
ライオンズクラブ国際協会 336ｰA地区・1R－3Z

松山中央ライオンズクラブ
http://www.matsuyama-chuo-lions.gr.jp
E-mail:info@matsuyama-chuo-lions.gr.jp

松山中央獅子倶楽部

IONS CLUBLMATSUYAMA CHUO

会長スローガン 2015年～2016年

『温故知新。友愛、平等、
　相互理解のきずなで我々は奉仕する』

We
Serve

№ 557
2016年（平成28年）

２月号

今昔写真館　『古きよき松山の風景と現在』
国鉄（JR）駅前　昭和29年９月撮影   写真提供　村上浩一



（LC、伊藤）

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

　新年を迎えたのがついこの前のように思うのですが、早やお椿さんの時季となりました。今
年の干支は丙申（ひのえさる）で物事が成長し形が明らかになっていく状態をいいますが、わ
が松山中央ＬＣの現状を言い表していると思います。松山中央ＬＣは結成51年目を迎えていま
すが、結成45周年以降に入会した会員が51名に上ります。歴史と伝統ある中央にフレッシュさ
と新たな活力が加わったことになります。今年はこの新しいみなさんが大いに活躍し、中央の
新しい形を創っていく年になっていくのではないでしようか。
　「海の貴婦人・日本丸」の航海も残すところあと半分となりましたが、さらに充実し楽しい
航海となるよう船長としても全力で取り組みます。みなさまの更なるご協力をお願いし、良い
形で次の森丸にバトンタッチ出来ますことを願いまして新年のあいさつといたします。

会　長　大　川　耕　三　　

　皆様、明けましておめでとうございます。昨年は、会員の皆さまには本当に大変お世話にな
りありがとうございました。７月に幹事をお引き受けし、あっという間に半年が経ち、もう折
り返しの時となってしまいました。年末年始の休みに、ふとライオンズでの一年を振り返りま
した。幹事という役は、あれあり、これありと、何かと色々なことがあるものだなぁと。半
年経って、中央ライオンズクラブの事が、「やっと少し」分かり始めたところです。「ウィサー
ブ」のもと松山中央ライオンズクラブを、明るく・楽しく・元気のいい、希望あるクラブと
して少しでもお役に立つことが私の使命であると胸に刻み、皆様のご指導とご支援を頂きなが
ら、６月末までの後半を頑張っていこうと思います。皆様どうぞよろしくお願い申し上げます。…
　本年も皆様方のご多幸を祈念申し上げ、新年のご挨拶とさせて頂きます。

幹　事　村　上　泰　久　　

　２月号の新年のご挨拶の原稿をズルズルと書かないでいたら、心から尊敬するＬ盛重二郎様
とＬ川添潔明様の悲しいお知らせが入ってきました。お二人共体調がお悪いとお聞きしていま
したが、復活してお元気なお姿を見せてくださると信じていたのでこの喪失感は図り知れない
ものがあります。お二人は大先輩であるにも関わらず、特にお酒の席では、優しく茶目っ気たっ
ぷりな笑顔で私達に昔の武勇伝を聞かせてくださっていたことを思い出します。例会でも委員
会でもゴルフでも旅行でもいつも笑顔でした。ご家族様が「ライオンズが大好きだった」と言
われていました。この言葉を引き継いでいきたいと思います。大好きな盛重さん、川添さん、
どうかお空から見守っていてくださいね。（新年のご挨拶にかえて）

会　計　戸　梶　直　美　　

新年のごあいさつ



Imagination & Creation

（LC、加藤）
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　１月３０日〜３1日に松山中央ライオンズ杯中予選手権が開催されました。…
　たくさんの方に表彰式、閉会式に参加いただきありがとうございました。…
　ソフトボールに続き寒い時期の開催でしたが、例年よりも暖かい日となりました!!…
　優勝は岩城さんの息子さんも所属しておられる小野ＦＣでした!!…
　おめでとうございます!!…
　また、今年は愛媛ｆｃのストライカー河原選手も応援に駆けつけていただき感謝です。…
　来年も盛大に開催されることを心より祈念いたします。

松山中央ライオンズクラブ杯
愛媛県中予選手権サッカー大会（６年生以下の部）

和　泉　光　浩青少年育成委員長



（LC、南部）（LC、新野）
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　私はＹＣＥプログラムに参加し、日本での滞在中にたくさんのことを学ぶことができました。ありがとうございま
した。私はここですばらしい多くの人に会いました。私は日本にくるのをこころまちにしていました。日本での生活
はあっという間で、日本での一ヶ月は、私の人生の最高の月となりました。私は波佐見町、佐世保市、長崎市、嬉野市、
松山市、岡山県、東京を訪問しました。これらの都市の殆どはわたしが訪ねる事になると思っていなかった都市なの
で、訪問できると聞いたとき、驚きまたうれしく思いました。この一ヶ月にたくさんの初めての経験がありました：
ろくろ体験、ティーカップ作成、ディズニーランド、東京タワーを間近で眺めること、スキー、皿山人形浄瑠璃、神
楽、などです。ぜひまた日本を訪れたいと思っています。道中でお世話になった方々には言葉を尽くしても感謝しき
れません。特に、ライオンズクラブのみなさんと温かく迎えてくださったホストファミリーには大変感謝しています。
文化、食べ物、景色、ここでお会いした方々など、この一ヶ月のできごとのすべてを、私はずっと忘れません。そし
てこれから私の人生に大きな影響をもらいました。ありがとうございました。

シャン・ニン・コックＹＣＥ冬季留学生ＹＣＥ冬季留学生受け入れを終えて



（LC、喜井）（LC、山之口）

　
ホテルＪＡＬシティ松山
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２月の誕生人から一言・・・

　昨年７月から1２月まで皆様に協力をいただき、
中古眼鏡を回収させていただきました。この事業
は、昨年度から始まったもので、森前委員長の下
で副委員長として何もわからないまま梱包をお
手伝いしただけでしたが、今年も例会会場の回収
ボックスにどなたが協力して頂いたかわからな
いまま終わってしまいました。頼りない委員長で
申し訳ありませんでしたが、３６5個の眼鏡を回収
することができました。大西千恵春さん、朝雲先
生、戸梶会計には特別にご協力いただきありがとうございました。１月２０日に無事オーストラリアに発送しましたこ
とをご報告します。

久　保　美代子市民・公衆委員長中古眼鏡回収事業

　このたび松山中央ライオンズクラブに入
会させていただきました、株式会社Ｔ＆Ｓ
プロダクツの松岡俊幸と申します。皆様と
ご一緒させていただき一生懸命頑張って参
ります。
　防犯といえばＴ＆Ｓの松岡となれるよう
日々精進いたします。若輩者ではございま
すが、よろしくお願いいたします。

株式会社Ｔ＆Ｓプロダクツ 松岡　俊幸代表取締役

藤井　　滋 1926（大正15年）２月２日生

　私は大正15年２月２日生まれ、昭和を生きて、只今昭和
91年と思っております。いろいろな感慨があります。紙幅
が足りません。今まで生かしてもらって感謝です。

程野　裕貴 1964（昭和39年）２月11日生

　1964年２月11日生、今年も家族全員が健康で誕生日がむ
かえることができ、なによりです。充実した１年を送りた
いと思っていますので宜しくお願いします。

中岡　富茂 1966（昭和41年）２月10日生

　２月10日で丁度50歳になりました。
　昨年12月には初孫も生まれ有難く幸せに年齢を重ねてい
ます。
　今年は会計の役に任命される予定ですので中央ＬＣの為
に頑張ります（^_^）ｖ

藤田　裕司 1967（昭和42年）２月26日生

　40代最後の１年を迎えました。大病を経験して10年の節
目でも有ります。取り敢えず生きてて良かったと感謝しつ
つ、まだまだライオンズ活動・仕事・遊びを頑張りたいの
で、少し摂生する生活を目指したいと思っております。今
後とも宜しくお願い致します。

山本　修嗣 1968（昭和43年）２月２日生
　私の誕生日は、２月２日、48歳で年男。ゾロ目の日ですが、３
日節分、４日立春が目立ち、何のイベントもない地味な一日。何
かと「２」という数字が好きですが、自分の中で、ある言い訳に
使っています。「競争で１番に慣れないのは、持って生まれた運命」
と。お父さん、お母さん、ごめんなさい。

鹿島　竜也 1968（昭和43年）２月13日生

　48歳になりました。50を前にして漸く将来の事を考える
ようになりました。
　社命により後どれくらい在籍できるかわかりませんが、
今を精一杯貢献し、いずれ松山に帰ってきた時、覚えてい
て貰えますよう頑張ります!!

松浦　龍也 1971（昭和46年）２月13日生
　今年45歳になります。
　いろんなことに、ついつい焦りがちになったり、詰めこみ過ぎたりし
すぎがちなので、これからは少しずつでも、落ち着いて着実に事を進め
ていきたいと思います。先輩方々、これまで同様ご指導いただきますよ
うお願い申し上げます。又、次年度は皆様に大変お世話になると思いま
す。何卒ご指導ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。
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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）、村上、戸梶、兵頭、吉田、稲森、大西（千）、
　　　　　　　岩城、松浦、丹下、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名中16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
　　　≫大門前会長より第７回議事録について意義があったので、検討して第９回３月
　　　　にて返答することとした。
５．幹事報告　　
　　　≫特に無し
６．会計報告（１月分収支明細表）
　　　≫戸梶会計より報告　「順調に推移」「和田さんより会費納入あり」
７．審議事項
　⑴　新会員について　西原一志様…………………………………… 会員・会則委員会
　　　≫兵頭会員・会則委員長より報告………………………………〈審議〉→〈承認〉
　⑵　退会届について　Ｌ今村タマキ………………………………… 会員・会則委員会
　　　≫兵頭会員・会則委員長より報告………………………………〈審議〉→〈承認〉
　　　≫大川会長より「２月１日付けの退会」と補足説明あり。

　⑶　新年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〉
　⑷　「中古眼鏡回収事業」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〉
　⑸　中学生職場体験学習決算書（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…………………………………〈審議〉→〈承認〉
　⑹　ＹＣＥ冬季留学生受入れ決算書（案）について………………… 教育・国際委員会
　　　≫堺教育・国際委員長より報告…………………………………〈審議〉→〈承認〉
　⑺　１Ｒ－３Ｚ第３回ガバナー諮問委員会及び第３回ゾーンレベル会員委員会について
　　　≫村上幹事より報告………………………………………………〈審議〉→〈承認〉
　⑻　「次世代リーダーシップ研修会」開催について
　　　≫村上幹事より報告「１名を予定」………………………………〈審議〉→〈承認〉
　⑼　１Ｒ－第２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………………………………………………〈審議〉→〈承認〉
　　　≫兵頭会員・会則委員長より
　　　　「当クラブの新会員オリエンテーションも２月中に開催予定」と報告あり。
　⑽　事務局パソコンアマゾンザーバーについて
　　　≫村上幹事より報告「500円/月位で、他クラブと足並みを揃えて導入」
　　　　……………………………………………………………………〈審議〉→〈承認〉
８．報告事項
　　1　2016〜2017年度役員指名委員会、指名会、選挙会について…………… 執行部
　　　　≫村上幹事より報告　　　　　　　
　　2　その他　　無し
９．閉会

■第₈回理事会 ● ２０１6年₂月₁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．新会員入会式　　　　松岡俊幸様
　　　⇒兵頭会員・会則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
　　　⇒松岡さんライオンズの誓い
　　　⇒山田さんスポンサーの宣誓
　　　⇒松岡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．審議事項
　　１）交替会員について……………………………………………… 会員・会則委員会
　　　⇒兵頭会員・会則委員長委員長より報告……………………………………【承認】
７．食事
８．報告事項
　　1　2016年〜2017年　役員指名委員会について
　　　　⇒吉田指名委員長より就任あいさつ
９．冬期ＹＣＥ報告（紹介）
　　　⇒境教育・国際委員長より報告
10．委員会報告
　　1　委員会場所変更について
　　　　⇒村上幹事より報告
　　2　２月献血活動予定
　　　　⇒大西（千）保健副委員長より報告
　　3　えひめマラソン応援について………………………………… ランニング同好会
　　　　⇒池田委員長より報告
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
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クラブの歌斉唱
４.…会長あいさつ
５．新会員入会式　　　　盛重泰輔様
　　　⇒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

　　　⇒盛重さんライオンズの誓い
　　　⇒丹下さんスポンサーの宣誓
　　　⇒盛重さん新会員のあいさつ
　　　⇒大川会長による所属委員会任命　盛重さん　社会福祉際委員会
６．誕生祝（２月）Ｌ藤井（２日）Ｌ山本（修）（２日）Ｌ中岡（10日）Ｌ程野（11日）
　　　　　　　　　Ｌ松浦（13日）Ｌ鹿島（13日）Ｌ藤田（26日）
　　　　　　　　　⇒中岡さんのあいさつ
７．審議事項　
　⑴　新会員について　西原一志様…………………………………… 会員・会則委員会
　　　⇒兵頭会員・会則委員長より報告……………………………………………【承認】
　⑵　新年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】
　⑶　「中古眼鏡回収事業」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　中学生職場体験学習決算書（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】
　⑸　ＹＣＥ冬季留学生受入れ決算書（案）について………………… 教育・国際委員会
　　　⇒境教育・久保市民・公衆委員長より報告…………………………………【承認】
　⑹　１Ｒ－３Ｚ第３回ガバナー諮問委員会及び第３回ゾーンレベル会員委員会について
　　　⇒村上幹事より報告……………………………………………………………【承認】
　⑺　「次世代リーダーシップ研修会」開催について
　　　⇒村上幹事より報告……………………………………………………………【承認】
　⑻　１Ｒ－第２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……………………………………………………………【承認】
　⑼　事務局パソコンアマゾンザーバーについて
　　　⇒村上幹事より報告……………………………………………………………【承認】
８．食事
　　　⇒愛媛マラソン結果報告
９．委員会報告
　　1　委員会場所変更について
　　　　⇒以上、村上幹事より報告
　　2　合同委員会について
　　　　⇒以上、村上幹事より報告
　　3　１月・２月献血結果報告
　　　　⇒以上、村上幹事より報告
10．幹事報告
　　1　2016〜2017年度役員指名委員会、指名会、選挙会について
　　　　□指名委員会　２月第２例会前11時より２月23日㈫
　　　　　　　　　　　ホテルＪＡＬシティ松山３階スタールーム
　　　　□指名会　　　３月第２例会中にて　　　３月22日㈫
　　　　□選挙会　　　４月第１例会中にて　　　４月12日㈫
　　　　⇒吉田役員指名委員長より報告
　　2　退会届について　Ｌ今村タマキ
　　　　⇒以上、大川会長より報告
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
　　　⇒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…

■第１２２8回例会

■第１２２9回例会

● ２０１5年₁月２6日㈫　１２：１5～
● 於：ホテルＪＡＬシティ松山

● ２０１6年₂月₉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　800円　☆ドネーション　112,000円

◆ 平成２8年₁月第₂例会
Ｌ大川　耕三　松岡さんの入会を祝して
Ｌ戸梶　直美　松岡さん入会おめでとうございます。
Ｌ小倉　圭二　松岡さん入会おめでとうございます。
Ｌ村上　泰久　松岡さん入会おめでとうございます。
Ｌ森　　和幸　１月度ゴルフ委員会優勝しました。
Ｌ大門　　勝　皆さん年賀状ありがとうございました。
　　　　　　　本年もよろしくお願い致します。
Ｌ兵頭　好喜　松岡さん入会おめでとうございます。
Ｌ友澤　節男　松岡さん、御入会おめでとうございます。
Ｌ原瀬　忠広　松岡様、ご入会おめでとうございます。
Ｌ廣江　和男　松岡さんの入会を祝って
Ｌ吉田　文彦　寒波来ても庭の梅は開花しました
Ｌ宮川　晶子　松岡さん入会おめでとうございます。
　　　　　　　ライオンズ楽ありゃ苦もあるさ♪がんばってください。
Ｌ高橋　孝子　松岡さん ! 入会おめでとうございます。
　　　　　　　よろしくお願いします。
Ｌ松浦　龍也　松岡さんどうぞよろしくお願い申し上げます。
Ｌ太　　亨哲　松岡さん入会おめでとうございます。
Ｌ丹下　靖憲　松岡さん入会おめでとうございます。
Ｌ永野　通夫　松岡さん入会おめでとうございます。
Ｌ池田　博英　寒いですがお気を付けて
Ｌ清川　和夫　松岡さん入会ありがとうございます。
Ｌ山本　宗宏　松岡あん、ようこそ松山中央ＬＣへ
Ｌ山田　　哲　松岡さん入会おめでとうございます。
Ｌ武智　正晴　松岡さん入会おめでとうございます。
Ｌ伊藤　英樹　松岡さんご入会おめでとうございます。
Ｌ長野　　剛　松岡さん入会おめでとうございます。
Ｌ高山　正志　冬将軍到来に !
Ｌ伊藤　憲司　松岡さんご入会おめでとうございます。
Ｌ伊賀上竜也　松岡さん盛重さん入会おめでとうございます。
Ｌ新崎　　勉　寒さに負けずに頑張りましょう。
Ｌ朝雲　学人　雪だ〜 ! スキーだ〜 !

Ｌ両田　　晃　えひめマラソン完走目指して頑張ります。
Ｌ大西千恵春　森さん優勝おめでとうございます。
　　　　　　　吉田さん優勝争い楽しかったですね。
Ｌ松岡　俊幸　入会させて頂きましたよろしくお願い致します。
Ｌ佃　　浩三　松岡俊幸様入会おめでとうございます。
Ｌ山本　幸治　松岡さん入会おめでとうございます。
Ｌ土井　晴彦　松岡様、入会おめでとうございます。
Ｌ新宮　幸孝　松岡さん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境　　俊之　あるコンペで今年ベスグロ初優勝ゴルフ委員会ではウ

マを頂きました。
Ｌ山本　修嗣　冬らしい冬にカンパイ !
　　　　　　　インフルエンザに注意しましょう !
Ｌ喜井　茂雅　過酷スコア達成レースで“達成”ご褒美いただきました。
Ｌ藤本　雅弘　昨年は、色々ありまして年賀状を控えさせて頂きまし

た。申し訳ありませんでした。
Ｌ佐伯　裕子　大寒波です。肩こりに悩まれてます
Ｌ橋本　和範　新会員松岡さんおめでとうございます。
Ｌ内海由美子　新入会松岡さんおめでとうございます。
Ｌ韓　　雪峰　来月から仕事が忙しいこと
Ｌ新野　和幸　インフルエンザに負けずガンバリマス!!

☆出席率　82％　☆ファイン　6,600円　☆ドネーション　98,000円

◆ 平成２8年₂月第₁例会
Ｌ大川　耕三　盛重さんの入会を祝して
Ｌ村上　泰久　盛重さん入会たいへんおめでとうございます。
Ｌ戸梶　直美　盛重さん入会おめでとうございます。
Ｌ横山　博幸　元気にしています
Ｌ小倉　圭二　盛重さんよろしくお願いします
Ｌ大門　　勝　盛重泰輔さんお父さんの交代で入会ありがとうござい

ました。太委員長半年ごめいわくかけました。
Ｌ廣江　和男　エヒメマラソン完走３時間33分を祝って
Ｌ服部　　勲　盛重さん入会おめでとうございます。
　　　　　　　愛媛マラソン参加の皆さん完走おめでとうございます。
Ｌ原瀬　忠広　盛重様、御入会おめでとうございます。
Ｌ友澤　節男　盛重泰輔さん御入会おめでとうございます。
Ｌ兵頭　好喜　２月生の皆さんおめでとうございます。
Ｌ吉田　文彦　盛重二郎さんの御冥福お祈りします
Ｌ早川　義仲　盛重さん入会おめでとうございます。
Ｌ徳永　昭夫　「梅咲くや　君子の如し　たたずまい」　
Ｌ高橋　孝子　盛重さん!!ご入会おめでとうございます。よろしくお

願いします。
Ｌ丹下　靖憲　盛重泰輔さん入会おめでとうございます。
Ｌ永野　通夫　盛重泰輔さん入会おめでとうございます。
Ｌ清川　和夫　愛媛マラソン出場の皆さんお疲れ様でした
Ｌ池田　博英　愛媛マラソン完走おめでとう
Ｌ松浦　龍也　第54回愛媛マラソン３時間33分26秒で無事完走しまし

た。来年はあと３分26秒縮めアスリート枠頑張ります
Ｌ野垣　康之　盛重泰輔様入会おめでとうございます。
Ｌ太　　亨哲　盛重さん入会おめでとうございます。
Ｌ中岡　富茂　盛重泰輔様ご入会おめでとうございます。
Ｌ高山　正志　松山英樹アメリカツアー勝利に !
Ｌ竹田　祥一　春よ来い ! 早く来い !
Ｌ伊藤　英樹　盛重さんご入会おめでとうございます。
Ｌ伊藤　憲司　盛重さんご入会おめでとうございます。
Ｌ新崎　　勉　えひめマラソン見る人の心と体まで暑くしてくれまし

た。ありがとうございます。
Ｌ両田　　晃　えひめマラソン応援ありがとうございました

Ｌ朝雲　学人　愛媛マラソン、完走しました !
Ｌ大西千恵春　盛重泰輔さん　いらっしゃい〜
Ｌ大西　安子　盛重泰輔さん、ご入会おめでとうございます
Ｌ松岡　俊幸　盛重泰輔様ご入会おめでとうございます。私も先日入

会したところです。よろしくお願い致します。
Ｌ加地　雅臣　盛重様入会おめでとうございます
Ｌ新宮　幸孝　盛重さん入会おめでとうございます
Ｌ加藤　定伸　愛媛マラソンおつかれ様でした
Ｌ境　　俊之　愛媛マラソン参加の皆様おつかれさまでした
Ｌ南部　寛人　地元のいなべ総合学園が春の選抜高校野球に出場しま

す
Ｌ山本　幸治　盛重さん入会おめでとうございます
Ｌ石居　洋子　盛重泰輔様入会おめでとうございます
Ｌ土井　晴彦　盛重さん入会おめでとうございます
Ｌ藤本　雅弘　盛重さん、入会おめでとうございます
Ｌ木下　勝敏　じっとがまんの長い冬もうすぐ春
Ｌ盛重　泰輔　これからもご指導の程宜しくお願い致します
Ｌ山之口智章　盛重様、新入会おめでとうございますどうぞ宜しくお

願い致します。
Ｌ久保美代子　盛重さん入会おめでとうございます
Ｌ佐伯　裕子　盛重さんのご冥福を心から祈り申し上げます
Ｌ橋本　和範　盛重さん入会おめでとうございます
Ｌ内海由美子　新入会おめでとうございます。盛重さん
Ｌ新野　和幸　タマキさん、お疲れ様でした
Ｌ松本　政清　盛重さん入会お目出とうございます
Ｌ韓　　雪峰　新年好、中国旧正月の祝い
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28年最初のゴルフ委員会、ベスグロ優勝させていただきま

した。正月から縁起がいいなと思います。このままいい一

年であれば最高です。当日は鬼のいぬまの何とかというこ

とになったようですが、いずれにしても大川会長賞を頂け

たことを感謝いたします。大切に使わせていただきます、

有難うございました。

森　 和幸優勝者からひとこと

1/21㈭ 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。

■当時の松山中央ＬＣを振り返って
入会時の1991年、45歳前後だったと思います。会員の誰ひとりとも面識もなく、「招請」というライオンズ
のルールもいざ知らず、スクールにも多少遅刻して緊張の中、ＰＲ情報の土居さんに顔写真を撮ってもらい
ました。今になって思えば、スポンサーや関係者（故人の方が多い）には、さぞ、ご心配をおかけしました。
後でわかったことではありますが、町内にも会員がいるとは思いませんでした。

■入会してよかったこと
近くの異業種、戦後立ち上げた中小企業とはいえ会員が100名以上ともなれば、それぞれの意見をもってい
ます。また、それが「花の中央」たる由縁だと思います。

■辛かったこと・苦労したこと
苦労したわけではありませんが、社会福祉委員長時代のこと、奉仕する側とそれを受ける側にギャップを感
じることがありました。当時は内容的にも課題があったように思いました。

■エピソード
スポンサーともなれば、敬意も払わなくてはなりません。ある時、会長（スポンサー）に誘われ、久万のゴ
ルフ場へと「きのこ」の採取に行きました。皮膚科の先生だけあって、菌類を専攻していたようです。医院
３階のアトリエ（一升瓶の多い所）にてメンバーと無事試食（*_*）。それが縁という訳ではありませんが退
会後も、しばらく交流が続きました。その藤田さんも昨年他界されました。

■後輩会員に一言
月並みな言い方ですが、仕事を優先するのが当然です。加えて、入会した限りには何かの役に就いてお世話
をしなければなりません。話があれば努めて参加しましょう。


