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市駅前にて　昭和30年３月撮影   写真提供　村上浩一



（LC、芦原）
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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

村　上　泰　久

計画・出席委員長

幹事

内部卓話
　西原さん内部卓話ありがとうございました。お話しをお
聞きする中で、西原さんのライオンズクラブの活動に対す
る真摯な気持ちが伝わる、とても聞き心地の良い卓話をい
ただきました。ユーモア交じりのクラブ活動でのお話やご
自身の趣味のお城の話など、和やかな話をいただいており
ましたが、ご自身のお仕事である証券、金融の話になると
一変シリアスな内容で、お顔つきも「マジ」になっておら
れました。
　今後、大変魅力のある西原さんとクラブ活動を共にでき
ることをうれしく思います。

『松山つばきライオンズクラブ結成25周年記念式典』について

　2016年３月21日㈪　松山全日空ホテルにて記念式典が執り行われました。
　近藤千鶴子大会委員長の開会宣言で始まり、25周年の５つの記念事業の発表がありました。

　１．愛媛県総合運動公園へ木製ベンチ20基寄贈（事業費73.44万円）
　２．献血センターシャッターデザイン寄贈（事業費54万円）
　３．松山外環状線沿いに桜８本植樹（事業費36.5万円）
　４．ＮＰＯ法人ラ・アフミリエに寄付（事業費20万円）
　５．336-Ａ地区ライオンズクエスト事業へ寄付（事業費５万円）
　
　また記念祝宴では沖真奈、沖玲奈さんの民謡、続き三線の会の演奏があり、女性クラブならでの心のこもった、き
め細かい大変素晴らしい式典、祝宴でした。
　四国で初の女性ライオンズクラブとして誕生し、現会員は37名です。



営業管理部

取締役部長

株式会社 和光ビルサービス
松山市竹原町1丁目10番地16 〒790-0052
TEL（089）931-6631  FAX（089）932-4481
E-mail：k-takechi@wakobs.co.jp

武  智　 慧

（LC、坂本）

（LC、武智　慧）

金融商品仲介業者 登録番号関東財務局長（金仲）第7号
所属金融商品取引業者
株式会社SBI 証券

株式会社 リスクマネジメント・ラボラトリー　松山支店
〒790-0001 愛媛県松山市一番町１丁目9-4-2F
TEL.089-993-5232  FAX.089-993-5234  携帯電話 090-8892-1364
E-mail.sakamoto_s830@rml.co.jp  URL http://www.rml.co.jp/r_m_l/

投資信託、株式は
坂  本     茂
AFP（日本FP協会正会員）

まで、よろしくお願い致します。

Financial Adviser

Risk
Management
LaboratoryLMR

（LC、清水）

（LC、内海）
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境　　　俊　之教育・国際委員長
　去る３月19日㈯　道後温泉二階から500個の餅まき、近くの旅館の一室にて俳句会をおこないました。生憎の雨模
様でしたが、無事終える事ができました。
　　　特選句　『刻太鼓ドドンと花の開きけり』　　　　　　村上泰久
　　　優秀句　『春の雨道後の湯（ぶんぶ）で友に逢い』　　吉田文彦
　　　優秀句　『春分をまだ生きている酒を呑む』　　　　　藤井　滋
　以上三句がお二人の選者によって選句されました。全体では37名の皆様から94句の投句がありました。全員の句を
掲載したいのですが、スペースの関係でやむを得ずお名前のみ（苗字・順不同・敬称略）を掲載してお礼に替えます。
　
南部・河合・大西（安）・加藤・加地・森・内海・小倉・松本・石居・西原・
山本（宗）・松岡・芦原・大西（千）・山本（幸）・佃・野垣・藤井・吉田・
永野（通）・河本・宮崎・村上・伊藤（英）・新崎・土井・喜井・徳永・
山本（修）・大川・戸梶・新宮・岩本・丹下・境

　最後に選者の句を掲載して感謝の意を表します。
　放生園の子規像若し春うらら　　　　郷田喜久江

　外
とつ

国
くに

の人も遍路も足湯の輪　　　　　片岡　祥子

『子規像１周年記念餅まきと俳句会』について



（LC、鹿島）（LC、白石）

白 石 光 永
エグゼクティブ・ライフプランナー
部　長

プルデンシャル生命保険株式会社　松山支社　第三営業所

〒790-0003 松山市三番町4-9-6 NBF松山日銀前ビル 10F
TEL:089-947-8030　 FAX:089-947-8040
携帯電話:090-3460-4985
E-mail:mitsuhisa.shiraishi@prudential.co.jp

［カスタマーサービスセンター］
8:00～21:00（土日祝9:00～17:00）※元日除くお客様の声ホットライン  0120-810740
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久　保　美代子市民・公衆委員長
　松山春祭りにあわせて「松山中央ライオンズクラブ」でも地域の行事に参加し、来られた観光客、市民の皆さんに
喜んでいただこうと「加藤嘉明公騎馬像記念祭りお茶会」を開催することができました。松山春祭り名物の「大名武
者行列」。行列の出発地（ロープウェー乗り場）横には、当クラブ設立45周年の記念事業として「加藤嘉明公騎馬像」
を建立ました。以降、松山春まつりに合わせて毎年開催している奉仕活動です。
　当クラブからも30名が出席し、野志松山市長も寄っていただき、大変盛り上がりました。忙しい中ご協力いただき
ました皆様、有難うございます。感謝。

『加藤嘉明公騎馬像記念祭りお茶会』について



執行役員四国支店長

片　山　　　一
かた やま はじむ

（LC、武智正晴）

（LC、二神）

（LC、山本修嗣）
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４月の誕生人から一言・・・

『竹田　祥一さん』『友澤　節男さん』も誕生人です。

佐々木　勲 1956（昭和31年）４月７日生

　皆様安心してください。どんな人間でも元気でい
てさえいれば、必ず還暦はやってくることが分かり
ました。また新たにゼロからスタートします。二度
と同じ失敗は繰り返しません。今後とも今まで通り
仲良くしてやって下さい。素直に従います。

太　　亨哲 1969（昭和44年）４月16日生

　真面目が取柄だけで生きてきた47年間でした。ラ
イオンズに入ってはや６年、おかげさまで友達もた
くさんできました。今年はもうちょっとハメを外そ
うかと思っております。皆さまお付き合いください。
よろしくお願いいたします。

高岡　直樹 1973（昭和48年）４月16日生

　中央ライオンズクラブの皆様、いつも大変お世
話になっております。現在、ライオンズは２年目で
正直まだまだわからないことが多々ありますが、会
員の皆様とは楽しく交流させていただいております。
後厄も抜けたことですし、どんどん社業の発展と社
会貢献できるように努めていきたいと思っておりま
す。

続木　隆夫 1936（昭和11年）４月７日生

　今年、満80歳となりました。一般に人の細胞分裂
は生涯50回が限度とも言われており、それが寿命で
す。かろうじて平均寿命を越えましたが、何とか厄
介な病を克服し、オマケの人生を、後世に少しでも
役立つ様、日々を大切に過ごしたいものです。

石居　洋子 1953（昭和28年）４月８日生

　若い時は何でも出来る（？）と思っておりましたの
に、今は年には勝てないと悟りおとなしく（？）年を
重ねて行こうと決心しました。せめて40歳代に帰り
たい!!

大西千恵春 1956（昭和31年）４月25日生

　４月第１例会では、みなさんの食事時間が少なく
なり申し訳ございませんでした。
　私も３月には初孫（りこちゃん）が産れ、還暦を
迎え、本格的なじいじいになりましたが、今後も元
気にライオンズボランティア活動、ゴルフコンペに
参加させて頂きますので、今後も宜しくお願いしま
す。

和泉　光浩 1979（昭和54年）４月５日生

　４月５日、37歳になりました ! 千舟町にできたＧ
ＥＡＲＳ内に小さなお店を出させて頂いたのですが、
オープンも４月５日でした!!これからも宜しくお願
いします !
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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、山本（宗）、中岡、近藤、新宮、伊藤（憲）
　　　　（オブザーバー）高橋、太、境

〈会次第〉
１．開会宣言
２．出欠調査
　　　≫役員21名中17名出席を確認
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（３月分収支明細表）
　　　≫戸梶会計より報告「今月も順調に推移」
　　　　　　　　　　　　　「３月末の締切日で後期会費未納者が５名いる。」
６．審議事項
　⑴　2017－2018年度336－地区第二副地区ガバナー候補者選出依頼の件
　　　大川会長より経緯とP9の内容説明
　　　・検討特別委員会ではP9の内容の確認をした
　　　・歴代会長会では
　　　　検討特別委員会でＰ９の内容で決定したことを報告。
　　　　その席で、友澤さんより第二副地区ガバナー立候補の意志表明があり色々意
　　　　見は出たが、Ｐ９の結論が変わるものではなかった。
　　　　友澤さんより、これまでの経緯と３月30日に立候補の表明をしたとの発言。
　　　　何名かから質問のあと、Ｐ９検討特別委員会の内容で…… 〈審議〉→〈承認〉

　⑵　退会届けについて　Ｌ尾田　仁………………………………… 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　内規改定案について……………………………………………… 会員・会則委員会
　　　≫兵頭会員・会則委員長より報告……………………………… 〈審議〉→〈承認〉
　⑷　正岡子規像建立１周年記念餅まきと俳句会決算書（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〉
　⑸　伊予長浜ライオンズクラブ50周年記念例会について
　　　≫村上幹事より報告……………………………………………… 〈審議〉→〈承認〉
　⑹　１Ｒ合同引継会及び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〉
　⑺　１Ｒ－えひめ国体支援拠出について
　　　≫村上幹事より報告……………………………………………… 〈審議〉→〈承認〉
　⑻　その他　　　
　　　友澤さんより、４月第一例会時に発言機会が欲しいとの要望があり、会長より、
　　　三役で相談する旨説明があった。
７．報告事項　　なし
８．その他　　　　　
　　大門さんより、議事録の件で質問があり、会長より、調整中なのでもう少し時間
　　が欲しいとの回答があった。
９．閉　会

■第10回理事会 ● ２016年₄月₄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
５．審議事項
　　　⇒審議事項なし
６．「指名会」・・・次年度役員候補者発表…………………… 指名委員長　Ｌ吉田文彦
　　　⇒吉田指名委員長より報告
７．食事　　　
８．内部卓話　Ｌ西原一志
　　　⇒西原さんの卓話
９．幹事報告
　　　⇒村上幹事より会費納入に関して報告
10．委員会報告　
　　1　委員会日程変更について
　　2　合同委員会について
　　　　⇒以上２点、村上幹事より報告
３）正岡子規像、伊佐庭如矢像廻り清掃報告について……………… 市民・公衆委員会
　　　⇒久保市民・公衆委員長より報告
11．テールツイスターの活躍
　　　⇒清川テールツイスターより報告
12．ファイン･ドネーションの報告
　　　⇒戸梶会計より報告
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 　

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．次年度役員選挙会
　　　⇒吉田指名委員長より報告
６．誕生祝（４月）
　　　⇒竹田さんあいさつ
７．還暦祝い
　　　⇒佐々木さん、大西さんあいさつ

８．特別報告　2017－2018年度336－Ａ地区第二副地区ガバナー候補者選出依頼の件
　　　⇒大川会長より報告
　　　⇒友澤さんより発言
９．審議事項
　⑴　内規改定案について……………………………………………… 会員・会則委員会
　　　⇒兵頭会員・会則委員長より報告
　　　　（※本件は今例会の審議事項ではなく、２週間おいて審議）
　⑵　正岡子規像建立１周年記念餅まきと俳句会決算書（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　伊予長浜ライオンズクラブ50周年記念例会について
　　　⇒村上幹事より報告…………………………………………………………… 【承認】
　⑷　１Ｒ合同引継会及び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】
　⑸　１Ｒ－えひめ国体支援拠出について
　　　⇒村上幹事より報告…………………………………………………………… 【承認】
　⑹　その他
　　　⇒特に無し
10．食事
11．委員会報告
　⑴　委員会場所変更について
　　　⇒村上幹事より報告
　⑵　４月献血活動について…………………………………………………… 保健委員会
　　　⇒村上幹事より報告
　⑶　加藤嘉明公騎馬像記念祭りお茶会実施報告について………… 市民・公衆委員会
　　　⇒久保市民・公衆委員長より報告
12．幹事報告
　⑴　退会届けについて　Ｌ尾田　仁
　　　⇒村上幹事より報告
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

■第1２3２回例会

■第1２33回例会

● ２016年₃月２２日㈫　1２：15～13：15
● 於：ホテルＪＡＬシティ松山

● ２016年₄月₁日㈫　1２：15～
● 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　197,000円

◆ 平成２8年₃月第₂例会
Ｌ大川　耕三　西原さんの卓話楽しみにしています。
Ｌ村上　泰久　西原さん卓話ありがとうございました。
Ｌ戸梶　直美　道後温泉祭り句会楽しかったです。西原さん内部卓話

ありがとうございました。
Ｌ小倉　圭二　ゴルフ委員会、馬が当たりました。
Ｌ森　　和幸　桜がついに開花 !
Ｌ服部　　勲　西原さん内部卓話ありがとうございました。
Ｌ兵頭　好喜　西原さん内部卓話ありがとうございました。
Ｌ吉田　文彦　子規像俳句の会で秀句いただきました
Ｌ廣江　和男　この週末が、桜の見頃でしょうか？
Ｌ高橋　孝子　吉田さん、秀句賞おめでとうございます。桜は待ち遠

しいですが、花粉症も絶好調になります。（涙）
Ｌ早川　義仲　卓話ありがとうございます。
Ｌ清川　和夫　西原さん卓話ありがとうございます。
Ｌ永野　通夫　西原さん卓話ありがとうございました。
Ｌ松浦　龍也　春ですね !
Ｌ池田　博英　開花までもうひと息ですね。
Ｌ野垣　康之　桜も開花しましたね。
Ｌ丹下　靖憲　会員交流会参加の皆様ありがとうございます。
Ｌ伊藤　英樹　西原さん卓話ありがとうございました。
Ｌ中岡　富茂　西原一志さん卓話をありがとうございます。
Ｌ山田　　哲　西原さん卓話ありがとうございました。
Ｌ高山　正志　桜前線に、乾杯 !!
Ｌ竹田　祥一　桜の花よ早く咲け !
Ｌ武智　正晴　次年度役員の皆さん　よろしくお願いします。
Ｌ山本　宗宏　ご無沙汰の例会です。桜の開花宣言、待ち遠しいです。
Ｌ平尾　由紀　吉田さん秀句受賞おめでとうございます。正岡君もよ

ろこんでおられます !!
Ｌ新崎　　勉　先日の俳句勉強会ありがとうございました。

そこで一句「春雨に打たれて道後の初句会」
Ｌ両田　　晃　高橋さんゴルフ優勝おめでとうございます。
Ｌ朝雲　学人　末娘就職が決まりました ! 親の務め終了です。

Ｌ伊賀上竜也　次年度役員さん宜しくお願いします。
Ｌ松岡　俊幸　今月50歳になりました。これからも頑張ります。
Ｌ大西千恵春　初孫が生まれました。名前は梨心です～♡私に似て、

とてもかわいい女の子です。
Ｌ大西　安子　３月・・・仕事も私事もたくさんのイレギュラーに対

応しつつ、いい教訓にしようとポジティブに受けとめ
ています。

Ｌ西原　一志　内部卓話記念
Ｌ盛重　泰輔　西原さん卓話ありがとうございました。
Ｌ新宮　幸孝　西原さん卓話ご苦労様です
Ｌ石居　洋子　俳句で賞をいただきました
Ｌ佃　　浩三　俳句勉強します。
Ｌ境　　俊之　あらうれし優勝そのうえ「ウマ」までも
Ｌ山本　幸治　桜の開花が待ち遠しいです。
Ｌ土井　晴彦　本日は、交流会よろしくお願いします。
Ｌ久保美代子　西原さん卓話ありがとうございました。
Ｌ内海由美子　土曜日　はいくの会、お茶会　もちまき・・・などお

疲れ様でした
Ｌ近藤　　猛　確定申告なんとか終りました
Ｌ清水　栄治　オリエンテーションありがとうございました
Ｌ橋本　和範　清川さん、もらったパターで打ったら昨日バーディを

２つとれました。清川さんありがとう
Ｌ新野　和幸　人手不足、苦しいです。みなさん、どうされてますか？

☆出席率　88％　☆ファイン　6,683円　☆ドネーション　104,000円

◆ 平成２8年₄月第₁例会
Ｌ大川　耕三　吉田指名委員長お疲れ様でした
Ｌ森　　和幸　還暦おめでとう？いがいと厄年ですよ !
Ｌ小倉　圭二　佐々木さん、大西さん還暦おめでとうございます。
Ｌ村上　泰久　次期役員さんがんばってください。
Ｌ戸梶　直美　春ですね。桜もちもおいしかったです
Ｌ服部　　勲　佐々木さん、大西千恵春さん還暦おめでとうございま

す。
Ｌ兵頭　好喜　４月の皆さんおめでとうございます。
Ｌ廣江　和男　ウィサーブ
Ｌ原瀬　忠広　俳句会では母がお世話になりました。ありがとうござ

います。
Ｌ徳永　昭夫　「君　吟醸　我　純米酒　花の宴」
Ｌ宮川　晶子　佐々木さん、大西さん還暦には見えませんねぇ。何が

若さの秘訣ですか？
Ｌ早川　義仲　佐々木さん、大西さん、還暦おめでとうございます。
Ｌ丹下　靖憲　新執行部の決定よろしくお願いします。佐々木、大西

さん還暦お目出とうございます。
Ｌ松浦　龍也　佐々木さん、千恵春さん　還暦おめでとうございます。
Ｌ永野　通夫　佐々木さん　大西千恵春さん　還暦おめでとうござい

ます。
Ｌ清川　和夫　４月の誕生日の皆さんおめでとうございます。
Ｌ池田　博英　中央ＬＣのよき未来の為に
Ｌ佐々木　勲　還暦お祝いありがとうございます。がんばります。
Ｌ高山　正志　お二人の還暦祝いに！是非四国八十八ヶ所廻りを !!
Ｌ程野　裕貴　佐々木さん大西（千）さん還暦おめでとうございます。
Ｌ山本　宗宏　佐々木さん、大西千恵春さん還暦おめでとう
Ｌ武智　正晴　佐々木さん　大西さん還暦おめでとうございます
Ｌ中岡　富茂　佐々木さん大西千恵春さん還暦おめでとうございます
Ｌ山田　　哲　大西さん、奥様を大切に
Ｌ竹田　祥一　久しぶりにゆっくり花見ができました
Ｌ平尾　由紀　佐々木さん大西さん還暦おめでとうございます。

え～？！30才くらいかと思ったわ♡
Ｌ両田　　晃　佐々木さん、大西さん還暦おめでとうございます
Ｌ伊賀上竜也　次年度役員の皆さん、ご苦労様です。誕生月、還暦の

皆さんおめでとうございます
Ｌ大西　安子　４月お誕生月の皆様、還暦の佐々木さん大西さんおめ

でとう
Ｌ新崎　　勉　久万山に登りました。練習中です。「山吹が岩面に映ゆ

る遍路道」
Ｌ大西千恵春　還暦でーす。ありがとうございます。孫も生まれほん

とのじいじいになりました。
Ｌ大宿　有三　お見舞いありがとうございました。（大川会長、村上幹

事、戸梶会計）
Ｌ境　　俊之　還暦の二人を祝う八重桜
Ｌ加藤　定伸　佐々木さん大西さん還暦おめでとうございます。
Ｌ土井　晴彦　南部様にはお世話になりました。ありがとうございま

した。
Ｌ佃　　浩三　森浩輔様待ちにまった長女誕生　おめでとうございま

す。
Ｌ山本　幸治　松山まつりお茶会おつかれ様でした。
Ｌ盛重　泰輔　佐々木さん、大西さん　還暦おめでとうございます。
Ｌ木下　勝敏　春来たりなば夏遠からじ健康
Ｌ西原　一志　４/３のアクティビティに参加できず残念
Ｌ坂本　　茂　佐々木さん、大西さん還暦おめでとうございます。
Ｌ山之口智章　佐々木さん、大西さん還暦おめでとうございます。
Ｌ久保美代子　佐々木さん千恵春さんおめでとうございます。お二人

は同じ年なのですね？
Ｌ新野　和幸　佐々木さん、大西さん還暦おめでとうございます。
Ｌ橋本　和範　佐々木さん、大西さん還暦おめでとうございます。
Ｌ内海由美子　お誕生日、還暦祝い　おめでとうございます。
Ｌ和泉　光浩　昨日の合同委員会お疲れ様でした
Ｌ清水　栄治　委員会お疲れ様でした
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弥生3月春半ば、小笠原・武智・喜井各氏の楽しいメンバー

に囲まれて、優勝出来ました。皆さん有難う。大川会長か

らは『きよし窯』山田ひろみさんの素敵な大皿もいただき

ました。ベスグロ、馬券と合わせて盆と正月とクリスマスが

一度に来たようです。

境　 俊之優勝者からひとこと

3/17㈭ エリエールゴルフクラブ松山

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

■入会してよかったこと
入会のきっかけは、今は亡き清水元会長が、フラッと会社に来られて「ええ会があるから入れや」何のこと
か分からなかったのですが、倫理法人会や経営研究会など多くの会を立ち上げられ、お客様でもあり日頃か
ら尊敬していましたので、言われるままに入会しました。入ってみると日頃はお会いすることの出来ないよ
うな凄い方ばかりで、委員会などでは、歴戦の士が実業での苦労話を面白可笑しく語って頂き、自社の経営
にも役立つものが多く、楽しく過ごすひと時がありました。そのように、メンバーの皆さんがとても元気で
活気があり、仲の良い雰囲気満載で、これはいい会に入ったなあと感謝とともに嬉しかったのを覚えています。

■辛かったこと・苦労したこと
あまり辛いと思ったことはありませんが、会社を留守にすることが多くなり不安や心配がありましたが、案
ずるより生むが易しで、その分、社員が成長してくれました。

■エピソード
会長をさせて頂いた時に、「工夫して、楽しき例会ウイサーヴ」を掲げて、宮川委員長を始めとする計画出
席委員会の皆さんのリーダーシップの元、毎月のように夜間例会を決行し、結果、退会者ゼロを達成し100
名を超えた状態で引継ぐことが出来ました。しかし、委員会メンバーの皆さんには、楽しむどころか多大な
ご苦労をお掛け致しましたこと、お詫び申し上げます。

■後輩会員に一言
何と言っても数は力です。100名を超える元気で仲良しのメンバーが集い、一度決まれば一致団結して問題
や障害に立ち向かう「華の中央」の伝統を、守り続けてほしいものです。


