ永野　通夫　子規像完成を祝して
Ｌ小倉　圭二　桜が咲きそうです。
Ｌ佃　　浩三　のボールの春ぞな　　ＣＮ50周年を成功させよう
Ｌ大西千恵春　境さん優勝おめでとうございます。永久に続く勝負楽

しいですね。
Ｌ盛重　二郎　除幕式大勢の皆様にご参加頂いて感謝
Ｌ喜井　茂雅　原稿急ぎます。
Ｌ丹下　靖憲　ＣＮ50メーンアクティビティー子規像の建立松山市へ

寄贈おめでとうございます。
Ｌ太　　亨哲　子規像おめでとうございます。
Ｌ中岡　富茂　子規像おでとうございます。
Ｌ佐々木　勲　正岡子規除幕式おめでとうございました。
Ｌ戸梶　直美　ＣＮ50を成功させましょう

Ｌ河合　　浩　お花見したいです。
Ｌ新崎　　勉　皆様記念誌原稿ご協力ありがとうございます。未提出

の方宜しくお願い致します。
Ｌ新宮　幸孝　子規像の除幕式おつかれ様でした。
Ｌ高山　正志　子規像寄贈に !
Ｌ加地　雅臣　はやく暖かくなって欲しいです。
Ｌ伊藤　英樹　今日は寒いですね
Ｌ大西　安子　ＣＮ50周年を成功させよう !!
　　　　　　　がんばれ !! 　東高甲子園 !! 　14勝一勝 !!
Ｌ伊賀上竜也　次年度役員の皆様、御苦労様です。
Ｌ近藤　　猛　確定申告なんとか終りました。
Ｌ境　　俊之　ＣＮ50まであと二ヶ月。迫ってきましたね。追いこみ

ます。
Ｌ内海由美子　子規記念像とてもいっぱいでした。
Ｌ佐伯　裕子　正岡子規像、立派ですね。
Ｌ和泉　光浩　子規像建立お疲れ様でした。大変お世話になりました。
Ｌ岩本　　透　桜が咲きそうです。
Ｌ石居　洋子　娘が石川県へ転勤しました。さびしい
Ｌ芦原　英典　宜しくお願い致します。
Ｌ山本　修嗣　小６の息子の卒業式でした。健康で育っていることに

感謝
Ｌ山本　幸治　子規像除幕式おつかれさまでした。
Ｌ松浦　龍也　春めいてきました。
Ｌ朝雲　学人　春まつり楽しみです。
Ｌ坂本　　茂　子規像大変すばらしく感動致しました。
Ｌ久保美代子　ようやく春が来ました。桜の季節ですね。

☆出席率　81％　☆ファイン　900円　☆ドネーション　140,000円

◆ 平成２7年４月第１例会
Ｌ大門　　勝　年次大会お疲れ様でした。太さんゴルフの景品ドネー

ションありがとうございました。
Ｌ山本　宗宏　昨日までの年次大会ご参会下さった方お疲れ様でした。
Ｌ森　　和幸　ＣＮ50御協力宜しくお願いいたします。
Ｌ宮川　晶子　年次大会とても楽しかったです。次回は、今回不参加

の方も是非たくさん参加してください。
Ｌ今村タマキ　続木隆夫様傘寿祝おめでとうございます。
Ｌ大川　耕三　続木さん傘寿おめでとうございます。
Ｌ島田　省吾　続木さん傘寿おめでとうございます。
Ｌ兵頭　好喜　続木さん傘寿おめでとうございます。
Ｌ野垣　康之　甲子園に応援に行ってきました。
Ｌ宮崎　陽允　子規の銅像評判良し
Ｌ友澤　節男　大門会長、たくさんのガバナーズアワード受賞おめで

とうございます。
Ｌ服部　　勲　年次大会に大勢の参加を頂きありがとうございました。
Ｌ徳永　昭夫　梅咲くや　この一年も　幸せに
Ｌ廣江　和男　続木さんの傘寿を祝って
Ｌ永野　通夫　続木さん傘寿おめでとうございます。
Ｌ吉田　文彦　今年の桜は短かかった
Ｌ小倉　圭二　続木さん傘寿おめでとうございます。
Ｌ橋本　和範　続木さん傘寿おめでとうございます。
Ｌ高橋　孝子　続木さん傘寿おめでとうございます。年次大会お疲れ

様でした。ゴルフでは、スコアはいつもとおりでした
が、馬があたったので今回は少しだけ多めに !!

Ｌ佃　　浩三　友澤、和泉、続木、佐々木、石居、太、高岡、西山、大
西（千）、竹田様お誕生日おめでとうございます。

Ｌ村上　泰久　４月誕生月の皆様おめでとうございます。
Ｌ戸梶　直美　ＣＮ50を成功させましょう
Ｌ大西千恵春　学生時代から２回目の献血ができました。（松山大学

にていつも血圧の薬で献血できませんでした。）
Ｌ太　　亨哲　46才になりました。
Ｌ新野　和幸　58才の友人が亡くなりました。気を付けたいと思いま

す。
Ｌ佐々木　勲　続木さん傘寿おめでとうございます。
Ｌ丹下　靖憲　ＣＮ50、後１ヶ月あまり本番に向けお互いがんばりま

しょう。

Ｌ中岡　富茂　娘の結婚式で人生初のバージンロードを歩きました。
マリベールスパイアーすてきです。

Ｌ藤井　　滋　続木さん傘寿おめでとう
Ｌ高山　正志　ＣＮ50周年を成功させよう !
Ｌ新崎　　勉　公私共に多忙な時期となりました。皆様健康には充分

気を付けて下さい。
Ｌ加地　雅臣　続木さん傘寿おめでとうございます。
Ｌ伊藤　英樹　傘寿おめでとうございます。
Ｌ京河　正強　続木さん傘寿おめでとう存じます。
Ｌ伊藤　憲司　高岡さん内部卓話ありがとうございます。
Ｌ藤本　雅弘　桜も早く散って、花見が出来ませんでした。
Ｌ大西　安子　４/５のお城祭の際、川嶋先生よりドネーションを頂

きました。
Ｌ加藤　定伸　続木さん傘寿おめでとうございます。ますますお元気

で !!
Ｌ近藤　　猛　あいＴＶに10秒出演しました。
Ｌ早川　義仲　年次大会おつかれさまでした。
Ｌ武智　正晴　第61回地区年次大会お疲れ様でした。
Ｌ境　　俊之　続木さんおめでとうございます。誕生日を迎えられた

皆様おめでとう
Ｌ山之口智章　４月誕生の皆様おめでとうございます。
Ｌ内海由美子　傘寿お祝い申し上げます。
Ｌ佐伯　裕子　続木さん傘寿おめでとうございます。
Ｌ山本　幸治　続木さん傘寿おめでとうございます。
Ｌ松浦　龍也　４月お誕生日の方々おめでとうございます。
Ｌ木下　勝敏　いよいよＣＮ50周年が近きました。
Ｌ松本　政清　続木さん傘寿お目出とうございます。
Ｌ竹田　祥一　やっとわが家に春が来ました。
Ｌ続木　隆夫　大変休みがちでご心配ご迷惑をお掛けしております。
Ｌ朝雲　学人　徳島を楽しんできました。
Ｌ南部　寛人　地区年次大会おつかれさまでした。

◎

◎
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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。

“hungry”

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 7
2015（平成27年）４月号

大西千恵春

【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。

　私の座右の銘には生い立ちが深く関わってきます。昭和31年、福岡で炭鉱夫の長男として生まれました。高
校１年の時、父が胃癌で他界。新聞配達を始めました。大学も無理を言って行かせてもらう代わりに朝の新聞
配達に加え夕方からはガソリンスタンドのアルバイトをしました。27才の時に㈱マルマンを辞めて当時の社長
の誘いを受けて単身松山に。当時は貯金も無く、お店の屋上のトタン小屋を無料で住まわせてもらっていまし
た。夏は、あまりの暑さにパンツすら脱いでしまっていたことも（笑）。それでも２年間ひたすら眼鏡を勉強し
29才で鷹子店の店長に就任。松山に知人は全くいない状況でしたから毎朝ポスティングをしたり地域のボラン
ティアに参加したりゲートボール大会を主催したりと地域密着型の店作りを徹底。すぐ１番売れる店にしてか
らは、竹原店や大野城店など切り込み隊長として任されることに。40才で社長に就任しました。妻とは29才の
時に結婚。子どもの事、家の事を全てやってくれたので、安心して仕事に没頭できました。これまで頑張れた
のもハングリーに育ててくれた母や会長、そして妻の支えがあったからだと感謝しています。これからもハン
グリー精神を忘れず仕事もライオンズの奉仕活動も頑張ります。

　CN50周年記念で道後公園に植樹しました桜が、幼いながらも開
花いたしました。その様子をご覧下さい。

2015年
道後放生園に

「正岡子規銅像」
寄贈

大門 勝 会長
CN50周年記念事業とし
て、道後放生園に「正
岡子規銅像」寄贈。


