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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

就　任　挨　拶

　今年度１Ｒ-ＲＣとして７月に就任いたしましたが、実
際の活動は４月より開始し、既に６ヶ月が経過しようと
しています。そんな中、当初より想定していた数々の問
題や課題に現実の事として直面し、日々難行苦行いたし
ております。各クラブの健全な運営と、１Ｒの変わらぬ
発展を目指し、19クラブ会員同士の信頼と融和を築き上
げる様 精一杯努力する所存です。どうか、皆様方のご理

解とご指導を賜ります様、切にお願いし就任の挨拶とい
たします。

３３６-Ａ地区１Ｒ-ＲＣ就任挨拶 友　澤　節　男

　今年度、大川会長の下、計画出席委員長をおおせつか
りました太です。
　２年前にお話を頂いた時は「よし ! やっておろやない
かい。」と思っておりましたが、だんだん近づくにつれ

「あれ？ようやらんかもしれん。」に変わっていきました。
　私は自信がある時には饒舌になりがちですが、緊張す
ると口数が減ってしまいます。
　まさに今がその時です。
　しかし緊張の中でもスタートしたからには、全力でが
んばるしかないと思っております。 

　微力を自覚しておりますので100％では足りません、
120％出す勢いで乗り切りたいと思います。
　また、近年の中央ライオンズクラブの出席率は80％超
を維持しており益々クラブが活性化しております。この
歴史の一端でお世話させていただくことに喜びを感じて
おります。皆様、何卒一年間よろしくお願いいたします。

計画・出席委員長就任挨拶 太　　　享　哲

　今年度ＰＲ・ＩＴ委員長に就任いたしました伊藤英樹
です。
　就任前は仕事関係もＩＴというで『何とかなるでしょ
う』的な安易な気持ちでおりましたが、いざ始まってみる
と、前任の池田さんの苦労が身に染みてわかります（泣）
　記憶より記録に残るＰＲ・ＩＴ委員の重責を感じなが
ら日々過ごしております。

　まだ始まったばかりですが、大川会長・村上幹事のも
と、諸先輩の皆様・各委員長さまにはお力を借り、委員
会のメンバーとは力を合わせ、何とか１年乗り切るよう
全力で頑張ってまいりますので、ご支援・ご鞭撻のほど
宜しくお願い申し上げます。

ＰＲ・ＩＴ委員長就任挨拶 伊　藤　英　樹

　みなさんこんにちは、この度大川会長のもと社会福祉
委員長を務めさせていただくことになりました木下でご
ざいます。さて顧みますれば前期は我がクラブにとりま
してまさに激動の１年ではなかったでしょうか。諸先輩
方のきずかれてきた歴史と言うものに思いをはせながら
この伝統のある松山中央ライオンズクラブの社会福祉委
員会の委員長としてしっかり活動をしてまいりたいと思
います。前任の仙波委員長には大変お世話様になり又い
ろいろとご指導を頂き感謝いたします。終わりになりま

したが大川会長の掲げたスローガンのもと皆様と一致団
結の心をもって頑張ってまいりたいと思っておりますの
で皆様方のご協力ご指導を心からお願い申し上げまして
着任ご挨拶と致します。
　感謝木下勝敏

社会福祉委員長就任挨拶 木　下　勝　敏
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　今年度、保健委員長をおおせつかりました大西です。
　会員の皆様には日頃から保健委員会活動にご協力頂き
まして感謝申し上げます。
　主役アクトの献血活動におきましては、ご多忙な中た
いへんお世話になりますが、献血の意義、現状をお伝え
し、皆様のご理解とご協力を得られるよう頑張っていき

たいと思います。当クラブでしかできない優越的な活動
を模索しながら活動を遂行していく所存でおりますので、
一年間どうぞよろしくお願い致します。

保健委員長就任挨拶 大　西　安　子

　今期、加藤定伸副委員長ほか10名の委員会メンバーとともに
委員長として活動していきます。すでに「ありがとうとうメッ
セージはがき」の事業は終了しましたが、これから私たち教育・
国際委員会にとって重要な事業が控えています。長年にわたっ
て引き継がれてきた大切な事業ばかりです。この委員会の事業
はすべてが対外的な活動です。ライオンズの存在意義はウィ・

サーブの精神に基づく奉仕活動にあることを自覚して、関係す
る皆さんに喜んでもらえる活動をいていきたいと思います。会
員の皆さまどうぞご協力をよろしくお願い致します。
　なお直近の事業は、９月におこなわれる「定時制・通信制中
予地区体験発表」です。多くの会員のみなさんに感動的な体験
発表を聴いてもらいたいと願っています。

教育・国際委員長就任挨拶 境　　　俊　之

　この度、市民・公衆委員長に就任させていただきました
久保美代子です。ライオンズ活動というものがまだまだ
理解できていなくて、無知で頼りない委員長ですが、ライ
オンズ必携とライオンズ手帳をよく読んで、諸先輩方や
歴代委員長に教えて頂きながら、大川会長の足を引っ張
らないよう日々成長してまいりたいと思っています。皆

さんに市民・公衆委員会からアクトのご案内がありまし
たら、是非ご協力をよろしくお願いします。

市民・公衆委員長就任挨拶 久　保　美代子

　今期から新設された青少年育成委員会の委員長をさせ
ていただくことになりました和泉です。初めての委員長
ということで至らぬ点が多くあるとは思いますが、どう
ぞよろしくお願いしたいます。
　そしてこの、青少年育成委員会をとおして、青少年の
育成に皆様と共に、貢献できるように全力で頑張ります

ので、アクトへの参加どうぞよろしくお願いいたします。
　先日の小中学生ゴルフ大会にご参加いただいた皆様、
大変な暑さの中ありがとうございました !!

青少年育成委員長就任挨拶 和　泉　光　浩



総合保険代理店

安心をお届けします

永野　通夫
松山市朝生田町２−４−６
TEL　089-913-0866
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「アイバンク会費」について 大　西　安　子保健委員長

　このたびは、公益財団法人愛媛アイバンク賛助会費を納入頂き誠に有難うございます。
　アイバンク事業の目的は、視力障害者の視力の回復に資するため、献眼を受けるとともに角膜移植に関する普及啓発を図り、愛
媛県民の公衆衛生と福祉の向上に寄与することです。
　愛媛アイバンクは設立以来２９年を迎え、３月末の眼球提供登録者は１４,９９５名、献眼者数は２２２名となっております。しかしながら、
当事業資金は、基本財産を運用して受け取る利息と、善意の寄付金などでまかなわれておりますが、昨今の超低金利により運用利
息収入が減少していることもあり、確保に苦慮しているそうです。そこで、賛助会員制度を設け、この年会費がアイバンク運営の
主な資金源になっており、法人会費は１口年額１０,０００円、個人会費は１口年額１,０００円ということです。

　もう一人の人生を・・・瞳となって
　　　　角膜の寿命は１６０年とも２００年とも言われています。
目の不自由な方の瞳になって、もう一人の人生を共に生き続けてほしいのです。
　　　　あなたの愛で、明るい夢と未来がひらけます。

　アイバンクでは、目の不自由な方に愛の光を贈る活動をしています。
　角膜の移植手術で視力がよみがえる方に、角膜の斡旋をしています。 （愛媛アイバンクのＨＰより）

「ダメ。ゼッタイ。」普及運動街頭パレード 大　西　安　子保健委員長

　当クラブのアクティビティの一つである薬物乱用防止啓発活動の一環として、愛媛県中
予保健所等が主催する街頭パレードに参加させて頂きました。大街道商店街一番町口から
銀天街市駅前口まで県警音楽隊を先頭に、通行人へ啓発資料とティッシュを配布し、薬物
乱用防止を呼びかけました。当日の午前中は記録的な集中豪雨で最悪の天気だったのが
嘘のように小降りになり、パレードの始まる１６時
頃には晴れ間も見えてきました。これも、松山中
央ライオンズクラブの晴れ女５名の成せる技かし
ら？と談笑しながら歩みました。
　関係団体総勢４３２名余参加の大パレードとなり、

道行く方々へのパフォーマンスとしては大いに意識喚起となる有意義で盛大なパレードで
あったと感じております。
　蒸し暑く不安定な天候の中、またお忙しい中ご参加頂きました皆様、そして国連支援募
金にご協力頂きましたことに心より感謝申し上げます。本当に有難うございました。
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８月の誕生人から一言・・・

　去る７月１０日・１３日・１４日・１５日の４日間、
「ありがとうメッセージはがき」の贈呈を行
いました。対象は番町・双葉・雄郡・桑原・
道後・余土の６小学校、みなら・愛大附属・
しげのぶ・みなら城北分校の特別支援学校４
校と松山聾学校・松山盲学校の合計１２校の生
徒さんたちで、松山中央ライオンズクラブの
ロゴが印刷されたかもめーるはがき３,２００枚
を贈呈しました。どの学校も先生方や代表の
生徒さんが温かく出迎えてくれ、長く継続し
ている事業の重要性を改めて感じることが出
来ました。
　手書きの手紙やはがきを出すことも貰うこ
ともめっきり減った昨今、日頃お世話になっ
ている人の顔を思い浮かべながらはがきを書
くことは、大きな意義のあることだと校長先
生や担当の先生方はおっしゃっていました。
　今回は、愛媛新聞社・テレビ愛媛・愛媛Ｃ
ＡＴＶの各社が愛媛大学教育学部附属特別支
援学校の贈呈式を取材し、報道されました。
わがクラブの活動を出来るだけ多く発信しよ
うという会長方針に沿った活動になりました。
　最後にこの事業の実施にあたって、昨年に
引き続いて松山中央郵便局の高橋宇根副部長
に多大の協力をいただきました。ありがとう
ございました。

ありがとうメッセージはがき 境　　　俊　之教育・国際委員長

小倉　圭二 1952（昭和27年）８月11日生

　私の誕生日、８月11日は来年から国民の祝日になるそう
です。国を挙げて国民のみなさまがお祝いしてくれると
はありがたいものです。別名“山の日”とも言うそうですが、
私はあくまでも私の誕生日のお祝いの日と思っております。

大門さんも今月のお誕生人です。

徳永　昭夫 1929（昭和４年）８月25日生

　「吾　男の子　名の子　意気の子　剣の子　恋の子　詩
の子　あゝ悶えの子」旧制高校時代によく口づさんでいた
与謝野鉄幹（晶子の夫）の歌です。大分私も体力が弱くな
りましたが、或る時は情熱的に、或る時は淡々として余生
を送りたく思っています。

河合　　浩 1962（昭和37年）８月25日生

　こんにちは、「まだいます。」でおなじみの河合です。「ま
だおったんか？」と言われ、一兵卒のまま10年目に入りま
した。
　そろそろ少しはお役に立つことをしようと思いますので、
あたたかく見守ってください。

野垣　康之 1960（昭和35年）８月28日生

　今年で55歳になりました。世相はますます暗いですが、
こんななかで家族みんなで元気に誕生日を迎えられるのが
何よりです。13歳の娘の花嫁姿を見るまでは頑張ります。

池田　博英 1964（昭和39年）８月２日生

　「夏生まれは夏が好きでしょ？」と言われますが、私自
身は人間が生ぬるいので、春秋が好きです。花粉症発症以
降、秋が一番です。「夏来たりなば秋遠からじ」
娘達に誕生日をスルーされたので、嫌味っぽくアピールし
たところ、数日後にプレゼントが置いてありました。やは
り人間が生ぬるいのです。

加地　雅臣 1962（昭和37年）８月31日生

　53回目の誕生日を迎えます。愛媛県司法書士会の広報部
長就任など本業以外の役回りが増え、何かと忙しいですが、
例会出席だけは果たせるよう頑張ります。これからもよろ
しくお願いいたします。

伊藤　憲司 1967（昭和42年）８月８日生

　お陰様で大きな病気もせずに８月８日で48歳になりまし
た。そろそろ健康にも気を遣わないと思いながら、暴飲暴
食止まりません。体重は５年間変化なしですが、少しスリ
ムにならないといけないとつくづく思うこの頃、食事もお
酒も控えめにしてダイエット頑張ります !
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理 事 会 だ よ り

例 会 だ よ り

　　　昨年度まで20ドルで、今年度できれば50ドルして欲しいとキャビネットより依頼がきているが従来
　　　通り、20ドルとする。
　⑼　地区ガバナー公式訪問について………………………………………………………… 村上幹事【承認】
　　　■日　時：９月６日㈰　13：30～17：00
　　　■場　所：ウェルピア伊予　銀河の間
　　　■登録料：＠2,000×６名＝12,000円
　　　　（該当者：１Ｒ－ＲＣ・会長・第一副会長・幹事・会計・会員委員長）
　⑽　NPO法人日本アイバンク運動推進協議会会費12,000円納入について【Ｐ16】
　　　……………………………………………………………………………………………… 村上幹事【承認】
　⑾　愛媛いのちの電話開局30周年特別後援会費１口30,000円のお願いについて【Ｐ17】
　　　……………………………………………………………………………………………… 村上幹事【承認】
　⑿　定期預金について………………………………………………………………………… 戸梶会計【承認】
　　①伊予銀行定期預金（周年事業 年間積立）・・・・・・50万
　　②愛媛銀行定期預金（周年事業 年間積立）・・・・・・50万
　　③阿波銀行定期預金（周年運営 年間積立）・・・・・＠5,000×会員数
　　④阿波銀行定期預金（姉妹提携 年間積立）・・・・・＠2,300×会員数
　　　・上記金額を振り替える
　⒀　振込専用新規口座開設について………………………………………………………… 戸梶会計【承認】
　　　・振込時のみ使用する口座を開設する旨説明。
　⒁　その他……………………………………………………………………………………… 村上幹事【承認】
　　　　①事務局夏期休暇について
　　　　　８月13日㈭～８月16日㈰まで
７．協議事項………………………………………………………………………………………………【大川会長】
　⑴　2015～2016年度冬期ＹＣＥ交換（派遣・受入）について
　　　派遣については８月17日までに回答
　　　・派遣は今期はしない。
　　　・受入は、依頼がきてから検討するが、前期からの関係もあり、予算はとっている。
８．報告事項………………………………………………………………………………………………【村上幹事】
　⑴　８月第二例会への例会訪問について
　　　ご来訪者：１ＺＣ、２ＺＣ，３ＺＣ
　⑵　エコキャップ回収事業について
　　　保健委員会
　　　・しばらく休止する。
９．その他
　　なし　
10．閉会

出席者：【役員】大川、森（和）、今村、小倉、村上、戸梶、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、伊藤（英）、境、高橋

会　次　第
１．開会宣言………………………………………………………………………………………………【大川会長】
２．出欠調査≫役員22名中20名の出席を確認
３．会長あいさつ…………………………………………………………………………………………【大川会長】
４.  前回議事録の確認 ……………………………………………………………………………………【村上幹事】
５．会計報告（７月分収支明細表） ……………………………………………………………………【戸梶会計】
　　　・順調に推移している。
６．審議事項
　⑴　退会届けについて　　Ｌ西山直樹……………………………………… 兵頭会員・会則委員長【報告】
　　　・退職し、多忙なため、退会届が出ており、受理する事とした旨報告
　⑵　交替会員について………………………………………………………… 兵頭会員・会則委員長【承認】
　　　・別紙にて説明　　清水栄治様　　土井晴彦様　　　
　⑶　例会欠席時のファインの取り扱いについて　　　　　　　　　　　　　〃
　　　■例会出席がどうしても出席出来なく、資料を会場受付または事務局にて受け取り
　　　　→ファイン100円
　　　■例会出席がどうしても出席出来なく、メーク・アップでの対応→ファイン100円
　　　・200円以上のファインが出た時の取り扱いは、どうするのか　　松浦さん
　　　・メーク・アップ時の集金の仕方はどうするのか　　丹下さん
　　　　等の意見が寄せられ、再度、会員・会則委員会で検討することとなる。
　⑷　終身会員Ｌ宮崎陽允の終身会員取り扱いについて…………………… 兵頭会員・会則委員長【承認】
　　　・松山中央LC終身会員内規第３条２項・第４条３項（ライオンズ手帳Ｐ150） 
　⑸　「ありがとうメッセージはがき」決算書（案）について【Ｐ13】
　　　・別紙にて説明………………………………………………………………境 教育・国際委員長【承認】
　⑹　第53回愛媛県高等学校定時制通信制中予地区生徒生活体験発表会予算書（案）について
　　　・別紙にて説明………………………………………………………………境 教育・国際委員長【承認】
　⑺　2015年度家族例会予算書（案）について　　　　
　　　・別紙にて説明………………………………………………………………太 計画・出席委員長【承認】
　⑻　ＬＣＩＦ献金額について………………………………………………………………… 村上幹事【承認】

■第₂回理事会 ● ２０１5年₈月₃日㈪　１8：3０～
● 於：松山全日空ホテル　オパールルーム

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. 会長あいさつ ………………………………………………………………………………⇒大川会長あいさつ
５．誕生祝（８月）　Ｌ池田（２日）Ｌ伊藤（憲）（８日）Ｌ小倉（11日）Ｌ大門（20日）
　　　　　　　　　　Ｌ徳永（25日）Ｌ河合（25日）Ｌ野垣（28日）Ｌ加地（31日）
　　　　　　　　　　 …………………………………………………………………………⇒小倉さんあいさつ
６．キー賞受賞　　　　　　Ｌ友澤節男
　　………………………………………………………………………………………………⇒友澤さんあいさつ
７．審議事項
　⑴　退会届けについて　　Ｌ西山直樹………………………………………………………会員・会則委員会
　　　……………………………………………………………………………………………⇒村上幹事より報告
　⑵　交替会員について　　清水栄治様　　土井晴彦様……………………………………会員・会則委員会
　　　………………………………………………………………………… ⇒兵頭会員委員長より報告【承認】
　⑶　終身会員 L宮崎陽允の終身会員取り扱いについて ……………………………………会員・会則委員会
　　　………………………………………………………………………………… ⇒大川会長より報告【承認】
　⑷　「ありがとうメッセージはがき」決算書（案）について ……………………………教育・国際委員会
　　　……………………………………………………………………⇒境 教育・国際委員長より報告【承認】
　⑸　第53回愛媛県高等学校定時制通信制中予地区生徒生活体験発表会予算書（案）について
　　　……………………………………………… ⇒境 教育国際委員長より報告【承認】教育・国際委員会
　⑹　2015年度家族例会予算書（案）について………………………………………………計画・出席委員会
　　　……………………………………………………………………⇒太 計画・出席委員長より報告【承認】
　⑺　ＬＣＩＦ献金額について　　例年どおり一人20ドル
　　　………………………………………………………………………………… ⇒村上幹事より報告【承認】
　⑻　地区ガバナー公式訪問について
　　　………………………………………………………………………………… ⇒村上幹事より報告【承認】
　⑼　ＮＰＯ法人日本アイバンク運動推進協議会会費12,000円納入について
　　　………………………………………………………………………………… ⇒村上幹事より報告【承認】
　⑽　愛媛いのちの電話開局30周年特別後援会費１口30,000円のお願いについて
　　　………………………………………………………………………………… ⇒村上幹事より報告【承認】
　⑾　定期預金について
　　　………………………………………………………………………………… ⇒戸梶会計より報告【承認】
　⑿　振込専用新規口座開設について
８．食　　事
９．幹事報告
　　…………………………………………………………………………………⇒以下、３点村上幹事より報告
　⑴　８月第二例会への例会訪問について　ご来訪者：１ＺＣ、２ＺＣ、３ＺＣ
　⑵　事務局夏期休暇について　　　　　　８月13日㈭～８月16日㈰まで
　⑶　エコキャップ回収事業について
10．その他　
　　……………………………⇒村上幹事より報告　仙台中央グリーンライオンズ周年　本登録のお知らせ
11．委員会報告
　　　①「ダメ。ゼッタイ。」国連支援募金について ………………………………………………保健委員会
　　　　…………………………………………………………………………………⇒大西保健委員長より報告
　　　　………………………………… ⇒和泉青少年育成委員長より報告　８/５ゴルフ大会のお礼と報告
　　　　……………………………………⇒伊藤ＰＲ・ＩＴ委員長より報告　ホームページの更新に関して
12．テールツイスターの活躍
　　……………………………………………………………………………⇒清川テールツイスターによる報告
　　……………………………⇒池田ランニング同好会委員長より報告　お城下リレーマラソン参加者募集
13．ファイン･ドネーションの報告
　　………………………………………………………………………………………………⇒戸梶会計より報告
14．出席率の報告………………………………………………………………………………………………………
　　……………………………………………………………………………… ⇒太 計画・出席委員長より報告
15．閉会ゴング
　　…………………………………………………………………………………………⇒大川会長によるゴング
16．’また会う日まで’合唱
17．ローア

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ヒム斉唱
４．会長あいさつ………………………………………………………………………………⇒大川会長あいさつ
５．新会員入会式　両田　晃様
　　　①新会員・スポンサー前へ
　　　②新会員略歴紹介
　　　　…………………………………………………………………………………⇒兵頭会員委員長より紹介
　　　③ライオンズ・バッジ贈呈
　　　　…………………………………………………………………………………………⇒大川会長より贈呈
　　　④新会員「ライオンズの誓い」
　　　　……………………………………………………………… ⇒両田晃さんによる「ライオンズの誓い」
　　　⑤スポンサーの宣誓
　　　　…………………………………………………………………………⇒大川会長よりスポンサーの宣誓
　　　⑥新会員あいさつ
　　　　……………………………………………………………………………………⇒両田晃さんのあいさつ
　　　⑦会長歓迎あいさつ及び所属委員会の任命
　　　　………………………………………………………⇒大川会長より歓迎あいさつ、保健委員会へ任命
６．キー賞受賞　　　　　Ｌ友澤節男
　　…………………………………………………………………⇒友澤節男さん出張につき後日お渡しとする
７．審議事項
　⑴　予算書（2015.７～2016.６）について
　　　………………………………………………………………………………… ⇒村上幹事より説明【承認】
８．食　　事
　　…………………⇒木下勝敏さんより退院のご挨拶と社会福祉委員会から（職場体験アクト）のお願い
９．内部卓話
　　………………………………………………………………………………………⇒永野能弘さんの内部卓話
10．委員会報告
　　1　委員会場所変更について
　　　　８月18日㈫　笠組　⇨　マリベールスパイアに変更 計画・出席委員会
　　　　………………………………………………………………………… ⇒太 計画・出席委員長より報告
　　2　７月献血結果報告　保健委員会
　　3　８月献血活動予定　保健委員会
　　4　「ダメ。ゼッタイ。」普及運動街頭パレードの報告　保健委員会
　　　　…………………………………………………………………⇒上記、２～４大西保健委員長より報告
11．幹事報告
　　…………………………………………………………………………………………………………⇒報告なし

臨時報告
　　………………………………………………………………⇒松浦龍也さんよりＣＮ50周年に関するご報告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　尾田仁さんより会計報告に関する質疑あり
12．テールツイスターの活躍
　　……………………………………………………………………………⇒清川テールツイスターによる報告
13．ファイン・ドネーションの報告
　　………………………………………………………………………………………………⇒戸梶会計より報告
14．出席率の報告
　　……………………………………………………………………………… ⇒太 計画・出席委員長より報告
15．閉会ゴング
　　…………………………………………………………………………………………………………⇒大川会長
16．‘また会う日まで’合唱
17．ローア 

■第１２１6回例会 ● ２０１5年₇月２8日㈫　１２：１5～１3：１5
● 於：ホテルＪＡＬシティ松山 ■第１２１7回例会 ● ２０１5年₈月１１日㈫　１２：１5～１3：１5

● 於：ホテルＪＡＬシティ松山



�

☆出席率　80％　☆ファイン　400円　☆ドネーション　105,000円

◆ 平成２7年₇月第₂例会
Ｌ大川　耕三　両田さん新入会おめでとうございます。
Ｌ村上　泰久　両田さん入会おめでとうございます。
Ｌ戸梶　直美　両田さん御入会おめでとうございます。
Ｌ今村タマキ　両田　晃様、入会おめでとうございます。
Ｌ小倉　圭二　両田さん入会おめでとうございます。
Ｌ吉田　文彦　夏到来 !! みな様御自愛を
Ｌ兵頭　好喜　苔筵では、参加者の皆さんにお世話になりありがとう

ございました。反省しています。両田さん入会おめで
とうございます。

Ｌ尾田　　仁　大川丸おれまじてすません。この１年よろしくお願い
します。

Ｌ原瀬　忠広　両田様入会を祝して。宜しくお願いします。
Ｌ宮川　晶子　予算通ってよかったね。戸梶会計、高橋財務委員長。で

も、大変なのはまだまだこれからよ !!
Ｌ早川　義仲　両田さん入会おめでとうございます。
Ｌ今井　典子　今日も元気一杯 !! 計画出席頑張ります。
Ｌ盛重　二郎　皆さん暑さに負けず頑張って下さい。
Ｌ池田　博英　両田さんおめでとうございます。
Ｌ松浦　龍也　両田さん入会おめでとうございます。
Ｌ永野　通夫　両田さん、入会おめでとうございます。
Ｌ太　　亨哲　両田さん入会おめでとうございます。
Ｌ丹下　靖憲　両田さん入会おめでとうございます。
Ｌ清川　和夫　両田さん入会ありがとうございます。
Ｌ高山　正志　今治西、甲子園出場おめでとう !
Ｌ山本　宗宏　村上幹事　頑張って～ !!
Ｌ武智　正晴　大川丸出航おめでとうございます。
Ｌ中岡　富茂　両田晃様入会おめでとうございます。
Ｌ大西千恵春　暑い中、献血活動ありがとうございました。（各大学に

て）

Ｌ新崎　　勉　暑中御見舞い申し上げます。この夏も心身共に健やか
に乗り越えて参りましょう。

Ｌ朝雲　学人　梅雨が明けるとビアガーデンですね。
Ｌ大西　安子　両田さんご入会おめでとうございます。同じ保健委員

会ですのでよろしくお願いします。
Ｌ両田　　晃　よろしくお願い致します。
Ｌ境　　俊之　両田さん入会おめでとうございます。友澤さんキー賞

受賞おめでとうございます。
Ｌ新宮　幸孝　両田さん入会おめでとうございます。
Ｌ山本　幸治　両田様入会おめでとうございます。
Ｌ木下　勝敏　健康の大切さを思いしりました。
Ｌ山本　修嗣　松山中央ライオンズクラブ２年目に突入 ! 一所懸命が

んばります !
Ｌ今駒　昌美　両田晃様、入会おめでとうございます。
Ｌ喜井　茂雅　木下さん復帰おめでとうございます。
Ｌ久保美代子　暑いですね、とにかく暑いです、頑張ります。
Ｌ山之口智章　両田さん、新入会おめでとうございます。
Ｌ川添　潔明　両田　晃様入会おめでとうございます。
Ｌ新野　和幸　暑さに負けずガンバリマス !!
Ｌ内海由美子　友澤様、キー賞受賞おめでとうございます。
Ｌ近藤　　猛　両田さん入会おめでとうございます。
Ｌ橋本　和範　両田さん新会員おめでとうございます。
Ｌ松本　政清　両田さん入会おめでとうございます。

☆出席率　80％　☆ファイン　1,700円　☆ドネーション　106,000円

◆ 平成２7年₈月第₁例会
Ｌ大川　耕三　友澤さんキー賞おめでとうございます。
Ｌ森　　和幸　暑い日が続きますがお体を大切に
Ｌ戸梶　直美　小倉さん記念日制定おめでとうございます。
Ｌ村上　泰久　友澤さんキー賞おめでとうございます。
Ｌ服部　　勲　友澤さんキー賞受賞おめでとうございます。
Ｌ友澤　節男　キー賞ありがとうございました。
Ｌ兵頭　好喜　８月生の皆さんおめでとうございます。
Ｌ吉田　文彦　猛暑お見舞い申し上げます。
Ｌ原瀬　忠広　暑いですね。暑中お見舞い申し上げます。
Ｌ宮川　晶子　冷や奴、梅干、サラダ、日本酒が夕べの晩ごはんのメ

ニュー。これだけ暑いと食欲も出ませんね。
Ｌ高橋　孝子　ご入会されますおふたがたおめでとうございます。
Ｌ早川　義仲　清水さん土井さん交替会員ありがとうございます。
Ｌ太　　亨哲　ゴルフ委員会馬１人取りました。スミマセン
Ｌ松浦　龍也　８月お誕生日の方々おめでとうございます。
Ｌ清川　和夫　８月誕生日の方、おめでとうございます。
Ｌ今井　典子　盛重さん退院おめでとうございます。本当に嬉しいで

す。
Ｌ池田　博英　暑中お見舞
Ｌ永野　通夫　暑中お見舞い申し上げます。
Ｌ丹下　靖憲　暑いですね。乗り切りましょう
Ｌ山田　　哲　小倉さん誕生日おめでとうございます。
Ｌ山本　宗宏　皆さん、誕生日おめでとうございます。
Ｌ伊藤　英樹　誕生日の皆様おめでとうございます。
Ｌ高山　正志　夏本番 ! 体調管理を !
Ｌ竹田　祥一　秋がまちどおしい毎日です。
Ｌ伊賀上竜也　誕生月の皆様おめでとうございます。
Ｌ大西　安子　８月お誕生月の皆様おめでとうございます。
Ｌ新崎　　勉　鈴虫の音の聞こえる季節となりました。暑い夏もあと

一時です。頑張りましょう。
Ｌ朝雲　学人　生まれて初めてクルーズツアーに参加します
Ｌ大西千恵春　久しぶりに境さんに勝ちました。やった～
Ｌ佃　　浩三　友澤節男様キー賞受賞おめでとうございます。
Ｌ境　　俊之　８月お誕生日の皆さん、おめでとう。
Ｌ新宮　幸孝　８月生まれのみなさんおめでとうございます。
Ｌ山本　幸治　お盆が近くなって来ました。ご先祖様に感謝して暑い

夏を乗り切りたいものです。

Ｌ木下　勝敏　友澤さん受賞おめでとうございます。
Ｌ喜井　茂雅　昨日、しまなみ自転車で42㎞走りました。
Ｌ藤本　雅弘　両田さん、入会おめでとうございます。
Ｌ今駒　昌美　清水栄治様、土井晴彦様今後とも宜しくお願いします。
Ｌ山本　修嗣　夏らしい夏にカンパイ ! 熱中症に注意しましょう。
Ｌ川添　潔明　友澤さんキー賞受賞おめでとうございます。
Ｌ佐伯　裕子　友澤さんキー賞おめでとうございます。
Ｌ久保美代子　お盆ですね。お盆休みできる方がうらやましいです。

私は仕事します。
Ｌ松本　政清　友澤さんキー賞受賞お目出とうございます。
Ｌ内海由美子　お誕生日おめでとうございます。
Ｌ近藤　　猛　高校野球弱くなりました。
Ｌ橋本　和範　毎日暑いですね
Ｌ新野　和幸　暑さに負けそうです。
Ｌ和泉　光浩　小中学生ゴルフ大会のアクト参加頂いた方々ありがと

うございました。



『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32代会長　吉田　文彦さんです。

お
知
ら
せ

№551　2015（平成27年）₈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。

■当時の松山中央ＬＣを振り返って
25歳６か月の若さでクラブ入会いたしました。当時、世界最年少での入会であったと記憶しております。入
会の翌年、奥道後で開催されたチャーターナイトに出席するため、生後間もない娘を両親に預け、男性は上
下揃いの制服と帽子を着用、奥様方は全員お揃いの着物を仕立てて、二人で出席したこと鮮明に記憶してお
ります。
また、チャーターメンバー第４代会長永野貞一さんやチャーターメンバー第９代会長澤井旦昇さんらと毎晩
つるんで飲みに出かけたことも懐かしく思い出されます。
■入会してよかったこと

チャーターメンバー第30代会長吉岡悟さんほか、対等にお付き合いができる親友と呼べる人ができたことで
す。また、たくさんの先輩方に可愛がっていただきました。
■辛かったこと・苦労したこと

やはり、例会出席の時間を作ることが大変でした。特に夏場は製氷の仕事で忙しく、シャワーを浴びてから
大急ぎで出席したこと懐かしく思えます。
■エピソード

当時のメンバーで松山ルーテル教会牧師のホークランド・アランさんからボーリングやソフトボールの遊び
の誘いが自宅に引っ切り無しにかかってくるため、嫁さんに大ひんしゅくをかっていました（泣）
余談になりますが、そのアランさんの娘さんが森和幸さんと小学生当時の同級生であったことを知り、びっ
くり（驚）。ライオンズクラブの縁と年齢を感じました。
■後輩会員に一言

できる限り仕事の調整を行い、ライオンズクラブの三大義務を果していただければと思います。
また、若手メンバーさんも、77歳の爺さんですが、遠慮なく気軽に声をかけていただけば幸いです（笑）

◆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

ゴルフ委員会で、４月にホールインワン・７月に優勝をさせ

ていただきました。

今後はエージシュート達成をめざして健康管理に勉めたい

と思います。

松山中央ライオンズの皆様へ感謝。合掌

松本　政清優勝者からひとこと

7/30㈭ エリエールゴルフクラブ

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。


