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（LC、朝雲）

朝　雲　学　人
外科・麻酔科

石 村 病 院
医療法人 肱嵐会
大洲市長浜町
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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

大　川　耕　三会長山田国際会長公式訪問／クラブ会長セミナー
　１１月２０日に岡山市で「３３６複合地区・山田国際会長公式訪問／クラブ会長セミ
ナー」があり、松山中央ＬＣからは会長の大川が参加しました。全体では３６５名
の参加がありました。山田会長のお話で印象に残ったことが２つありました。一
つは、「ライオンズの活動を国際的な視野で考えていかなければならない」とい
うこと。我々の活動や資金が世界中で役立っているというお話は「目からうろこ」
でした。もう一つは、「しかし、世界ではライオンズの手を差し伸べなければな
らない人たちがまだまだ大勢おり、今のライオンズの力（１３８万人）では力不足で、
そのためにも会員増強をさらにすすめ、世界中に役立つライオンズにしていかな
なければならない」というお話で、大変勉強になりました。

　去る１１月２４日、松山中央ライオンズクラブ第１２２４回創立記念例会をＪＡＬホテル
で開催することができました。
　今回はチャーターメンバーの吉田さんに昔話を交えた興味深い歴史に触れさせて
頂くことができました。
　歓談の後、ヴァイオリンの演奏を企画しましたが演者は我がクラブの原瀬さんの
ご令嬢にお願いしたのです。
　優雅な時間だったと思います。最後に島田さんに締めて頂き、内容の濃い例会に
なったのではないかなと思いました。

第1224回創立記念例会
太　　　亨　哲計画出席委員長



日新産業株式会社
ドライアイス・消火器

本社　松山 TEL（089）925-2700
今治営業所 TEL（0898）23-2776

（LC、岩城）

（LC、木下）

（LC、土井）

（LC、大西安子）
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　今年も１１月１１日～１１月１２日の二日間、生徒の皆さんが楽しみにしていた職場体験学習を会員各企業の皆様の温かい
ご支持・ご支援のもと盛大かつ和やかに開催されましたことに対しまして厚くお礼を申し上げます。
　２０１１年１１月より本事業を継続事業として毎年実施しているもので、社会福祉委員会としても大きな柱の事業でもあ
ります。今年は報道各社にもプレスリリースをして、積極的に当ライオンズクラブの活動を地域の皆さんに知っても
らうことができ、有意義な職場体験学習であったと思います。
　今後も生徒の皆さんが働くことの喜びや厳しさをこの職場体験学習で実践し、規律・礼儀・言葉づかい等の社会生
活の一般常識を身につけるよう希望します。
　終わりに、今回準備から携わっていただいたすべての皆様に改めて心から感謝申し上げます。

木　下　勝　敏社会福祉委員長中学生職場体験学習



（LC、平尾）（LC、森浩輔）
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　松山中央ライオンズクラブに入会させてい
ただき、非常に光栄に思います。たくさんの
仲間や先輩方とめぐり合い、共に奉仕活動を
通じて社会貢献できることをとても誇りに思
います。これから松山市・愛媛県と中国との
日中友好・経済交流・ビジネスのために、努
力していきたいと思います。どうぞご指導よ
ろしくお願いいたします。

株式会社TSUBAKIフーディーズ松峰商事株式会社 桑原　哲也韓　　雪峰 社長代表取締役

境　　　俊　之教育・国際委員長

第28回 国際平和ポスターコンテスト

会　　長　　賞　旭中学校　　徳永　理彩 さん

第一副会長賞　旭中学校　　寺岡　菜摘 さん

第二副会長賞　堀江小学校　渡部　瑠菜 さん

第三副会長賞　和気小学校　菅原菜々美 さん

　今年もライオンズ国際協会主催の平和ポスターコ
ンテストが行われました。わがクラブには旭中・椿
中・和気小・堀江小・石井小・日浦小の６校から
201点の作品が集まりました。10月第二例会で、会
員の皆さんに選考してもらったところ次のような結
果になりました。

　ポスターを描いてくれた201名全員に当クラブより図書カードを進呈
して感謝の意を表しました。生徒児童の皆さんありがとう。
　作品の回収・展示・返却など、積極的に参加してくれた教育・国際委
員会のメンバーの皆さん、ごくろうさまでした。

桑原さんも11月の新会員です。



（LC、山本純）（LC、山﨑）
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12月の誕生人から一言・・・
境　　俊之 1947（昭和22年）12月７日生

　ライオンズクラブに入会以来５回目の誕生月原稿です。５年という歳
月は十分に長い期間だと思いますが、光陰矢の如し、早かったなあとい
う印象の方が強かったように感じます。同期の仲間たちは多くが現役を
退いて悠々自適の生活ですが、諸般の事由によって私はもうしばらく頑
張ります。皆様よろしくお付き合い願います。

小笠原英志 1966（昭和41年）12月１日生
　無事に49回目の誕生日を迎える事が出来ましたまた、クラブに入会さ
せて頂き、早いもので10年が立ちます、これも一重に皆様の支えがあっ
ての事と心より感謝申し上げます。来年は50歳、節目の年となります、
今まで以上に感謝の気持ちと挑戦する気持ちを持って 有意義な年を重
ねて行きたいと思っております、皆様これからも宜しくお願い致します。

早川　義仲 1958（昭和33年）12月６日生

　先日、57回目の誕生日を迎えました。
　最近は仕事におわれて、クラブ活動、ゴルフと欠席がち
で申し訳ありません。３年前に立ち上げました会社も、皆
さんに助けていただきながら、何とかやってます。
　皆さん、今後とも宜しくお願い致します。

　去る１１月２３日 火曜日　勤労感謝の日　第３９回愛媛県中予地区少年柔道錬成大会に行ってまいりました。
　初めての行事の参加でした。規模も小さく隅っこで席に着いておくだけのことであろうと考えておりましたが、何
が何が…全てがお客様扱い、ひな壇上役員席の最前列中央、柔道連盟会長のお心配り、大変恐縮する思いでした。
　ふとパンフレットに目を落とすと、第３９回ライオンズ旗争奪愛媛県中予地区少年柔道錬成大会の冠文字が…知らな
んだ。ライオンズ旗争奪の名の通り、５本の立派な歴史を刻んだ優勝旗には誇らしく松山中央ライオンズクラブの文
字がかっこよく光っておりました。大会は５００名余の大きな立派な大会でした。小倉第三副会長のメダル贈呈に続き
共催団体としてのご挨拶です。子供達も真剣に聞き入っているようでした。主賓挨拶は塩崎厚生労働大臣ご本人です。
　開会式終了後 柔道連盟会長より「来年は４０回記念大会になります。変わりなくどうぞ宜しくお願い致します。」と
のお言葉をいただきました。最後に記念写真をパシャり　写真撮影の伊藤ＰＲ・ＩＴ委員長をはじめマスコミ手配を
してくださった委員の皆さん　参列の小倉第三副会長　山本さん　大変ご苦労様でした。
　来年もよろしくお願いいたします。

加　藤　定　伸教育・国際副委員長第３9回中予地区少年柔道錬成大会

今村タマキ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　第39回中予地区少年柔道錬成大会決算書（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>
　⑻　第28回「国際平和ポスター」企画決算書（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>
　⑼　ＹＣＥ　冬季留学生受入れ予算書（案）について……………………………………教育・国際委員会
　　　≫境教育・国際委員長より報告………………………………………………………… <審議>→<承認>
　⑽　「石手川ダム上流域の河川等清掃」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>
　⑾　「加藤義明公騎馬像・子規像廻り剪定」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>
　⑿　会員交流会第一回中間決算書（案）について…………………………………………………会員交流会
　　　≫新宮会員交流会幹事より報告………………………………………………………… <審議>→<承認>
　⒀　336-Ａ地区主催「LCIFセミナー」開催について
　　　≫村上幹事より報告……………………………………………………………………… <審議>→<承認>
　⒁　会長名刺追加注文について　100枚　3,640円
　　　≫村上幹事より報告……………………………………………………………………… <審議>→<承認>
　⒂　事務所パソコンバックアップ対策とその経費について
　　　≫村上幹事より報告……………………………………………………………………… <審議>→<承認>
７．報告事項
　　1　第62回地区年次大会予備登録について
８．その他
　　　≫加藤さん入院、お見舞いの支出の報告
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、兵頭、吉田、稲森、大西（千）、岩城、
　　　　　　　　佐伯、松浦、丹下、近藤、新宮、伊藤（憲）
　　　　（オブザーバー）高橋、太、伊藤（英）、境、久保
１．開会宣言
２．出欠調査
　　　≫役員22人中18名の出席を確認
３．会長あいさつ
４．前回議事録・臨時理事会議事録の確認
　　　≫村上幹事より報告
５．会計報告（11月分収支明細表）
　　　≫戸梶会計より報告「今月も順調に推移」
６．審議事項
　⑴　新会員について　冨士原　裕様…………………………………………………………会員・会則委員会
　　　≫兵頭会員・会則委員長より報告……………………………………………………… <審議>→<承認>
　　　　※反対者が出ているため条件付きで承認
　⑵　退会届けについて　Ｌ和田　泰…………………………………………………………会員・会則委員会
　　　≫兵頭会員・会則委員長より報告……………………………………………………… <審議>→<承認>
　⑶　退会届けについて　Ｌ今井　典子様……………………………………………………会員・会則委員会
　　　≫兵頭会員・会則委員長より報告……………………………………………………… <審議>→<承認>
　⑷　不在会員について　Ｌ山崎　忠志様……………………………………………………会員・会則委員会
　　　≫兵頭会員・会則委員長より報告……………………………………………………… <審議>→<承認>
　⑸　創立記念例会決算書（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>
　⑹　新年例会予算書（案）について…………………………………………………………計画・出席委員会
　　　≫太計画・出席委員長より報告………………………………………………………… <審議>→<承認>

■第₆回理事会 ● ２０１5年１２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ヒム斉唱
４．会長あいさつ
　　　⇒大川会長あいさつ
５．誕生祝（12月）Ｌ小笠原、Ｌ今村、Ｌ早川、Ｌ境
　　　　　　　　　⇒境さんよりあいさつ
６．古希御祝い　　Ｌ今村タマキ　　　　　　　
７．審議事項　  　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　　
　⑴　創立記念例会決算書（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　新年例会予算書（案）について…………………………………………………………　　　　〃　　　　
　　　⇒太計画・出席委員長より報告………………………………………………………………………【承認】
　⑶　第39回中予地区少年柔道練成大会決算書（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】
　⑷　第28回「国際平和ポスター」企画決算書（案）について……………………………　　　　〃　　　　
　　　⇒境教育・国際委員長より報告………………………………………………………………………【承認】
　⑸　ＹＣＥ　冬季留学生受入れ予算書（案）について……………………………………　　　　〃　　　　
　　　⇒境教育・国際委員長より報告………………………………………………………………………【承認】
　⑹　「石手川ダム上流域の河川等清掃」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】
　⑺　「加藤嘉明公騎馬像・子規像廻り剪定」予算書（案）について ……………………　　　　〃　　　　
　　　⇒久保市民・公衆委員長より報告……………………………………………………………………【承認】
　⑻　会員交流会第一回中間決算書（案）について…………………………………………………会員交流会
　　　⇒新宮会員交流会幹事より報告………………………………………………………………………【承認】
　⑼　336-Ａ地区主催「LCIFセミナー」開催について
　　　⇒村上幹事より報告……………………………………………………………………………………【承認】
　⑽　会長名刺追加注文について　100枚（100枚／ロット）台紙　3,640円（税込）
　　　⇒村上幹事より報告……………………………………………………………………………………【承認】
　⑾　事務局パソコンバックアップ対策と、その経費について
　　　⇒村上幹事より報告……………………………………………………………………………………【承認】
８．報告事項
　　1　退会届けについて　Ｌ和田　泰　　Ｌ今井典子
　　　　⇒村上幹事より報告
　　2　不在会員について　Ｌ山﨑忠志　
　　　　⇒村上幹事より報告
　　3　第62回地区年次大会予備登録について
　　　　⇒村上幹事より報告
　　4　その他
　　　　⇒村上幹事より報告
９．食事　
10．委員会報告
　　献血活動に関して
　　　⇒大西保健委員長より報告
　　ソフトボール大会に関して
　　　⇒和泉青少年育成委員長より報告
11．テールツイスターの活躍
　　　⇒清川テールツイスターによる報告
12．ファイン･ドネーションの報告
　　　⇒戸梶会計による報告
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 

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．幹事報告
　　1　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、事務局までお知らせ下さい。
　　　　⇒以上、村上幹事より報告
　　
６．委員会報告
　　1　中学生職場体験報告について……………………………………………………………社会福祉委員会
　　　　⇒木下社会福祉委員長より報告
　　2　大街道献血ルームでの活動について…………………………………………………………保健委員会
　　　　⇒大西保健委員長より報告
　　3　11月、12月献血活動について…………………………………………………………………　　〃　　
　　　　⇒大西保健委員長より報告
　　4　合同委員会について……………………………………………………財務委員会／市民・公衆委員会
　　　　⇒村上幹事より報告
　　5　委員会場所変更について………………………………………青少年育成委員会、社会福祉委員会　
　　　　⇒村上幹事より報告
７．ファイン･ドネーションの報告
　　　⇒戸梶会計による報告
８．出席率の報告　
　　　⇒太計画・出席委員長より報告
９．閉会ゴング　

■第１２２4回例会 ● ２０１5年１１月２4日㈫　１8：3０～
● 於：ホテルＪＡＬシティ松山 ■第１２２5回例会 ● ２０１5年１２月８日㈫　１8：3０～

● 於：ホテルＪＡＬシティ松山
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☆出席率　80％　☆ファイン　6,300円　☆ドネーション　88,000円

◆ 平成２7年１１月第₂例会
Ｌ大川　耕三　クラブを結成いただいたチャーターメンバーの皆さん

に感謝 !
Ｌ森　　和幸　創立記念例会おめでとう　原瀬さんヴァイオリン演奏

ありがとうございます。
Ｌ村上　泰久　創立記念例会おめでとうございます。
Ｌ小倉　圭二　創立記念例会準備ご苦労さまです。
Ｌ戸梶　直美　ＣＮ55周年に向かって一丸となるよう一年一年結束を

固めていきましょう
Ｌ吉田　文彦　創立記念例会で話させていただきました。
Ｌ友澤　節男　創立記念を皆でお祝いしましょう
Ｌ原瀬　忠広　創立記念おめでとうございます。
Ｌ廣江　和男　創立記念例会を祝って !
Ｌ徳永　昭夫　祝　記念例会「星冴えて　初心にかえる　集いあり」
Ｌ藤井　　滋　創立記念例会を祝って
Ｌ宮川　晶子　かぜが直りません。毎日、アルコール消毒しているの

ですが・・・・
Ｌ山本　　純　創立記念日お祝い
Ｌ早川　義仲　創立記念例会の準備、ありがとうございます
Ｌ島田　省吾　51回目の創立記念例会に参加させていただいて・・・
Ｌ松浦　龍也　楽しい例会ありがとう !
Ｌ太　　亨哲　創立記念例会
Ｌ盛重　二郎　創立記念おめでとう
Ｌ野垣　康之　原瀬さん尾海さんすばらしい演奏ありがとうございま

す。
Ｌ池田　博英　祝創立記念例会
Ｌ丹下　靖憲　創立記念例会おめでとうございます。
Ｌ永野　通夫　原瀬さんコンサートありがとうございました。
Ｌ清川　和夫　原瀬さん尾海さんありがとう
Ｌ山本　宗宏　計画出席委員会の皆さん、創立記念例会楽しみにして

ます。
Ｌ高山　正志　松山中央ＬＣ創立記念例会のお祝い
Ｌ伊藤　英樹　職場体験おつかれさまでした。仙波さん、加藤さん

Ｌ武智　正晴　寒くなりました
Ｌ中岡　富茂　創立記念例会おめでとうございます。
Ｌ朝雲　学人　来月ＹＣＥ事業でマレーシアから高校生がわが家へ来

ます
Ｌ大西千恵春　加地さんやりましたね。おめでとうございます。
Ｌ大西　安子　創立記念例会おめでとうございます。
Ｌ両田　　晃　本日より献血スタートです。頑張っていきましょう
Ｌ木下　勝敏　職場体験では大変ありがとうございました。
Ｌ加地　雅臣　ゴルフ初優勝できました。
Ｌ山本　幸治　創立記念例会おめでとうございます。
Ｌ土井　晴彦　創立記念を祝して
Ｌ境　　俊之　加地さんのゴルフ委員会優勝とウマの一人占めをお祝

いします。
Ｌ新宮　幸孝　創立記念例会おつかれ様でした。
Ｌ久保美代子　朝、夕はやっと寒さを感じるようになりました。風邪

などひかないように
Ｌ新野　和幸　創立記念例会おめでとうございます。
Ｌ京河　正強　吉田さんチャーターメンバーのあいさつ御苦労様でし

た。
Ｌ橋本　和範　早退ですみません
Ｌ内海由美子　創立記念例会おめでとうございます。

☆出席率　80％　☆ファイン　800円　☆ドネーション　125,000円

◆ 平成２7年１２月第₁例会
Ｌ大川　耕三　今村さんの古希を祝って
Ｌ森　　和幸　誕生日の皆さん、古希の今村さんおめでとうございま

す。
Ｌ小倉　圭二　タマキさん古希おめでとうございます。
Ｌ村上　泰久　清川さんいつもありがとうございます。
Ｌ戸梶　直美　境さん、お誕生日おめでとうございます。
Ｌ吉田　文彦　年取ると一年が終わる速い
Ｌ服部　　勲　寒くなりましたが、皆さんお体大切に
Ｌ兵頭　好喜　12月のみなさん、おめでとうございます。
Ｌ宮川　晶子　天高く馬肥ゆる冬 ! 最近、食べ物がおいしくて少した

りました。
Ｌ高橋　孝子　古希おめでとうございます。
Ｌ太　　亨哲　退会はさびしいですね。
Ｌ松浦　龍也　ハーフマラソン坊っちゃんランランランで無事完走 !

１時間39分52秒
Ｌ池田　博英　師走ですね
Ｌ清川　和夫　今村様古希おめでとうございます。
Ｌ丹下　靖憲　今村さん古希おめでとうございます。
Ｌ永野　通夫　今村さん古希おめでとうございます。
Ｌ高山　正志　赤い12月のポインセチア（花言葉　あなたの幸せを願

う）皆様の幸せに !
Ｌ伊藤　英樹　古希おめでとうございます。
Ｌ武智　正晴　今村さん古希おめでとうございます。
Ｌ大宿　有三　12/５（土）、結婚式が２週あって出席しました。朝10

時に家を出て、帰ったのが21時でした。
Ｌ大西　安子　12月お誕生月の皆様おめでとうございます。
Ｌ伊賀上竜也　今村さん、古希おめでとうございます。
Ｌ朝雲　学人　大東亜戦争犠牲者に黙祷
Ｌ新崎　　勉　「裏を見せ表を見せて散る紅葉」人生とは季節に味わい

深いものですね。
Ｌ大西千恵春　今村タマキさん古希おめでとうございます。
Ｌ両田　　晃　今村さん古希おめでとうございます。
Ｌ猪子　真司　46才になりました。ありがとうございます。
Ｌ石居　洋子　今年も皆元気で過ごせました。

Ｌ土井　晴彦　境様、お誕生日おめでとうございます。
Ｌ新宮　幸孝　今村さん古希おめでとうございます。
Ｌ木下　勝敏　今村さん古希御祝申し上げます
Ｌ岩本　　透　暖かい12月です
Ｌ久保美代子　もうすぐクリスマスですが、何も予定はありません。

委員会があるだけです。
Ｌ坂本　　茂　猪子さんお誕生日おめでとう。
Ｌ佐伯　裕子　タマキさん、古希おめでとうございます。
Ｌ山之口智章　12月お誕生日の皆さんおめでとうございます。今村さ

ん古希おめでとうございます。
Ｌ近藤　　猛　12月のソフトボール大会晴れますように ! （ちなみに

予報はくもりです）
Ｌ和泉　光浩　前回例会欠席すみませんでした !!
Ｌ内海由美子　お誕生日おめでとうございます。
Ｌ松本　政清　今村さん古希お目出とうございます。
Ｌ新野　和幸　今村タマキ様古希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40代会長　藤井　滋さんです。
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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
1971年10月に入会しましたので、今年10月で44年を迎えました。
スポンサーである第20代会長、越智栄一郎さんから『会報誌を毎
月発行すること』を課せられた任務として入会致しました。入会後、
会報誌は毎月発行になり、後継の諸氏の努力・工夫もあり充実した
会報がつづいており、これは336－Ａ地区でも異例のことではない
かと思います。

■入会してよかったこと
いろいろな人たちとの出会いにより、いろいろなことが学べ、見聞が広がったことです。

■辛かったこと・苦労したこと
会長就任時の記念事業についてのさまざま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
姉妹提携クラブである名古屋中ライオンズクラブとの共同事業として、カンボジアに中学校校舎２棟の建造
を行った時、日本酒一升瓶３本を持って行き、当時メンバーであった伊狩さん・岡内さん・現メンバー尾田
さんと酒を酌み交わしたことを懐かしく覚えております。余談になりますが、完成後カンボジアより勲章を
頂きました。

■後輩会員に一言
いろいろな事業やアクティビティに極力参加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

ゴルフ委員会で優勝させていただきました。

今回は、大川会長、境さん、韓さんとご一緒させていただ

きました。いつもはどちらかのハーフで大たたきするので

すが、同伴の皆様に励ましていただき、何とか持ちこたえ

ることができた結果、４年目にして初優勝することができ

ました。ありがとうございました。これからもよろしくお願

いいたします。

加地 雅臣優勝者からひとこと

11/19㈭ 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。


