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「We Serve」

「感謝」「感動」「感激」の
      気持ち、心で 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
「入  魂」

われわれは奉仕する

　いよいよ新年度がスタートしました。前期の山本
汽船の豪華客船から、今期は「海の貴婦人」日本丸
に乗り換えての出航となりましたが、みなさまのこ
れまで以上のご協力をまず始めにお願いいたします。
　会長スローガンを『温故知新。友愛、平等、相互
理解のきずなで　我々は奉仕する』といたしました。
温故知新は、論語の出典によるもので、孔子が師と
なる条件として、先人の思想や学問を研究するよう
述べた言葉です。１年間会長に課せられた課題だと
理解し努力してまいります。
　私たちの目的は社会奉仕にあります。１年間さま
ざまなことに取り組み、会員誰もが「松山中央ライ

オンズクラブに入って充実した人生が送れた」と言
えるよう、また地域社会からも「ここにライオンズ
クラブがあって助かった」と言われるよう努力いた
します。
　ライオンズの活動は「バトンリレー」に例えられま
す。前期の大門会長がつくられた財産をしっかり受
け継ぎ、全員で力を合わせて、明るく・楽しく・賑
やかに航海を続け、みんなが「ウィン、ウィン」の
関係で来年着岸でき、良い形で森さんにバトンタッ
チできますよう、会長として全力で取り組んでまい
ります。みなさんのご協力を重ねてお願い申し上げ
ます。

会長就任挨拶 大　川　耕　三第52代会長

　本年度、会計を拝命いたしました戸梶です。前任
の宮川さんとはちがって、会計はズブの素人ですが、
一生懸命頑張ります。
　ライオンズクラブの会計は、「クラブの収入と支
出の全般を管理する」という大変大きな役割があり
ます。今期は会長スローガン「温故知新」に基づき、
松山中央ライオンズクラブ草創期の精神に少しでも
近づけ、次の50年に向かって更に発展しうる持続可
能な財務内容に近づけるように努力いたします。

　と、いうのが目標ですが、各委員会にも積極的に
参加して、明るく楽しいクラブ活動ができればいい
な思っておりますので、皆様一年間どうぞよろしく
お願い致します。

会計就任挨拶 戸　梶　直　美

　私は今まで、『与えられた機会にはNoと言わず、
Yesと言って前向きに取り組んで行く』と思いで、今
までやってきました。
　松山中央ライオンズクラブへもお導き頂き、会員
となって11年目を迎えさせて頂きます。
　11年もおりながら、何も分からない私、この度、
クラブ幹事という大役をお引き受けして今更ながら、
事の重大さをかみしめています。
■大川会長スローガン
　「温故知新。友愛、平等、相互理解のきずなで
　我々は奉仕する」
■運営方針
　・「温故知新」で価値の創造

　・「友愛・平等・相互理解」
　・分かりやすいクラブ運営
　・例会・委員会活動のより充実
　を実践しながら全会員のベクトルが合い、それぞ
れの力が同じ方向に結集できたら、何倍もの力とな
り、より素晴らしい驚くようことも出来たらいいな
と思っています。
　昨年度迎えました中央ＬＣ、50年の歴史から学び、
地域・社会から、より称賛される存在となることを
思い、次の100年へ向けて繋いでいきます。
　微力ではありますが、この一年間一生懸命頑張り
たいと思いますので、皆様のお力添えをお願い申し
上げまして、幹事就任のご挨拶と致します。

幹事就任挨拶 村　上　泰　久2015〜2016年度幹事

就　任　挨　拶
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　今期ライオンテーマーのお役目を頂戴いたしました。
お話をいただいた段階では、テーマーの業務の内容を把
握しておらず、つい先日まで安逸に浸っておりました。し
かし、前任の戸梶さんからご指導をいただいたり、その
お仕事ぶりを注視しておりますと、その業務は多岐にわ
たり、また責任も重さに今更ながら気付き、実にもう汗

顔の至りでございます。見事に大役を果たされた戸梶さ
んからのバトンは重く大きなもので、私にとっては持ち
あぐね、身に余るものではございますが、せめて、ゆっ
くりとでも落とさないようにゴールテープを目指してま
いりたいと思っております。皆様、ご指導ご鞭撻のほど
よろしくお願い申し上げます。

ライオンテーマー就任挨拶 池　田　博　英

　今年度、テールツイスターの大役を務めさせていただ
く事に成りました、清川です。どうぞよろしくお願い致
します。
　前期のドネーションは空前の400万円を超え、その役
割された前期佐々木テールツイスターには、素晴らしい
キャラクターも含め敬意を表したいと思います。

　今期の私は全てに微力ではありますが、テールスター
の役目を理解し１年間出来る限りの頑張りをしたいと思
います。
　皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

テールツイスター就任挨拶 清　川　和　夫

　今期のＧＭＴ．ＧＬＴ．家族．女性．会則．プロトコー
ル委員長を拝命しました。長い委員会名ですね〜、前年
度は会員理事から会員委員長に変更され今期はこの様に
長い名称、でも任務は同じです。
　ＧＭＴ（グローバル会員増強） ＧＬＴ（グローバル指
導力育成）だそうです。大川会長スローガンを順守し新

しく入会した会員さんが早くクラブに馴染んでいただけ
るよう、オリエンテーションの充実や会員交流会にも積
極的に関わり更に会員増強を目指していますので、どう
か会員の皆様新しく入会して下さる方のご紹介と、会員
委員会へのご支援を宜しくお願い致します。

会員会則委員長就任挨拶 兵　頭　好　喜

　今年度、財務委員長を仰せつかりました高橋です。
　新たな気持ちで次の周年を迎える第一歩の年です。
　新委員会も始動し、新しい活動も増えております。
　会長スローガンの下、充実したアクティビティが遂行
されます様、そのための委員会活動が円滑に行える様、努
力して参りたいと思います。

　かなりの重責で不慣れではございますが責務を果たす
べく邁進していく所存でございます。
　会員の皆様方、ご指導ご鞭撻の程、よろしくお願い申
し上げます。

財務委員長就任挨拶 髙　橋　孝　子
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　平成27年６月25日㈭に第35回目を数えるレクリエーションバレーボー
ル大会が、大洲市総合体育館にて開催されました。この大会は、愛媛県下
の知的障害を持った方々が、スポーツを通じて交流を行うことにより、相
互の連帯意識及び社会性を身に付けるとともに、一般社会の理解と認識を
高めることを目的として行われています。この大会を後援している松山
中央ライオンズクラブより森和幸第二副会長と仙波得伸委員長と木下の

３人で開会式に出席してきました。選手の皆さんは、この大会を楽しみに日々の練習に励んで
いたそうで、15チーム総勢170名の選手の皆さんがＡリーグ、Ｂリーグの２リーグに分かれてトー
ナメント戦が行われ、各試合コート内で心地よい汗を流しておられました。

第41回松山市少年剣道錬成大会

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
木　下　勝　敏前　社会福祉副委員長

森　　　浩　輔前　市民・公衆委員長

　６月28日㈰に東温市ツインドーム体育館で行われた
第41回松山市少年剣道錬成大会に大門会長、市民公衆
委員長　森浩輔、市民公衆副委員長　久保の３名で参
加させて頂きました。この大会は剣道の基本錬成及び
試合により剣道技術の向上はもとより、心身の練磨と
旺盛なる気力体力を養い礼節を尊び、信義を重んずる
青少年を育成するという趣旨のもと開催されています。
試合では小学校低学年から中学生までの団体戦と個人
戦が行われ、少年剣士の凛とした姿に自分達も身が引
き締まる思いが致しました。
　今後とも我が中央ライオンズクラブが支援していけ

ますようにメンバーの皆様にご協力をお願いいたします。

　６月23日、第1214回例会は今年度最後の「お別れ例会」として開催させていただきまし
た。18時30分〜21時の時間の中で、今駒昌美様の新会員入会式、年次報告、新旧引き継ぎ
式、各種ゲームなど盛りだくさんのスケジュールでしたが、計画出席委員会及び執行部の
方々に積極的に協力いただき、大きなズレもなくスムーズに開催することができました。
　本命の引き継ぎ式では、現５役、次期５役の皆さんに16時30分〜１時間、まずは前回の
ビデオを見ていただき、視覚的にイメージを掴んでいただいた後、何回も練習にご協力い
ただきました。大門執行部の皆さん、本当にお疲れ様でした。
　陰の本命であるゲーム大会は「ア○○ト宮
川会計」と「戸梶テーマー」の発想力豊なゲー
ムを企画。計画出席委員会のメンバーは、15
時〜１時間半、みっちりリハーサルを行いま

した。「電話早かけ大会」、「輝いているものは？「借物競争」」、「チューブを使ったビール
早飲み競争」、「哺乳瓶を使ったミルク早飲み競争」、「激辛たこたきを食べたのは誰」など
のゲームに強制的に参加していただきました(-_-;)。みなさん喜んで協力していただき有難
うございました。
　年間24回の例会出席率、すべて80％以上の維持にご協力いただいた全クラブ会員の皆様
心よりお礼申し上げます。ありがとうございました。感謝。
　来年度、太委員長、頑張って下さい（^_^）ｖ

中　岡　富　茂前　計画出席委員会お 別 れ 例 会
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７月の誕生人から一言・・・
丹下　靖憲 1943（昭和18年）７月20日生

　月例ゴルフ提出カードで金マークティーに印がありました。
只今HDCP14です。そんな年なんだなぁ〜と気が付かなくても72
歳、若くありません ! 誘って頂ける間が花、頑張ってお付き合
いしたいと思います。今後とも宜しくお願い致します。

喜井　茂雅 1965（昭和40年）７月６日生
　50回目の誕生日を迎え、この世に生を受け半世紀、山あり谷ありの
人生でしたが、これからあと何回上り下りを繰り返せるか？楽しみで
もあり不安でもあり。
　ライオンズクラブを通して知り合えた友人隣人に出会えたことで、
楽しみの方が多いだろうと思える今日この頃です。今後ともよろしく
お願いします。

島田　省吾 1929（昭和４年）７月２日生
　86歳になりました。
　クラブ在籍51年目に入り、体力の衰えは致し方ありませんが、気力
で補いながら、体調を整えて例会やアクトに参加したいと考えていま
す。
　目標にしていたＣＮ50周年記念式典や、エクスカーションに参加で
きた事をうれしく思います。

新崎　　勉 1947（昭和22年）７月４日生
　ライオンズ年齢の古稀を迎えました。
　杜甫の「人生七十古来稀」と詠まれた意味を思い、悔いの無
い楽しみある人生を送りたいものです。

伊藤　幸満 1967（昭和42年）７月26日生
　三十代で入会させて頂き９年目。あと二年で50歳になろうと
してます。楽しい行事と仲間がいてアッという間の時間でした。
これからも微力ながら奉仕させて頂き、良い人生を送りたいと
思います。

仙　波　得　伸前　社会福祉委員長まごころ募金

　この度は、歴史ある松山中央ライオンズク
ラブに入会させていただき、誠に光栄に存じ
ます。不慣れのため何かとご迷惑をおかけす
るかもしれませんが、会員の皆様との親交を
深め、社会貢献に努めて参りたいと思います
ので、よろしくお願い申し上げます。

有限会社コープサービスしこく 両田　　晃
　６月より前任者目嵜より交代し入会しまし
た。
　出身は静岡県浜松市ですが、現在家族は東
京におり単身赴任中です。
　愛媛と香川でゴルフ場を運営しております
ので、ご用命がありましたら是非お声かけて
ください。

株式会社エリエールリゾーツゴルフクラブ 今駒　昌美

　社会福祉委員会の継続事業として毎年行っています「まごころ募金」ですが、
今期も子規堂や松山空港ビルなど松山市内の10ヶ所に設置させていただきました。

【まごころ箱】には2014年７月〜２０１５年６月の１年間で１１万円（加藤嘉明公記念
祭りお茶会での募金額を含む）を超える皆さんの尊いお志が寄せられました。こ
の募金は６月２３日に大門会長、山本幹事、私の三人で愛媛新聞社を通じて、松山
市社会福祉協議会へ寄付させていただけるとの事で行って参りました。皆さまか
ら頂いたご厚意が、社会福祉事業に全額使用されているということは、非常に素
晴らしいことではないかと思います。まごころ募金にご協力してくださった皆様

に感謝いたしますとともに、引き続き、次年度以降も「まごころ募金」へのご協力をよろしくお願いいたします。

社長兼支配人専務取締役

永野　能弘 1977（昭和52年）７月14日生
　38歳になりました。
　40歳で迎えるであろう人生のハーフタイムも間近です。その
前に残り時間少ない前半戦を思う存分楽しみながら、元気に駆
け回りたいと思います。
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理 事 会 だ よ り

例 会 だ よ り

　　　当面従来通りとするが、１Ｒ－ＲＣ関連用務等の増加が予想されるため、勤務の実態を見ながら予
　　　備費での対応を検討する。≫村上幹事より報告……………………………………… <審議>→<承認>
　⑾　ありがとうメッセージはがき企画予算書（案）について　教育・国際委員会
　　　≫境委員長より概要説明　村上幹事より補足………………………………………… <審議>→<承認>
　⑿　国際平和ポスター企画予算書（案）について
　　　≫境委員長より概要説明　村上幹事より補足………………………………………… <審議>→<承認>
　⒀　献血活動記念品予算書（案）について　保健委員会
　　　≫大西委員長より概要説明　大川会長より補足……………………………………… <審議>→<承認>
　⒁　第12回愛媛県小・中学生ゴルフ大会予算書（案）について…………………………青少年育成委員会
　　　≫和泉委員長より概要説明　大川会長より補足……………………………………… <審議>→<承認>
　⒂　名刺作成について　会長、前会長、幹事、会計、会員委員長、第１副会長、第２副会長、第３副会
　　　長、計画･出席委員長、ＰＲ・ＩＴ委員長、事業委員長５名
　　　　名刺台紙12箱（１箱100枚）×＠1,620円＋送料400円＝19,840円
　　　　名刺印刷（役員各100枚）８名×＠1,500円＋消費税　＝12,960円
　　　　名刺印刷（委員長各50枚）７名×＠1,500円＋消費税＝11,340円　　合計44,140円
　　　　≫村上幹事より報告…………………………………………………………………… <審議>→<承認>
　⒃　会員交流委員会について　10月、２月、５月の年３回、第２例会の夜を計画　会員交流委員会案件
　　　≫村上幹事より報告　大川会長より補足……………………………………………… <審議>→<承認>
　⒄　愛媛アイバンク賛助会費について　１口10,000円
　　　≫村上幹事より報告　大川会長より補足……………………………………………… <審議>→<承認>
　⒅　松山市青少年育成市民会議会費について　正会員会費：10,000円
　　　≫村上幹事より報告　大川会長より補足……………………………………………… <審議>→<承認>
　⒆　「ダメ。ゼッタイ」国連支援募金運動への協力について
　　　例年通り、例会時に保健委員会メンバーが募金を集める（１人500円目安）
　　　≫村上幹事より報告　大川会長より補足……………………………………………… <審議>→<承認>
　　　※吉田理事より集金方法に関して確認
　⒇　愛媛いのちの電話後援会費について　団体年会費：10,000円
　　　≫村上幹事より報告　大川会長より補足……………………………………………… <審議>→<承認>
　　　※兵頭理事より添付の資料の確認
　�　１Ｒ運営資金納入について　＠100円×12ヶ月×111名（会員数）（2015/７/１現在）
　　　≫村上幹事より報告　大川会長より補足……………………………………………… <審議>→<承認>
　�　１Ｒ－３Ｚ第１回ガバナー諮問委員会及び第１回ゾーンレベル会員委員会参加・登録料について
　　　26,000円（・会長・幹事・会計（5,000円×３名）・会員委員長（6,000円）・ＲＣ（5,000円））
　　　日　時　2015年８月１日㈯
　　　場　所　いよてつ会館３Ｆ　アイビスホール（懇親会も同室）
　　　　　　　ゾーンレベル委員会受付（会員委員長）　14：30〜
　　　　　　　諮問委員会受付（三役）　　　　　　　　15：30〜
　　　　　　　終了　　　　　　　　　　　　　　　　〜19：30
　　　≫村上幹事より報告……………………………………………………………………… <審議>→<承認>
　�　2015－2016年度国際会長のテーマ・336－Ａ地区ガバナースローガン・会長スローガン垂れ幕制作について
　　　3,000円×３枚＋消費税720円＝9,720円≫村上幹事より報告　大川会長より補足 … <審議>→<承認>
６.　報告事項
　⑴　ライオンズクラブ国際協会336－Ａ地区　１Ｒ地区役員・委員一覧・１Ｒクラブ三役一覧…≫村上幹事より報告
７.　その他≫特になし
８.　閉会

出席者：【１Ｒ－ＲＣ】友澤
　　　　【役員】大川、大門、森（和）、今村、小倉、村上、戸梶、池田、清川、兵頭、吉田、稲森、
　　　　　　　　大西（千）、岩城、佐伯、松浦、丹下、山本（宗）、中岡、近藤、新宮、伊藤（憲）
　　　　【オブザーバー】太、大西（安）、境、和泉　高橋

会　次　第
１．開会宣言
２．出欠調査≫役員22人中22名の出席を確認
３．会長あいさつ
４．前回準備理事会議事録の確認≫村上幹事より報告
５．審議事項
　　準備理事会の仮承認事項の本審議
　⑴　2015－2016年度方針（スローガン）について　
　　　≫大川会長による本年度方針（スローガン）及びクラブの運営方針の説明……… <審議>→<承認>
　⑵　委員会構成について≫村上幹事より報告……………………………………………… <審議>→<承認>
　⑶　財務委員会に対する指示について
　　①　会費納入時期及び金額について
　　　　　前　期：78,000円　後　期：77,000円
　　②　取引銀行について→伊予銀行・愛媛銀行・阿波銀行≫村上幹事より報告……… <審議>→<承認>
　⑷　年会費の配分について
　　　　　運営費：83,000円　会食費：72,000円≫村上幹事より報告 …………………… <審議>→<承認>
　⑸　予算概要について≫戸梶会計より報告（主に準備理事会との変更箇所について） <審議>→<承認>
　⑹　1Ｒ－ＲＣ（Ｌ友澤節男）予算について　200,000円≫村上幹事より報告 ………… <審議>→<承認>
　⑺　例会の日時、場所決定について≫村上幹事より報告………………………………… <審議>→<承認>
　　①　日時について　９月22日（火／国民の休日）を９月24日㈭に変更
　　②　場所について　特別例会を除いて従来通り、『ホテルＪＡＬシティ松山』とする
　　③　ナイター例会について　次の例会をナイター例会（18：00又は18：30〜 21：00）とする。
　　　　　【家族例会】９月24日㈭　【創立記念例会】11月24日㈫
　　　　　【新年例会】１月12日㈫　【お別れ例会】６月28日㈫
　⑻　2015－2016年度　理事会の日時、場所決定について≫村上幹事より報告………… <審議>→<承認>
　　①　日時について
　　　　1　７月６日㈪を７月２日㈭に変更　2014－2015年度の執行部で決定
　　　　2　９月７日㈪を９月１日㈫に変更　９月８日㈫の例会に資料が間に合わないため
　　　　3　12月７日㈪を12月１日㈫に変更　12月８日㈫の例会に資料が間に合わないため
　　　　4　１月４日㈪を１月５日㈫に変更　１月４日㈪仕事始め
　　　　5　３月７日㈪を３月１日㈫に変更　３月８日㈫の例会に資料が間に合わないため
　　　　6　５月２日㈪を５月６日㈮に変更　大型連休の、なか日の為
　　②　場所について　例外を除いて従来通り、『松山全日空ホテル』とする。
　⑼　理事会費について３ヵ月に一度程度会食を行うこととする。　会費：5,500円
　　　≫村上幹事より報告……………………………………………………………………… <審議>→<承認>
　⑽　事務局員給与支給について

■第₁回理事会 ● ２０１5年₇月₂日㈭　１8：3０～
● 於：松山全日空ホテル

　　②　取引銀行について→伊予銀行・愛媛銀行・阿波銀行
　　　　……………………………………………………… ⇒戸梶会計より説明　大川会長より補足【承認】
　⑻　年会費の配分について
　　　　　運営費：83,000円　　会食費：72,000円 …… ⇒戸梶会計より説明　大川会長より補足【承認】
　⑼　予算概要について…………………………………………⇒戸梶会計より説明　二週間の確認猶予報告
　　⑽　1Ｒ－ＲＣ（Ｌ友澤節男）予算について　200,000円 ………………… ⇒村上幹事より説明【承認】
　⑾　例会の日時、場所決定について　
　　①　日時について　９月22日（火／国民の休日）を９月24日㈭に変更
　　②　場所について　特別例会を除いて従来通り、『ホテルＪＡＬシティ松山』とする。
　　③　ナイター例会について　次の例会をナイター例会（18：00又は18：30〜 21：00）とする。
　　　　　【家族例会】９月24日㈭　【創立記念例会】11月24日㈫
　　　　　【新年例会】１月12日㈫　【お別れ例会】６月28日㈫……………… ⇒村上幹事より説明【承認】
　⑿　2015－2016年度　理事会の日時、場所決定について　
　　①　日時について
　　　1　７月６日㈪を７月２日㈭に変更　2014－2015年度の執行部で決定
　　　2　９月７日㈪を９月１日㈫に変更　９月８日㈫の例会に資料が間に合わないため
　　　3　12月７日㈪を12月１日㈫に変更　12月８日㈫の例会に資料が間に合わないため
　　　4　１月４日㈪を１月５日㈫に変更　１月４日㈪仕事始め
　　　5　３月７日㈪を３月１日㈫に変更　３月８日㈫の例会に資料が間に合わないため
　　　6　５月２日㈪を５月６日㈮に変更　大型連休の、なか日の為
　　②　場所について
　　　　例外を除いて従来通り、『松山全日空ホテル』とする。 …………… ⇒村上幹事より説明【承認】
　⒀　事務局員給与支給について
　　　当面従来通りとするが、1Ｒ－ＲＣ関連用務等の増加が予想されるため、勤務の実態を見ながら予
　　　備費での対応を検討する。………………………………………………… ⇒村上幹事より説明【承認】
　⒁　ありがとうメッセージはがき企画予算書（案）について
　　　教育・国際委員会………………………………………… ⇒加藤教育・国際副委員長より報告【承認】
　⒂　国際平和ポスター企画予算書（案）について
　　　教育・国際委員会………………………………………… ⇒加藤教育・国際副委員長より報告【承認】
　⒃　献血活動記念品予算書（案）について
　　　保健委員会…………………………………………………………… ⇒大西保健委員長より報告【承認】
　⒄　第13回愛媛県小・中学生ゴルフ大会予算書（案）について
　　　青少年育成委員会…………………………………………… ⇒和泉青少年育成委員長より報告【承認】
　⒅　名刺作成について　会長、前会長、幹事、会計、会員委員長、第１副会長、第２副会長、第３副会
　　　長、計画･出席委員長、ＰＲ・ＩＴ委員長、事業委員長５名
　　　　名刺台紙12箱（１箱100枚）×＠1,620円＋送料400円＝ 19,840円
　　　　名刺印刷（役員各100枚）８名×＠1,500円＋消費税　＝ 12,960円
　　　　名刺印刷（委員長各50枚）７名×＠1,500円＋消費税＝ 11,340円　　合計44,140円
　　　　……………………………………………………………………………… ⇒村上幹事より説明【承認】
　⒆　会員交流委員会について　会員交流委員会
　　　10月、２月、５月の年３回、第２例会の夜を計画……………………… ⇒村上幹事より説明【承認】
　⒇　愛媛アイバンク賛助会費について　１口10,000円 ……………………… ⇒村上幹事より説明【承認】
　�　松山市青少年育成市民会議会費について　正会員会費：10,000円 …… ⇒村上幹事より説明【承認】
　�　「ダメ。ゼッタイ」国連支援募金運動への協力について　　  
　　　例年通り、例会時に保健委員会メンバーが募金を集める（１人500円目安）
　　　………………………………………………………………………………… ⇒村上幹事より説明【承認】
　�　愛媛いのちの電話後援会費について団体年会費：10,000円 …………… ⇒村上幹事より説明【承認】
　�　１Ｒ運営資金納入について　
　　　＠100円×12ヶ月×111名（会員数）（2015/７/１現在）………………… ⇒村上幹事より説明【承認】
　　　（１Ｒ－３Ｚ25）第１回ガバナー諮問委員会及び第１回ゾーンレベル会員委員会参加登録料について
　　　26,000円（会長・幹事・会計（5,000円×３名）・会員委員長（6,000円）・ＲＣ（5,000円））
　　　日　時　2015年８月１日㈯
　　　場　所　いよてつ会館３Ｆ　アイビスホール（懇親会も同室）
　　　　　　　ゾーンレベル委員会受付（会員委員長）　14：30〜
　　　　　　　諮問委員会受付（三役）　　　　　　　　15：30〜
　　　　　　　終了　　　　　　　　　　　　　　　　〜19：30 …………… ⇒村上幹事より説明【承認】
　�　2015－2016年度国際会長のテーマ・336－Ａ地区ガバナースローガン・会長スローガン垂れ幕制作について
　　　3,000円×３枚＋消費税720円＝9,720円 …………………………………… ⇒村上幹事より説明【承認】
９．食事
10．幹事報告
　⑴　ライオンズクラブ国際協会336－Ａ地区 １Ｒ地区役員・委員一覧・１Ｒクラブ三役一覧
　⑵　第54回東洋東南アジアライオンズフォーラム（タイ・バンコク）のお知らせ【掲示板】
　　　……………………………………………………………………………………………⇒村上幹事より報告
11.　テールツイスターの活躍 …………………………………………………………⇒清川テールツイスター
12.　ファイン・ドネーションの報告 …………………………………………………………………⇒報告なし
13.　出席率の報告 ………………………………………………………………⇒太計画・出席委員長より報告
14.　閉会ゴング …………………………………………………………………………………………⇒大川会長
15.　‘また会う日まで’合唱
16.　ローア 

［年次会合］□
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ヒム斉唱
４．会長あいさつ………………………………………………………………………………………→　大門会長
５．新会員入会式　今駒昌美様
　　　①新会員略歴紹介………………………………………………………………→　友澤会員・会則委員長
　　　②ライオンズ・バッジ贈呈……………………………………………………………………→　大門会長
　　　③新会員「ライオンズの誓い」 ……………………………………………………………→　Ｌ今駒昌美
　　　④スポンサーの宣誓…………………………………………………………………………→　Ｌ丹下靖憲
　　　⑤新会員あいさつ……………………………………………………………………………→　Ｌ今駒昌美
　　　⑥会長歓迎あいさつ及び所属委員会の任命…………………………………………………→　大門会長
６．2014－2015年度　年次報告………………………………………………………………………→　大門会長
７．会長・幹事・会計・ライオンテーマー・テールツイスター退任あいさつ……………→　代表大門会長
８．１Ｒ－ＰＲ・ライオンズ情報・大会参加委員退任あいさつ………………………………→　Ｌ服部　勲
９．会長アワードの贈呈
　　☆３年間例会純出席100％賞　14名 …………………………………………………………→　代表Ｌ吉田
　　　Ｌ池田、Ｌ稲森、Ｌ小倉、Ｌ加地、Ｌ境、Ｌ大門、Ｌ高橋、Ｌ丹下、Ｌ中岡、Ｌ永野（通）、Ｌ新崎、
　　　Ｌ兵頭、Ｌ松浦、Ｌ吉田（アイウエオ順）
　　☆１年間例会純出席100％賞　30名 …………………………………………………… →　代表山本（幸）
　　　Ｌ池田、Ｌ石居、Ｌ稲森、Ｌ今村、Ｌ内海、Ｌ大川、Ｌ大西(千)、Ｌ小倉、Ｌ加地、Ｌ木下、Ｌ境、
　　　Ｌ佐々木、Ｌ大門、Ｌ高橋、Ｌ丹下、Ｌ戸梶、Ｌ友澤、Ｌ中岡、Ｌ永野（通）、Ｌ新崎、Ｌ西山、Ｌ服部、
　　　Ｌ兵頭、Ｌ松浦、Ｌ宮川、Ｌ村上、Ｌ森（和）、Ｌ山本（幸）、Ｌ山本（宗）、Ｌ吉田（アイウエオ順）
10．クラブ会長賞　Ｌ盛重二郎、Ｌ服部　勲
11．役員交代引継行事
　　　①役員のあいさつ………………………………………………………………………→　友澤会員委員長
　　　②現役員に対し謝辞……………………………………………………………………→　大川第一副会長
　　　③五役バッジ引継、パーストバッジ贈呈……………………………………………………→　新旧５役
　　　④役員パーストバッジ贈呈……………………………………………………………………→　退任理事
　　　⑤委員長アワードメダル贈呈………………………………………………………………→　退任委員長
12．幹事報告
13．委員会報告…………………………………………………………………………………………→　山本幹事
　1　委員会の変更について
　　　●６月26日㈮「目利きの泰」→ 「山の手マリアージュガーデン」に変更　財務委員会
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．ゴング、クラブ旗引継

１．開会ゴング……………………………………………………………………………⇒大川会長によるゴング
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．会長就任あいさつ…………………………………………………………………………⇒大川会長あいさつ
５．336－Ａ地区１Ｒ－ＲＣ就任あいさつ ………………………………⇒友澤ＲＣあいさつ、任命状の授与
６．五役及び委員長紹介並びに新委員長代表あいさつ…………⇒紹介、代表して兵頭委員長よりあいさつ
７．誕生祝（７月）Ｌ島田（２日）Ｌ新崎（４日）Ｌ喜井（６日）Ｌ永野（能）（14日）Ｌ丹下（20日）　
　　　　　　　　　Ｌ伊藤（幸）（26日）⇒代表して島田さんよりあいさつ
８．審議事項
　⑴　６月第二例会（お別れ例会）決算書について
　　　前計画・出席委員会………………………………………… ⇒中岡前計画・出席委員長の報告【承認】
　⑵　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決算書（案）について
　　　前社会福祉委員会……………………………………………… ⇒仙波前社会福祉委員長の報告【承認】
　⑶　第41回松山市少年剣道練成大会決算書（案）について
　　　前市民・公衆委員会…………………………………………… ⇒森前市民・公衆委員長の報告【承認】
　⑷　前年度決算および監査報告
　　　前財務委員会・前会計・監査…………………………… ⇒宮川前会計、河本会計監査の報告【承認】
　⑸　2015－2016年度方針（スローガン）について…………………………… ⇒大川会長より発表【承認】
　⑹　委員会構成について………………………………………………………… ⇒村上幹事より説明【承認】
　⑺　財務委員会に対する指示について
　　①　会費納入時期及び金額について
　　　　　前　期：78,000円　　後　期：77,000円

■第１２１4回例会 ● ２０１5年₆月２3日㈫　１8：3０～１9：１０
● 於：ホテルＪＡＬシティ松山

■第１２１5回例会 ● ２０１5年₇月１4日㈫　１２：１5～１3：１5
● 於：ホテルＪＡＬシティ松山



�

☆出席率　86％　☆ファイン　1,700円　☆ドネーション　216,000円

◆ 平成２7年₆月第₂例会
Ｌ大門　　勝　一年間御世話になりました。
Ｌ山本　宗宏　会員の皆様一年間お世話になりました。
Ｌ宮川　晶子　計画出席委員会のみなさまお別れ例会の企画ありがとうござ

いました。今年１年、いたらぬ会計でしたがご協力ありがと
うございました。

Ｌ大川　耕三　今駒さん入会を祝して
Ｌ森　　和幸　大門会長をはしめ役員の皆さん１年間お疲れ様でした。
Ｌ今村タマキ　大門丸無事寄港 ! １年間ご苦労様でした。
Ｌ服部　　勲　大門さんをはじめ５役各委員長さんお疲れ様でした。
Ｌ野垣　康之　大門会長役員の皆様一年間お疲れ様でした。
Ｌ兵頭　好喜　役員の皆様一年間おつかれ様でした。
Ｌ徳永　昭夫　「万緑や　奉仕の歴史　五十年」
Ｌ島田　省吾　大門会長様をはじめ役員の皆様１年間大変ご苦労様でした。
Ｌ川添　潔明　大門会長さん役員の皆様１年間御苦労さんでした。
Ｌ吉田　文彦　大門丸ご苦労様でした。
Ｌ山本　　純　役員の皆様１年間ご苦労さまでした。
Ｌ廣江　和男　大門会長、山本幹事、一年間お世話様でした。
Ｌ永野　通夫　皆様　１年間ごくろうさまでした。
Ｌ小倉　圭二　一年間ありがとうございました。
Ｌ稲森　和行　大門会長、一年間お疲れ様でした。
Ｌ高橋　孝子　執行部のみなさま ! お疲れ様でした。
Ｌ新野　和幸　大門丸一年間本当にありがとうございました。
Ｌ村上　泰久　大門会長をはじめ全会員の皆さんお疲れ様でした。
Ｌ太　　亨哲　１年間おつかれ様でした。
Ｌ丹下　靖憲　今駒さん入会おめでとうございます。（スポンサー）大門丸無

事入港おめでとうございます。
Ｌ喜井　茂雅　大門会長　お疲れ様でした。
Ｌ佐々木　勲　大変御世話になりました。
Ｌ中岡　富茂　一年間ご協力ありがとうございました。おかげ様で年間通し

て出席率80％超達成しました。感謝
Ｌ大西千恵春　大門会長一年間楽しかったですよ。お疲れ様でした。
Ｌ盛重　二郎　おめでとうございます。一年間ご苦労様でございました。
Ｌ伊藤　英樹　今駒さん入会おめでとうございます。
Ｌ藤井　　滋　大門会長はじめ皆さんごくろうさん。
Ｌ高山　正志　お別れ例会に
Ｌ加地　雅臣　役員の皆様　１年間ご苦労様でした。
Ｌ新宮　幸孝　役員の皆さん一年間おつかれ様でした。
Ｌ清川　和夫　今期、役員の皆様お疲れ様です。
Ｌ今井　典子　大門会長並びに役員の方々１年間ありがとうございました。
Ｌ池田　博英　一年間おつかれ様でした。

Ｌ尾田　　仁　大門会長１年間大変ごくろうさまでした。
Ｌ武智　正晴　１年間ありがとうございました。新年度頑張りましょう。
Ｌ冨永　　実　大門さんごくろうさまでした。
Ｌ藤本　雅弘　大門会長、役員のみな様、１年間おつかれ様でした。
Ｌ伊賀上竜也　皆様一年間ご苦労様でした。
Ｌ山﨑　忠志　大門会長をはじめ役員の皆様一年間お疲れ様でした。
Ｌ近藤　　猛　大門丸の皆様一年間御苦労様でした。
Ｌ大西　安子　大門会長、役員、委員長の皆様一年間本当に御世話になりま

した。ありがとうございました。
Ｌ早川　義仲　吉田さん、山本（幸）、おめでとうございます。役員の皆さん

一年間おつかれさまでした。
Ｌ佐伯　裕子　会長はじめ役員のみな様お疲れさまでした。
Ｌ岩本　　透　大門さんおつかれ様でした。
Ｌ内海由美子　大門会長お疲れ様でした。
Ｌ宮脇　理恵　ライオンズに産休制度ができますように♡本当に短い間でし

たがありがとうございました。
Ｌ二神　秀和　大門会長１年間おつかれさまでした。
Ｌ和泉　光浩　大門さんお疲れ様でした。ゴルフ遠征に参加された皆様お世

話になりました。
Ｌ境　　俊之　遠征でウマが当たりました。ワーイ。
Ｌ山田　　哲　５役のみなさんお疲れさまでした。
Ｌ今駒　昌美　入会させて頂きました。
Ｌ仙波　得伸　一年間ありがとうございました。
Ｌ山本　幸治　大門会長おつかれ様でした。
Ｌ石居　洋子　役員の皆様一年間御苦労様でした。
Ｌ山本　修嗣　社会福祉委員会の皆様ありがとうございました。大門会長、仙

波委員長お疲れ様でした。
Ｌ松浦　龍也　大門会長、執行部の皆様お疲れ様でした。
Ｌ河本　圭仁　役員の皆様一年間本当におつかれ様でした。ありがとうござ

いました。
Ｌ久保美代子　大門丸の皆さん、１年間大変お疲れ様でした。
Ｌ朝雲　学人　一年間お疲れ様でした。

◆ 平成２7年₇月第₁例会
Ｌ大川　耕三　一年間よろしくお願いします。
Ｌ村上　泰久　第一回例会ありがとうございました。
Ｌ戸梶　直美　大川丸　出航おめでとうございます。
Ｌ森　　和幸　大川丸一年間頑張って下さい。
Ｌ今村タマキ　大川丸の出航を期待致します。
Ｌ小倉　圭二　一年間宜しくお願いします。
Ｌ原瀬　忠広　大川丸の船出を祝して（新会員？ですが宜しくお願いします）
Ｌ河本　圭仁　新年度にカンパイ !
Ｌ兵頭　好喜　１年間よろしくお願いします
Ｌ服部　　勲　大川丸の出航を祝って
Ｌ友澤　節男　新執行部誕生おめでとうございます。
Ｌ廣江　和男　大川丸の船出を祝って
Ｌ吉田　文彦　大川内閣の船出を祝って
Ｌ高橋　孝子　大川丸出航おめでとうございます。無事着岸できる様微力な

がら頑張ります。１年間よろしくお願いいたします。
Ｌ稲森　和行　出港おめでとうございます。
Ｌ藤井　　滋　大川丸ガンバって !!
Ｌ島田　省吾　大川丸の出港を祝って
Ｌ早川　義仲　急に例会、欠席ですみません。新役員の皆様一年がんばって

下さい。
Ｌ宮川　晶子　大川さん、村上さん、戸梶さん、１年間がんばって下さい。
Ｌ永野　通夫　一年間、よろしくお願いします。
Ｌ野垣　康之　大川丸の船出を祝って
Ｌ佐々木　勲　新しい出発楽しくがんばりましょう
Ｌ丹下　靖憲　大川丸出航おめでとうございます。
Ｌ太　　亨哲　１年間よろしくお願い致します。
Ｌ松浦　龍也　大川会長一年間頑張って下さい !
Ｌ池田　博英　本年度も宜しくお願い致します。
Ｌ清川　和夫　大川丸の出航を祝して
Ｌ今井　典子　大川会長一緒にたのしく頑張ります。
Ｌ盛重　二郎　大川丸の出航を祝って
Ｌ続木　隆夫　大川丸の船出お歓び申し上げます。
Ｌ伊藤　英樹　大川丸出航おめでとうございます。
Ｌ高山　正志　新大川丸の門出に
Ｌ竹田　祥一　大川丸出航バンザイ !
Ｌ山﨑　忠志　新役員、委員長の皆様１年間どうぞ宜しくお願いします。
Ｌ中岡　富茂　大川丸出港おめでとうございます。

Ｌ山田　　哲　村上幹事がんばって下さい。
Ｌ程野　裕貴　大川丸、出航、頑張っていきましょう。
Ｌ長野　　剛　今年度も宜しくお願い致します。
Ｌ冨永　　実　五役のみなさん１年間宜しくお願いします。
Ｌ伊賀上竜也　五役及び各委員長さん御苦労様です。
Ｌ朝雲　学人　新年度もよろしくお願い致します。
Ｌ大西　安子　大川丸の出航に幸あれ !! よろしくお願い致します。７月の誕

生月の皆様おめでとうございます。
Ｌ新崎　　勉　大川丸の晴れのご出帆を心よりお祝い申し上げます。
Ｌ大西千恵春　大川丸出航おめでとうございます。
Ｌ伊藤　憲司　新年度一年間よろしくお願い致します。
Ｌ加藤　定伸　大川会長へ頑張ります。
Ｌ石居　洋子　大川丸一年間がんばって下さい。
Ｌ山本　幸治　大川会長一年間よろしくお願い致します。
Ｌ佃　　浩三　大川会長様よろしくお願い致します。
Ｌ藤本　雅弘　例会100％めざして頑張ります。又、１年間よろしくお願いし

ます。
Ｌ喜井　茂雅　今年も誕生祝いありがとうございました。
Ｌ佐伯　裕子　大川丸の出航おめでとうございます。
Ｌ久保美代子　大川会長微力ですが一生懸命頑張りますのでよろしくお願い

します。
Ｌ岩本　　透　大川会長１年宜しくお願い致します。
Ｌ川添　潔明　大川丸出港順風満杯を祝す
Ｌ松本　政清　大川さんよろしくおねがいします。
Ｌ和泉　光浩　１年間宜しく御願いします。
Ｌ内海由美子　大川会長１年間よろしくお願い申し上げます
Ｌ橋本　和範　大川さん一年間頑張って下さい。
Ｌ新野　和幸　大川会長一年間宜しくお願いします !
Ｌ近藤　　猛　暑くなりました。軽井沢も暑かったです。

☆出席率　88％　☆ファイン　200円　☆ドネーション　268,000円



『温故知新』のコーナー
このコーナーはチャーターメンバー及び歴代会長の過去のエピソードや
ご意見を頂戴するコーナーです。
今回のゲストはチャーターメンバー・第23代会長　島田　省吾さんです。
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【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。

■当時の松山中央ＬＣを振り返って
松山で３番目に設立された我がクラブは先輩クラブに追いつけ・追い越せの勢いで、まず、例会出席率の向
上に努め、90％以上の出席率を確保していました。
第26代会長で現在ダイキ会長の大亀さんはメイキャップを行う為に出張先にて他クラブの例会出席を行い証
明をもらっていたエピソードがあります。
■入会してよかったこと

35歳で入会しましたが、若き経営者の皆さんの苦労を見ていると、自分も努力をしないといけないと発奮し、
自己啓発できたことです。
■辛かったこと・苦労したこと

辛かったと感じたことはありませんが、酒造業を営んでいる性質上、寒い冬の時期が繁忙期ということもあ
り、例会や委員会の出席が困難であったことくらいです。
■エピソード

当時、ライオンズデー（10月８日）が堀之内の清掃作業で６：30の開始時刻に間に合わせるためには、伊予
鉄の始発に乗車しても開始時刻には間に合わず、車の運転も苦手ということから、人力で行くことを決断 !!
朝４：00に自宅（東温市志津川）を出発し、徒歩と小走りで開始に間に合わせたという話は、当時メンバー
間でも話題になりました（笑）。
■後輩会員に一言

若い人たちのやり方で運営していけばよいと思います。
ただ、ライオンズクラブの本質である、奉仕活動と例会・委員会の積極的な参加という基本を忘れないよう
していただければと思います。

◆発　行／
　毎月₁回・年12回
◆例会場／
　ホテルJALシティ松山
　TEL（0８９）９1３‐25８0
◆例会日／
　毎月・第₂、第₄火曜日
◆クラブ事務局／
　〒7９0‐0001
　松山市一番町₄丁目₁‐₅
　ISSEIビル₃F
　TEL（0８９）９1３‐1６３2
◆会　長／大川　耕三
◆幹　事／村上　泰久
◆PR・IT委員長／伊藤　英樹
◆印　刷／不二印刷㈱
◆配布先／県、市、マスコミ各社
　銀行各社、姉妹・友好クラブほか

６月17日、今年度最後の委員会となった恒例のゴルフ遠征

コンペにて、優勝させていただきました。いつもの様に、行

きのバスの中では松浦・太両司会で大変盛り上がりました。

そのせいで多少アルコールも入りリラックスできたのが勝

因だったように思います。

いただいた大門会長賞でめがねのアイアイエーに行ってき

ます。ありがとうございました。

森　　和幸優勝者からひとこと

6/17㈬ 広島カントリークラブ 西条コース

ゴルフコンペ成績

いろいろなエピソードやご意見、ありがとうございました。
※チャーターメンバー・第16代会長　船倉　和夫さん
　チャーターメンバー・第18代会長　宮崎　陽允さんは体調不良の為、残念ながら取材できませんでした。


