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「We Serve」

「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」

われわれは奉仕する

　４月25日㈯、四国霊場第49番札所浄土寺の境内におい
て「お接待」を行いました。珍しい緑色した花びら御衣
黄（ぎょいこう）桜の咲く春の陽気に恵まれ、参加メ
ンバー約4０人で会場を準備し、うどんと稲荷を１３０食分、
お茶とポンジュース合計３００本用意をして、お遍路さん
をお迎えしました。

　昨年の四国霊場開創１2００年に続き、開催日の前日にあたる４月24日に文化庁が初認定した日本遺産に「四国遍路」
が選ばれたこともあってか、この日も朝早くからお遍路さんが訪れてお参りをされていました。
　今年は、高岡遍路グループによる浄土寺参拝記念にと、姫てまり・ふくろうの手作りアクセサリーのお接待と併せ
た形で実施となり、巡拝の疲れを少しでも癒していただこうと精一杯のお接待をさせていただきましたが、皆様の笑
顔と様々な人生談話など、心の通うおもてなしが出来たようで、うどんがなくなってしまい予定より早めの終了とな
りましたが、気持ちの良いこちらまで何となく癒された１日となりました。最後に、ご参加いただきましたメンバー
の皆様、ご協力ありがとうございました。

仙　波　得　伸社会福祉委員長お遍路さんお接待

中　岡　富　茂計画出席委員会スポーツ例会
　４月27日スポーツ例会を開催しました。昨年８月に入会された新国際空手道連盟芦
原会館　館長　芦原英典さんに空手の簡単な技を実演しながら教えていただきました。 
　戸梶直美さん、宮川晶子さんは芦原さんにプレゼントしていただいた道着に着替え
場を盛り上げていただきました。森和幸さん、新野和幸さんにも協力していただき、
もしも女の人が男に襲われたら？という想定で護身術の実演をしました。まずは股間
を蹴る。うう…と思わず下に向いた所に膝蹴りをして、グウで殴り、即行逃げる逃げ
る逃げる…。
　また、不意なパン
チが効く。左手でビ
ンタしたその直後に
右手でグウで殴る。
相手はビンタに気を
とられ、グウで殴ら
れる事は想定外。こ
の想定外に「殴る」
のが効果的。など。

　短い時間でしたが、空手を体験していただき、芦原さんを益々身近に感じていただけたのではないでしょうか。
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一 年 間 を 振 り 返 っ て

　今年一年間、皆様には原稿の執筆等で大変お世話になりました。
　当初は、もっと色々新しい試みもしてみたいという色気もあったのですが、会報誌の毎月の発行に追われ、思ったよう
な事が十分にできなかった事が悔やまれます。
　初めての委員長職で、至らぬ点も多かったのですが、皆さんに助けられながらなんとかゴールテープは切れそうです。
　日々のお仕事がお忙しい中、積極的に動いていただいた委員の方々には感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうござ
いました。

PR・IT委員長	 池　田　博　英

　今年度は計画・出席委員長の役をいただき有難うございました。
　太享哲副委員長をはじめ12名のメンバーに支えられ１年間、例会等の運営をさせていただきました。
　坊っちゃん劇場に協力していただいた家族例会。子規記念博物館の竹田館長にご協力いただいた創立記念例会。ベリーダンスで松山中央ラ
イオンズクラブも変わったな〜と感想をいただいた新年例会。空手の実演で芦原館長にお世話になったスポーツ例会。来月になりますが、い
よいよお別れ例会になります。
　年間24回の例会はクラブの皆さんの積極的なご協力があって初めて運営できる事を深く感じた１年です有難うございます。CN50周年記念例
会を含め、あと３回の例会を出席率80％以上で終え、年間を通して出席率80％越を是非達成したいと思います。最後に、急な変更にも柔軟に
対応していただいたホテルJALシティー松山の山之口智章総支配人及びスタッフの方にも感謝を伝え、お礼の言葉とさせていただきます。あ
りがとうございました。

計画・出席委員長	 中　岡　富　茂

　おかげさまで財務委員長の任務を無事務め終わる事が出来そうです。
　一年前委員長を受けた時、今年度は周年事業も重なり複雑な運営管理になると心配してましたが、会計の宮川さんのお
かげで財務の運営も安心して推移できました。宮川さんには改めて感謝申し上げます。ありがとうございました。
　また、委員会では愛酒家のメンバーの方が多く、笑いの絶えない楽しい委員会が続き、一月の新年例会のアトラクショ
ンでは、メンバー一丸となって下準備を重ねた結果、見事優勝する事が出来、楽しい思い出となりました。
　委員会のメンバーの方には色々と支えていただき、楽しい委員会が過ごせた事に改めてお礼申し上げます。ありがとう
ございました。

財務委員長	 小　倉　圭　二

　「一年間を振り返って」というテーマの投稿依頼を受け一番に浮かんだのは、たて続けにあってはならない尊敬する大
先輩永野貞一さん、五島先生、清水さん３人のご不幸に遭遇した事でした。そんな中どうしても意気消沈気味の委員会が
続きましたが、委員会メンバー協力のおかげでどうにか無事大過なく期末をむかえる事ができました。これも大門会長は
じめ、執行部そしてクラブ会員皆様のご支援あっての事だと、深く感謝いたしております。力不足、行き届かぬ点多々あ
りご迷惑をおかけしたと思いますが、本紙面をおかりして皆様にお許しをいただき、ここに御礼申し上げます。一年間あ
りがとうございました。

会員・会則委員長	 友　澤　節　男

　突然の副委員長の任をいただいてから早二年過ぎ、おかげさまで、この一年間社会福祉委員会の事業を委員会メンバーに支えていただきな
がら、何とか委員長として過ごすことができました。今振り返ってみても事業の段取りの不味さもあり力不足であったことは否めませんが、
貴重な経験をさせていただきました。また、委員会最大の事業でありますお遍路さんへの「お接待」では、たくさんのメンバーの皆様と地域
の皆様にもご協力をしていただき、巡拝の皆さんに大変喜んでいただき、こちらまで心温まる一日でした。また、来年度もメンバーの一員と
して参加させていただきたいと思います。
　まだ福祉のつどい「レクリエーションバレーボール大会」が残されておりますが、選手の皆さんに気持ちよくプレーしていただけるよう支
援を進めて参りたいと思います。次年度の木下委員長に「まごころ箱」と「中学生職場体験学習」について引き継ぎという役目を果たして任
を終えたいと思います。
　最後になりましたが、委員会及び会員の皆様に助けられてこの一年間の委員会運営が出来ました。本当にありがとうございます。感謝 ! 感
謝 !

社会福祉委員長	 仙　波　得　伸
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乳腺クリニック・道後
〒790-0878　愛媛県松山市勝山町2丁目9-10
info@nyusen-dogo.com　http://nyusen-dogo.com/
TEL：089-913-7007　FAX：089-913-7008

休診日 ▼日曜、祝祭日　♥…9：00～14：00

診療時間 月 火 水 木 金 土
 9：00～12：30
※受付／ 8：30～12：00 ● ● ● ● ● ♥

● ● ● ●14：30～18：30
※受付／14：00～18：00
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　市民・公衆委員長としての一年がもうすぐ終わろうとしています。思い返しますと、２年前現幹事の山本宗宏さんから、
スポンサーである大門会長の時は委員長頼むよ、とご連絡を頂いた時、本当に私で大丈夫かなと正直思いました。当時は
例会等の参加もあまりできていなかったのですが、ご指名を頂いたので何とか務め上げなければならないと思い、そこで
考えも変わったと思います。
　委員長になり、最初は何も分からず、準備不足等で先輩方から注意を受けた事もありました。クラブや委員会の方々に
はご迷惑をお掛けした事もありましたが、何とか無事に務める事ができ、皆様には大変感謝しております。副委員長、委
員長の２年間は、私にとって本当に濃い２年間だったと思います。このような貴重な機会を頂けた事に感謝申し上げます。
ありがとうございました。

市民・公衆委員長	 森　　　浩　輔

　松山中央ライオンズクラブ入会後、初めての委員長ということでいろいろと不安もありましたが、委員会メンバーをは
じめとしたクラブ会員のみなさんのご協力で、なんとかアクトを完了できたと思います。ありがとうございました。
　
委員長としてアクトを実行することで、ライオンズクラブの活動の意義や、先輩方のアクトに対する思いなどを、今まで
以上に実感できました。この経験を糧にしてこれからのライオンズ活動に生かしていきたいと思います。

教育・国際委員長	 西　山　直　樹

　今期、ゴルフ委員長を拝命して、何とか無事に10回の委員会を無事開催することが出来ました。沢山の方に出席して頂
きましてまことにありがとうございました。
　至らぬ委員長でしたが。副委員長の程野さんや会員の方々の御協力に感謝申し上げます。
　概ね天候には恵まれましたが、３月の東ライオンズのチャリティーでは、優勝者のＮＥＴスコアが76という大雨でコン
ディションの悪い中のPLAYは印象に残っております。皆様、お疲れさまでした。実力を発揮して優勝されました境さんお
めでとうございました。
　また、９月には吉田さんがエイジシュートを達成されました。４月には私自身ハーフでベストスコアを出せることが出
来ました。また、同じ４月、松本さんがホールインワンを達成され、忘れられない委員会となりました。吉田さん、松本
さんおめでとうございました。
　残るは遠征を含む２回のみとなりました。皆さんに喜んで頂ける充実した遠征にしたいと思っておりますので、何とぞ
御協力の程よろしくお願いいたします。
　来期は程野委員長となりますが、伝統ある委員会の内容をすべて引き継いでいきますので、今後もゴルフ委員会の発展
を皆様と共に支えて行く所存です。ありがとうございました。

ゴルフ委員長	 仙　波　重　樹

一 年 間 を 振 り 返 っ て

　あっという間の一年間 ! 　委員長として至らぬ点が多々あったと思います。
　保健委員会最大のアクトの大街道献血ルームお手伝いも先輩方のアドバイスを頂きながら、なんとかこなせれたと思っ
ています。保健委員会のメインのアクトでもある移動採血車のお手伝いの当番決めに振り回される中、保健委員のメンバー
をはじめ松山中央ライオンズクラブのメンバー皆様の献血推進活動に対しての、深いご理解と、強い絆のご協力に大変助
けられ支えられた一年間でした。
　各委員長さんにも突然急ぎのお願いをしたにもかかわらず、当番のメンバー集めにご尽力いただきました事を重ねて御
礼を申し上げます。
　一年間ご協力頂きました皆様に対して、少しでも恩返しをしていきたいと思っております。
　この一年間、本当にありがとうございました。

保健委員長	 伊　藤　憲　司
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金融商品仲介業者 登録番号関東財務局長（金仲）第7号
所属金融商品取引業者
株式会社SBI 証券
楽天証券 株式会社

株式会社 リスクマネジメント・ラボラトリー　松山支店
〒790-0001 愛媛県松山市一番町１丁目9-4-2F
TEL.089-993-5232  FAX.089-993-5234  携帯電話 090-8892-1364
E-mail.sakamoto_s830@rml.co.jp  URL http://www.rml.co.jp/r_m_l/

投資信託、株式は
坂  本     茂
AFP（日本FP協会正会員）

まで、よろしくお願い致します。

Financial Adviser

Risk
Management
LaboratoryLMR
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５月の誕生人から一言・・・

優勝者から
ひとこと

4/16㈭ サンセットヒルズカントリークラブ

近藤　　猛 1954（昭和29年）５月25日生
　昨年還暦を迎えたと思ったら、あっという間に一年たって
しましました。諸先輩方に比べればまだまだ未熟者ですが、
少しでもましな人間になれるよう、一日一日を大切に生きた
いと思っております。今後ともよろしくお願いいたします。

稲森　和行 1959（昭和34年）５月16日生
　今年もあっと言う間の一年でした。来年の誕生日も無事に
迎えられるように健康に気をつけて、ライオンズ活動にも参
加いたします。皆様よろしくお願いいたします。

新宮　幸孝 1966（昭和41年）５月２日生
　何を思ったか、今、大型自動二輪の免許をとりに行っています。中
型すらもっていませんでしたので悪戦苦闘です。特に一本橋（本当の
橋ではないです）が渡れず、教官から「どうしても年齢的に難しくな
るんですよね」と言われ、コンチクショーと思い、チャリンコで練習
する毎日です。免許が取れたら中古のハーレーに乗るつもりです。こ
れからは、ダビッドソン君と呼んでください。

森　　浩輔 1980（昭和55年）５月31日生
　35歳になりました。ライオンズに入会したのは27歳の時で、
当時最年少でした。しかし、あれから８年、今では私よりお
若い方が３名いらっしゃいますので、最近ではあまり言われ
なくなりました。この一年もまだまだ若さ全開で頑張りたい
と思います !

永野　通夫 1954（昭和29年）５月15日生
　５月15日で61歳になります。還暦のこの１年間は、特に充
実させて過ごしたいと思っていましたが、あっという間に過
ぎ去りました。一緒に遊んでくれる仲間がたくさんいて､ ラ
イオンズは大変ありがたく思います。感謝の気持ちを忘れず、
健康な毎日を送りたいと思います。

岩本　　透 1955（昭和30年）５月19日生
　今年の５月19日で満60歳となり、無事還暦を迎える事とな
りました。あっという間の60年ですが、５月20日から、満１
歳のつもりで新たな生き方を模索したいと思います。老けな
い為にも現場で良い仕事をする事。更に頑張りたいと思って
おります。今後とも宜しくお願い致します。

新野　和幸 1958（昭和33年）５月26日生
　５月26日で57歳になります。還暦まで後３年、先ずは仕事
に全力で立ち向かいたいと思います。還暦を迎えてからは少
し健康にも気を使いたいと思います。その為にもこの３年努
力精進したいと思います。これからもどうか宜しくお願いし
ます。

山本　宗宏 1962（昭和37年）５月18日生
　幹事の大役もそろそろ最終コーナー。委員会会食には全力
投球したつもりです。お蔭でウエストが３㎝増 ! さあ、これ
から１年間、仕事とダイエットに精を出そっと。

長野　　剛 1971（昭和46年）５月3日生
　適当に何も成さないまま生きて早くも44歳を迎えてしまいました。
四捨五入するとまだ40歳、まだまだいけそうな感じです。生きてるだ
けでラッキーだなぁって思ってるんですが、なんとかいろいろ頑張っ
てみようとは思っておりますので、見捨てずにこれからも皆様の仲間
で居させてください。宜しくお願いいたします。

内海由美子 1953（昭和28年）５月30日生
　ライオンズの皆様のお仲間に入れていただきましてやっと１年が経
ちました。昨年の初夏から、『献血運動の呼びかけ』『少年サッカー大会』

『四国巡礼の方への御接待』…、初めてのことばかりでしたが、諸先
輩の援助のお陰で何とか無事終えました。今後も、より多く参加させ
ていただきますのでご指導をお願い申し上げます。

今井さんも今月のお誕生人です。

藤本　雅弘 1956（昭和31年）５月20日生
　早いもので、交代会員としてライオンズに入会させて頂い
て、もうすぐ二年目になります。来年は還暦を迎えますので、
諸先輩方を良い手本として格好良く年を取って行きたいと思
います。出来る事は頑張ってやりますので、ご指導の程、宜
しくお願いします。
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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

　⑵　お遍路さんへの「ご接待」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】
　　　　・39名参加者あり。ありがとうございました。　
　　　　・直前に、日本遺産登録となったため、祝日本遺産の旗を作った。　
　　　　・ボランティア団体ひめてまりとコラボした。　　　　　　　　　
　⑶　加藤嘉明公騎馬公園記念餅くばり・お茶会決算書（案）について　　
　　　＊別紙による説明……………………………………………… →　森（浩）市民・公衆委員長【承認】
　　　　・市民よりのドネーション14000円はまごころ箱を通して、松山市社協へ寄附
　⑷　献血活動記念品決算書（案）について　　　　　　　　　　　　　 　
　　　＊別紙による説明……………………………………………………………………→　伊藤（憲）【承認】
　⑸　次期クラブ三役オリエンテーション登録料拠出について……………………… →　山本幹事【承認】
　　　　■と　き　６月７日㈰　13：00〜
　　　　■場　所　三翠園１階
　　　　■登録料　１人10,000円×３名＝30,000円　
　　　　　　　　　ライオンズクラブ役員必携（500円×４部）＝2,000円
　　　　　　　　　第27回国際平和ポスターコンテスト・キット　1,800円　
　　　　　　　　　ＬＣＩＦ用ＰＲＤＶＤ　　　　　　　　　　　　200円　合計34,000円
　　　　■交通費　7,200円×３名＝21,600円
　⑹　次期ＬＴ・ＴＴ・計画委員長合同スクール及び各委員会委員長スクール登録料拠出の件
　　　………………………………………………………………………………………… →　山本幹事【承認】
　　　　■日　時　６月14日㈰　10：00〜16：00　
　　　　■場　所　いよてつ会館
　　　　■登録料　＠2,000×８名＝16,000円
　　　　【ご案内者】Ｌ池田、Ｌ清川、Ｌ太、Ｌ兵頭、Ｌ伊藤（英）、Ｌ久保、Ｌ大西（安）、Ｌ境
　⑺　その他　　なし
８．その他
　　　ＣＮ50経過報告…………………………………………………………………………　森ＣＮ50大会幹事
　　　　・順調に推移している。
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山本（宗）、Ｌ宮川、Ｌ戸梶、Ｌ佐々木、
　　　　　　　　Ｌ友澤、Ｌ早川、Ｌ山田、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仙波（得）、Ｌ森（浩）、Ｌ伊藤（憲）

会　次　第
１．開会宣言………………………………………………………………………………………………【大門会長】
２．出欠調査（役員20名中17名出席） …………………………………………………………………【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．幹事報告　　なし
６．会計報告（４月分収支明細表） ……………………………………………………………………【宮川会計】
　　　・順調に推移している。
　　　・８　周年記念積立（愛媛銀行）を取崩してして普通預金（伊予銀行）へうつす。
　　　・43　運営費会計から50周年事業費100万円、51　事業費会計から周年事業費400万円を周年事業会
　　　　計に移したい。また、これを執行すると一般会計の普通預金残高が２　伊予銀行と、３　愛媛銀
　　　　行合わせても約300万円になり、次回入金予定日の７月半ばまで心もとないので、一般会計の４
　　　　伊予銀行定期を取り崩したい。
　　　・24　愛媛国体協力金を支出した。
　　　　以上を報告し、了承される。
７．審議事項
　⑴　第35回福祉のつどいレクリエーションバレーボール大会後援予算書（案）について
　　　　■と　き　６月25日㈭　　　　　　　　　　
　　　　■場　所　大洲市総合体育館　　　　　　　　　　　
　　　＊別紙による説明……………………………………………… →　仙波（得）社会福祉委員長【承認】

■第11回理事会 ● ２０15年５月７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．誕生祝（５月）Ｌ新宮（２日）､ Ｌ長野（３日）､ Ｌ永野(通)（15日）､ Ｌ稲森（16日）､
　　　　　　　　　Ｌ山本（宗）（18日）､ Ｌ今井（19日）､ Ｌ岩本（19日）､ Ｌ藤本（20日）､
　　　　　　　　　Ｌ宮崎（23日）､ Ｌ近藤（25日）､ Ｌ新野（26日）､ Ｌ内海（30日）､ Ｌ森（浩）（31日）
　　　　　　　　　…………………………………………………………………………→　→　代表　Ｌ内海
６．米寿祝い…………………………………………………………………………………………→　Ｌ宮崎陽允
７．還暦祝い…………………………………………………………………………………………→　Ｌ岩本　透
８．金婚式御祝い………………………………………………………………………… →　Ｌ盛重二郎（欠席）
９．審議事項
　⑴　第35回福祉のつどいレクリエーションバレーボール大会後援予算書（案）について
　　　　■と　き　６月25日㈭
　　　　■場　所　大洲市総合体育館
　　　　＊別紙による説明…………………………………………… →　仙波（得）社会福祉委員長【承認】
　⑵　お遍路さんへの「ご接待」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】
　　　　・39名参加者あり。ありがとうございました。　
　　　　・直前に、日本遺産登録となったため、祝日本遺産の旗を作った。　
　　　　・ボランティア団体ひめてまりとコラボした。
　⑶　加藤嘉明公騎馬公園記念餅くばり・お茶会決算書（案）について　 
　　　　＊別紙による説明…………………………………………… →　森（浩）市民・公衆委員長【承認】
　　　　・市民よりのドネーション14000円はまごころ箱を通して、松山市社協へ寄附
　⑷　献血活動記念品決算書（案）について　　　　　　　　　　　　　 　
　　　　＊別紙による説明…………………………………………………………………→　伊藤（憲）【承認】
　⑸　次期クラブ三役オリエンテーション登録料拠出について……………………… →　山本幹事【承認】
　　　　■と　き　６月７日㈰　13：00〜
　　　　■場　所　三翠園１階
　　　　■登録料　＠10,000円×３名＝30,000円　
　　　　　　　　　ライオンズクラブ役員必携（500円×４部）＝2,000円
　　　　　　　　　第27回国際平和ポスターコンテスト・キット　1,800円
　　　　　　　　　ＬＣＩＦ用ＰＲ・ＤＶＤ　　　　　　　　　　　200円
　　　　■交通費　7,200円×３名＝21,600円　　　　　　　　合計34,000円
　⑹　次期ＬＴ・ＴＴ・計画委員長合同スクール及び各委員会委員長スクール登録料拠出の件
　　　………………………………………………………………………………………… →　山本幹事【承認】
　　　　■と　き　６月14日㈰　10：00〜16：00　
　　　　■場　所　いよてつ会館
　　　　■登録料　＠2,000×８名＝16,000円
　　　　【ご案内者】Ｌ池田、Ｌ清川、Ｌ太、Ｌ兵頭、Ｌ伊藤（英）、Ｌ久保、Ｌ大西（安）、Ｌ境
　⑺　その他
　　　　・ガバナーより、ネパール大地震緊急援助支援として、1000円／人支出報告あり。
10．食事
11．ＣＮ50周年記念大会について　　　　　　　　　　　　
　　　　・第１、第２、第４実行委員会が最後の大詰めを迎えている。
　　　　・記念事業として、市長と竹田子規記念館館長の対談「正岡子規と野球」を予定している。
　　　　　……………………………………………………………………………→　森ＣＮ50周年大会委員長
　　　　・式典当日、受付、誘導係の方は、13時集合、それ以外のクラブメンバーは14時から
　　　　　14時50分までに受付を済ませてください。当日のご協力よろしくお願いします。
　　　　　…………………………………………………………………………………→　山本第１実行委員長
12．幹事報告
　　　　・５月17日　アタック25にて、正岡子規像が紹介される。
13．委員会報告…………………………………………………………………………………………→　山本幹事
　　1　５月19日㈫　18：30〜　楽蔵にて合同委員会　計画・出席／ＰＲ・ＩＴ委員会
　　2　５月22日㈭　18：30〜　ＳＯＨ　ＳＯＨ（草々）に変更　　　　　　保健委員会　
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．国歌及びライオンズヒム斉唱
４．会長あいさつ………………………………………………………………………………………→　大門会長
５．スポーツ例会（空手技の講義）　　　　　　　　　　　　　　　　　講師：Ｌ．芦原英典
６．食　事
７．ＣＮ50周年記念大会について…………………………………………………→　森ＣＮ50周年大会委員長
　　・順調に準備が進んでいる。
８．幹事報告　
９．委員会報告…………………………………………………………………………………………→　山本幹事
　　①合同委員会について　　　　　　教育・国際委員会／社会福祉委員会／市民・公衆委員会
　　　■日　時：５月11日（月）18：30〜
　　　■場　所：いよてつ髙島屋スカイビアガーデン　
10．テールツイスターの活躍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
11．ファイン･ドネーションの報告
12．出席率の報告
13．閉会ゴング 
14．‘また会う日まで’合唱
15．ローア　

■第1２1０回例会 ● ２０15年４月２8日㈫　1２：15～13：15
● 於：ホテルＪＡＬシティ松山 ■第1２11回例会 ● ２０15年５月1２日㈫　1２：15～13：15

● 於：ホテルＪＡＬシティ松山
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☆出席率　83％　☆ファイン　800円　☆ドネーション　128,000円

◆ 平成２7年４月第２例会
Ｌ大門　　勝　芦原さん空手の技楽しみです。
Ｌ山本　宗宏　芦原さんの“カワラ割り”見られます？
Ｌ宮川　晶子　芦原さんありがとうございました。私たち素質はあり

ますか？
Ｌ大川　耕三　芦原さんの空手技に期待しています。
Ｌ森　　和幸　ＣＮ50着々と準備が進んでいます。感謝 !
Ｌ今村タマキ　大吟醸「小富士」今年も最高 ! 島田さんありがとうご

ざいます。
Ｌ友澤　節男　芦原館長、かっこよかったです。
Ｌ服部　　勲　芦原さんスポーツ例会ありがとうございました。
Ｌ永野　通夫　芦原さん講義ありがとう
Ｌ橋本　和範　芦原さんよろしくお願いします。
Ｌ小倉　圭二　芦原館長ありがとうございます。
Ｌ川添　潔明　ライオンズの行事に参加出来てない事にお詫び申し上

げます。
Ｌ吉田　文彦　50周年まであと１ヶ月
Ｌ新野　和幸　芦原館長、スポーツ例会ありがとうございます。
Ｌ戸梶　直美　芦原館長、空手を手とり足とり教えて下さってありが

とうございました。
Ｌ中岡　富茂　スポーツ例会にご協力いただきありがとうございます。
Ｌ佃　　浩三　芦原英典様空手技の講義ありがとうございます。
Ｌ佐々木　勲　ＣＮ50周年もうすぐです。がんばりましょう。
Ｌ大西千恵春　仙波委員長優勝おめでとうございます。
Ｌ丹下　靖憲　スポーツ例会楽しかった
Ｌ新崎　　勉　芦原館長本日は空手のご指導ありがとうございました。
Ｌ清川　和夫　芦原さん今日は講義ありがとうございます。
Ｌ今井　典子　今夜からアラスカ公演に出発します。日米友好の掛け

橋として頑張ってきまーす。松山中央ライオンズ代表
今井典子

Ｌ伊藤　英樹　芦原館長ありがとうございました。
Ｌ高山　正志　夏到来 ! 50周年に向かって !
Ｌ新宮　幸孝　芦原さんおつかれ様でした。
Ｌ加地　雅臣　芦原さん空手講義ありがとうございます。
Ｌ山﨑　忠志　芦原さんスポーツ例会の講師ありがとうございました。
Ｌ京河　正強　芦原さん卓話ありがとう存じます
Ｌ早川　義仲　芦原さん、スポーツ例会、講師ありがとうございます。
Ｌ伊賀上竜也　芦原さん、ご苦労様です。
Ｌ内海由美子　芦原先生、ご指導ありがとうございます。
Ｌ境　　俊之　ゴルフ委員会、３月は優勝、４月はウマをいただきま

した。家内が喜びました。
Ｌ和泉　光浩　うどんごちそう様でした。
Ｌ藤田　裕司　先日チャリティコンペでドラコン総取り致しました。
Ｌ西山　直樹　芦原さんありがとうございました。
Ｌ山本　幸治　芦原さん宜しくお願い致します。
Ｌ芦原　英典　空手指導させて頂きありがとうございます。
Ｌ坂本　　茂　芦原さんありがとうございます。
Ｌ小笠原英志　芦原さんありがとうございます。

☆出席率　84％　☆ファイン　600円　☆ドネーション　152,000円

◆ 平成２7年５月第１例会
Ｌ大門　　勝　後と少しがんばります。
Ｌ山本　宗宏　ＣＮ50まであと２週間 !!
Ｌ宮川　晶子　チャーターナイト50周年記念大会を成功させよう !!

ウィーサーブ !!
Ｌ森　　和幸　岩本chan還暦おめでとう。５月第２例会ＣＮですよろ

しく。
Ｌ今村タマキ　宮崎陽允様、米寿おめでとうございます。長生きして

下さいネ !
Ｌ大川　耕三　宮崎さん岩本さん盛重さんおめでとうございます。
Ｌ服部　　勲　宮崎さん米寿祝おめでとうございます。
Ｌ兵頭　好喜　５月生の皆さんおめでとうございます。
Ｌ島田　省吾　50周年記念式典が目前に迫りました。成功を祈ります。
Ｌ小倉　圭二　宮崎さん、岩本さん、盛重さんおめでとうございます。
Ｌ廣江　和男　台風の進路が気になるところです。
Ｌ山本　　純　ＣＮ50周年大成功に結びつけよう
Ｌ橋本　和範　宮崎さん、岩本さん、盛重さんおめでとうございます。
Ｌ永野　通夫　宮崎さん米寿、岩本さん還暦、盛重さん金婚おめでと

うございます。
Ｌ大西千恵春　宮崎さん米寿おめでとうございます。岩本さん還暦お

めでとうございます。
Ｌ盛重　二郎　ご迷惑をお掛けしてすみません。
Ｌ戸梶　直美　ＣＮ50を成功させましょう。
Ｌ丹下　靖憲　ＣＮ50いよいよ次回例会です。がんばりましょう
Ｌ佐々木　勲　ＣＮ50周年もうすぐです。がんばりましょう
Ｌ中岡　富茂　50周年記念大会を成功させよう
Ｌ太　　亨哲　宮崎さん米寿おめでとうございます。
Ｌ新崎　　勉　盛重先輩金婚式おめでとうございます。今月お誕生日

お迎えの皆様おめでとうございます。
Ｌ高山　正志　いよいよＣＮ50周年、頑張ろう
Ｌ加地　雅臣　宮崎さん米寿、岩本さん還暦、盛重さん金婚式、５月

誕生月の方おめでとうございます。
Ｌ伊藤　英樹　宮崎さん米寿おめでとうございます。
Ｌ今井　典子　①お誕生日祝ありがとうございます。②記念バッジ嬉

しいです。大切にします。
Ｌ大西　安子　５月のお誕生月の皆様おめでとうございます。宮崎さ

ん米寿のお祝い、岩本さん還暦祝、おめでとうござい
ます。

Ｌ近藤　　猛　お陰様で61才になります。
Ｌ伊賀上竜也　誕生月、米寿、還暦、金婚式皆様おめでとうございま

す。
Ｌ髙田　健司　久しく出席しておりませんでした。
Ｌ岩本　　透　60才になりました。４/14日急に来客で欠席しました。
Ｌ内海由美子　アラスカ公演今井さんお疲れ様でした。
Ｌ山之口智章　５月誕生の皆様おめでとうございます。
Ｌ佐伯　裕子　周年大会が近づきました。みんなで成功させよう
Ｌ西山　直樹　５月のお誕生月のみなさんおめでとうございます。
Ｌ境　　俊之　誕生日、米寿、還暦、金婚式みなさまおめでとうござ

います。
Ｌ木下　勝敏　宮崎さん米寿お祝い申し上げます。
Ｌ仙波　得伸　お遍路さんへのお接待延べ40名の皆様ありがとうござ

います。
Ｌ山本　修嗣　前回欠席して申し訳ありません。今後の活動で返しま

す。
Ｌ程野　裕貴　ＣＮ50周年記念大会頑張っていきましょう。
Ｌ山本　幸治　ＣＮ50成功で終れますように
Ｌ松浦　龍也　ＣＮ50周年記念大会を成功させよう !!
Ｌ久保美代子　宮崎さん、岩本さん、盛重さんおめでとうございます。
Ｌ朝雲　学人　再来週のパーティーたのしみです。

◎

◎

◎
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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。

“素直に謙虚に学びすべてを楽しむ”

松山中央ライオンズクラブ50年と街の風景

お知らせ
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2015（平成27年）５月号

新崎　　勉

【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。

　人生とは問題だらけ、問題から逃げていると人生を楽しむことは出来ない。正に「問題のないところに仕事
はない」と言われる所以でもあるのでしょう。前向き積極的に生き、取り組むべき問題や課題の解決力を養
いたいものです。そして全てが楽しめるようになれば、自ずと幸せになることが出来るのではないでしょうか。
人生、金や物が全てではない、最も大切なことは健康で幸せであるかどうかだと思います。
　然しながら凡人の私には、素直に謙虚に学んで生き、人生の全てを楽しめるようになることは容易なことで
はありません。よって座右の銘として何時も自分のそばに置いて自らを戒めておきたい言葉なのです。
　神様は、人間に使命の入った封書を背負わせてこの世に送り出されたとよく言われます。最近私は、この使
命の封書に何が書かれているのかについて自分なりの気付きを得ることが出来ました。そこには、ただ一言「幸
せになりなさい」と書いてあったのです。神様は何も難しいことを求めてはおられませんでした。素直に謙虚
に学び幸せな人生を送りたいものです。

　2004年名古屋中ライオンズクラブのCN4０周年の記念事業として、
姉妹提携クラブと共同でカンボジア・アンコール地区に小学校を
建設

藤井 滋 会長
（会員数 74名）


