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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

太　　　亨　哲計画出席委員長

　皆様いつも例会出席ならびに運営に多大なるご協力ありがとうございます。
　計画出席委員長の太でございます。去る９月24日、計画出席委員会のメインイベントである家族例
会が久万の台の「マリベールスパイア」という結婚式場で執り行われました。
　本年度は大川会長の下、「温故知新」をテーマに長年お世話になった全日空ホテルではなく全く新
しい場所で家族例会をということで、「マリベールスパイア」のオーナーであり、我々の仲間である
武智正晴氏の多大なご協力も原動力として五役、計画出席委員会のメンバーで今年の家族例会を企画
いたしました。
　会場設営費のことや市内中心部より離れて不便であることなどの厳しいご意見もありましたが、不
便さなど微塵も感じさせないホスピタリティーに感動いたしました。今回準備から携わっていただい
た全ての方々に改めて感謝申し上げます。

家 族 例 会



大栄倉庫産業株式会社
〒791-8058 松山市海岸通１４５５-１１
TEL 089-952-1122　FAX 089-952-1124

Email:daiei-soko@mist.ocn.ne.jp

生産と消費を結ぶ倉庫業・・・・・
　豊かな暮らしのかけはしに

TEL 089-948-9199  FAX 089-948-9190

（LC、原瀬）

（LC、長野）

（LC、廣江）

（LC、大門）
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村　上　泰　久幹事

　９月6日㈰ウェルピア伊予にて2015-16年度　336-A地区1R　地区ガバナー公式訪問が開催されました。
　1、２、３ZCの全19クラブが参加し、中央LCからは友澤RC、会長、第1副会長、幹事、会計、会員委員長で参加し、
地区ガバナーと地区コーデイネーター、各委員長より方針、要望を頂きました。
　最も大きなところでは会員増強問題について言及されていました。
　松山中央LCについてはお褒めの言葉を頂き、『是非他クラブの模範となり引き続き頑張ってください』とおっ
しゃって頂きました。
　改めて身の引き締まる会議でした。

『336-A地区1R地区ガバナー公式訪問』について



（LC、松浦）（LC、程野）
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　９月18日㈮、第53回愛媛県中予地区定通制生徒体験発表大会が松山南高校体育館で行われました。私たち松山中央
LCにとって、長きにわたって賛助している大切なアクティビティです。松山南高、松山商業、松山工業、松山東高、
未来高校の５校の代表生徒がそれぞれ困難な問題を、仲間との出会いや周囲の励ましで乗り越えて新しい一歩を踏
み出した体験を自分自身の言葉で真摯に語りました。優秀賞には松山南高の宮岡涼子さん、松山東高の尾崎佳代さん、
松山商業高の田久保沙耶さんが選ばれました。
　我がクラブからは、大川会長ほか12名のみなさんが５名の発表に真剣に聴き入っていました。みなさんの琴線に触
れた発表であったように思います。表彰式の最後には小倉第三副会長が感想と励ましの言葉を述べ、発表者全員に記
念品を手渡しました。
　テレビ愛媛・愛媛朝日放送・愛媛CAＴＶ・愛媛新聞社のマスコミ各社に取材報道され、今年度の会長方針のひと
つであるマスコミを通じて我がクラブの活動を知ってもらうという点でも有意義なアクティビティであったと思い
ます。

第53回　愛媛県中予地区定時制通信制生徒体験発表大会
境　　　俊　之教育・国際委員長

　皆さま、初めまして。私はクリーニング屋
の二代目にあたります。父信行が皆様には大
変お世話になりました。これからは私も同様
にお付き合いいただきます様、よろしくお願
いいたします。

株式会社清水屋（総合クリーニング） 清水　栄治

　この９月に入会させていただきました猪子
真司と申します。
　生・損保代理店業をしております。趣味は
全く進歩のないゴルフと和太鼓です。
　まだまだ半人前の私ですが、一日でも早く
松山中央ライオンズの皆様にお役に立てるよ
う努めて参りますので、何卒、ご指導ご鞭撻
の程よろしくお願い致します。

株式会社リスクマネジメント・ラボラトリー 猪子　真司ゼネラルマネージャー代表取締役



（LC、森和幸（LC、松本）

〒790-0011　松山市千舟町４丁目５番地４
TEL （089）921-5338 ㈹ 　FAX（089）933-8688
E-mail：shikoku-japan@shirt.ocn.ne.jp

損保ジャパン日本興亜㈱代理店
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10月の誕生人から一言・・・
仙波　重樹 1956（昭和31年）10月29日生
　毎年、ＰR／ＩＴ委員の方から誕生日の原稿依頼がきて初めて自分
の誕生日がまもなくやってくると自覚します。13年前にクラブに入会
した時は、平均年齢に達してなかったと思いますが、今はもう超えて
しまいました。クラブには何も貢献できないまま、順調に体は歳を重
ねていっております。
　心は、青春真っ只中ですので、何でもお誘いください。

岩城　孝幸 1970（昭和45年）10月１日生
　月日が経つのは早いもので、入会して７年目に入りました。
これまで、委員会の活動やアクティビティーに参加することで
多くの出会いに恵まれ、また、諸先輩方から学ぶことも多々ご
ざいました。まだまだ至らぬところもありますが、今後も様々
な活動や仕事を通じて社会に奉仕できればと思います。

清川　和夫 1951（昭和26年）10月22日生

　一年間、心身ともに特別変わりもなく過ごせました。
感謝です。少しだけ変化が有り、夜遊びが減りました。

橋本　和範 1957（昭和32年）10月７日生

　早いもので７日で58歳の誕生日です。還暦まで２年とな
りました。今年一年身体を鍛えて健康に注意して生き生き
と仕事に趣味に楽しんで日々すごしたいと思います。

村上　泰久 1971（昭和46年）10月22日生

　この誕生日で43才かと思い込んでいましたが44才だと家
内が教えてくれました。
　めっきりお酒が弱くなった気がしています。
　この誕生日を期に週一日は休肝日を設けようと思います。
が。。。頑張ります。

　気温、天候にも恵まれた、10月10日に「マ
ツヤマお城下リレーマラソン2015」が堀之内
城山公園で開催されました。
　服部さんの指揮のもと（服部さんも出走さ
れました ! ）、佐々木さん、松浦さん、朝雲
さん、山本（修）さん、坂本さん、私（池田）
に加え、佐々木さんの奥様と娘さん他のサ
ポートも得つつ、全員でたすきを繋ぎ42.195
㎞を走破し、３時間35分16秒　290チーム中
189位という結果になりました。
　記録は平凡ではありますが、楽しく怪我な
く終えれたことが何よりでした。
　夜の慰労会も含め大変素敵な一日となりま
した。沿道で応援してくださった皆様には、
大変大きな力をいただきました。深く感謝申
し上げます。

「マツヤマお城下リレーマラソン2015」完走のご報告

池　田　博　英ランニング同好会
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理 事 会 だ よ り

例 会 だ よ り

　⑸　中学生職場体験学習予算書（案）について………………………………………………社会福祉委員会
　　　≫木下社会福祉委員長から報告………………………………………………………… <審議>→<承認>
　⑹　第39回中予地区少年柔道錬成大会予算書（案）について……………………………教育・国際委員会
　　　≫境教育・国際委員長から報告………………………………………………………… <審議>→<承認>
　⑺　11月第２例会（創立記念例会）予算書（案）について………………………………計画・出席委員会
　　　≫太計画・出席委員長から報告………………………………………………………… <審議>→<承認>
　⑻　仙台中央グリーンLC　CＮ55周年補助金について
　　　（＠35,000×6名＝210,000円）
　　　≫村上幹事から報告……………………………………………………………………… <審議>→<承認>
　⑼　ホームページ更新について
　　　■契約満了日：2015年10月13日
　　　■継続利用料金：23,328円（1年間）
　　　≫村上幹事から報告……………………………………………………………………… <審議>→<承認>
７．幹事報告
　　1　松前ライオンズクラブ　チャリティーゴルフコンペのご案内
　　2　松山城山ライオンズクラブ「チャリティ・パレード第３回サンタ・チャレンジ」のご案内
　　3　オーバーナイトハイキング2015参加者・ボランティア募集について
　　4　事務局地方祭（10月７日㈬）の為お休みについて
　　　　≫村上幹事から上記４点報告
８．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、近藤、新宮、伊藤（憲）
　　　　（オブザーバー）高橋、太、伊藤（英）、境、久保、木下

1．開会宣言
２．出欠調査
　　　≫役員22人中21名の出席を確認
３．会長あいさつ
４．前回議事録の確認
５．会計報告（９月分収支明細表）
　　　≫戸梶会計より報告　順調に推移している旨報告
6．審議事項
　⑴　新会員について（桑原哲也様・韓　雪峰様）……………………………………………会員・会則委員会
　　　≫兵藤会員会則委員長から報告………………………………………………………… <審議>→<承認>
　⑵　不在会員について（L井上博道）…………………………………………………………会員・会則委員会
　　　≫兵藤会員会則委員長から報告　すでに承認済み事項であるが、改めて………… <審議>→<承認>
　⑶　2015～2016年度「会員交流会」予算書（案）について…………………………………会員交流委員会
　　　≫村上幹事から報告　…………………………………………………………………… <審議>→<承認>
　⑷　「石手川ダム上流域の河川等清掃」予算書（案）について……………………………市民・公衆委員会
　　　≫村上幹事から報告……………………………………………………………………… <審議>→<承認>

■第₄回理事会 ● ２０１5年１０月₅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．新会員入会式　　大宿　有三様
　　　⇒兵頭会員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
　　　⇒大宿さんライオンズの誓い
　　　⇒兵頭さんスポンサーの宣誓
　　　⇒大宿さん新会員のあいさつ
　　　⇒大川会長による所属委員会任命　保健委員会
6．誕生祝（10月）L岩城（1日）L橋本（７日）L村上（22日）L清川（22日）L仙波（重）（29日）
　　　　　　　　　⇒橋本さんのあいさつ
７．銀婚式お祝い　…　　　L武智正晴
　　　⇒武智さんのあいさつ
８．審議事項　
　⑴　新会員について（桑原哲也様・韓　雪峰様）……………………………………………会員・会則委員会
　　　⇒兵頭会員委員長より報告……………………………………………………………………………【承認】
　⑵　不在会員について（L井上博道）　………………………………………………………会員・会則委員会
　　　⇒兵頭会員委員長より報告……………………………………………………（本件は審議事項ではない）
　⑶　2015～2016年度「会員交流会」予算書（案）について…………………………………会員交流委員会
　　　⇒村上幹事より報告……………………………………………………………………………………【承認】
　⑷　「石手川ダム上流域の河川等清掃」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　中学生職場体験学習予算書（案）について………………………………………………社会福祉委員会
　　　⇒木下社会福祉委員長より報告………………………………………………………………………【承認】
　⑹　第39回中予地区少年柔道錬成大会予算書（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】
　⑺　11月第２例会（創立記念例会）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】
　⑻　仙台中央グリーンLC　CＮ55周年補助金について（＠35,000×6名＝210,000円）
　　　⇒村上幹事より報告……………………………………………………………………………………【承認】
　⑼　ホームページ更新について
　　　⇒村上幹事より報告……………………………………………………………………………………【承認】
９．食　事
10．幹事報告
　　1　松前ライオンズクラブ　チャリティーゴルフコンペのご案内
　　2　松山城山ライオンズクラブ「チャリティ・パレード第３回サンタ・チャレンジ」のご案内
　　3　オーバーナイトハイキング2015参加者・ボランティア募集について
　　　　⇒以上、村上幹事より報告
11．委員会報告　
　　1　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の報告について
　　　　……………………………………………………………………………………………教育・国際委員会
　　　　⇒境教育・国際委員長より報告
　　2　平和ポスター展示会並びに選考会について…………………………………………教育・国際委員会
　　　　⇒境教育・国際委員長より報告
　　3　合同委員会について
　　　　・10月16日㈮　18：30～志　季…………………………………………………保健／社会福祉委員会
　　　　・10月30日㈮　18：30～ホテルＪALシティ1Ｆテラッツァ……………財務／市民・公衆委員会
　　　　⇒以上、村上幹事より報告
　　4　委員会場所変更について
　　　　・10月19日㈪　18：30～笠組⇒「炙楽」に変更……………………………………会員・会則委員会
　　　　⇒以上、村上幹事より報告
　　5　松山お城下リレーマラソン報告………………………………………………………ランニング同好会
　　　　⇒池田ランニング同好会委員長より報告
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
　　　⇒戸梶会計による報告
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

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　　清水栄治様　　猪子真司様
　⑴　新会員・スポンサー前へ
　⑵　新会員略歴紹介
　　　⇒服部副委員長による略歴紹介
　⑶　ライオンバッジ贈呈
　　　⇒大川委員長よりライオンズバッチ贈呈
　⑷　新会員「ライオンズの誓い」
　　　⇒猪子さんライオンズの誓い
　　　⇒清水さんライオンズの誓い
　⑸　スポンサーの宣誓
　　　⇒太さんスポンサーの宣誓
　⑹　新会員あいさつ
　　　⇒猪子さん新会員のあいさつ
　　　⇒清水さん新会員のあいさつ
　⑺　会長歓迎あいさつ及び所属委員会の任命
　　　⇒大川会長による所属委員会任命　
　　　　清水さん　青少年育成委員会
　　　　猪子さん　保健委員会
6．モナーク・シェブロン贈呈
　　　【45年】L徳永昭夫（９月）
　　　【35年】L川添潔明（10月）
　　　【20年】L横山博幸（９月）・L友澤節男（３月）
　　　【15年】L野垣康之（6月）
　　　【10年】L大川耕三（８月）
　　　⇒横山さんあいさつ
７．幹事報告
　　　⇒特に無し
８．委員会報告
　⑴　委員会場所変更について…………………………………………教育・国際委員会／青少年育成委員会
９．その他
　　　⇒特に無し
10．ファイン･ドネーションの報告
　　　⇒戸梶会計より報告
11．出席率の報告　
　　　⇒太計画・出席委員長より報告　　　　　　　　
12．閉会ゴング
　　　⇒大川会長

■第１２２０回例会 ● ２０１5年₉月２4日㈭　１8：００～
● 於：マリベールスパイア ■第１２２１回例会 ● ２０１5年１０月１3日㈫　１２：１5～１3：１5

● 於：ホテルＪＡＬシティ松山
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☆出席率　82％　☆ファイン　1,200円　☆ドネーション　139,000円

◆ 平成２7年₉月第₂例会
L大川　耕三　清水さん、猪子さん入会おめでとうございます。
L小倉　圭二　清水さん、猪子さん入会おめでとうございます。
L戸梶　直美　家族例会の成功を祈って
L兵頭　好喜　清水さん、猪子さん入会おめでとうございます。
L友澤　節男　新会員清水さん、猪子さん入会おめでとうございます。
L廣江　和男　特になし
L服部　　勲　清水さん、猪子さん入会おめでとうございます。
L吉田　文彦　計画委員会の皆様御苦労様
L原瀬　忠広　清水さん、猪子さん入会おめでとうございます。
L高橋　孝子　清水さん、猪子さん入会おめでとうございます。
　　　　　　　家族例会楽しんで下さいね!!
L山本　　純　家族例会お世話ご苦労さまです
L宮川　晶子　家族例会のご成功おめでとうございます。
L早川　義仲　清水さん、猪子さん入会ありがとうございます。
L池田　博英　入会おめでとうございます。
L清川　和夫　清水さん、猪子さん入会ありがとうございます。
L太　　亨哲　清水さん、猪子さん入会おめでとうございます。
L松浦　龍也　清水さん、猪子さん入会おめでとうございます。
　　　　　　　ヨロシクおねがいします。
L大西　安子　清水さん、猪子さん入会おめでとうございます。
　　　　　　　家族例会にお越し頂いた皆様、ようこそ!!
L新崎　　勉　清水さん、猪子さん入会おめでとうございます。
L猪子　真司　入会しました。よろしくお願いします。
L大西千恵春　清水さん猪子さんいらっしゃい～
L両田　　晃　小笠原さん、ゴルフ優勝おめでとうございます。
L程野　裕貴　清水さん、猪子さん新入会おめでとうございます。
L山田　　哲　家族例会バンザイ
L竹田　祥一　家族例会を祝して
L山本　宗宏　清水さん、猪子さんようこそ中央LCへ
L伊藤　英樹　新会員の皆様、ご入会おめでとうございます。
L中岡　富茂　計画・出席委員会のみなさん、マリベールスパイアで

の家族例会準備おつかれ様です。

L高山　正志　家族例会に感謝 !
L武智　正晴　家族例会盛大です。
L境　　俊之　素敵な会場での家族例会楽しみです。
L南部　寛人　マリベールスパイア素敵ですね。
　　　　　　　清水さん猪子さん入会おめでとうございます。
L加藤　定伸　猪子様入会おめでとうございます。
L新宮　幸孝　清水さん猪子さん入会おめでとうございます。
L土井　晴彦　清水様、猪子様、入会おめでとうございます。
L山本　幸治　清水さん、猪子様入会おめでとうございます。
L二神　秀和　家族例会おめでとうございます。
L仙波　重樹　清水さん猪子さん入会おめでとうございます。
L木下　勝敏　家族例会に出席でき幸わせです。
L藤本　雅弘　清水様、猪子様入会おめでとうございます。
L久保美代子　今年は例年と違う会場で楽しみです。
L岩本　　透　家族例会おめでとうございます。
L佐伯　裕子　清水さん、猪子さん入会おめでとうございます。
L清水　栄治　この度、入会いたしました。
L京河　正強　計画委員会の皆様お世話下さいりありがとう存じます。
L内海由美子　新入会員、おめでとうございます。
L横山　博幸　久方振りの出会い感謝して
L近藤　　猛　家族例会お世話ありがとうございます。

☆出席率　83％　☆ファイン　200円　☆ドネーション　83,000円

◆ 平成２7年１０月第₁例会
L大川　耕三　大宿さん入会おめでとうございます。
L森　　和幸　大宿さん入会、武智さん銀婚式おめでとうございます。
L今村タマキ　大宿有三様入会おめでとうございます。
L小倉　圭二　大宿さん入会おめでとうございます。
　　　　　　　武智さんおめでとうございます。
L村上　泰久　大宿さん入会おめでとうございます。
L戸梶　直美　大宿さんご入会おめでとうございます。
L尾田　　仁　仙台中央グリーンLC周年に出席の大川会長始め皆様

ごくろう様でした。
L友澤　節男　大宿さん御入会おめでとうございます。
L兵頭　好喜　大宿さん入会おめでとうございます。
L吉田　文彦　リレーマラソンのメンバー御苦労様でした。
L服部　　勲　大宿さん入会おめでとうございます。
　　　　　　　お城下リレーマラソン応援ありがとうございます。
L早川　義仲　大宿さん、入会ありがとうございます。
L宮川　晶子　大宿さん、入会おめでとうございます。
L島田　省吾　小社（島田酒造）は明治28年10月14日創業、お陰さま

で120周年を迎えることができました。
L高橋　孝子　大宿さん ! ご入会おめでとうございます。
　　　　　　　マンダリンパイレーツ優勝しましたね!!
L盛重　二郎　大分、秋らしくなりました。みなさんお元気ですか？
L永野　通夫　大宿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松浦　龍也　大宿さんよろしくおねがいします。
L太　　亨哲　大宿さんご入会おめでとうございます。
L丹下　靖憲　武智さん銀婚式おめでとうございます。
L清川　和夫　大宿さん入会、武智様おめでとうございます。
L山本　宗宏　大宿さんようこそ中央LCへ
L中岡　富茂　大宿有三様入会おめでとうございます。
　　　　　　　武智正晴さん銀婚式おめでとうございます。
L伊藤　英樹　新会員ご入会おめでとうございます。
L山田　　哲　大宿さん入会おめでとうございます。
L武智　正晴　大宿さん入会おめでとうございます。
L高山　正志　独立リーグ優勝 ! 大宿さん入会おめでとう

L藤本　雅弘　武智正晴さん銀婚式おめでとうございます。
L喜井　茂雅　武智さん銀婚式おめでとうございます。
L木下　勝敏　秋祭りも終り冬近しですね。
L伊藤　憲司　大宿さんご入会おめでとうございます。
L伊賀上竜也　大宿さん入会おめでとうございます。
L大西　安子　大宿さんご入会おめでとうございます。
　　　　　　　10月お誕生月の皆様おめでとうございます。
L両田　　晃　リレーマラソン参加の皆さんお疲れ様でした。
L新崎　　勉　大宿さん入会おめでとうございます。大変気持ちの良

い秋晴を満喫しましょう。
L平尾　由紀　私、今、ラグビーの五郎丸くんに♡♡　で～す。
　　　　　　　あのポーズして下さ～い♡
L朝雲　学人　久し振りに例会へ出席しました !
L山本　幸治　大宿様入会おめでとうございます。
L土井　晴彦　大宿様、桑原様、韓様、入会おめでとうございます。
L新宮　幸孝　大宿さん入会おめでとうございます。
L加地　雅臣　大宿さん入会おめでとうございます。
L石居　洋子　大宿様御入会おめでとうございます。
L佃　　浩三　大宿有三様入会おめでとうございます。
L境　　俊之　良い季節になりました。
　　　　　　　大宿さん、入会おめでとうございます。
L加藤　定伸　武智さん25年銀婚式おめでとうございます。
L佐伯　裕子　大宿さん入会おめでとうございます。
L久保美代子　大宿さん入会おめでとうございます。
L川添　潔明　大宿有三様入会おめでとうございます。
L橋本　和範　大宿さん新会員入会式おめでとうございます。
L近藤　　猛　大宿さん入会おめでとうございます。
L京河　正強　新会員大宿さんおめでとう存じます。
L新野　和幸　ご無沙汰してます !
L伊藤　幸満　武智さん銀婚式おめでとうございます。
L内海由美子　お誕生日おめでとうございます。



『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37代会長　続木　隆夫さんです。
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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
入会式のとき、松山中央ライオンズクラブは何て明るく和やかで、親しみ深い会だろうと思いました。今で
も忘れられません。会員増強活動の重要性は、今も昔も変わり無いですが、当時、青年会議所名簿とか会社
年鑑などでメンバー発掘に汗を流したことが懐かしく思います。会長を務めた頃は、新会員の職業の重複は
許されず、更に入会に２～３年待機させることは、珍しくありませんでした。結果、細かい努力が実り、国
際会長よりシニアマスターキー（25名以上の会員スポンサーをした者）を戴いたこと、誇らしく思います。
■入会してよかったこと
多くの異業種の方々と知り合ったことが、大きな宝物です。一兵卒であっても、一人の人間として、扱って
くれたこと有り難く、自分も他人に対する考え方が変わりました。
■辛かったこと・苦労したこと
特に辛いと思ったことはありませんが、事務局員さんの待遇などに触ることはタブーとされていたが、11ク
ラブ事務局改善委員を２年間勤め、各クラブ会長さんに集まってもらい、バラバラであった給料の基準を答
申したり、ワープロからパソコンへ移行期に、事務局員さんをNTTへ研修に行って貰うなど、そんなお手
伝いに苦労しました。
■エピソード
アメリカへ旅した時の話ですが、リムジンを一日チャーターし精算しようとしたところ、カード読み取り機
が故障でカード精算が出来ず、そのうち私の胸のライオンバッチを見て、『ライオンズクラブは信頼できる。
請求書を送るから、名刺を下さい』と言ってもらいました。アメリカはライオンズクラブの発祥の地とは言
え、本当に身も知らない日本人に、一日の売り上げを付けで良いのかなぁ‥‥とビックリしました。数週間
後、約250ドルの請求書が送られてきました。
■後輩会員に一言
ライオンズに入会した限り、何かの役に就いてお世話をしなければなりません。
仕事優先は当然ですが、役を指名された限り、僅か一年間の事なので、ライオンズ最優先で全力投球するべ
きであると考えます。又、奉仕活動には、精一杯参加して頂きたいと思います。
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９月のゴルフ委員会で、久しぶりに優勝させて頂きました。

今年度、もう一回、優勝できますよう、腕を上げてがんばり

ます！

会長賞のお皿、とても素敵でした。

ありがとうございます！

小笠原 英志優勝者からひとこと

9/17㈭ 道後ゴルフクラブ

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。


