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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

村　上　泰　久幹事2017愛顔つなぐ愛媛国体協力金寄付の報告について

　去る１０月２７日、今年度第一回目となる会員交流会が開催されました。
　当日は、お仕事の都合等により急なキャンセルもあり、２４名と少々さびしい参加人数となりましたが、ご出席の皆
さんには大変お疲れさまでした。
　大川会長の挨拶の後、チャーターメンバーであります吉田さんから一言いただき、丹下副委員長による「温故知新」
というテーマで講演をしていただきました。
　スライド撮影ではライオンズの５０年の歩みが映像で知ることができ、大変有意義なものとなりました。その後はテー
ブルゲームを催し、勝者の吉田さんには賞金を無理やり(^^)/ドネーションをしていただきありがとうございました。 
　第二回目は三月に開催予定です。
　このようにライオンズの基本を学び、懇親を深める絶好の機会ですので、次回はたくさんの方の参加をよろしくお
願いします。

　２０１７愛顔つなぐえひめ国体協力金として１１万千円寄付させて頂きまし
たお礼状が届きましたことご報告いたします。

新　宮　幸　孝会員交流委員会第１回 会員交流会
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株式会社 新 宮 建 材
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〒790-0014　松山市柳井町１丁目４－７
TEL・FAX　089-945-3661

石居　洋子

（般）38-300095
パーティ・ブライダルコンパニオン

宴会コンパニオン
スタッフ（洋装・和装）

㈱バンケットサービスなごみ
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　１０月第二例会に於きまして献血センターよりお越し頂きまして様々なお話をしていただきました。我々が住む日本
はますます高齢社会になっていきます。人工的に作ることのできない「血液」を若年層への啓蒙によって充足させて
いかなければと改めて感じました。

　１０月９日㈮に仙台中央グリーンライオンズクラブ結成５５周年記念式典に大川会長、今村第２副会長、小倉第３副会
長、山本前幹事、佐伯さん、村上の６名で参加してきました。
　小泉会長のゴングから始まりＣＮ５５周年記念実行委員長今野さまで閉会しました。
　たいへん盛大で５５年という歴史を
感じた式典でした。
　参加クラブは名古屋中央ＬＣ、山
形中央ＬＣ、松山中央ＬＣ、長野中
央ＬＣ、台北市第十ＬＣの５クラブ
　翌日には世界遺産の岩手平泉金色
堂・毛越寺と被災地復興の現状視察
として宮城県名取市閖上地区ひより
山にて献花してまいりました。
　写真は平泉金色堂です。

太　　　亨　哲

村　上　泰　久

計画・出席委員長

幹事

内部講話　献血センターさん来場での献血について

仙台グリーンライオンズクラブＣＮ55周年公式訪問について



（LC、山本幸治）（LC、山口）
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　この度10月に、伝統ある松山中央ライオン
ズクラブに入会いたしました、愛媛銀行本店
営業部の大宿です。
　出身は宇和島です。
　諸先輩の皆さんと共に、地域の発展や活性
化に貢献できる様、微力ながら尽くしてまい
ります。
　これから、よろしくお願いいたします。

愛媛銀行 大宿　有三

　１０月２５日㈰午前８時3０分から、浄土寺及びその周辺の清掃を行いました。秋晴れのとても気持ちの良い朝でした。
４１名の方にご協力いただき、浄土寺境内と第２駐車場を中心に清掃しました。特に、第２駐車場は河川に隣接してい
るため、雑草が多く繁っていて清掃したと言う達成感がありました。来年は、鎌とほうきを備品として準備して欲し
いとの声があり、やる気満々でした。早起きして参加していただいた皆様は、その日一日と言わずご利益があります
ように、いや、あると思います。今年都合が悪く参加できなかった皆様も、来年は是非ご参加ください、よろしくお
願いします。

久　保　美代子市民・公衆委員長ライオンズデー清掃活動

本店営業部　取締役部長



（LC、山本宗宏）（LC、横山）

〒790-0951 松山市天山３丁目13-15
電話：089（907）7200　FAX：089（907）7201

地域創造「環（わ）と和」

愛媛県地域戦略研究センター
代表　横山　博幸
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11月の誕生人から一言・・・
冨永　　実 1948（昭和23年）11月29日生

　朝７時15分から始まるＢＳの連続ドラマ「どんと晴れ」
と「あさ」を見てから出勤しています。他のドラマでは、
主演級の脇役の立ち振る舞いと、主人公の元気な女性が成
長していく姿が毎日の楽しみです。

高田　健司 1955（昭和30年）11月15日生

　今回の誕生日で、とうとう還暦を迎えることができまし
た。
　心機一転、気持ちも新たに様々な分野に挑戦してまいり
たいと思いますので、今後ともご指導の程、宜しくお願い
します。

猪子　真司 1969（昭和44年）11月12日生

　松山中央ライオンズに入会させていただき、まだ２ヶ月
足らず。まだまだ馴染めてないですが、早く皆様に覚えて
いただくよう努めて参りますので、今後ともよろしくお願
い致します。

加藤　定伸 1964（昭和39年）11月27日生
　『ブリヂストンの加藤でございます。』と皆様に可愛がって頂きまして
からライオンズ生活もはや５年が過ぎ、ようやく生活の一部になってま
いりました。今年で51歳　東京オリンピック　新幹線　たしか日本武道
館もおなじ年だったと思います。そして何よりも松山中央ライオンズク
ラブと同い年ということが、嬉しいじゃありませんか（笑）これからも
頑張っていきますので、ご指導ご鞭撻の程 よろしくお願いいたします。

京河　正強 1933（昭和８年）11月20日生
　「平均寿命」と「健康寿命」とでは約10年ほどの差があるらしい。
　既に日本人男性の平均寿命を超えているが、物忘れはひどく
なり耳も遠くなっている。家族のサポートなしでは自立した生
活が難しくなっている事に愕然とするが、とりあえずまだ皆様
とのライオンズの活動やゴルフを楽しめている日々に感謝です。

横山　博幸 1950（昭和25年）11月6日生

　65歳という人生の節目を迎えました。この間、人生七色
八色。営業マンからスタートし経営者となり、その後、運
命の悪戯で飛び込んだ政治の世界では、市議会、県議会、
衆議院議員と経験を積ませて頂いています。二度目の人生、
しっかりと務めを果たさせて頂きます。

山田　　哲 1963（昭和38年）11月４日生

　52歳になりました。今年は娘が嫁ぐ予定です。そういう
歳になったと思うのか、そんなの関係なく今までと同じよ
うに過ごしていくのか意識の持ち方に悩みます。いずれに
しても一つの節目の年のようです。

藤野　祐一 1984（昭和59年）11月８日生

　2012年７月に入会させて頂き今年の11月８日で31歳にな
りました。
　諸先輩の皆さま引き続きよろしくお願い致します。

　毎年１０月の県臓器移植普及推進月間に合わせ、１０月１２日（月・祝）エミフル
ＭＡＳＡＫＩに於いてのキャンペーンに、当クラブからは保健委員長と副委員
長が参加しました。
　臓器提供意思表示カードやパンフレット等の啓発物資を配布し、買い物客ら
に理解と協力を呼びかけました。ＰＲ/ＩＴ委員武智さんによる各マスコミへ
の積極的なプレスリリースの甲斐あって、愛媛新聞社やあいテレビ、テレビ朝
日の取材を受けることができました。松山中央ライオンズクラブの名前も出し
て頂き、映像をニュースで流して頂けたこと・・当クラブの大きな宣伝になっ
て良かったと感謝しております。

平成２７年度愛媛県臓器移植普及推進活動
平成２７年１０月１２日㈪

【愛媛新聞記事】

大　西　安　子保健委員長臓器移植推進運動
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理 事 会 だ よ り

例 会 だ よ り

　⑷　第13回「松山中央ライオンズカップ中学生女子ソフトボール大会」予算書（案）について
　　　………………………………………………………………………………………………青少年育成委員会
　　　≫伊藤（幸）青少年育成副委員長より報告…………………………………………… <審議>→<承認>
　⑸　第２回ガバナー諮問委員会及び第２回ゾーンレベル委員会について
　　　……………………………………………参加者：１Ｒ－ＲＣ、会長、第一副会長、幹事、会員委員長
　　　≫村上幹事より報告……………………………………………………………………… <審議>→<承認>
　⑹　山田實紘国際会長公式訪問（クラブ会長セミナー）について………………………大川会長出席予定
　　　≫村上幹事より報告……………………………………………………………………… <審議>→<承認>
　⑺　ＹＣＥ冬季受入について…………………………………………………………………教育・国際委員会
　　　≫村上幹事より報告……………………………………………………………………… <審議>→<承認>
　⑻　薬物乱用防止教育認定講師養成講座の受講について……………………………………３名以上の受講
　　　≫村上幹事より報告……………………………………………………………………… <審議>→<承認>
７．報告事項　
　　1　国際大会について　
　　　　≫村上幹事より報告　
　　2　ＭＪＦについて
　　　　≫村上幹事より報告　
８．その他 
　　1　例会、理事会、委員会等の出欠回答について………………………………事務局の負担を低減する
　　　　≫村上幹事より報告　
９．閉会

出席者：（１Ｒ－ＲＣ）友澤
　　　　（役員）大川、今村、小倉、村上、戸梶、池田、清川、兵頭、吉田、稲森、大西（千）、岩城、
　　　　　　　　松浦、丹下、山本（宗）、中岡、伊藤（憲）
　　　　（オブザーバー）高橋、太、境、久保、伊藤（幸）
１．開会宣言
２．出欠調査
　　　≫役員22人中17名の出席を確認
３．会長あいさつ
　　　≫大川会長のあいさつ
４．前回議事録の確認
　　　≫村上幹事より報告
５．会計報告（10月分収支明細表）
　　　≫戸梶会計より報告　引き続き順調に推移している旨報告
６．審議事項
　⑴　９月第２例会（家族例会）決算書（案）について……………………………………計画・出席委員会
　　　≫太計画・出席委員長より報告………………………………………………………… <審議>→<承認>
　⑵　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………………………………………………………… <審議>→<承認>
　⑶　「ライオンズデー労力アクティビティ」決算書（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>

■第₅回理事会 ● ２０１5年１１月₂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
５．新会員入会式　　桑原哲也様　　韓　雪峰様
　　　⇒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
　　　⇒桑原さん、韓さんライオンズの誓い
　　　⇒村上さん、伊藤（幸）さんスポンサーの宣誓
　　　⇒桑原さん、韓さん新会員のあいさつ
　　　⇒大川会長による所属委員会任命　桑原さん　教育・国際委員会　　韓さん　青少年育成委員会
６．誕生祝（11月）Ｌ山田（４日）Ｌ横山（６日）Ｌ藤野（８日）Ｌ猪子（12日）Ｌ髙田（15日）
　　　　　　　　　Ｌ京河（20日）Ｌ桑原（25日）Ｌ加藤（27日）Ｌ冨永（29日）　
　　　　　　　　　⇒京河さんのあいさつ
７．還暦御祝い　　Ｌ髙田健司
　　　⇒高田さんのあいさつ
８．審議事項
　⑴　９月第２例会（家族例会）決算書（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】
　⑵　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】
　⑶　「ライオンズデー労力アクティビティ」決算書（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】
　⑷　第13回「松山中央ライオンズカップ中学生女子ソフトボール大会」予算書（案）について
　　　…………………………………………………………………………………………………青少年育成委会
　　　⇒和泉青少年育成委員長より報告……………………………………………………………………【承認】
　⑸　第２回ガバナー諮問委員会及び第２回ゾーンレベル委員会について
　　　参加者：１Ｒ－ＲＣ、会長、第一副会長、幹事、会員委員長、＝27,000円
　　　⇒村上幹事より報告……………………………………………………………………………………【承認】
　⑹　山田實紘国際会長公式訪問（クラブ会長セミナー）について
　　　⇒村上幹事より報告……………………………………………………………………………………【承認】
　⑺　ＹＣＥ冬季受入について　　教育・国際委員会
　　　期　間：12月13日㈰～12月27日㈰（内23日～25日はウインターキャンプ）
　　　　　　　※17才マレーシア人女の子
　　　⇒境教育・国際委員長より報告………………………………………………………………………【承認】
　⑻　薬物乱用防止教育認定講師養成講座の受講について
　　　⇒村上幹事より報告……………………………………………………………………………………【承認】
９．食事
10．幹事報告　　
　　1　国際大会について　
　　　　登録料・交通費・旅費は、すべて自己負担。
　　　　⇒以上、村上幹事より報告
　　2　ＭＪＦについて
　　　　募集締切日：11月17日㈫　正午まで
　　　　⇒以上、村上幹事より報告
　　3　例会、理事会、委員会等の出欠回答について　
　　　　メールでの案内出欠可能な方は、事務局まで。
　　　　⇒以上、村上幹事より報告
11．委員会報告
　⑴　委員会日程、場所変更、合同委員会について
　　　⇒以上、村上幹事より報告　　　　　　
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．審議事項
６．卓　話
　　題目「血液事業の概要及び献血推進部門の課題」 
　　事業副部長兼推進課長　兵頭健一様、大街道献血ルーム所長　森輝光様、
　　推進課二係長（松山市担当）上松陽二郎様
　　　⇒兵藤課長より説明
　　　⇒質疑応答（武智さん、内海さん）
７．お食事
　　　⇒朝雲さんよりマラソンの完走の報告
８．幹事報告
　　　⇒村上幹事より報告
　　1　ＹＣＥ受入について
９．委員会報告　　
　　1　10月献血結果報告………………………………………………………………………………保健委員会
　　2　大街道献血ルームでの活動について…………………………………………………………　　〃　　
　　3　愛媛県臓器移植普及活動報告…………………………………………………………………　　〃　　
　　　　⇒以上、大西保健委員長より報告
　　4　中学生職場体験について…………………………………………………………………社会福祉委員会
　　　　⇒木下社会福祉委員長より報告
10．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
11．ファイン･ドネーションの報告
　　　⇒戸梶会計による報告
12．出席率の報告
　　　⇒太計画・出席委員長より報告
13．閉会ゴング 
　　　⇒大川会長によるゴング
14．‘また会う日まで’合唱
15．ローア

■第１２２２回例会 ● ２０１5年１０月２7日㈫　１２：１5～１3：１5
● 於：ホテルＪＡＬシティ松山 ■第１２２3回例会 ● ２０１5年１１月１０日㈫　１２：１5～１3：１5

● 於：ホテルＪＡＬシティ松山
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☆出席率　80％　☆ファイン　800円　☆ドネーション　143,100円

◆ 平成２7年１０月第₂例会
Ｌ大川　耕三　松山大学女子駅伝部３位おめでとう
Ｌ森　　和幸　献血センター兵頭様卓話ありがとうございます。
Ｌ今村タマキ　卓話有り難うございます。
Ｌ小倉　圭二　献血センターの皆様卓話ありがとうございます
Ｌ村上　泰久　献血センターさん卓話ありがとうございます。
Ｌ戸梶　直美　大西保健委員長、献血の卓話ありがとうございます。

早く50㎏になって献血できるようにがんばります。
Ｌ友澤　節男　今年度も献血活動頑張りましょう。
Ｌ吉田　文彦　ライオンズデー清掃に、島田大先輩御参加カンゲキ !!
Ｌ服部　　勲　血液センターの皆様ありがとうございます。
Ｌ早川　義仲　卓話ありがとうございます。
Ｌ松浦　龍也　卓話ありがとうございます。
Ｌ池田　博英　風邪を引かれませんように
Ｌ清川　和夫　卓話ありがとうございます。
Ｌ永野　通夫　血液事業の卓話ありがとうございます。
Ｌ丹下　靖憲　道後ＬＣチャリティゴルフ優勝しました。
Ｌ太　　亨哲　朝晩寒くなりました。カゼなどひかぬよう
Ｌ伊藤　英樹　卓話ありがとうございます。
Ｌ武智　正晴　丹下さんチャリティーゴルフ優勝おめでとうございま

す。
Ｌ高山　正志　原発再稼働と秋晴れの天気に !
Ｌ中岡　富茂　平和ポスター展への出展ありがとうございます。
Ｌ伊賀上竜也　献血活動、臓器提供にご協力をお願いします。
Ｌ大西　安子　血液センターの皆様卓話ありがとうございます。
Ｌ朝雲　学人　大阪マラソンでマラソン初完走 !
Ｌ大宿　有三　入会して２回目の出席ができました。
Ｌ境　　俊之　兵頭さま他の皆さま、卓話ありがとうございます。

Ｌ山本　幸治　兵頭様、森様、上松様卓話ありがとうございます。
Ｌ新宮　幸孝　兵頭様、森様、上松様卓話ありがとうございます。
Ｌ木下　勝敏　卓話ありがとうございました。
Ｌ久保美代子　浄土寺周辺の清掃にご協力いただきありがとうござい

ました。
Ｌ岩本　　透　天気が良くて素晴らしい秋です。
Ｌ和泉　光浩　ゴルフ委員会で馬とりました !!
Ｌ橋本　和範　血液事業の卓話
Ｌ内海由美子　献血活動がんばります。
Ｌ新野　和幸　もう一度献血出来る体になりたい
Ｌ清水　栄治　子供がトビラを開けるようになりました。
Ｌ近藤　　猛　歯痛に悩まされています。原瀬先生アドバイスありが

とうございました。
Ｌ京河　正強　兵頭様森様上松様卓話ありがとう存じます。

☆出席率　80％　☆ファイン　1,100円　☆ドネーション　85,000円

◆ 平成２7年１１月第₁例会
Ｌ大川　耕三　髙田さん還暦おめでとうございます。
Ｌ村上　泰久　桑原さん、韓さん入会おめでとうございます。
Ｌ森　　和幸　桑原さん韓さん入会おめでとう。髙田さん還暦お祝い

申し上げます。
Ｌ今村タマキ　桑原様、韓様入会おめでとうございます。髙田様還暦

御祝い申し上げます。
Ｌ小倉　圭二　桑原さん韓さん入会おめでとうございます。髙田さん

還暦おめでとうございます。
Ｌ戸梶　直美　桑原さん、韓さんご入会おめでとうございます。宮崎

さん、県功労賞おめでとうございます。
Ｌ廣江　和男　11／３石鎚山の霧氷は素晴しかったですよ。
Ｌ兵頭　好喜　桑原、韓さん入会おめでとうございます。
Ｌ友澤　節男　韓　雪峰さん桑原さん御入会おめでとうございます。
Ｌ早川　義仲　桑原さん、韓さん入会ありがとうございました。高知

のゴルフのジャンケン大会取り分
Ｌ宮川　晶子　久し振りにコンタクトを入れて見た自分の顔が、まる

で他人の顔でした。もっとかわいかったはずなのに。
明日からメガネに戻します。

Ｌ高橋　孝子　新入会員のおふたがた、ご入会おめでとうございま
す。これからよろしくお願いします。

Ｌ徳永　昭夫　「鮮かに　平和ポスター　秋うらら」
　　　　　　　「祝Ｌ．宮崎　天高し米寿の祝い　功労賞」
Ｌ丹下　靖憲　道後チャリティ団体戦優勝賞品　桑原さん、韓さん入

会おめでとうございます。
Ｌ永野　通夫　桑原さん、韓さん入会おめでとうございます。
Ｌ清川　和夫　桑原さん、韓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　桑原さん、韓さん入会おめでとうございます。
Ｌ盛重　二郎　みなさんお元気ですか？
Ｌ松浦　龍也　新会員の皆様よろしくお願いします。
Ｌ髙田　健司　全日本テニス選手権においてプロ参戦のなかＷ（ダブ

ルス）で当行が準優勝しました。
Ｌ中岡　富茂　桑原様韓様入会おめでとうございます。
Ｌ山本　宗宏　桑原さん、韓さんようこそ中央ＬＣへ
Ｌ伊藤　英樹　新会員ご入会おめでとうございます。
Ｌ両田　　晃　髙田さん還暦おめでとうございます。
Ｌ大西千恵春　道後ライオンズゴルフコンペで総合優勝でした。メン

バー大川会長、丹下さん、佃さん、大西　最強メンバー
でした。

Ｌ新崎　　勉　先日の石手川清掃残念でした。折角、長靴を新調した
んですけど。

Ｌ朝雲　学人　そろそろスキーシーズン !!
Ｌ大西　安子　桑原さん、韓さんご入会おめでとうございます。11月

の誕生月の皆様おめでとうございます。
Ｌ伊藤　憲司　桑原さん、韓さんご入会おめでとうございます。
Ｌ芦原　英典　今後共、よろしくお願い致します。
Ｌ桑原　哲也　入会で宜しくおねがいします。
Ｌ加藤　定伸　51歳になります。ありがとうございます。
Ｌ新宮　幸孝　第１回会員交流会おつかれ様でした。
　　　　　　　吉田さんよりジャンケンゲーム優勝として
Ｌ山本　幸治　桑原様、韓様入会おめでとうございます。
Ｌ河合　　浩　桑原さん韓さん入会おめでとうございます。
Ｌ境　　俊之　桑原さん、韓さん、入会おめでとうございます。
Ｌ山本　修嗣　久しぶりに来ました。あっという間コタツが必要
Ｌ喜井　茂雅　ハワイって良いとこでした。
Ｌ木下　勝敏　桑原さん韓さん御入会おめでとうございます。
Ｌ川添　潔明　桑原哲也様、韓　雪峰様入会おめでとうございます。
Ｌ岩本　　透　森さん髙田さん60才おめでとう。
Ｌ山之口智章　卓話ありがとうございます。
Ｌ久保美代子　桑原さん、韓さん入会おめでとうございます。
Ｌ京河　正強　桑原、韓様御入会誠におめでとう存じます。
Ｌ韓　　雪峰　ご入会をさせていただきまして、ありがとうございま

した。
Ｌ清水　栄治　初めて委員会に出席しました。
Ｌ橋本　和範　新会員お二人入会おめでとうございます。
Ｌ松本　政清　桑原さん、韓さん入会お目出とうございます。
Ｌ内海由美子　髙田さん還暦おめでとうございます。
Ｌ伊藤　幸満　韓さん入会おめでとうございます。
Ｌ新野　和幸　桑原様、韓様どうか宜しくお願いします。



『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38代会長　川添　潔明さんです。
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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
1980年10月に入会しましたので今年10月で35年目を迎えることになりました。
当時、チャーターメンバー第20代会長伊狩幸道さんが、ライオンズ必携について厳しく指導されていたこと
を覚えております。会合などのプロトコルについては特に厳しく指導されました。ちなみに、現メンバーの
尾田仁さんは伊狩さんの弟子です。

■入会してよかったこと
友達がたくさんでき、その大勢の友達から色々なことを学び、社会的にも視野が広くなり、仕事の上でもプ
ラスになったことです。

■辛かったこと・苦労したこと
周年記念行事の事業委員長を任された時、記念事業についての様々な意見の調整や取りまとめを行うのに苦
労しました。

■エピソード
大阪でライオンズクラブ国際大会が開催された時、ゲストで来られたアメリカの方と大会の記念に物々交換
を行うことになりましたが、ユニフォームで着ていた真っ赤なはっぴをせがまれ、相手の帽子についていた
ライオンズバッチ10個との交換要求を身振り手振りで伝え合うのに非常に苦労しました（笑）

■後輩会員に一言
ライオンズクラブに入会した以上、ライオンズ必携くらいはひと通り読んで、ライオンズクラブの基本は忘
れないようにしてほしいと思います。

◆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

ゴルフ委員会に参加させていただき２年目で初優勝するこ

とができました。

今年度、ゴルフ委員会の委員長としてお世話をさせていた

だいておりますがみなさんのご協力で毎回、多数の参加を

いただき本当にありがとうございます。残り８回も楽しくで

きたらと思いますので宜しくお願いいたします。

程野 裕貴優勝者からひとこと

10/15㈭ 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。


