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今昔写真館　『古きよき松山の風景と現在』
市役所前　昭和28年１月撮影   写真提供　村上浩一



（LC、竹田）

株式会社 日米石油（石　油　卸　部　門）
株式会社 竹田石油（石油小売部門）
株式会社 竹田ビル（不動産賃貸部門）

代表取締役 竹 田　祥 一
本　社　〒790-0045
　　　　愛媛県松山市余戸中６丁目４番 30 号
　　　　TEL（089）971-1661 ㈹
　　　　FAX（089）971-1056

2

「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

　皆さん、こんにちは。今年度、財務副委員長をさせて
いただいております早川です。
　本当の所、会社でも会計は良く理解できていない中で、
何とかやっている状態の私ですが、今回、良い機会をい
ただきましたので、会計の基礎から勉強して、理解を深
めようと思っております。今まで２回委員会を行いまし
たが、現委員長の高橋さんは、すごく前から勉強及び準
備をされており感心しております。
　今期一年間、全出席をし、一緒に学びながら、また美

味しい食事とお酒で楽しい委員会のサポートをして行き
ますので、今後とも、宜しくお願い致します。

財務副委員長就任挨拶 早　川　義　仲

　計画・出席委員会は、初めての所属となります。また
今年はテーマーの役目もさせて頂いておりますので、初
めてのチャレンジが多く、新鮮な日々を送らせていただ
いており、感謝いたします。
　来年委員長をお引き受けする際に戸惑わぬよう、今年
一年勉強させていただきながら、精一杯太委員長を支え
て参ります。
　ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

計画・出席副委員長就任挨拶 池　田　博　英

　今年度、ＰＲ・ＩＴ副委員長を務めさせていただく事
になりました武智です。本来ならば伊藤委員長の片腕と
なりサポートしなければならない立場ですが、不慣れな
点が多く逆にご迷惑をお掛けする事があるかもしれませ
ん。が、そうならない様努力します。
　今年度から大川会長のもと、来るべき１００周年に向かっ
て新しいスタートがきられました。ＰＲ・ＩＴ委員会とし
て会報誌の充実はもとより対外的なＰＲについては、沢
山の方々に私たちの活動を知っていただける様、効果的
なＰＲ活動に尽力して参ります。まだまだ未熟な私です

が皆様、ご指導・ご鞭撻の程宜しくお願い致します。

ＰＲ・ＩＴ副委員長就任挨拶 武　智　正　晴

　微力ながらも社会に貢献できるよう、木下委員長ご指
導のもと、１年間しっかりと勉強させていただきたいと
思います。
　ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

社会福祉副委員長就任挨拶 喜　井　茂　雅



（LC、友澤）

（LC、丹下）

（LC、野垣）

特に（医薬品在庫管理システム・診療予約システム）など特に（医薬品在庫管理システム・診療予約システム）など

（LC、中岡）
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　今年度、保健副委員長を仰せつかった大西千恵春です。
大西安子委員長のもとで日々勉強させていただいており
ます。私が保健委員会に魅力を感じる最大の理由、それ
は献血活動にあります。実は私の子供が数年前にバイク
の事故に遭い、その時まさに８リットルもの輸血によっ
て一命をとり止めることができました。血液は人口的に

作れず、また、保存期間も短いため、この時心から献血
活動の大切さを痛感しました。献血活動は人命に関わる
重要な活動です。今季そして来季とみなさんには是非御
協力の程よろしくお願いします。
　ちなみに私の血液型は几帳面なＡ型です。

保健副委員長就任挨拶 大　西　千恵春

　本年度、教育・国際副委員長を仰せつかりましたブリ
ヂストンタイヤの加藤でございます。
　２０１０年の９月に入会し丁度５年になりました。
　生まれは昭和３９年１１月、松山中央Ｌ.Ｃと同い年の５０歳。
これも『縁』 と思いながら愛着をもって頑張ってまいり
ます。

　仕事の方ではまだまだ現場仕事も多くＬ.Ｃの活動に何
かとご迷惑をおかけする事も有るかとは思いますが、精
一杯、境委員長をバックアップさせて頂きたいと思いま
す。

教育・国際副委員長就任挨拶 加　藤　定　伸

　今年度、市民・公衆副委員長を仰せつかりました森浩
輔です。
　前年度、自分自身初めての委員長経験として、市民・
公衆委員長を務めさせて頂きました。現委員長の久保さ
んには、何かと委員会運営にあたりご協力を頂きました
が、今度は私が久保さんをお支えする立場として副委員

長を務めさせて頂きます。昨年度に得た経験、知識を元
に円滑に、楽しく委員会運営ができるよう努めて参りま
すので、皆様ご協力よろしくお願い申し上げます。

市民・公衆副委員長就任挨拶 森　　　浩　輔

　青少年育成副委員長を務めさせて頂いている伊藤です。
山本会長の時に、教育国際委員長をさせて頂き、事業が
大変多かったことを記憶していますが、今回事業が分割
され、前回よりも集中して行えると思います。和泉委員
長を補佐して頑張ります。

青少年育成副委員長就任挨拶 伊　藤　幸　満



（LC、服部）（LC、橋本）

本　　　社　松山市西石井6丁目5番18－1号
　　　　　　TEL：089－968－2812　 FAX：089－957－0890
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　去る８月５日、松山ゴルフクラブにて、第１３回愛媛県小・中
学生ゴルフ大会が開催されました。
　我が松山中央ライオンズクラブは、今年で５回目の共催とな
りました。
　愛媛県内の小学生、中学生３7名の参加で行われました。
　今年はマスコミ関係者の取材も入り、例年以上に愛媛県のゴ
ルフの発展に大きく貢献できたのではと思います !!
　小中学生のレベルの高さに毎年、驚かされます !!
　スクラッチでは勝負になりません（笑）
　当日参加していただいた皆様、大変暑い中、ご協力していた
だきまして、本当にありがとうございました !!
　来年もご参加ご協力のほどよろしくお願いいたします !!

　みなさま初めまして。
　このたび、入会させていただきました土井晴彦と申します。
　事務所・店舗などの事業用不動産の仲介事業を行っていま
す。
　まだまだ若輩者ですが、諸先輩方の後に続けますよう、しっ
かり研鑽を積みたいと思います。
　どうぞ、よろしくお願いいたします。

株式会社 三福テナントインフォリンク 土井　晴彦代表取締役

和　泉　光　浩青少年育成委員長

第13回  愛媛県小・中学生ゴルフ大会



（LC、山田）（LC、早川）

〒790-0964　愛媛県松山市中村２丁目７-33
TEL 089-998-3080　FAX 089-998-3090

http://www.best-care.jp/

総 合 建 設 業

〒790-0942  松山市古川北2丁目22-22
TEL：089-961-4655  FAX：089-961-4656
E-mail:info@trial-emc.jp
URL:http://trial-emc.jp

代表取締役　一級建築士

早川　義仲

株式会社 トライアル
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３３６Ａ地区-１Ｒ１～３Z　役員　例会来訪 村　上　泰　久幹事

　８月第２例会に３３６Ａ地区１
Ｒより１Ｒ-ＲＣ友澤節男様、
１ＺＣ村井淳子様、２ＺＣ古市
文子様、３ＺＣ藤岡明様がお見
えになりました。
　代表して３Ｚの藤岡ＺＣのご
挨拶では我がクラブに対するお
褒めの言葉を頂きました。

９月の誕生人から一言・・・
大川　耕三 1949（昭和24年）９月29日生

　６６年目の誕生日を迎えることになりました。会長として１年間役割
が果たせるよう、体力の向上・思考の柔軟性にとくに力を入れなけれ
ばと思っています。みなさまのご協力も引き続きよろしくお願いしま
す。

高山　正志 1954（昭和29年）９月21日生
　四国霊場をお参りすると、本堂、大師堂で、線香を３本あげます。
　その理由は、過去・現在・未来を念じるということです。今年、６１才になり、
戦後7０年、高校野球１００年、ＪＡＬ墜落３０年、松山中央ＬＣ５０年、会去社
人生４０年、過の歴史を顧みる年になりました。現在の自分の足元をしっか
り見つめ、未来を考える誕生月にしたいと思います。

森　　和幸 1955（昭和30年）９月12日生
　還暦、定年、自分にあまり気にならない言葉の響きでしたが、その
日がとうとうやって来ました。
　いざその年になると還暦=老人というイメージが変わるものです。
肉体的には日々衰えを感じますが、わがクラブではまだまだひよっこ
です。これからもご指導宜しくお願いいたします。

大西　安子 1958（昭和33年）９月12日生
　また、一年が過ぎゆきます。そしてまた、誕生日がきます。
　なんて早すぎる一年だこと・・と、戸惑う時を超え今は華麗に加齢
したい ! と、多忙ですが充実した日々の生活に幸せを感じています。
　健康第一にして、何事も先送りせずできる時にできることを実行 !
と心がけて元気に頑張っていこうと思います。

朝雲　学人 1958（昭和33年）９月23日生
　お陰様でまたひとつ、元気に歳を取ることができました。還暦が近
くなり、２年前に決心した『還暦までにマラソン完走』がまだ達成で
きていないのでまずはこれが５7歳の目標になります。あとは健康に気
をつけて安寧に暮らせたらと思っています。よろしくお付きあいくだ
さい。

佐伯　裕子 1962（昭和37年）９月21日生
　先日、初めて人間ドックを受けました。
　少しコレステロール値は高いものの（医者いわく年相応らしい）健康体
でした。
　５０歳を過ぎて、健康な体であることの有難さをつくづく感じるようにな
りました。
　これからも、仕事も人とのお付き合いも誠実でありたいと思っています。

伊藤　英樹 1963（昭和38年）９月７日生
　ライオンズに入会し、早８年が過ぎましたが、ライオンズ会員でい
られることを誇りに思います。誕生日を迎え、またひとつ歳を重ねま
すが、いつまでも初心を忘れず「We Serve」の精神で頑張って参ります。

平尾　由紀 1963（昭和38年）９月29日生
　「わすれとったですー !! すっかり。誕生日も年も。職業は社労士な
のに私生活は初老氏になってしまいました。なんてしょんぼりすると
思ったら大間違い !! 熟女の凄みは今からが本腰でございます。目指す
ポジションはＡＫＢのセンターです !! 」

武智　正晴 1967（昭和42年）９月28日生
　４８歳になります。先日久しぶりに１９歳の息子と１時間テニスをしました。
彼が小学生の時はコテンパンにしていましたが、この度コテンパンにされ
ました。子供の成長は嬉しいのですが… !
　ライオンズに入会し素晴らしい仲間も増え、皆さんに支えられ１年が過
ぎました。
　今後とも宜しくお願いいたします。

白石　光永 1968（昭和43年）９月23日生
　松山中央ライオンズクラブに参加させていただき、早くも２年目を
迎えました。徐々に皆様のお名前とお顔が一致してまいりました。
　こらからも微力ではありますが、活動に貢献できればと思っており
ます。
　今後とも宜しくお願いいたします。

仙波　得伸 1974（昭和49年）９月19日生
　今年で41歳になり、「天才バカボン」のパパと同じ歳となりました。本
厄となる今年、子ども・子育て支援という名の新制度に悩みながら４月１
日に認定こども園として新たな歴史の１ページを刻みました。「厄」を「躍」
に置き換え、幼稚園に戻ることのできない旅をしています。クラブに入会
して５年目となりました。今後ともよろしくお願いいたします。

井上博道さんも今月のお誕生日人です。
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理 事 会 だ よ り

例 会 だ よ り

　⑺　仙台中央グリーンライオンズクラブＣＮ55周年御祝い金について（15万円）
　　　≫村上幹事より報告……………………………………………………………………… <審議>→<承認>
　　　※兵頭理事より先方からの出席人数について確認
　⑻　「第63回手足の不自由な子どもを育てる運動」に係る資金募集について
　　　≫村上幹事より報告　例年通りのクリアファイル…………………………………… <審議>→<承認>
７．報告事項
　1　終身会員申請について　Ｌ川添潔明に関して…………………………………………会員・会則委員会
　　　≫兵頭会員・会則委員長より報告……………………………………………………… <審議>→<承認>
　2　他クラブチャリティゴルフコンペ案内について
　　　≫村上幹事より報告　松山道後ＬＣ、松山城山ＬＣ、松山白鷺ＬＣ
８．その他
　　　≫丹下理事より仙台中央グリーンライオンズクラブＣＮ55周年御祝い金等の案件は、姉妹提携委員
　　　　会経由にするべきではないのか。大川会長了承。その後姉妹提携委員会 承認済み
９．閉会

出席者：（１Ｒ－ＲＣ）友澤
　　　　（役員）大川、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、新宮、伊藤（憲）
　　　　（オブザーバー）太、高橋、久保　和泉

１．開会宣言
２．出欠調査
　　　≫役員22人中19名の出席を確認
３．会長あいさつ
４．前回議事録の確認
　　　≫村上幹事より報告
５．会計報告（８月分収支明細表）
　　　≫戸梶会計より報告　「順調に推移」
６．審議事項
　⑴　交替会員、新会員について　大宿有三様　猪子真司様………………………………会員・会則委員会
　　　≫兵頭会員・会則委員長より報告……………………………………………………… <審議>→<承認>
　⑵　第13回愛媛県小・中学生ゴルフ大会決算書（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……………………………………………………… <審議>→<承認>
　⑶　「ライオンズデー労力アクティビティ」予算書（案）について ……………………市民・公衆委員会
　　　≫久保市民・公衆委員長より報告　…………………………………………………… <審議>→<承認>
　⑷　１Ｒリーダーシップ（指導力育成）研究会開催について
　　　≫村上幹事より報告………………………………… 出席者および登録料について　<審議>→<承認>
　⑸　１Ｒ第１回新会員オリエンテーションについて
　　　≫村上幹事より報告　出席者および登録料について………………………………… <審議>→<承認>
　⑹　ＬＣＩＦ・ＭＪＦ拠出金について
　　　≫村上幹事より報告……………………………………………………………………… <審議>→<承認>

■第₃回理事会 ● ２０１5年₉月₁日㈫　１8：3０～
● 於：松山全日空ホテル₄階　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（９月）Ｌ伊藤（英）（７日）、Ｌ森（和）（12日）、Ｌ大西（安）（12日）、Ｌ仙波（得）（19日）
　　　　　　　　　Ｌ佐伯（21日）、Ｌ高山（21日）、Ｌ朝雲（23日）、Ｌ白石（23日）、Ｌ井上（27日）
　　　　　　　　　Ｌ武智（正）（28日）、Ｌ大川（29日）、Ｌ平尾（29日）
　　　　　　　　　⇒伊藤さんあいさつ
６．還暦お祝い　　Ｌ森　和幸
　　　⇒森さんあいさつ
７．審議事項　
　⑴　交替会員、新会員について　大宿有三様　猪子真司様………………………………会員・会則委員会
　　　⇒兵頭会員委員長より報告……………………………………………………………………………【承認】
　⑵　終身会員申請について　Ｌ川添潔明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃
　　　⇒兵頭会員委員長より報告……………………………………………………………………………【承認】
　⑶　第13回愛媛県小・中学生ゴルフ大会決算書（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】
　⑷　「ライオンズデー労力アクティビティ」予算書（案）について ……………………市民・公衆委員会
　　　⇒久保市民・公衆委員長より報告……………………………………………………………………【承認】
　⑸　１Ｒリーダーシップ（指導力育成）研究会開催について　
　　　伊藤（幸）さん、喜井さんに出席要請
　　　⇒副幹事より報告………………………………………………………………………………………【承認】
　⑹　１Ｒ第１回新会員オリエンテーションについて
　　　⇒副幹事より報告………………………………………………………………………………………【承認】
　⑺　ＬＣＩＦ・ＭＪＦ拠出金について　112名×2,420円 ＝ 271,040円
　　　⇒副幹事より報告………………………………………………………………………………………【承認】
　⑻　仙台中央グリーンライオンズクラブＣＮ55周年御祝い金について（15万円）
　　　⇒副幹事より報告………………………………………………………………………………………【承認】
　⑼　「第63回手足の不自由な子どもを育てる運動」に係る資金募集について
　　　クリアファイル＠160×１人３枚×112名＝53,760円　　
　　　⇒副幹事より報告………………………………………………………………………………………【承認】
　⑽　その他
　　　⇒特になし
８．食事
９．幹事報告
　1　他クラブチャリティゴルフコンペ案内について
　　　⇒副幹事より報告
10．委員会報告
　1　委員会場所変更について
　　　９月15日㈫　笠組　⇒　マリベール　スパイアに変更………………………………計画・出席委員会
　　　⇒池田計画・出席副委員長より報告
　　　９月25日財務委員会　及び28日市民公衆委員会　⇒　
　　　９月25日㈮　合同委員会　ヨーヨーキッチン
　　　⇒久保市民・公衆委員長より報告
　2　９月献血結果報告…………………………………………………………………………………保健委員会
　　　⇒大西保健委員長より報告
　3　９月献血活動予定（追加）
　　　⇒大西保健委員長より報告
　　　⇒副幹事より、川添さん終身会員の件で補足説明
11．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
12．ファイン･ドネーションの報告
　　　⇒戸梶会計より報告
13．出席率の報告
　　　⇒池田計画・出席副委員長より報告
14．閉会ゴング
　　　⇒大川会長によるゴング
15．‘また会う日まで’合唱
16．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．ゲスト紹介　　ライオンズクラブ国際協会336－Ａ地区
　　　⇒村上幹事によるゲスト紹介
　　　１Ｒ－ＲＣ　　友澤　節男様　　１Ｒ－１ＺＣ　村井　淳子様
　　　１Ｒ－２ＺＣ　古市　文子様　　１Ｒ－３ＺＣ　藤岡　明　様
５．会長あいさつ
　　　⇒大川会長あいさつ
６．新会員入会式　土井晴彦様
　　　⇒兵頭委員長による略歴紹介
　　　⇒大川委員長よりライオンズバッチ贈呈
　　　⇒土井さんライオンズの誓い
　　　⇒森さんスポンサーの宣誓
　　　⇒土井さん新会員のあいさつ
　　　⇒大川会長による所属委員会任命　教育国際委員会
７．ご令嬢御結婚祝い……………………………………………………………………………………Ｌ原瀬忠広
　　　⇒原瀬さんあいさつ
８．１Ｒ－３ＺＣあいさつ………………………………………………………………………………藤岡　明様
　　　⇒友澤さんよる紹介
　　　⇒藤岡明様あいさつ
９．委員会報告
　⑴　委員会場所変更について……………………………………………………………………教育国際委員会
　　　⇒境教育国際委員長より報告
　⑵　家族例会について…………………………………………………………………………計画・出席委員会
　　　⇒太計画・出席委員長より報告
　⑶　中古眼鏡の回収について
　　　⇒久保市民・公衆委員長より報告………………………………………………………市民・公衆委員会
　⑷　第13回愛媛県小・中学生ゴルフ大会（８月５日実施済）報告
　　　⇒村上幹事より報告
　⑸　８月献血結果報告…………………………………………………………………………………保健委員会
　　　⇒大西保健委員長より報告
　　　⇒兵頭会員会則委員長より会員増強の依頼
10．食事
11．幹事報告　
　　　⇒村上幹事より報告　　　　　　　　
　　松山城山ＬＣチャリティコンペの案内
12．テールツイスターの活躍
　　　⇒清川テールツイスターの活躍
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
　　　⇒池田テーマー

■第１２１8回例会 ● ２０１5年₈月２5日㈫　１２：１5～１3：１5
● 於：ホテルＪＡＬシティ松山 ■第１２１9回例会 ● ２０１5年₉月₈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　3,850円　☆ドネーション　114,000円

◆ 平成２7年₈月第₂例会
Ｌ大川　耕三　土井さんの入会を祝して
Ｌ戸梶　直美　土井さんご入会おめでとうございます。
Ｌ森　　和幸　土井さん入会おめでとう。私もスポンサーとして頑張

ります。
Ｌ今村タマキ　土井様、入会おめでとうございます。１Ｒの役員の皆

様、例会訪問ありがとうございます。
Ｌ小倉　圭二　土井さん入会おめでとうございます。
Ｌ吉田　文彦　台風一過、被害なしメデタシ
Ｌ服部　　勲　清水さん、土井さん入会おめでとうございます。例会

訪問ありがとうございます。
Ｌ友澤　節男　土井さん、御入会おめでとうございます。
Ｌ原瀬　忠広　娘の結婚祝いを頂き、誠にありがとうございます。
Ｌ廣江　和男　台風１５号もうまく逸れてくれました。
Ｌ早川　義仲　清水さん、土井さん入会ありがとうございます。
Ｌ高橋　孝子　ＺＣのみなさま、例会訪問ありがとうございます。
Ｌ宮川　晶子　先日、マリベールでの家族例会試食会に出席しました。

マリベールすごくきれいですね。来年６月の大安の日、
とりあえず予約しときます。

Ｌ盛重　二郎　お陰様で退院できました。今は、自宅療養中です。
Ｌ松浦　龍也　土井さん入会おめでとうございます。
Ｌ清川　和夫　清水さん土井さんご入会ありがとうございます。
Ｌ丹下　靖憲　土井さん入会おめでとうございます。
Ｌ永野　通夫　清水さん、土井さん入会おめでとうございます。
Ｌ池田　博英　入会おめでとうございます。
Ｌ太　　亨哲　例会訪問ありがとうございます。
Ｌ伊藤　英樹　清水さん土井さん御入会おめでとうございます。
Ｌ山﨑　忠志　清水さん土井さん入会おめでとうございます。
Ｌ高山　正志　夏の終りに、体調を気づい !
Ｌ中岡　富茂　土井晴彦様入会おめでとうございます。
Ｌ大西　安子　土井さま、ご入会おめでとうございます。村井様、古

市様、藤岡様例会訪問ありがとうございます。
Ｌ平尾　由紀　清水さん土井さんようこそいらっしゃいました。また、

仲良くしてね。

Ｌ新崎　　勉　ゲストの皆様本日は例会出席ありがとうございます。
清水様土井様おめでとうございます。

Ｌ伊賀上竜也　清水さん土井さんご入会ありがとうございます。
Ｌ朝雲　学人　台風15号、なんとかやり過ごしました。
Ｌ大西千恵春　喜井さん優勝おめでとうございます。やりましたね
Ｌ境　　俊之　ゲストの皆様、例会訪問ありがとうございます。清水

さん、土井さん入会おめでとう
Ｌ山本　幸治　キャビネット役員の皆様、ようこそ例会へ　　　　　

清水様、土井様入会おめでとうございます。
Ｌ加地　雅臣　清水さん土井さんご入会おめでとうございます。
Ｌ新宮　幸孝　長女が内定をもらいました。
Ｌ加藤　定伸　清水様土井様入会おめでとうございます。
Ｌ藤本　雅弘　清水さん、土井さん入会おめでとうございます。
Ｌ木下　勝敏　朝夕めっきり涼しくなりました。
Ｌ喜井　茂雅　ゴルフ委員会初優勝できました。
Ｌ仙波　重樹　台風がそれました。
Ｌ山之口智章　清水さん、土井さん新入会おめでとうございます。
Ｌ佐伯　裕子　ＺＣの皆さま、ようこそいらっしゃいました。
Ｌ久保美代子　季節の上では秋ですがまだまだ暑いですね
Ｌ岩本　　透　台風ばかりでメダカの世話たいへんです。
Ｌ新野　和幸　友澤様、村井様、古市様、藤岡様ようこそおこし下さ

いました。
Ｌ松本　政清　清水さん入会お目出とうございます。
Ｌ近藤　　猛　清水さん土井さん入会おめでとうございます。
Ｌ京河　正強　大川丸の出発おそくなりましたが頑張って下さい。
Ｌ橋本　和範　新会員の清水さん土井さんようこそ。
Ｌ内海由美子　清水さん　土井さん　入会おめでとうございます。

☆出席率　80％　☆ファイン　6,701円　☆ドネーション　116,200円

◆ 平成２7年₉月第₁例会
Ｌ大川　耕三　森さん還暦おめでとうございます。
Ｌ森　　和幸　還暦お祝いありがとうございます。
Ｌ今村タマキ　和幸おじいちゃま !! おめでとうございます。
Ｌ小倉　圭二　森ちゃん還暦おめでとうございます。
Ｌ戸梶　直美　森さん還暦おめでとうございます。
Ｌ兵頭　好喜　森さんおめでとうございます。
Ｌ服部　　勲　森さん還暦おめでとうございます。
Ｌ友澤　節男　森さん還暦おめでとうございます。
Ｌ吉田　文彦　孫の命日、庭は一面こぼれ萩
Ｌ高橋　孝子　森ちゃん !! おめでとーございます。いつまでもヤング

マンでいてね !!
Ｌ早川　義仲　森さん還暦、おめでとうございます。
Ｌ宮川　晶子　森さん還暦おめでとうございます。
　　　　　　　とうとうコンタクトができなくなりました。老眼じゃ

ありません。パソコンの見過ぎです。
Ｌ徳永　昭夫　天高く　温故知新の志
Ｌ野垣　康之　森さん還暦おめでとうございます。
Ｌ永野　通夫　森さん還暦おめでとうございます。
Ｌ松浦　龍也　９月お誕生日の方々おめでとうございます。
Ｌ清川　和夫　森さん還暦おめでとうございます。
Ｌ丹下　靖憲　森（和）さん還暦おめでとうございます。
Ｌ今井　典子　最近ワクワクしています。良いことは笑顔でツキがま

わってきました。
Ｌ山田　　哲　森さん還暦おめでとうございます。
Ｌ中岡　富茂　森和幸さん還暦おめでとうございます。
Ｌ伊藤　英樹　森さん還暦おめでとうございます。
Ｌ髙田　健司　初孫がヨチヨチ歩きはじめました。
Ｌ高山　正志　自分の誕生月に !!
Ｌ大西　安子　森さん還暦おめでとうございます。誕生祝を頂きまし

てありがとうございます。
Ｌ大西千恵春　森さん還暦おめでとうございます。私は来年です。
Ｌ伊藤　憲司　森さん還暦おめでとうございます。
Ｌ山本　幸治　森さん還暦おめでとうございます。

Ｌ境　　俊之　誕生月の皆さん、おめでとう。森さん還暦おめでとう
ございます。

Ｌ新宮　幸孝　森さん還暦おめでとうございます。
Ｌ土井　晴彦　新しく入会しました。よろしくお願いします。
Ｌ芦原　英典　こんでもよろしくお願い致します。
Ｌ南部　寛人　日曜日楽しいゴルフができました。
Ｌ藤本　雅弘　大宿様、猪子様入会おめでとうございます。
Ｌ木下　勝敏　森さん還暦おめでとうございます。
Ｌ喜井　茂雅　森さん還暦おめでとうございます。
Ｌ仙波　重樹　夏は終わったんでしょうか
Ｌ久保美代子　森さんおめでとうございます。赤い服装で若返って下

さい。
Ｌ坂本　　茂　新会員の猪子とは交替会員ではありません。
Ｌ松本　政清　森さん還暦お目出とうございます。
Ｌ岩本　　透　夏が終わりそうで残念です。森さんおめでとう。
Ｌ橋本　和範　森さん還暦おめでとうございます。
Ｌ近藤　　猛　森さん還暦おめでとうございます。仲間入りですね。
Ｌ新野　和幸　森さん、還暦おめでとうございます。
Ｌ京河　正強　森和幸さん還暦おめでとう存じます。



『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。
今回のゲストは第19代会長　徳永　昭夫さんです。

お
知
ら
せ

№552　2015（平成27年）₉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
当時クラブメンバーの医師会の方々の勧めがあり入会致しました。

「アクティビティ」「ドネーション」等、横文字に多少抵抗がありましたが、戦争の被害国のフィリピンが恩讐を超えてスポンサーになっ
てくれたことと、入会当時、国家を歌わない・国旗を掲げない風習があったのにもかかわらず、入会式では国旗が掲げてあり、国家を斉
唱していることが日本人としての誇りを大事にしている団体であるところに惹かれました。ライオンズクラブの魅力であると思います。
当時のメンバーは皆さん若々しかったです。出席率は厳格に要求されました。やはり参加しないと内容がわからないとのことでしょうね。
また、澤井さん・伊狩さん・吉田さんなど、皆さん会則にはとても詳しかったです。澤井さんになぜそんなに詳しいのか聞いたところ、
当時は国際本部から送られてくる会則資料がすべて英語で送られてくるので、その資料を翻訳しながら日本語版資料を作成していたとの
ことでした。詳しいはずです。まるで、オランダから伝わった解体新書発刊の事のようですね。
■入会してよかったこと
様々な人生の先輩方に出会えたことです。特に、澤井さんはいろいろ相談にのってもらいアドバイスをもらえ、怖いながらもやさしい親
父さんでした。
ライオンズクラブは異業種・異年齢・経営の長の集まりであり、いろいろな知識を得られ、啓発もされました。また、時間の使い方がう
まくなりました。
■辛かったこと・苦労したこと

医師という職業上、時間を作ることが困難ですので、「第二・第四火曜日は11：45までに来てください」との張り紙を院内に貼り、タクシー
を待たせて、そのまま例会へ直行しておりました。患者さんの協力を得なければできなかったことだと思います。
■エピソード

姉妹提携委員長時、エクスカーションの一つの案として、江田島海軍兵学校見学を提案したところ、来訪者全員参加でびっくりしました。
また、会員に自衛隊に詳しい人がいて、三津より江田島まで送迎のお世話をしていただきました。今では考えられない経験をしました。
もう一つが、当時のアクティビティで、盲学校のブラスバント部より、楽器が壊れているとの要請で楽器の寄付を行ったところ、例会に
生徒達が訪問してくれて、ライオンズクラブの歌を演奏してもらいました。メンバーは皆感激して涙流しながら演奏に聞き入っていたこ
とを覚えております。
■後輩会員に一言
会長のスローガンが『温故知新』であるので、世界のライオンズの歴史を知ってもらいたいです。
次に論語の中に『徳不孤　必有隣　　徳は孤ならず　必ず隣有り』というのがありますが、端的に言えば、一生懸命やっておいれば、友
達ができるという意味ですが、ライオンズも同じことだと思います。
それと、先日の50周年記念大会の立案・活動は見事でした。また、女性会員のご協力で和やかになりました。
最後になりますが、『若い皆様に感謝あるのみです !! 』。

◆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

ゴルフ委員会に参加させていただき、４年目にして初優勝

をすることができました。ゴルフ委員会での私の歴史は、

私のゴルフの歴史でもあります。初心者の私を温かく見

守ってくださった委員会メンバーの皆様全員に感謝いたし

ます。ありがとうございました。そして、これからもよろしく

お願いいたします。

喜井　茂雅優勝者からひとこと

8/20㈭ 久万カントリークラブ

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。


