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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

徳　永　昭　夫

島　田　省　吾

故　川添　潔明さまを偲んで

故　盛重　二郎さまを偲んで

　『川添さん。御元気になられたと思っていましたのに、なぜ、悲しい道を急がれたのですか。残念で
なりません。』
　あなたは私より二歳年少でしたが、和やかで悠々とし、「決して怒らず」、まさに大人の風格を持た
れていました。しかし、その眼は輝き、深い洞察力を示されていました。
　ある日、病気になられた事をお聞きしましたが、無症状にて健診で診断されたことは不幸中の幸い
と考えておりました。その後も気力を持って立ち向かわれ、「私は運が良いのですよ」と非常に楽観的
で、その気力で病気を克服されることを願っておりました。家族例会では奥様からも色々な療養等の
ご質問をお受けし、その並々ならぬご熱意と愛情の深さを感じておりました。
　先日のご令息のご挨拶で、あなたもなかなか厳しい上司であったわけですが、大切な会社を託する
ための愛の教育であったのでしょう。私たち「昭和１ケタ族」は軍国少年として育ち、黙々と任務を
果たし、自分のことは抑制し、「沈黙は金、雄弁は銀」と教えられてきました。家族ほど大切なものは
ないと充分に心に刻みながら、それをやさしい言葉で表現するのが下手なのです。私にはあなたの心
情がよく分かります。
　しかし、この一年半余りは、社長職を無事譲られ、これから奥様とご一緒に楽しい余生を過ごされ
るおつもりでしたでしょう。「人生諸行無常」です。在りし日の温かい思い出を胸に、厚い友情に感謝し、
深き哀悼の意を表します。

合掌

　昨年の11月末、盛重二郎さんからお電話がありました。長期間例会を欠席され、病気療養中とお聞
きしていましたので、突然のお電話に驚きました。内容は、当クラブの今後についてのお電話でした。
体調がすぐれない中、余程気になって電話されたっものと思います。
　早くお元気になって、例会にお顔を見せていただきたいと願っていましたのに、二ヶ月後訃報に接
し、残念でなりません。
　顧りみますと、盛重さんが当クラブに入会されたのは1983年（昭和58年）３月で、爾来33年間の間
に会計、幹事、会長、会員・会則委員長など…クラブの要職をつとめられ、更にＣＮ50周年記念では
大会委員長の重責を果たされました。
　大門会長と共に富山県高岡市へ赴き、制作を依頼した正岡子規像の建立は、今後松山の名所として、
多くの人の目にふれるものと思います。人生の大半をライオンズ精神に徹して、奉仕活動を続けられ
たご功績はまことに大きかったと思います。
　心からご冥福を祈ります。
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太　　　亨　哲計画出席委員長内部卓話
　この度内部卓話にて故盛重二郎さんのご子息であり我ら
の仲間である盛重泰輔さんのお話をいただくことになりま
した。直近になってからのオファーにも関わらず、快く引
き受けていただきまして大変感謝しております。
　先ず二郎さんの若かりし頃のエピソードをお話いただき
ました。洗面器と枕を共にするような笑い話などもおりま
ぜていただき、聞けば聞くほどに在りし日の姿を思い出す
ことが出来たような気がしました。ご本人の野球の話も大
変たのしく聞かせて頂きました。盛重泰輔さんの人柄の良
さや実直さが伝わってきた大変有意義な内部卓話になった
のではないかなと思いました。
　 盛重泰輔さんたいへんありがとうございました。

　３月１２日に「次世代リーダーシップ研修会」に行ってきました。
次世代ということで、若い方が多いのかと思っていましたが、大
先輩ばかりでした。昼食付きで、ちょうど睡魔が襲ってきた１３時
から研修会が始まりましたが、１テーブル６人程度のグループ
ワーク形式で、講師として大阪港ライオンズクラブから２名の方
が来られ、分かりやすい講義の中、活発な意見が飛び交い、有意
義な時間を過ごすことができました。リーダーシップっていう
テーマから、初めは硬い研修かと思っていましたが、笑い声も交
えたそんな雰囲気での研修でした。この研修会を終えて、私自身、
更にライオンズライフにも、仕事にも活用できるところは活かし
ていこうと思っています。このような貴重な機会を与えていただ
き、心から感謝しています。ありがとうございました。

河　本　圭　仁『次世代リーダーシップ研修会』を終えて
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◦ ◦ ◦ ◦ ◦  『愛媛マラソン』を終えて  ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

　マラソン３日前にインフルエンザから復帰して出場。20キロ位から脚は棒に。でも神出鬼没な家族の沿
道応援と皆さんの温かい声援で、制限時間まで残すところ３分で、なんとかゴールまで辿り着けました。
とにかく応援頂いた全ての方に感謝。翌日から数日ペンギンみたいな歩き方になってました。（笑）

　３年前に発作的にその気になって始めたマラソン挑戦。30年も運動をしていない身体には少々きつかっ
たのですが、何とか完走できました。この間の体重の自然減少が８㎏とダイエット効果もありました。還
暦まではもう少しタイムにこだわり、それ以後は体力の維持を目的にこれからも走ります。

　屈辱を果たした昨年の大会から１年。なんとか今年も抽選に受かり、愛媛マラソンに出場できることと
なりました。相変わらず月間走行平均280㎞。延べ1220日、延べ10608㎞走行練習を経て、２/７㈰　第54回
愛媛マラソンに挑みました。
　昨年目標を立てたのは３時間45分でしたが、延べ1000日を超える練習の果てにたどりついた新たな目標
が３時間30分。いわゆるアスリートです。
　昨年11月にインフルエンザの予防接種も終え、体調を万全に整えて大会に挑もうとしましたが、１週前に喉と鼻の風邪

（熱は出なかったのですが・・・）病院にも行き養生しましたが治りきりませんでした。
　不安をかかえながらの大会でしたが、昨年よりも天気が良さそうな予報 !
　予報通り天気は上々、ＡＭ10：00に無事スタート。とりあえず行けるとこまでとばそうと思い走りました。
　30㎞くらいまでは１㎞/４分50秒
　それから徐々にペースが落ち、33㎞付近で両足が攣りました（^_^;）
　35㎞付近にいる中央ＬＣメンバーのところに辿り着き、水分補給、エアーサロンパスを浴び、息を吹き返し再び目標の
タイムをめざし走りはじめました。ペースが落ちていましたのでギリギリ３時間30分でゴールできるかどうか !!
　ペースが上げれずゴール500ｍ手前で３時間30分のペースランナーに通り過ぎられ、結果、３時間33分26秒でゴール !!
　３分26秒足りませんでした・・・（^_^;）トホホ
　目標は達成できませんでしたが、昨年より16分早い完走や記録が目標タイムに近かったことなどで、満足いく結果とな
りました。
　来年は３時間30分切を目指して頑張ってみようと思います。
　最後に、長時間ボランティアしていただきました方々本当にありがとうございました。

　運よく抽選にもあたり、６年連続６回目の出場となりました。１昨年は３時間53分と自己ベストを更新し、
昨年は４時間７分台、今年は何とか４時間を切ることを目標としておりましたが、１月の練習不足がたたり、
30㎞を過ぎたあたりから足が止まり、４時間８分台でのゴールとなりました。肉体的にも精神的にも一番
きつい平田の坂でのライオンズの皆さんの応援ありがとうございました。年々体力的にはきつくなってき
ますが、出場できることになれば、来年はサブフォー（４時間切り）目指して頑張りたいと思います。

愛媛マラソン完走記	 永野　能弘

愛媛マラソン完走記	 朝雲　学人

愛媛マラソン完走記	 松浦　龍也

愛媛マラソン完走記	 両田　　晃
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３月の誕生人から一言・・・

　この度、伝統ある松山中央ライオンズクラ
ブに入会させて頂き光栄に存じます。クラブ
の活動を十分に理解しないまま入会しており
ますが、諸先輩方のご指導のもと精一杯活動
に参加し、ライオンズクラブの発展のために
少しでもお役に立てればと考えております。
　何卒、ご指導のほど宜しくお願い申し上げ
ます。

　この度は歴史ある松山中央ライオンズクラ
ブに入会させて頂き大変感謝しております。
諸先輩方が築き上げてきた歴史の重みを感じ
ながら、We Serveの精神のもと、積極的に
活動していく所存でございますので、今後と
もご指導ご鞭撻よろしくお願い申し上げます。

株式会社松山建装社 みずほ証券株式会社松山支店盛重　泰輔 西原　一志専務取締役 支店長

尾田　仁さん、土井田　学さんも３月の誕生人です。

服部　　勲 1943（昭和18年）３月10日生

　今年の誕生日で73歳になりますが松山中央ライオ
ンズクラブの中で11番目の年寄です。
　まだまだ元気なのでクラブ活動やゴルフに頑張っ
て行きますので、これからも宜しくお願い致します。

兵頭　好喜 1948（昭和23年）３月９日生

　『誕生人から一言』この間書いたように思ってい
たけど早一年経ったのですね〜。最近耳が遠くなり
人の話を聴きとり難くなったりと、歳を重ねると（68
歳）人の話を聞かず自分の意見や思いを他の人に
押しつけたりする事が多くなり人様から敬遠されが
ちになるこの頃ですが、誕生日を境に人の意見や話
をよく聞いて謙虚な爺さんになる様努力しますので、
仲間外れにせず、夜の街のお誘いもよろしくお願い
します。

宮川　晶子 1964（昭和39年）３月９日生

　毎年、仕事の繁忙期と誕生日が重なってお祝いど
ころではありません。一生に一度でいいので誕生日
に年の数だけ赤いバラの花が欲しいです。誰か28本
バラの花ください。

松本　政清 1945（昭和20年）３月５日生

　昭和20年３月、太平洋戦争が終わりに近づく頃生
まれました。それから平和が続いて71年間、大した
病気もせず元気に生活してきました。
　今この齢になって、両親・家族に感謝する気持ち
でいっぱいです。

久保美代子 1953（昭和28年）３月８日生

　３月に入って暖かい日が続いています。こんなに
暖かいと頭がボーっとして歳を忘れそうになります。
　歳を重ねるとお誕生日が嬉しいことやら寂しいこ
とやら解りませんが、元気よく頑張っていきたいと
思っています。これからもよろしくお願いします。

松岡　俊幸 1966（昭和41年）３月17日生

　このたび３月17日に50歳になります。節目ともい
える今年１月に松山中央ライオンズクラブへ入会さ
せていただきました。皆様とのご縁を大切に、まだ
まだこれからの人生を頑張ってまいります。宜しく
お願いいたします。
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理 事 会 だ よ り

例 会 だ よ り

出席者　（役員）大川、大門、森（和）、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、山本（宗）、中岡、新宮、伊藤（憲）
　　　　（オブザーバー）河本、高橋、太、伊藤（英）、木下、境、久保、和泉
１．開会宣言
２．出欠調査
　　　≫役員21人中19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
５．会計報告（２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　退会届けについて　　Ｌ京河正強　Ｌ土井田学……………… 会員・会則委員会
　　　≫兵頭会員・会則委員長より報告……………………………… 〈審議〉→〈承認〉
　　　≫吉田理事より退会者の最後のあいさつを例会でしていただくようにしたらど
　　　　うか、という提案あり
　　　　大川会長よりそのようにするむね理事会に確認…………………… → 異議なし
　⑵　2017〜2018年度　第二副地区ガバナー候補者選出依頼についての検討
　　　≫大川会長より資料に基づき経過報告。今後の進め方に関して提案。検討特別
　　　　委員会を設置し一ヶ月を目処に検討する旨提案し、意見を求めた
　　　≫大門前会長より検討方法に関して確認　大川会長より手順の説明
　　　≫兵頭会員・会則委員長より本件に関して意見
　　　≫丹下理事より内規上候補者の中で対象外がいることの確認及び手順に関して
　　　　意見発言
　　　≫大門前会長より把握している状況に関して補足

　　　≫兵頭会員・会則委員長より手続き手順について発言
　　　≫松浦理事より第二副地区ガバナー候補者選出特別委員会の委員構成について発言
　　　≫大川会長より検討特別委員会の設置とスケジュールに関して確認
　　　　…………………………………………………………………… 〈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」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〉
　⑷　加藤嘉明公騎馬像記念祭り御茶会予算書（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〉
　⑸　４月第二例会スポーツ例会予算書（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〉
　⑹　お遍路さんへの「お接待」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　……………………………… 〈審議〉→〈承認〉
　⑺　正岡子規像建立１周年記念餅まきと句会予算書（案）について … 教育・国際委員会
　　　≫境教育・国際委員長より報告………………………………… 〈審議〉→〈承認〉
　⑻　第62回地区年次大会補助金について
　　　≫村上幹事より報告　…………………………………………… 〈審議〉→〈承認〉
　⑼　松山城東ライオンズクラブ結成10周年記念例会について
　　　≫村上幹事より報告……………………………………………… 〈審議〉→〈承認〉
　⑽　その他
　　　≫森第二副会長より⑺の餅まきに関して、新規事業となるので、予算書案だけでなく
　　　　実施の承認を得たほうが良いのではないか、という指摘 …… 〈審議〉→〈承認〉
７．報告事項　
　⑴　2016〜2017年度役員候補者（案）について……………………………… 指名委員会
　　　≫吉田指名委員長より報告
　⑵　退会者下半期会費について
　　　≫村上幹事より報告
８．閉会

■第₉回理事会 ●	２０１6年₃月₂日㈫　１8：3０～
●	於：松山全日空ホテル₄階　ガーネットルーム

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．兵頭会員委員長よりご報告　
６．川添紀明様、会葬お礼
７．新会員入会式　　西原一志様　
　　　⇒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
　　　⇒西原さんライオンズの誓い
　　　⇒山田さんスポンサーの宣誓
　　　⇒西原さん新会員のあいさつ
　　　⇒大川会長による所属委員会任命　西原さん　社会福祉際委員会
８．2014-2015年度クラブ優秀賞受賞
　　2014-2015年度年間会員増強賞受賞
　　2014-2015年度会員満足度向上アワード受賞
　　2014-2015年度100周年記念奉仕チャレンジ受賞
　　　⇒大門前会長のあいさつ
９．お食事
10．内部卓話　　盛重泰輔さん
　　　⇒盛重泰輔さんの卓話
11．幹事報告　
　　1　松山少年少女合唱団　第50回定期演奏会のご案内（松山道後ＬＣ）
　　2　We　Love石手川2016のお知らせ（松山白鷺ＬＣ）
　　3　年次大会出席のご案内
　　　　⇒村上幹事より報告
12．委員会報告　　　　　　
　　　委員会場所変更　　青少年育成委員会、社会福祉委員会
　　　⇒村上幹事より報告
　　　３月献血活動について　保健委員会
　　　⇒大西保健委員長より報告
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
　　　⇒池田計画・出席副委員長より報告
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
５．誕生祝（３月）　Ｌ松本（５日）、Ｌ久保（８日）、Ｌ兵頭（９日）、Ｌ宮川（９日）、
　　　　　　　　　Ｌ服部（10日）、Ｌ尾田（13日）、Ｌ松岡（17日）
　　　　　　　　　⇒久保さんより挨拶
６．キー賞受賞　　Ｌ丹下靖憲
　　　⇒丹下さんより挨拶
７．審議事項
　⑴　2017〜2018年度　第二副地区ガバナー候補者選出依頼についての検討
　　　⇒大川会長より経過等説明、委員会の設置に関して……………………… 【承認】
　⑵　「松山中央ＬＣ杯平成27年度少年サッカー中予選手権大会」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】
　　　⇒和泉青少年育成委員長より少年サッカー大会後援の報告……………… 【承認】
　⑶　加藤嘉明公騎馬像記念祭り御茶会予算書（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】
　⑷　４月第二例会スポーツ例会予算書（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】
　⑸　お遍路さんへの「お接待」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　2015〜2016年度　正岡子規像建立１周年記念餅まきと
　　　句会教室予算書（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　第62回地区年次大会補助金について
　　　⇒村上幹事より報告…………………………………………………………… 【承認】
　⑻　松山城東ライオンズクラブ結成10周年記念例会について
　　　⇒村上幹事より報告…………………………………………………………… 【承認】
８．報告事項
　⑴　退会届けについて　　Ｌ京河正強　Ｌ土井田学
　　　⇒大川会長より報告…………………………………………………………… 【承認】
　⑵　第18回砥部ライオンズクラブチャリティゴルフコンペ開催の案内　
　⑶　松山北ライオンズクラブチャリティゴルフ大会のご案内
　⑷　第10回松山湯築ライオンズクラブチャリティーゴルフコンペの案内　
　　　⇒以上、村上幹事より報告　　　　　　　　　　
９．食事
10．幹事報告
11．委員会報告 
   　1　委員会の変更について
　　2　合同委員会について
　　　　⇒以上、村上幹事より報告
　　　　⇒境教育国際委員長より報告
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

■第１２3０回例会

■第１２3１回例会

●	２０１6年₂月２3日㈫　１２：１5～１3：１5
●	於：ホテルＪＡＬシティ松山

●	２０１6年₃月₈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　900円　☆ドネーション　78,000円

◆	平成２8年₂月第₂例会
Ｌ大川　耕三　西原さん入会おめでとうございます
Ｌ森　　和幸　西原さん入会おめでとうございます
Ｌ小倉　圭二　西原さん入会おめでとうございます
Ｌ村上　泰久　西原さん入会おめでとうございました
Ｌ戸梶　直美　西原さん入会おめでとうございます
Ｌ服部　　勲　西原さん入会おめでとうございます
Ｌ原瀬　忠広　西原様、御入会おめでとうございます
Ｌ兵頭　好喜　西原さん入会おめでとうございます
Ｌ廣江　和男　西原さんの入会を祝って
Ｌ友澤　節男　大門前会長、たくさんの賞おめでとうございます
Ｌ徳永　昭夫　「賜はりし　チョコの甘さよ　春となり」「父と子は　

切なるものよ　春の雪」
Ｌ早川　義仲　西原さん入会おめでとうございます
Ｌ宮川　晶子　泰輔さん、卓話ありがとうございます。二郎さんの分

も、これから頑張ってください。
Ｌ高橋　孝子　委員長のピンチヒッターで参加したゴルフ委員会みな

さまのおかげで優勝できました。ありがとうございま
した。

Ｌ松浦　龍也　西原さん入会おめでとうございます。これからもよろ
しくお願いします。

Ｌ丹下　靖憲　西原さん入会おめでとうございます
Ｌ太　　亨哲　西原さん入会おめでとうございます
Ｌ清川　和夫　西原一志さんご入会ありがとうございます
Ｌ野垣　康之　西原さん入会おめでとうございます
Ｌ池田　博英　西原さん入会おめでとうございます
Ｌ永野　通夫　西原さん入会おめでとう
Ｌ中岡　富茂　西原一志様ご入会おめでとうございます
Ｌ山田　　哲　西原さんご入会おめでとうございます
Ｌ武智　正晴　戸梶会計の新しい出会いに　乾杯 !!
Ｌ長野　　剛　戸梶会計の新しい出会いに
Ｌ伊藤　英樹　会計戸梶さんに新しい出会いに
Ｌ高山　正志　会計戸梶さんに春が来た⁇

Ｌ新崎　　勉　西原様入会おめでとうございます。もうしぐ春です、
人生の四季も楽しみです

Ｌ松岡　俊幸　西原一志様、松山中央ライオンズクラブにてご一緒に
活動できますこと、大変嬉しく思っています

Ｌ大西　安子　川添さんのご冥福を心よりお祈り致します。西原さん
ご入会おめでとうございます。

Ｌ大西千恵春　高橋さん優勝やりましたね。８で流して当たりません
でした。残念

Ｌ盛重　泰輔　西原さんご入会おめでとうございます。
Ｌ西原　一志　新規入会させて頂きありがとうございます。
Ｌ藤本　雅弘　西原さん入会おめでとうございます。
Ｌ木下　勝敏　盛重さん卓話ありがとうございました。
Ｌ高岡　直樹　松山市より長年の寄付したことによる表彰を受けまし

た。
Ｌ佃　　浩三　西原一志様入会おめでとうございます。
Ｌ新宮　幸孝　西原さん入会おめでとうございます。
Ｌ山本　幸治　西原様入会おめでとうございます。
Ｌ土井　晴彦　川添様、ありがとうございました。
Ｌ境　　俊之　２月ゴルフ委員会で馬券当りました。ありがとう孝子

さん、栗山さん
Ｌ山之口智章　盛重様卓話ありがとうございます
Ｌ佐伯　裕子　川添さんのご冥福を心からお祈り申し上げます
Ｌ久保美代子　だんだん春が近づいて来ましたね。
Ｌ橋本　和範　西原さん新会員入会おめでとうございます。
Ｌ内海由美子　西原様ご入会おめでとうございます。
Ｌ新野　和幸　盛重さんありがとうございます
Ｌ清水　栄治　インフルエンザに気を付けましょう
Ｌ韓　　雪峰　新しい契約をしました

☆出席率　81％　☆ファイン　800円　☆ドネーション　294,000円

◆	平成２8年₃月第₁例会
Ｌ大川　耕三　丹下さんのキー賞受賞を記念して
Ｌ森　　和幸　３月誕生日の皆さんおめでとうございます。
Ｌ小倉　圭二　丹下さんキー賞おめでとうございます。
Ｌ戸梶　直美　東日本大震災のあとの一日も早い復興を心よりお祈り

申し上げます。
Ｌ兵頭　好喜　丹下さんキー賞、３月のみなさんおめでとうございま

す。
Ｌ服部　　勲　丹下さんキー賞受賞おめでとうございます。
Ｌ廣江　和男　花粉症になやまされております。
Ｌ吉田　文彦　桜の開花近い。酒がうまいぞ !!
Ｌ早川　義仲　丹下さんキー賞おめでとうございます。
Ｌ徳永　昭夫　「ふるさとの　花のたよりを　待ちにいたり」
Ｌ島田　省吾　ウグイスの初鳴きを聞きました。ホー　ホケキョ・・・
Ｌ松浦　龍也　３月お誕生日の人おめでとうございます。
Ｌ清川　和夫　お誕生日の皆さんおめでとうございます。
Ｌ永野　通夫　春になりました。
Ｌ太　　亨哲　春になりましたね
Ｌ丹下　靖憲　だいぶ暖かくなりました。
Ｌ池田　博英　花粉がつらいです !
Ｌ武智　正晴　３月お誕生日おめでとうございます。
Ｌ中岡　富茂　丹下さんキー賞受賞おめでとうございます。
Ｌ伊藤　英樹　丹下さんキー賞おめでとうございます。
Ｌ髙田　健司　初孫のりこちゃんが「じいじ」と呼んでくれました。
Ｌ山本　修嗣　東日本大震災から５年一日も早い復興を祈ります。
Ｌ高岡　直樹　松山市社会福祉協議会でタイアップ企画しました。よ

りいっそう社会貢献出来ると思います。
Ｌ木下　勝敏　あと３日お命とは誰が知る・・・祈願
Ｌ新宮　幸孝　３月生まれの皆さんおめでとうございます。
Ｌ山本　幸治　丹下さんキー賞おめでとうございます。
Ｌ加地　雅臣　３月お誕生月の方おめでとうございます。
Ｌ土井　晴彦　暖かくなってきましたがインフルエンザがはやってい

ます。お気をつけ下さい。
Ｌ境　　俊之　春暁や　心乱さる　夢みかな
Ｌ芦原　英典　今後共、よろしくお願い致します。

Ｌ大西　安子　３月お誕生月の皆様、おめでとうございます。丹下さ
ん、キー賞受賞おめでとうございます。

Ｌ朝雲　学人　やっと春、うきうきします。
Ｌ新崎　　勉　３．11より５回目の春、春は必ずやって参ります。希

望を持って生きて参りましょう。
Ｌ久保美代子　私のお誕生日をお祝いしていただいてありがとうござ

います。
Ｌ岩本　　透　インフルエンザに苦しみました。
Ｌ内海由美子　お誕生日おめでとうございます。
Ｌ橋本　和範　ありがとうございます。
Ｌ松本　政清　丹下さん受賞おめでとうございます。
Ｌ韓　　雪峰　娘のひなまつりの祝い
Ｌ新野　和幸　退会届けが続いて残念です。淋しくなりますね。
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ゴルフに関しては完全に冬眠に入っている季節ですが、程

野委員長の欠席により、副委員長お手伝いで参加した委

員会で優勝させていただきました…ご褒美かも(*^_^*)

久々にクラブを握りましたが、橋本さん喜井さん永野（能）

さんのメンバーに恵まれエンジョイゴルフできました。あり

がとうございました(*^^)v

高橋 孝子優勝者からひとこと

2/18㈭ サンセットヒルズカントリークラブ

ゴルフコンペ成績

■当時の松山中央ＬＣを振り返って
1994年８月にチェーターメンバー永野貞一お父さんのスポンサーで、新会員オリエンテーションを経て入会しました。入会手続きに半年
の期間を要したと記憶しています。当時は入会審査も厳しかったようです。ちょうどＣＮ30周年の年でした。ライオンズクラブの右も左
もわからない私は、大亀大会委員長・清水大会副委員長共々、直接のご指導の下、全ての記念アクト・行事に強制参加させていただきま
した。
今思えば『大変有り難かったなぁ』と感謝しております。（その時は大変でしたが…（*_*））
■入会してよかったこと

ゴルフ委員会（松山中央ＬＣ最大会員数）に参加ししごかれたこと（ゲームで）。遠征では全国の有名ゴルフ場でプレイができたこと（す
べてが手作り手配）。ゴルフ委長をさせていただいたこと。お陰様で多くの方々とお近づきになれ人間関係が進んだこと。特に先輩会員
に可愛がって頂きました。（授業料はかかりましたが（笑））とにかく楽しかったです。今は後輩会員にいじめられています。（特にパター
…悔しい（泣） !! ）「誘って頂く間が花」を肝に銘じております。
最後になりますが、松山中央ライオンズクラブの伝統に触れたことです。
■辛かったこと・苦労したこと

入会後４〜５年が過ぎたころ、気心知れた会員同士で懇親会を企画していたところ、先輩会員から『何を勝手なことやってるんだ !! 会合
を開くのであればきちんと報告せんかぁ ! 』と叱責され、ライオンズクラブって難しい組織だなぁと感じました。
また、役職を与えられた時、「１年限りの御世話役」と先輩から教わりましたが、価値観・組み立て・進め方の異なる意見のすり合わせ
で苦労した時期がありました。
改めて、報告・連絡・相談の大切さに気付きました。
■エピソード

入会時50歳でまだ最年少の部類でしたが、スポンサーの永野のお父さんに言われたことが今でもはっきり残っております。
『ライオンズクラブの活動はゆっくり（２〜３年かけて）慣れていきなさい』
『会員相互の繋がりをしっかり勉強しなさい』
『例会は必ず出席しなさい』
という三つに加え、最後に『必ず生涯の友に出会える』という言葉を頂きました。
20年を経て『そうだったなぁ』と痛感しております。
■後輩会員に一言
せっかく入会したのだから積極参加で気心知れた会員（必ずいます）に出会い、人間関係を醸成し、ライオンズクラブをエンジョイしま
しょう。
ちなみに、『忙しい人ほど時間管理が素晴らしい』、とにかくまず「例会」に参加しましょう !!

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。


