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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

新　年　例　会

　皆様本年もよろしくお願いいたします。今年も多数のご参加をいただきまして誠にありがとうござ
いました。出席率も当日に急遽の欠席者がでて危ういながら80％をクリアして新年のスタートを切る
事ができました。今年の懇親会は色々あった昨年を払拭するかのような大変楽しく有意義な時間が過
ごせたのではないかと思いました。
　また昨年平成27年度愛媛県功労賞を受賞された宮崎さんにお元気な姿でご挨拶を頂くことができま
した。女将さんにもご同席頂き、来る平成30年に建替予定の「宝荘ホテル」の最期の新年例会を終え
ることができました。
　チャーターメンバーの島田さんより花束贈呈とご挨拶を頂き感慨深い思いをしました。
　さて、アトラクションの話を少しさせていただきたいのですが今年はジャグリングで世界一に輝い
たラグナビーチ（店名です。）の山田さんにショーを披露して頂きました。 
　華麗な技で皆様に大きな拍手を頂くことができました。またテーブル対抗の商品券争奪戦において
も、色々と準備不足や不備があったかとは思うのですが皆様の広い心でお許しを頂きながら盛会裏に
終えることが出来たのではないかなと実感しております。皆様ご協力誠にありがとうございました。
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　ＹＣＥ受入れ交換留学生の　Miss.　Xiang　Ning　KOK（以下ニンさん）は
12月27日㈰　無事松山空港から飛び立ち帰国しました。何よりニンさんのホストファミリーを引き受けられた山田哲
さんご家族、朝雲学人さんご家族に、担当委員長としてお礼申し上げます。
　12月13日に真っ赤なブレザーを着た小柄で黒メガネの可愛らしい姿を、出迎えの有志ライオンの前に現してから、
忙しくて楽しい２週間を松山の地で過ごしてもらったものと思っています。松山到着翌日から歓迎パーティ、例会出
席、岡山でのウィンターキャンプとあわただしい日程を大きく体調を崩すことなく消化してもらいました。担当委員
長として大したことは出来ませんでしたが、改めて山田さん、朝雲さんに感謝致します。

境　　　俊　之教育・国際委員長ＹＣＥ冬季留学生受け入れ

『ようこそ、そして　さようなら　シャン・ニン・コックさん』



（LC、髙橋）（LC、高田）

TEL089 941 1141（代）
〒790-8514 松山市南堀端町1番地

頭取 大 塚 岩 男
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　みなさま新年あけましておめでとうございます。今回も我が松山中央ライオンズクラブの伝統あるアクティビティ
であります「まごころ箱」の上半期の募金回収を昨年12月に実施し、大川会長と村上幹事と私で愛媛新聞社へ贈呈に
行ってまいりました。
　長きにわたり社会福祉活動に貢献されてきた当クラブの存在意義の重要性を痛感した次第です。このアクティビ
ティは松山中央ライオンズクラブの伝統ある事業として脈々として受け継がれて来たものと思いその趣旨を理解認識
して今後に継承してまいりたいと思います。
　今回もご賛同ご協力を頂きました・松山空
港ビル・全日空ホテル・ホテルＪＡＬシティ
松山・子規堂・サークルＫサンクス・一興立
花店・一興久万ノ台店・一興砥部店・笠組本
店以上９事業所のみなさまに心からのお礼
と引き続きのお願いを申し上げましてご報
告とさせて頂きます。

　12月12日土曜日、第13回女子中学生ソフトボール大会が伊予銀行グランドにて盛大に開催されました。
　毎年寒さが厳しい時期の開催ですが、今年はとても暖かい日に開催することができました ! 当日は４０名ちかくの方
に参加いただだきありがとうございました !
　はじめての委員長、ソフトボール大会の運営でわからないことばかりで色々ご迷惑をおかけしましたが、皆様のご
協力により無事に開催することができました !
　また来年はマドンナスタジアムでの開催を予定しております。来年も皆様のご協力をどうぞ宜しくお願いします。

木　下　勝　敏社会福祉委員長まごころ箱募金回収

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」

和　泉　光　浩青少年育成委員長



（LC、藤本）（LC、新崎）

愛媛工場：〒799-2661 愛媛県松山市勝岡町1163番地13
　　　　TEL.089-979-5200（代）FAX.089-979-5282
砥部工場：〒791-2132 愛媛県伊予郡砥部町大南148-1
　　　　TEL.089-968-2925　　FAX.089-968-2926
大阪本社：〒556-0016 大阪市浪速区元町3丁目10番18号
　　　　TEL.06-6649-0431（代）FAX.06-6649-0205

新崎住宅設備株式会社
きれいな水と文化のあふれる街づくり

松山市井門町 81番地５
TEL（089）957－5413

「水まわりのリフレッシュで明るくさわやかな毎日を！」
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１月の誕生人から一言・・・
川添　潔明 1932（昭和７年）１月３日生

　84歳の誕生日を迎えることができました。
　ここ１年半闘病生活でライオンズの行事にも満足に出席
することが出来ず残念です。
　早くゴルフも出来るようにがんばりたいと思いますので、
復帰の節はよろしくお願い致します。

廣江　和男 1948（昭和23年）１月30日生

　還暦を越せば思いの外、年月が過ぎるのも早いものです。
　四国遍路も車に代えて、きままに巡拝中。長年の山歩き
とウルトラウォーキングも計画中、現役続行。
　今年は丙申（ひのえ　さる）年、併せて定温倉庫協同組
合が成就する事を願う次第です。

伊賀上竜也 1959（昭和34年）１月８日生

　2010年９月に入会して早や６回目の誕生月を迎えました。
出張が多く不良会員でありながら見捨てずに面倒を見てく
れた委員長には本当に感謝しています。５月には出張が一
区切りつきますから、今後は是非100％出席を目指して頑
張ります。

秋山　義勲 1963（昭和38年）１月11日生
　ゆるい決意　新年あけましておめでとうございます。
　私は、去年までよもだでいた。これも、自分の心の中に覚悟がないからである。
東北の塩竃に住んでいる友人は、東日本大震災いおいて店舗が被災しても今、地
域挙げて再開発復興に頑張っています。
　その友人から送られた言葉「覚悟。」これがないと、どんなこともできない挑
戦もできないよって「秋山さん　今も大事　覚悟だよ　何事にも」
　我に返る　嫌がらず・笑顔で　挑戦します　覚悟をもって　迷惑かけます。

戸梶　直美 1964（昭和39年）１月11日生
　お正月におみくじを引いたら中吉で、「今は積極的に進むよりも、一
歩下がって平安を守るとき。春を待つ心でじっと我慢の子。何事も八分
目で満足すること」と書いてありました。何だか当たっているような気
がするので、今年はおとなしく地盤固めの年にしようと思っています。
　会計をさせていただいて、半年、皆様には大変お世話になりました。
あと半年もよろしくお願い致します。

内田　勝彦 1967（昭和42年）１月11日生
　11日で49歳になります。50代までカウントダウンになりました。
　今年の目標は「健康」です。仕事でもプライベートでも、身体
が基本。昨年は人生で最もこの大切さを痛感する１年となりまし
た。その為、ライオンズ活動にも参加できず、心苦しい限りです。
　今年は「復活」すべく頑張っていきます。

武智　　慧 1983（昭和58年）１月27日生
　今月で33歳になります。今年も、仕事・遊び・ライオンズの活
動と、全てに全力を尽くします。
　中央ライオンズに入会して二年半経ちますが、まだまだお役に
立てず恐縮しております。前述の通り精一杯頑張りますので、今
後ともご指導のほど、よろしくお願い致します。

山本　　純 1947（昭和22年）１月15日生

　15日で古稀を迎えました。
　「人生七十古來稀」→「人生百十古來稀」に置き替え、元
気（健康）年齢を保ち元気なうちに出来ること・・・まず「四
国八十八カ所霊場巡り」と、車で全国各地「温泉」+「地酒」
の旅に出たいと思っています。

佃　　浩三 1959（昭和34年）１月１日生
　新年あけましておめでとうございます。元旦で57歳になりました。
　昨年12月、松山支店から中四国営業本部へ人事異動となりましたが松
山を離れることが出来ず、中四国営業本部・課長（松山駐在）となりま
した。ご報告が遅くなりましたが今まで同様宜しくお願い致します。
　今年の書初め一文字は、結にしました。団結力を高め皆様に喜んでい
ただけるよう努力致します。

原瀬　忠広 1959（昭和34年）１月19日生
　今年は申年ですが、この申は樹木の果実が成熟して硬くなって
いく様という意味もあるようです。
　我が身を省みれば老化の一途で、成熟どころか硬化が進む一方
ですが、「沐猴にして冠す」ということのないよう日々、精進して
いきたいと思っております。今年もよろしくお願いいたします。

高橋　孝子 1963（昭和38年）１月22日生

　NEW　YEARと共に迎える誕生日も早○○回目。
　今年の目標は「動」
　公私ともに新たな活動が増え、チャレンジの年です。
　益々燃えていきたいと思います。
　本年もどうぞよろしくお願いします。

南部　寛人 1965（昭和40年）１月２日生
　１月２日で51歳になりました。毎年正月が来るごとに年を重ね
ておりますが、今年の干支は「丙申（ひのえさる）」です。草木
が伸びきり果実が成熟して堅くなっていく状態を表すという意味
があるようです。自分自身もさらに上伸できるよう頑張ってまい
ります。皆様今後ともよろしくお願いいたします。

渡部　　誠 1967（昭和42年）１月30日生
　１年とは早いものでまた年をとる季節が訪れました。充実した
年を過ごせたのかどうか？疑問は残るところですが、とりあえず
健康で１年間が過ごせたことに感謝です。
　今年１年もできる限りライオンズ活動に貢献できるように頑張
りますので宜しくお願い致します。



6

理 事 会 だ よ り

例 会 だ よ り

出席者（１Ｒ－ＲＣ）友澤
　　　　（役員）大川、大門、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、山本（宗）、中岡、
　　　　　　　近藤、新宮、伊藤（憲）
　　　　（オブザーバー）河本、高橋、太、伊藤（英）、大西（安）、久保、和泉

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
　　　≫兵頭会員・会則委員長より１月理事会（例会）から一会員さんが出席するにあ
　　　　たっての報告。
４．前回議事録の確認
　　　≫村上幹事より報告
５．幹事報告
　　　≫特に無し
６．会計報告（12月分収支明細表）
　　　≫戸梶会計より報告「順調に推移　予算通り」
７．審議事項
　⑴　上半期決算報告及び監査報告案について………………………… 会計・会計監査
　　　≫河本会計監査から報告………………………………………… <審議>→<承認>
　⑵　新会員について…………………………………………………… 会員・会則委員会
　　　≫兵頭会員・会則委員長より報告……………………………… <審議>→<承認>

　⑶　「松山中央ＬＣ杯平成27年度少年サッカー中予選手権大会」予算書（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>
　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」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>
　⑸　献血活動記念品中間決算書（案）について…………………………… 保健委員会
　　　≫大西保健委員長より報告……………………………………… <審議>→<承認>
　⑹　中古眼鏡回収事業予算書（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>
　⑺　336複合地区第62回年次大会登録料拠出について
　　　≫村上幹事より報告　…………………………………………… <審議>→<承認>
　⑻　その他
　　1　松山道後ＬＣ55周年記念大会式典について
　　　　≫村上幹事より報告…………………………………………… <審議>→<承認>
　　2　松山つばきＬＣ結成25周年記念大会について
　　　　≫村上幹事より報告…………………………………………… <審議>→<承認>
　　3　伊予ライオンズクラブ結成50周年式典について
　　　　≫村上幹事より報告　………………………………………… <審議>→<承認>
８．その他
９．閉会

■第₆回理事会 ● ２０１6年₁月₅日㈫　１8：3０～
● 於：松山全日空ホテル₄階　ガーネット

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．ＹＣＥ冬季来日生の紹介　　　Miss．X

シ ャ ン

iang　N
ニ ン

ing　K
コック

ok　
　　　⇒大川会長より歓迎あいさつ
６．ＹＣＥ冬季来日生のあいさつ
　　　⇒Xiang Ning Kokよりあいさつ
　　　⇒Xiang Ning Kokに質疑応答
７．１年間100％出席者の発表（上期入会会員を対象として）
８．プログレスＭＪＦ献金ピン及び楯の贈呈
　　ピン：Ｌ兵頭好喜（11回目）　Ｌ村上泰久（３回目）
　　　楯：Ｌ大川耕三（初回）　　Ｌ戸梶直美（初回）
　　　⇒兵頭さんよりあいさつ
９．審議事項
　　　⇒特に無し
10．食事
11．幹事報告
　　　⇒特に無し
12．委員会報告
　　1　上半期「まごころ箱」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　新年例会についてのお願い……………………………………… 計画出席委員会
　　　　⇒太計画出席委員長より報告
　　3　第39回中予地区少年柔道錬成大会の報告…………………… 教育・国際委員会
　　　　⇒境教育・国際委員長より報告
　　4　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の報告
　　　　…………………………………………………………………… 青少年育成委員会
　　　　⇒和泉青少年育成委員長より報告
13．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
14．ファイン･ドネーションの報告
　　　⇒戸梶会計による報告
15．出席率の報告
　　　⇒太計画・出席委員長より報告
16．閉会ゴング 
　　　⇒大川会長によるゴング
17．‘また会う日まで’合唱
18．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．誕生祝い（１月） 　
　　　⇒廣江さんよりあいさつ
６．古希御祝い　　　Ｌ山本　純
　　　⇒山本純さんよりあいさつ
７．キー賞受賞　　　Ｌ京河正強
　　　⇒ご本人欠席のため、村上幹事より説明
８．審議事項
　⑴　上半期決算報告及び監査報告案について………………………… 会計・会計監査
 　　　⇒戸梶会計、永野会計監査より報告  ………………………………………【承認】
　⑵　新会員について…………………………………………………… 会員・会則委員会
　　　⇒兵頭会員・会則委員長より報告……………………………………………【承認】
　⑶　「松山中央ＬＣ杯平成27年度少年サッカー中予選手権大会」予算書（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　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」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】
　⑸　献血活動記念品中間決算書（案）について…………………………… 保健委員会
　　　⇒大西保健委員長より報告……………………………………………………【承認】
　⑹　中古眼鏡回収事業予算書（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】
　⑺　336複合地区第62回年次大会登録料拠出について
　　　⇒村上幹事より報告……………………………………………………………【承認】
　⑻　その他
　　1　松山道後ＬＣ55周年記念大会式典について
　　2　松山つばきＬＣ結成25周年記念大会について
　　3　伊予ライオンズクラブ結成50周年式典について
　　　　⇒以上、村上幹事より報告…………………………………………………【承認】
９．幹事報告
　　　⇒村上幹事より留学生ニンさんのレポートに関する報告
10．委員会報告
　⑴　11月12月献血活動報告
　⑵　大街道献血ルームに関するお礼
　⑶　１月献血活動予定
　　　⇒以上、大西保健委員長より報告
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 

■第１２２6回例会 ● ２０１5年１２月２２日㈫　１２：１5～
● 於：ホテルＪＡＬシティ松山 ■第１２２7回例会 ● ２０１6年₁月１２日㈫　１8：００～

● 於：宝荘ホテル　月光の間
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☆出席率　82％　☆ファイン　0円　☆ドネーション　127,000円

◆ 平成２7年１２月第₂例会
Ｌ大川　耕三　朝雲さん山田さんありがとうございました。
Ｌ森　　和幸　皆様よいお年をお迎え下さい。
Ｌ小倉　圭二　にんちゃん、例会にようこそ
Ｌ戸梶　直美　ニンさん、松山での生活もあと少しですが、思いっき

り遊んで学んでたくさんの思い出作って下さい。
Ｌ兵頭　好喜　ニンちゃんようこそ
Ｌ友澤　節男　山田さんご家族、朝雲先生ご家族の皆様、ＹＣＥ事業

ご協力ありがとうございます。
Ｌ吉田　文彦　良いお年を・・・・
Ｌ服部　　勲　今年も大変お世話になりました。
Ｌ早川　義仲　ニンさん松山へようこそ
Ｌ徳永　昭夫　志　果せぬままに　年の暮
Ｌ島田　省吾　今年もお世話になりました
Ｌ松浦　龍也　シャンさんいらっしゃい !
Ｌ丹下　靖憲　ＹＣＥミス・シャンニンコックさんようこそ松山へ
Ｌ池田　博英　ニンさんようこそ !
Ｌ永野　通夫　Miss　シャン　ニンさんようこそ
Ｌ清川　和夫　ニン・コックさん来会ありがとうございます。
Ｌ太　　亨哲　宝くじあたりますように
Ｌ武智　正晴　ニンちゃん　ようこそ日本へウェルカム
Ｌ伊藤　英樹　ＹＣＥ関係者の皆様おつかれさまでした
Ｌ山田　　哲　あと４日がんばってＮｉｎｇ
Ｌ高山　正志　大川丸、後６ヶ月無事に乗り切るように !
Ｌ中岡　富茂　１年間100％出席のみなさんありがとうございます。
Ｌ朝雲　学人　ニンちゃん、松山へようこそ
Ｌ大西千恵春　シャン　ニン　コックさんいらっしゃい松山を楽しん

で下さい。
Ｌ新崎　　勉　皆様今年１年大変お世話に成りました。来る年も良い

年でありますように。
Ｌ大宿　有三　先週のゴルフスコア103点。来週のゴルフでは100を切

りたいです。
Ｌ伊賀上竜也　100％出席の皆様ご苦労様です。

Ｌ両田　　晃　和泉さんゴルフ優勝おめでとうございます。
Ｌ境　　俊之　ニンさんようこそ例会へ　表彰のみなさんおめでとう

ございます。
Ｌ山本　幸治　シャン・ニン・コックさん　ようこそ中央ライオンズ

へ
Ｌ土井　晴彦　今年一年、皆様お世話になりました。
Ｌ佃　　浩三　来年は例会100％を目指します。
Ｌ新宮　幸孝　おいはぎにあいました
Ｌ仙波　重樹　皆様良いお年を
Ｌ喜井　茂雅　今年一年ありがとうございました。
Ｌ木下　勝敏　健康をなくして反省と気づきの一年でした
Ｌ佐伯　裕子　シャンさん、日本を楽しんで帰って下さい。
Ｌ川添　潔明　大川内閣も半分終りましたね。来年は良い年でありま

すようお祈り申し上げます。
Ｌ岩本　　透　暖かい12月です
Ｌ内海由美子　シャン　ニン　コックさん松山滞在を楽しんで下さい。
Ｌ松本　政清　今年はお世話になりました。来年もよろしくおねがい

します。
Ｌ近藤　　猛　今年１年お世話になりました。
Ｌ和泉　光浩　ゴルフ委員会優勝させて頂きました。
Ｌ清水　栄治　ソフトボール大会お疲れ様でした。
Ｌ橋本　和範　和泉委員長おつかれでした

☆出席率　80％　☆ファイン　200円　☆ドネーション　91,000円

◆ 平成２8年₁月第₁例会
Ｌ大川　耕三　新年明けましておめでとうございます。
Ｌ戸梶　直美　新年明けましておめでとうございます。今年もどうぞ

よろしくお願い申し上げます。
Ｌ村上　泰久　本年もどうぞ宜しくお願い致します。
Ｌ森　　和幸　新年明けましておめでとうございます。
Ｌ服部　　勲　今年も宜しくお願いします。
Ｌ兵頭　好喜　明けましておめでとうございます。
Ｌ廣江　和男　新年のお喜を申し上げます。
Ｌ原瀬　忠広　新年明けましておめでとうございます。
Ｌ吉田　文彦　新年おめでとう
Ｌ藤井　　滋　新年おめでとう
Ｌ山本　　純　古希のお祝いありがとうございました。
Ｌ宮川　晶子　あけましておめでとうございます。お正月、飲みすぎ

てちょっと太りました。
Ｌ早川　義仲　あけましておめでとうございます。
Ｌ徳永　昭夫　「四海波　明の春」
Ｌ池田　博英　宮崎さんおめでとうございます。
Ｌ藤田　裕司　本年も宜しくお願い致します。
Ｌ清川　和夫　新年例会よし
Ｌ永野　通夫　あけましておめでとうございます。
Ｌ丹下　靖憲　新年例会、あけましておめでとうございます。
Ｌ太　　亨哲　あけましておめでとうございます。
Ｌ松浦　龍也　皆様、新年明けましておめでとうございます。本年も

宜しくお願い申し上げます。
Ｌ中岡　富茂　明けましておめでとうございます。
Ｌ程野　裕貴　新年、明けましておめでとうございます。
Ｌ武智　正晴　あけましておめでとうございます。今年も宜しくお願

い致します。
Ｌ山本　宗宏　新年明けましておめでとうございます。
Ｌ伊賀上竜也　明けましておめでとうございます。
Ｌ大西　安子　新年あけましておめでとうございます。１月お誕生月

の皆様おめでとうございます。
　　　　　　　山本　純さん、古希の御祝申し上げます。
Ｌ伊藤　憲司　今年一年よろしくお願いします。

Ｌ大西千恵春　年男です。３回目と言いたいのですが４回目でもなく
５回目でした。

Ｌ木下　勝敏　今年も宜しくお願い致します。
Ｌ仙波　重樹　良い年になります様に
Ｌ境　　俊之　みなさま、新年おめでとうございます。
Ｌ新宮　幸孝　あけましておめでとうございます。
Ｌ土井　晴彦　あけましておめでとうございます。本年もよろしくお

願いします。
Ｌ加藤　定伸　年末年始はご心配おかけ致しました。全快です。元気

になりました。
Ｌ加地　雅臣　新年あけましておめでとうございます。
Ｌ石居　洋子　本年もよろしくお願いします。
Ｌ久保美代子　年明け早々良いことがありました。今年一年良いこと

が続きますように。
Ｌ韓　　雪峰　新年おめでとうございます。
Ｌ新野　和幸　新年明けましておめでとうございます。今年もよろし

くお願いします。
Ｌ清水　栄治　本年もよろしくお願い致します。
Ｌ内海由美子　新年おめでとうございます。お誕生日、古希、おめで

とうございます。
Ｌ伊藤　幸満　明けましておめでとうございます。
Ｌ近藤　　猛　今年もよろしくお願い致します。
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今年もハンディキャップ28のおかげで、優勝させていただ

きました！！ありがとうございます！！

今後も地道にOBを減らす努力を続けていきたいと思いま

す。

今年度もう一度優勝をめざして精進します。少しづつ少しづ

つ進歩していけるように頑張ります。

次回からもどうぞよろしくお願いいたします！！

和泉 光浩優勝者からひとこと

12/17㈭ サンセットヒルズカントリークラブ

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。

■当時の松山中央ＬＣを振り返って
同級生でもある今は亡き『助六』のテルさんから「お京よ、どの道ロータリーかライオンズに入会するなら
うちへ入れや」の一言で、遅蒔きながら1996年の入会でした。吉田文彦チャーターメンバーを始め、現メンバー
の佐伯裕子さんのお父さんの佐伯廣孝さん、永野貞一さん、五島一明さん、清水信行さん等、多士済済で大
活躍の頃でした。

■入会してよかったこと
60歳過ぎの入会ながら、同志の皆さんには実に優しく親しくしていただいた事が昨日の出来事の様に思われ、
本当に感謝しております。また、以前からの友人でもあった川添さんとの仲が一層深いものとなり、ライオ
ンズの活動だけでなく、ゴルフに麻雀、家族旅行と他の誰よりも長く一緒にいる事が多くなり、仲間から羨
ましがられました（笑）。

■辛かったこと・苦労したこと
私事ではありますが、ライオンズ活動と同時に「愛媛県ゴルフ協会」の世話人をしており、そのスケジュー
ルが重なる事が多々あり、会合への参加や十分な奉仕活動が出来ていない事をいつも申し訳なく思っており
ます。

■エピソード
私が「愛媛県ゴルフ協会」のジュニア育成の世話をしている関係で、毎年８月の夏休みに実施している「愛
媛県小・中学生のゴルフ大会」の際、ゴルフカートの運転の要請があり、その当時、教育国際委員長が伊藤
幸満さんの時だったと思いますが、我がクラブのゴルフ委員会10数名の方々にご協力をお願いして大成功と
なりました。以来、毎年の行事となりアクティビティーとしての実績を積んでおります。

■後輩会員に一言
ライオンズクラブの奉仕活動の考え方は皆さんもご承知の通り、「We Serve」です。個々の努力はもちろん
ですが、チームワークを発揮してこその有意義な活動をこれからも続けて行って欲しいと思います。


