
年間努力目標 

国民の祝日には　　　　国旗を掲揚しましょう!
PR・ライオンズ情報・大会参加委員会活動基本方針

2014年～2015年

ライオンズクラブ国際協会 336ｰA地区・1R－3Z

松山中央ライオンズクラブ
http://www.matsuyama-chuo-lions.gr.jp   E-mail:info@matsuyama-chuo-lions.gr.jp

松山中央獅子倶楽部

『おもてなしの心で
　CN50周年記念大会を成功させよう』
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松山中央ライオンズクラブ50年と街の風景
CN４５周年記念事業として、松山城を築城した初代藩主

加藤嘉明公の騎馬像を松山城入口付近に建立・松山市に寄贈



�

「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」

退　任　挨　拶
会長退任挨拶 大　門　　　勝

　この一年間、皆様からはひ
とかたならぬご指導やご協力
を賜りました事、言葉に尽く
せぬほど、感謝いたしており
ます。まことにありがたく厚
くお礼申し上げます。
　ＣＮ50周年記念大会を迎える
大事な年に就任し、不安の中
でスタートいたしましたが、
皆様のお陰で、見事な記念大

会となりました。
　素晴らしいご来賓各位のご臨席も賜り、式典から
翌日のゴルフ・エクスカーションまですべて大成功
に終えることができました。
　松山中央ライオンズクラブの112名の会員の層の
厚さと、それぞれの役目を熱意と責任感をもって遂
行していただいた皆様のおかげです。
　50年前に51名で結成されたチャーターメンバーも、
現在では４名になりました。
　在籍いただいている４名の方々には、ＣＮ５０周年を
機に、一層感謝の念を申し上げます。
　もっともっと祝福させていただきたかったのです
が、まだまだ不十分であったと省みております。
　今年度、何より残念だったのは、チャーターメン

バーの永野貞一さんを始め４名の会員を失ってし
まったことです。辛く、大きな喪失感はしばらく癒
えぬ事と思います。
　改めてご冥福をお祈りいたします。

　松山中央ライオンズクラブは会員数では中四国№
１となりましたが、それに伴い年齢層も30歳～90歳
と大変幅広くなりました。多くの世代を網羅したク
ラブ運営は、一種の困難も秘めており、112名の皆さ
ん全員があまねく満足していただけるような会の運
営を、私は自身の力不足により十分に出来なかった
と反省いたしております。
　しかしながら、今年一年、私の持てる力すべて振
り絞って、精一杯努めさせて頂いたつもりでござい
ますので、それに免じてご容赦いただけましたら幸
いです。

　これからの松山中央ライオンズクラブは、獅子
マークが表す様に、先輩の築かれた過去の歴史や教
えを守り、100周年に向かって「ウイ・サーブ」をい
つも胸に、社会の為、地域の為に奉仕活動を続けて
行く事を祈念致しまして、退任挨拶とさせて頂きま
す。

第51代会長

幹事退任挨拶 山　本　宗　宏

　やっと任期満了を迎えるこ
とが出来ました。
　昨年度の副幹事を経て、実
質的な幹事の仕事が始まって
15ヶ月間、月並みですが、永
かったような短かったような。
３年前、幹事をお引受けした
時から大門会長には「出張が
ちなので諸会議の欠席はご容
赦下さい」と言い訳から始

まった幹事職ですが、スタッフおよび会員の皆さん
のご理解とご協力の下、何とかこの時を迎えること

が出来ました。
　お陰様で、より多くの会員の方と深く触れ合う機
会を頂きましたし、ライオンズ独特の“カタカナ用
語”の理解度もかなりアップしました。あと体重も。
　何れこれから幹事職の声が掛かるであろう貴方、
迷わず二つ返事で引き受けましょう ! やってみれば
意外に何とかなるもんですよ。
　最後になりましたが、会長以下大門内閣の皆さん、
全会員の皆さん、青木事務局員さん、何かと至らぬ
幹事でしたが、一年間、我慢強くお付き合い下さり
有難うございました。そして本当にお世話になりま
した。

2014～2015年度幹事
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己を捨てて他に利する

（LC、大門）
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　長かった１年が終わろうとしています。今年は、ク
ラブとしては有りがたいことに、会員数２名増強と
いう目標を達成できましたが、会計としては、会員
増加に伴う各種予算の増加から資金難に陥らないよ
う、１年を通して会計報告に気を配ってまいりまし
た。またそれに加え、松山中央ライオンズクラブ結
成50周年の節目の年で記念式典があり、その資金に
ついても、要所での確認作業と正確な決算処理が必
要でした。

　しかし、どちらもなんとか無事終える事ができそ
うで内心ホッとしています。これもひとえに、無理
なお願いを嫌な顔せずお引き受けいただき、応援し
てくださった会員の皆様のおかげと感謝しておりま
す。新しいメンバーも増え、今まで以上に慎重なク
ラブ運営が求められる中、来年に向けて最終的にミ
スのない会計報告が行えるよう、後少し頑張りたい
と思います。本当にありがとうございました。

会計退任あいさつ 宮　川　晶　子会計

　大門会長のもと、歴史ある松山中央ライオンズク
ラブ50周年時にテールツイスターの役をさせて頂き、
感謝致しております。
　皆様から頂くドネーションを上手に会員の方々に
お伝えする事が努めではありますが、読んで整理し
ている時に心がいっぱいになり、上手にお伝え出来
なかった事お許し下さい。
　短い文章の中にそれぞれの人柄や温かさを感じさ

せて頂きました。貴重な体験をさせて頂きありがと
うございました。心より感謝致します。

テールツイスター退任あいさつ 佐々木　　　勲テールツイスター

　大門会長のもと、ライオンテーマーという大役を
務めさせていただきました。ライオンテーマーの職
務は、クラブの財産・備品管理、理事会・例会の調和、
友好、活気を促進し、会の秩序を保つことだとお引
き受けしてから知り、大きな不安でのスタートでし
た。特に、今年度はＣＮ50周年ということもあり、会
員の皆様の気持ちを盛り上げなくてはという思いば
かりが勇み足となり、７月第１例会では会長スロー

ガンをすべて読み上げて皆様を驚かせてしまいまし
た。それでも、「CN50周年記念大会を成功させよう」
という掛け声を暖かく見守って頂き１年を無事終え
ることができました。皆様のご協力に感謝の気持ち
でいっぱいです。これからも、松山中央ライオンズ
クラブの伝統を守っていきたいと思っておりますの
で、どうぞよろしくお願いします。「ＣＮ100周年記念
大会へ向けてウィサーブ ! 」

ライオンテーマー退任あいさつ 戸　梶　直　美ライオンテーマー



（LC、池田）（LC、佐々木）
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　２０１５年５月２６日、２年がかりで準備してきましたが本番当日は「あっ」という間の一日でした。当日は中村時広愛
媛県知事をはじめ２１２名の皆さんにご出席いただき盛大に開催することが出来ました。
　月に１回～２回打ち合わせをしてきましたが、４月からの１.５ヶ月は毎日のように各担当部署との調整があり、本業
の仕事は全く出来ませでした（笑）。
　式典は【秒】刻みの運営でしたが、挨拶の時間が想定外に長かったり、嬉しい割り込みで知事から感謝状をいただ
いたりで、予定より約１０分延びましたが記念講演会で野志市長と竹田館長に気を使っていただき祝賀会までには予定
通りの時間の運営できるように調整していただきました。
　祝賀会ではまずオープニングショーに感動していただいたのでは？。宮崎ユウさん率いるＫＳＴｍａｓｓＣＨＯＩＲ（ケイ　エ
ス　ティー　マスクワイアー）の３０名の方に歌・ダンス・バンドで過去、現在、未来を表現していただきました。５０年
の努力に感謝（アメージングブレース）、おかげさまで現在楽しく運営できています（オーハッピーデイ）、これから
１００周年に向けどんな苦難があろうと頑張っていきます（エイト・ノー・マウンテン・イナフ）の３曲に思い込めて。
　また、墨絵ライブペイントは愛媛の宝「茂本ヒデキチ」さんに、仙台の伊達政宗、長野の真田幸村、愛知の織田信
長を描いていただきました。この３県は松山中央ライオンズクラブと姉妹提携クラブ・姉妹友好クラブで遠方より
４０名の方にお祝いに駆けつけていただきました。ヒデキチさんは大手企業のＣＭをはじめ世界中で活躍されている大ス
ターです。
　紙面の都合で最後になりますが、松山中央ライオンズクラブ１１３名の皆さんをはじめ多くの方のご協力をいただき無
事開催することが出来ました。貴重な経験をさせていただきました。重ね重ねお礼申し上げます。有難うございました。

CN50周年・記念式典・記念対談・記念祝賀会を終えて
中　岡　富　茂ＣＮ50周年記念大会　第一実行委員会　式典・祝宴担当

……ゴルフ・エクスカーションの様子……



（LC、岩本）（LC、伊藤英樹）

�

６月の誕生人から一言・・・

優勝者から
ひとこと

5/21㈭ エリエールゴルフクラブ

木下　勝敏 1950（昭和25年）６月１日生
　65歳の青春を謳歌したいと思います。これからも感謝の心
と謙虚な気持ちを忘れないように自分にできることに対して
有難く取り組んでまいりたいと思います。今後とも宜しくご
指導の程お願い申し上げます。

山之口智章 1965（昭和40年）６月３日生
　ＣＮ50周年という大切な節目の年に、当地にて50回目の誕生
日を迎えらることを心より感謝しております。
　入会から間もなく１年が経過するところですが、伝統ある
長い歴史に一層磨きがかかるよう一生懸命努力する所存です。
　今後共どうぞ宜しくお願い申し上げます。

栗山　純造 1972（昭和47年）６月29日生
　毎年、健康診断を受けているのですが悪玉コレステロール
が基準値を超えていて改善されません。
　43回目の誕生日を期に栄養のバランスを考えて、食事（特
に昼食）を取ってみようと思います。
　来年こそは基準値内に… ! ？

宮脇　理恵 1982（昭和57年）６月28日生
　入会から二回目の誕生日を迎えました。来年、再来年と迎えたかっ
たのですが、産休制度がないのでしぶしぶ今月末をもちまして退会す
ることになります。また、再入会できる日がくればその時はよろしく
お願いします。仕事はずっと続けてますので土居田にお越しの際は、
ぜひお店に遊びに来てください。ここでの学びを今後の人生、仕事、
子育てに役立てたいと思います。皆様、本当にありがとうございました。

山本　幸治 1946（昭和21年）６月26日生
　何ごとも一つづつ、一歩づつ。自分の人生磨く修行のつも
りで、一度しかない人生を送るのも良いけれど、出来るなら、
ドラマチックな喜びや感動を味わいながら、目一杯楽しめる
人生にしたいなあ !

二神　秀和 1956（昭和31年）６月７日生
　今年で59歳になります。
　仕事に、ボランティア（インドネシア救急車・消防車寄贈）
に邁進の１年したいです。
　あと１年で60歳なので健康に気をつけて頑張ります。皆様
よろしくお願いいたします。

山口　雄次 1963（昭和38年）６月25日生
　おかげさまで52歳になりました。皆様のご指導、そして皆
様のおかげによりまして、元気で52歳を迎える事が出来まし
た。
　53歳に向かって一歩一歩、また頑張っていきたいと思いま
す。

河本　圭仁 1967（昭和42年）６月14日生
　36歳で松山中央ライオンズクラブに入会して、12年と８㎏
分大人になりました。今年は48歳。AＫB48のように、歌って
踊れる１年を過ごしたいと思っております。DEB48まだまだ
坂の上の雲を目指して駆け上がろうと思います。これからも、
どうか宜しくお願い致します。

芦原　英典 1976（昭和51年）６月16日生
　今年で30台最後の年を迎えるにあたり、仕事では先代からこの芦原
会館を引き継ぎ20年という節目を迎えます。今までは、技術を中心に
考えてきましたが、これからは組織の拡大を計るべく、初心を忘れず
頑張っていきたいともいます。

吉田　文彦 1939（昭和14年）６月11日生
　６月11日で満76歳になる。父親の生涯年齢を越えて感慨深
い。12日より数え年が77歳で喜寿である。まだまだ若いつも
りだが……。チャーターメンバーとして50周年も元気で参加
出来て、残りの人生を元気で有意義に過ごしたいと思う今日
この頃である。

坂本　　茂 1960（昭和35年）６月25日生
　25日で55歳になります。７月からはゴルフ委員会にも入会
し、ライオンズ活動とともにさらに励んでいきたいと思いま
す。どうぞよろしくお願いいたします。
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理 事 会 だ よ り

例 会 だ よ り

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、森（浩）

会　次　第
１．開会宣言………………………………………………………………………………………………【大門会長】
２．出欠調査（役員20名中18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．会計報告（５月分収支明細表）………………………………………………………………………【宮川会計】
　　・No.26　旅費は年次大会の旅費
　　・No.37、43、51は周年事業分を予定通り執行
６．審議事項
　⑴　退会届けについて…………………………………………………… →　友澤会員・会則委員長【承認】
　　　・Ｌ宮脇理恵（壽退会）、Ｌ田中俊雄（退職のため交替）、Ｌ目嵜富之（転勤のため交替）退会する
　　　　と説明あり。
　⑵　交替会員について…………………………………………………… →　友澤会員・会則委員長【承認】
　　　＊別紙による説明
　　　　両田　晃様（Ｌ田中俊雄の交替）、今駒昌美様（Ｌ目嵜富之の交替）と説明あり。
　⑶　不在会員について…………………………………………………… →　友澤会員・会則委員長【承認】
　　　・Ｌ橘　隆之より、文書にて、仕事多忙につき、不在会員願いの申請あり。
　⑷　６月第二お別れ例会予算書（案）について……………………… →　中岡計画・出席委員長【承認】
　　　＊別紙による説明
　⑸　第41回松山市少年剣道錬成大会予算書（案）について…………… →　森市民・公衆委員長【承認】
　　　＊別紙による説明
　⑹　ネパール大地震被災者救援について……………………………………………… →　大門会長【承認】
　　　・５月理事会後キャビネットより依頼の案件を５月第１例会にて通していた件であり今回事後承認をとる。
　⑺　会費未納の方について……………………………………………………………… →　山本幹事【承認】
　　　・１人いるが、今月中に納入予定の確認済。
　⑻　その他　なし

■第12回理事会 ● 2０15年₆月₁日㈪　18：3０～
● 於：松山全日空ホテル

４．会長あいさつ………………………………………………………………………………………→　大門会長
５．誕生祝（６月）Ｌ木下（１日）、Ｌ山之口（３日）、Ｌ二神（７日）、Ｌ吉田（11日）､ Ｌ河本（14日）、
　　　　　　　　　Ｌ芦原（16日）、Ｌ山口（25日）、Ｌ坂本（25日）、Ｌ山本（幸）（26日）、
　　　　　　　　　Ｌ宮脇（28日）、Ｌ栗山（29日）……………………………………………→　代表Ｌ宮脇
６．喜寿お祝い………………………………………………………………………………………→　Ｌ吉田文彦
７．古希お祝い………………………………………………………………………………………→　Ｌ山本幸治
８．１年間100％出席者の発表（下半期入会）………………………………………………………→　山本幹事
　　　2014.１.14…～…2014.12.24　　Ｌ山本（幸）、Ｌ伊藤（幸）
　　　2014.１.25…～…2015.１.27………　Ｌ宮川、Ｌ松浦、Ｌ大西（千）
　　　2014.２.12…～…2015.２.24　　Ｌ山本（宗）
　　　2014.２.25…～…2015.２.10　　Ｌ喜井
　　　2014.３.25…～…2015.３.10　　Ｌ盛重、Ｌ稲森、Ｌ友澤　
　　　2014.４.08…～…2015.３.24　　Ｌ大西（安）、Ｌ池田、Ｌ高橋、Ｌ木下、Ｌ内海　
　　　2014.５.27…～…2015.４.28　　Ｌ森（和）、Ｌ野垣、Ｌ佃　
　　　2014.６.24…～…2015.６.09　　Ｌ中岡、Ｌ境、Ｌ新野、Ｌ新崎、Ｌ仙波（得）、Ｌ南部
９．審議事項
　⑴　交替会員について…………………………………………………… →　友澤会員・会則委員長【承認】
　　　　両田　晃様…Ｌ田中氏の交替会員、　今駒昌美様…Ｌ目嵜氏の交替会員
　　　＊別紙にて説明
　　　・今期末会員数112名、純増２名と説明あり。
　⑵　６月第二お別れ例会予算書（案）について……………………… →　中岡計画・出席委員長【承認】
　　　＊別紙にて説明
　　　・ゲームも入れて、楽しく盛り上がりましょうと大門会長より。
　⑶　第41回松山市少年剣道錬成大会予算書（案）について
　　　＊別紙にて説明…………………………………………………… →　久保市民・公衆副委員長【承認】
　⑷　ＣＮ５０周年記念大会決算書（案）について…………………………… →　森ＣＮ５０周年大会幹事【承認】
　　　＊別紙にて説明　
　　　・全体では、運営費積立金50万円、事業費積立金100万円を55周年積立金繰越分として引いた後、
　　　　約400万円の剰余金がある。
　　　・大門会長より、会員が細かく倹約したお陰で剰余金を残すことができた。剰余金は、別紙第５章
　　　　Ｃ決算および当年度収支差額の処分の記載に基づいて、次期運営費へ組み入れると説明あり。
　⑸　その他　なし
10．報告事項
　　・Ｌ新野より、ご尊父様の会葬御礼
　⑴　退会届けについて………………………………………………………………→　友澤会員・会則委員長
　　　　Ｌ宮脇理恵…おめでた退会
　　　　Ｌ田中俊雄…退職による退会
　　　　Ｌ目嵜富之…転勤による退会
　⑵　不在会員について………………………………………………………………→　友澤会員・会則委員長
　　　　Ｌ橘　隆之より、業務多忙にて不在会員願いが出ており、理事会了承したと報告。
　⑶　仙台中央グリーンライオンズクラブ　ＣＮ５５周年記念式典予備登録について
　　　・仙台中央グリーンライオンズクラブの会員数が少ないため、大勢で押しかけては失礼になるので
　　　　人数を考慮するように説明あり。…………………………………………………………→　山本幹事
　⑷　献血推進研究会について………………………………………………………………………→　山本幹事
　　　■日　時　６月22日㈪　研究会16：00～17：00　
　　　■場　所　いよてつ会館
　　　【ご案内者】Ｌ友澤、Ｌ村上（泰）、Ｌ大西（安）
　⑸　その他
　　　・愛媛県、松山市より、それぞれ植樹、子規像の感謝状届く。…………………………→　山本幹事
11．食事
12．委員会報告…………………………………………………………………………………………→　山本幹事
　1　委員会の変更について
　　　●６月11日㈭　「笠組」にて合同委員会…………………………………　保健委員会／社会福祉委員会
　　　●６月４日㈭　「笠組」→…６月15日㈪　「松ちゃん」に変更… ……………………　教育・国際委員会
　　　●６月16日㈫　「象三」→…「アイアングリル」に変更… ……………………………　計画・出席委員会
　　　●６月22日㈪　「目利きの泰」→…「あやとり」に変更… ……………………………　ＰＲ・ＩＴ委員会
13．テールツイスターの活躍　
14．ファイン･ドネーションの報告
15．出席率の報告
16．閉会ゴング
17．‘また会う日まで’合唱
18．ローア

【第₁部　記念式典】
日　時：2015年５月26日㈫　16：00～17：00
場　所：松山全日空ホテル南館　エメラルドルーム

１．ご来賓入場
２．開会ゴング…………………………………………………………………………………………→　大門会長
３．国旗に敬礼
４．国歌ならびにライオンズヒム斉唱
５．物故会員に黙祷
６．会長あいさつ………………………………………………………………………………………→　大門会長
７．来賓紹介……………………………………………………………………………………………→　山本幹事
　　来賓、アクティビティ関係、キャビネット役員関係、姉妹提携友好クラブ、ブラザークラブ
８．ＣＮ５０周年記念大会委員長挨拶………………………→　盛重二郎大会委員長　代理　友澤節男副委員長
９．来賓祝辞
　　・ライオンズ国際協会336－Ａ地区　地区ガバナー　　木内千春様
　　・愛媛県知事　　中村時広様
　　・松山市長　　　野志克仁様
10．記念事業発表……………………………………………………………… →　第３実行委員会（記念事業）
　　・正岡子規銅像建立
　　・記念植樹
　　・車椅子寄贈
　　・青少年育成活動
11．ライオンズクエスト贈呈……………………………………………………→　地区ガバナー　木内千春様
12．車椅子贈呈…………………………………→　愛媛大学教育学部附属特別支援学校　校長　吉松靖文様
13．感謝状・記念品贈呈………………………………………………………………………………→　大門会長
　　・スポンサークラブ　松山道後ライオンズクラブ　会長　今川弥生様
　　・伊予銀行女子ソフトボールクラブ　執行役員人事部長　松浦祐一様
　　・正岡子規像　制作者　田畑　功様
14．優秀クラブ員紹介
15．閉会の言葉…………………………………→　友澤節男大会副委員長　代理　大川耕三第３実行委員長
16．閉会ゴング…………………………………………………………………………………………→　大門会長

【第₂部　記念対談】
日　時：2015年５月26日㈫　17：05～17：45
場　所：松山全日空ホテル南館　エメラルドルーム
　
テーマ：正岡子規と野球について
　　　　松山市長　　　野志克仁様
　　　　松山市立子規記念博物館　館長　竹田美喜様

【第₃部　祝賀会】
日　時：2015年５月26日㈫　18：05～20：15
場　所：松山全日空ホテル本館　ダイヤモンドボールルーム

１．オープニングショー…………………………………→　ＫＳＴ　ｍａｓ　ＣＨＯＩＲ　＆　宮崎ゆう様
２．開宴の挨拶…………………………………………………………………………→　丹下靖憲大会副委員長
３．乾杯…………………………………………… →　吉田文彦第１実行委員会顧問（チャーターメンバー）
４．食事・歓談
５．墨絵ライブペイント………………………………………………………………………→　茂本ヒデキチ様
６．閉会の言葉…………………………………………………………… →　兵頭好喜第２実行委員長（渉外）
７．また会う日まで
８．ローア…………………………………………………………………… →　服部勲第４実行委員長（広報）
９．閉会

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

■第1212回例会 CN5０周年記念式典・記念対談・祝賀会

７．報告事項……………………………………………………………………………………………→　山本幹事
　⑴　仙台中央グリーンライオンズクラブＣＮ55周年記念式典予備登録について
　⑵　献血推進研究会について
　　　■日　時　６月22日㈪　研究会16：00～17：00
　　　■場　所　いよてつ会館
　　　【ご案内者】Ｌ友澤、Ｌ村上（泰）、Ｌ大西（安）
　⑶　その他
８．閉会

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戸梶、
　　　　　　　　Ｌ佐々木、Ｌ友澤、Ｌ早川、Ｌ山田、Ｌ村上（泰）、Ｌ吉田、Ｌ稲森、Ｌ大西（千）、
　　　　　　　　Ｌ岩城、Ｌ松浦

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．審議事項
　⑴　ＣＮ５０周年記念大会決算書（案）について………………………………………→　森ＣＮ５０周年大会幹事
　　　＊別紙による説明
　　　・第１実行委員会、第３実行委員会は予算内、第２実行委員会、第４実行委員会は予算をオーバー
　　　　しているが必要な経費と認められる。全体では、運営費積立金50万円、事業費積立金100万円を
　　　　55周年積立金繰越分として引いた後、約400万円の剰余金がある。
　　　・大門会長より、会員が細かく倹約したお陰で剰余金を残すことができた。剰余金は、別紙第５章
　　　　Ｃ決算および当年度収支差額の処分の記載にもとづいて、次期運営費へ組み入れると説明あり。
　　　・400万円の剰余金の取り扱いについて、次期運営費へ組み込むが、科目等については検討中と宮
　　　　川会計より補足説明あり。
　⑵　その他
　　　　なし
５．閉会

■第1213回例会 ● 2０15年₆月₉日㈫　12：15～13：15
● 於：ホテルＪＡＬシティ松山

■臨 時 理 事 会 ● 2０15年₆月₉日㈪　11：3０～11：55
● 於：ホテルＪＡＬシティ松山
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☆出席率　81％　☆ファイン　500円　☆ドネーション　143,000円

◆ 平成27年₅月第₂例会（CN5０）
Ｌ山本　修嗣　ＣＮ５０周年おめでとうございます。記念すべき日に在籍できて

光栄です。次の一歩から尽力させていただきます。
Ｌ新崎　　勉　中央ライオンズクラブ50周年誠にお目出とうございます。今

後共益々の発展をお祈り申し上げます。
Ｌ服部　　勲　50周年おめでとうございます。
Ｌ兵頭　好喜　おめでとうございます。
Ｌ続木　隆夫　皆さんご苦労様です。ＣＮ５０周年記念大会に参加できた事、う

れしく思っております。
Ｌ森　　浩輔　五十周年おめでとうございます。今後ともよろしくお願い致

します。
Ｌ吉田　文彦　ＣＮ５０周年メデタシメデタシ
Ｌ山﨑　忠志　ＣＮ五十周年おめでとうございます。
Ｌ橋本　和範　50周年おめでとうございます。
Ｌ久保美代子　松山中央ライオンズクラブ50周年おめでとうございます。次

の50年には参加できませんが、５年後は参加して働きます。
Ｌ仙波　得伸　50周年おめでとうございます。
Ｌ岩本　　透　50周年おめでとうございます。
Ｌ山本　宗宏　ＣＮ50周年記念大会の成功を願って
Ｌ森　　和幸　おめでとうございます。みなさんのおかげで、ここまで来れ

ました。感謝します。
Ｌ山本　幸治　チャーターナイトが大成功しますように !
Ｌ西山　直樹　ＣＮ５０周年が大成功になりますように
Ｌ大門　　勝　祝　50周年
Ｌ加藤　定伸　ＣＮ５０周年おめでとうございます。55周年も頑張りますよ!!
Ｌ大川　耕三　50周年の節目に会員としていられることに感謝!!
Ｌ宮川　晶子　おめでとうございます。みんなに感謝します
Ｌ新宮　幸孝　祝　50周年
Ｌ早川　義仲　ＣＮ５０周年、大成功にさせましょう
Ｌ山之口智章　松山中央ライオンズクラブＣＮ５０周年記念式典誠におめでとう

ございます。これからも宜しくお願い致します。
Ｌ仙波　重樹　50周年記念大会が無事準備できました。おめでとうございま

す。ありがとうございます。
Ｌ尾田　　仁　50周年おめでとうございます。
Ｌ島田　省吾　天候にも恵まれ晴ればれとした気持ちで五十周年を迎えるこ

とができて、うれしいです。
Ｌ喜井　茂雅　50周年めでたしめでたし
Ｌ竹田　祥一　いつのまにか五十周年 ! これからも日本ライオンズクラブの

リーダーとして頑張りましょう。
Ｌ内海由美子　50周年記念日に出席できまして、まことにありがとうござい

ます。55周年に向けてゴー !
Ｌ平尾　由紀　ＣＮ５０周年大会のお世話をして下さった皆様、本当に頭が下が

る思いです。私もせめて着物で枯木も山のにぎわいに貢献で
きよかったです。

Ｌ今井　典子　50周年おめでとうございます。今まで歴史をつないで来られ
た先輩方に感謝する日 ! ここに居られたことに感謝 ! そして
ありがとうございます。

Ｌ坂本　　茂　50周年おめでとうございます。伝統ある長い歴史の一員とし
て本日の良い日を向えることができ、大変うれしく思います。

Ｌ武智　正晴　ＣＮ５０周年記念式典おめでとうございます。
Ｌ新野　和幸　50周年おめでとうございます。松山中央ライオンズクラブの

益々の発展を祈念しています。
Ｌ大西　安子　松山中央ライオンズクラブＣＮ50周年おめでとうございます。

輝かしい歴史に乾杯!!
Ｌ近藤　　猛　50周年を祝して、皆様ありがとうございます。
Ｌ伊藤　幸満　すごい歴史です。
Ｌ小倉　圭二　祝　50周年
Ｌ和泉　光浩　50周年おめでとうございます。今後益々の御発展に微力なが

ら協力していきたいと思います。
Ｌ高山　正志　50周年、おめでとうございます。
Ｌ宮脇　理恵　50周年おめでとうございます。
Ｌ太　　亨哲　50周年おめでとうございます。
Ｌ宮崎　陽允　50周年おめでとうございます。中央ＬＣは居心地がいい !
Ｌ境　　俊之　５月ゴルフ委員会ウマが当たりましたのでおすそわけ。
Ｌ髙田　健司　とってもラッキー入会初年度50周年
Ｌ伊藤　英樹　おめでとうございます。
Ｌ武智　　慧　50周年頑張ろう !
Ｌ松浦　龍也　ＣＮ５０成功させよう !
Ｌ木下　勝敏　ＣＮ５０周年おめでとうございます。素晴しいこの瞬間に立ち会

えることに感謝します。
Ｌ廣江　和男　ＣＮ５０周年おめでとうございます。
Ｌ藤田　裕司　ＣＮ５０周年おめでとうございます。
Ｌ南部　寛人　ＣＮ５０周年おめでとうございます。
Ｌ京河　正強　ＣＮ５０周年おめでとうございます。
Ｌ藤本　雅弘　ＣＮ５０周年おめでとうございます。
Ｌ二神　秀和　ＣＮ５０周年おめでとうございます。
Ｌ栗山　純造　ＣＮ５０周年おめでとうございます。
Ｌ佃　　浩三　ＣＮ５０周年おめでとうございます。
Ｌ大西千恵春　ＣＮ５０周年おめでとうございます。
Ｌ長野　　剛　ＣＮ５０周年おめでとうございます。
Ｌ清川　和夫　ＣＮ５０周年おめでとうございます。
Ｌ河本　圭仁　ＣＮ５０周年おめでとうございます。
Ｌ石居　洋子　ＣＮ５０周年おめでとうございます。
Ｌ松浦　龍也　ＣＮ５０周年おめでとうございます。
Ｌ村上　泰久　ＣＮ５０周年おめでとうございます。
Ｌ永野　通夫　ＣＮ５０周年おめでとうございます。
Ｌ岩城　孝幸　ＣＮ５０周年おめでとうございます。
Ｌ伊賀上竜也　ＣＮ５０周年おめでとうございます。
Ｌ稲森　和行　ＣＮ５０周年おめでとうございます。
Ｌ冨永　　実　ＣＮ５０周年おめでとうございます。
Ｌ山本　　純　ＣＮ５０周年おめでとうございます。
Ｌ佐々木　勲　ＣＮ５０周年おめでとうございます。
Ｌ池田　博英　ＣＮ５０周年おめでとうございます。
Ｌ伊藤　憲司　ＣＮ５０周年おめでとうございます。
Ｌ喜井　茂雅　ＣＮ５０周年おめでとうございます。
Ｌ西川　義教　ＣＮ５０周年おめでとうございます。
Ｌ丹下　靖憲　ＣＮ５０周年おめでとうございます。
Ｌ永野　能弘　ＣＮ５０周年おめでとうございます。

◆ 平成27年₆月第₁例会
Ｌ大門　　勝　吉田さん喜寿おめでとうございます。
Ｌ山本　宗宏　なでしこジャパン頑張れ!!
Ｌ宮川　晶子　吉田さん喜寿、山本さん古希、おめでとうございます。私も

お二人のように素敵に年をとりたいです。
Ｌ大川　耕三　吉田さん、山本さんおめでとうございます。
Ｌ森　　和幸　ＣＮ５０周年記念大会、御協力ありがとうございました。
Ｌ今村タマキ　大門会長、６月前後の理事会無事終了。打上げ会、大変ご馳

走様でした。
Ｌ島田　省吾　吉田文彦さん喜寿をお祝いして
Ｌ服部　　勲　吉田さん喜寿お目出とうございます。山本幸治さん古希お目

出とうございます。
Ｌ兵頭　好喜　吉田さん喜、山本さん古希、おめでとうございます
Ｌ友澤　節男　大門会長最終第４コーナーを回りゴール目前、大変ごくろう

様でした。
Ｌ永野　通夫　ＣＮ５０皆様ごくろうさまでした。
Ｌ高橋　孝子　50周年式典お疲れ様でした。よい式典になりましたね～!!
Ｌ川添　潔明　50周年大成功、大門会長及び関係者皆様御苦労さんでした。
Ｌ小倉　圭二　吉田さん、山本幸治さんおめでとうございます。
Ｌ廣江　和男　吉田文彦さん喜寿、山本幸治さん古希を祝って
Ｌ新野　和幸　父の葬儀の折は大変お世話になりました。ありがとうござい

ます。
Ｌ喜井　茂雅　祝　ＣＮ成功
Ｌ中岡　富茂　50周年皆様のご協力のおかげです。ありがとうございます。
Ｌ佃　　浩三　５/27エクスカーション、イルカ約80頭の歓迎もあり、皆様に

よろこんでいただけました。
Ｌ戸梶　直美　ＣＮ５０記念大会　大成功
Ｌ大西千恵春　大門会長、ごちそう様でした。もう少しですね。

Ｌ丹下　靖憲　ＣＮ５０周年お疲れ様でした。喜寿吉田さん、古希山本（幸）お
めでとうございます。

Ｌ佐々木　勲　吉田さん喜寿、山本さん古希、おめでとうございます。
Ｌ今井　典子　宮脇りえさん～!!おめでとうございま～す。おしあわせに♡
Ｌ池田　博英　ＣＮ５０大成功
Ｌ伊藤　英樹　吉田さん山本さんおめでとうございます。
Ｌ新崎　　勉　吉田さん喜寿、山本さん古希おめでとうございます。
Ｌ伊藤　憲司　６月いっぱいで保健委員会終了です。大変お世話になりまし

た。
Ｌ早川　義仲　吉田さん、山本（幸）おめでとうございます。
Ｌ京河　正強　吉田、山本（幸）各々おめでとう存じます。
Ｌ伊賀上竜也　喜寿、古希、100％出席の皆様おめでとうございます。
Ｌ境　　俊之　ＣＮ５０周年無事終了して良かったです。
Ｌ佐伯　裕子　吉田さん、喜寿　山本さん古希おめでとうございます。
Ｌ和泉　光浩　吉田さん喜寿おめでとうございます。
Ｌ内海由美子　喜寿、古希おめでとうございます。
Ｌ程野　裕貴　体調不良の為ＣＮ５０周年出席できなくてすみませんでした。
Ｌ松浦　龍也　ＣＮ５０周年大変お世話になりました。
Ｌ山本　修嗣　ＣＮ５０周年おめでとうございました。
Ｌ山本　幸治　ＣＮ５０大成功に感謝。吉田さん喜寿おめでとうございます。
Ｌ石居　洋子　吉田さん山本さんおめでとうございます。
Ｌ松本　政清　吉田さん喜寿、山本さん古希お目出とうございます。
Ｌ木下　勝敏　喜寿吉田様、古希山本様おめでとうございます。
Ｌ南部　寛人　サミット三重県で開催決まりました。
Ｌ久保美代子　周年事業の成功おめでとうございます。

◎

◎

◎

◎

☆出席率　89％　☆ファイン　0円　☆ドネーション　505,000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。

“仕事の報酬は仕事”

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 9
2015（平成27年）６月号

池田　博英

【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。

藤原銀次郎さんの言葉で、私自身、その主旨を正確に理解できていない疑いもあるのですが、勝手に以下の
ように解釈しています。
「仕事」とは、所謂、生業は言わずもがな、家族や友達からの頼まれ事、奉仕活動、ライオンズでのお役目も
含んでいます。
その場限りのお付き合いではなく、二度三度とお声をかけていただくためには、愚直に誠実に取り組み、そ
の結果を良いものにし、信用に足る人間であると、評していただかなければなりません。
小手先のテクニックや処世術だけでは安価なメッキがすぐ剥がれてしまうように思います。
私自身は如何せん不器用ですので、斯様に時間をかけて少しずつ少しずついただいた評価の累積が、自分の
身の丈と大きく違わなければで十分だと考えています。
まだその境地に至るには、道半ばどころか峠の麓におりますが、「あなたに頼んでよかった、次も頼もう」と
言っていただけるように日々精進して参ります。

ＣＮ４５周年記念事業として、松山城を築城した初代藩主加藤嘉明
公の騎馬像を松山城入口付近に建立・松山市に寄贈

2010年４月
丹下 靖憲 会長

（当時会員数 79名）


