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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

村　上　泰　久幹事

第62回ライオンズクラブ国際協会336-Ａ地区　地区年次大会

　４月17日㈰高知県立県民文化ホールにて第62回地区年次大会が開催さ
れました。中央ＬＣからは32名で参加しました。９時半から第一～第三
分科会があり、一年間の活動報告がありました。11時から代議員総会が
あり次年度の地区ガバナー、第一副地区ガバナー、第二副地区ガバナー
の選出がありました。地区ガバナーエレクトにはこんぴらＬＣ真鍋隆氏、
次期第一副地区ガバナーに徳島城山ＬＣ川辺信郎氏、次期第二副地区ガ
バナーに東予ＬＣ関野邦夫氏 が選出されました。来期336-Ａ地区の為
にご尽力賜ります。次期地区ガバナーのスローガンは「100周年、夢と
誇り・笑顔と絆で We Serve」キーワードは「挑む」です。13時から大
会式典が始まりました。四国内の148クラブから大会参加者約2000名を
集めて開催されました。開会ゴングで始まり地区役員、来賓の紹介があ

りました。336-Ａ地区の姉妹提携している354-Ｄ地区（韓国）からは39名も参加しておりまし た。大会の主な内容は、
功労者表彰と次期ガバナーのことでした。クラブ表彰にて松山中央ＬＣ
が受賞したのは下記のとおり。
　『特別クラブ功労賞』、『会員増強賞金賞』、『公式行事出席優秀賞金賞』、

『会報優秀賞金賞』、『マスコミ報道優秀賞金賞』、『青少年指導優秀賞銅
賞』、『平和ポスター賞銅賞』、『ＭＪＦ賞銅賞』、『ＬＣＩＦ賞金賞』、『保
健福祉賞五献運動部門献血協力部門優秀賞』、『ＹＣＥプログラム優秀賞
金賞』『国際会長感謝状受賞』では友澤Ｌ、個人表彰では『ＹＣＥ協力賞』
では山田Ｌ、朝雲Ｌが表彰されました。おめでとうございました。
　参加されました皆さまお疲れ様でした。
　前日の16日㈯は、記念ゴルフ大会（土佐ＣＣ・Kochi黒潮ＣＣ）が開
催され中央ＬＣからは23名参加しました。

太　　　亨　哲計画・出席委員長『スポーツ例会』について
　４月26日火曜日にスポーツ例会を開催し、盛大に終えることができました。今年度
は『オフィスでも出来るストレッチ』をテーマとして、ストレッチの講師にお越しい
ただきました。千舟町で「Body-joint」というショップを経営されております社長で
あり講師の井上氏はご自身も城山ライオンズに所属されているライオンズマンという

こともあり、快く引き受けていただきました。さて
内容の方は脳トレから始まり静的ストレッチ、動的
ストレッチを経て最後にまた脳トレに戻るというメ
ニューで、終始和やかに楽しく進めることができま
した。スーツを着たままということでしたので、軽ーくできると思いきや汗は噴き
出る、筋肉ピクピクで運動不足を痛感いたしました。いずれにしましても皆さまに
積極的にまた協力的にご参加いただきましてまことにありがとうございました。

感謝



（LC、岩本）（LC、韓）

販売管理、在庫、その他業務でお困りの方は一度ご相談してください。

 【オーダーメイド開発】
販売管理システム
在庫管理システム
ハンディターミナルシステム

 【自社パッケージ】
冷凍倉庫管理システム
水産加工販売管理システム
運送業配車管理システム

石材・タイル総合卸商社
■墓石・建築・造園石材
■その他石材全般
■セラミック大理石・タイル全般
■竹炭・植木鉢

松峰商事株式会社

代表取締役 韓　　 雪　 峰
SETSUHOU      KAN

〒791-8042 愛媛県松山市南吉田町2068-1
ＴＥＬ（ 0 8 9 ） 9 0 8 - 9 2 1 1
ＦＡＸ（ 0 8 9 ） 9 0 8 - 9 2 1 2
E - m a i l : m r r r t 3 8 7@ y b b . n e . j p
携帯電話  0 9 0 - 3 4 6 0 - 8 2 7 0
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　今年も我が松山中央ライオンズクラブの社会福祉委員会による年間の大きな事業でありますお遍路さんへの「お接
待」を来る４月23日に恒例になりました49番札所浄土寺さんの境内にて実施させていただきました。
　今回は初めての試みとして報道各社にプレスリリースを行い当クラブの活動状況を知っていただくいい機会となり
ました。インタビューで巡礼のお遍路さんから我々のおもてなしに対して感謝の気持ちを頂きこの事業の素晴らしさ
を実感したしだいです。また何より静寂な境内で人と人との心のつながりを感じられたひと時を過ごすことができた
ことがうれしく思いました。
　今回も会員の皆様のご協力によりお接待の事業ができましたことを心から感謝申し上げます。ありがとうございま
した。

木　下　勝　敏社会福祉委員長お遍路さんへの「お接待」



（LC、西原）（LC、永野）

松山支店

支店長

〒790-0011 松山市千舟町四丁目4番地1
TEL  : 089-921-8141（代表）
FAX : 089-932-8805
 7　0120-324-390（コールセンター）
E-mail : kazushi.nishihara@mizuho-sc.com

西 原　一 志
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５月の誕生人から一言・・・
近藤　　猛 1954（昭和29年）５月25日生

　また、あっという間に誕生日が来てしまいました。
最近は東北大震災や熊本地震のように日本周辺は活
動期に入っているようで、いつ何が起きても不思議
ではないようです。
　一日一日を大切に『We　Serve』の精神で生きて
いければと思っています。

内海由美子 1953（昭和28年）５月30日生

　さわやかな新緑の中、私はやっとライオンズ３年
目となりました。４月の浄土寺の御接待は２回目で
した。７月からの新しい期では喜井茂雄委員長の元、
社会福祉委員会で頑張ります。諸先輩方、何卒、ご
指導賜りますようお願い申し上げます。

永野　通夫 1954（昭和29年）５月15日生

　５月15日で62歳になります。　還暦を迎えてから、
ウオーキングを始めました。朝妻と一時間ほど歩き
ます。その効果か体調も良く、ゴルフの成績も良く
なりました。この調子で、エイジシュートまで頑張
りたいと思っています。
　今後ともお付き合いよろしくお願いいたします。

岩本　　透 1955（昭和30年）５月19日生

　毎年、菖蒲の花が咲き始める５月に心引き締めこ
の１年間を有意義に過ごす事を考えます。早いもの
で今年61歳を迎えます。更に仕事も趣味も向上させ
たいと思います。皆様宜しくお願い申し上げます。

新　宮　幸　孝会員交流委員会『第二回会員交流会』について

　３月22日㈫今年度２回目の会員交流会が行われました。…
　当日は約40名の方の出席をいただき、今年度会長スローガンである「温故知新」をテーマにチャーターメンバーで
ある吉田さんからスピーチをまた、資料作成から講演までを丹下さんが行ってくれました。…
　その後は、クイズやテーブルゲームを行い楽しく会員相互の交流を深めることができました。



（LC、両田）（LC、松岡）

コープえひめグループ
生命保険・損害保険代理店

愛媛県松山市勝山町1丁目10-1　TEL:089-987-7880
ホームページ:http://www.coopservice-shikoku.co.jp

㈲コープサービスしこく

株式会社 T&Sプロダクツ

代表取締役

■防犯カメラ・電気錠の販売

■入退室管理システムの販売

Toshiyuki　Matsuoka

松 岡 俊 幸

〒791-8001
愛媛県松山市平田町150-1-202
T E L / F A X 0 8 9 - 9 7 8 - 4 1 7 1
携　帯　0 9 0 - 6 8 8 7 - 8 3 7 3
mail:info@ts-products-s.com
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『今駒　昌美さん』『宮崎　陽允さん』も誕生人です。

大宿　有三 1959（昭和34年）５月25日生

　おかげさまで、57歳になりました。休日にはウォー
キングやサイクリングをして健康管理に努めたいと
思います。私の好きな言葉に「万象肯定・万象感謝」
があります。その意味は、自分に降りかかる辛く苦
しいことは天が与えてくれた試練だと思い、その事
象に感謝さえして前向きに素直に取り組んでいくと
いうことです。この言葉を胸に、回りの皆さんのお
役に立てる様に努め、自分自身も少しでも成長でき
ればと思っています。

稲森　和行 1959（昭和34年）５月16日生

　以前から食事の量を減らしてはいるのですが、最
近では例会の食事が十分すぎるように感じられる
ようになり、身体が衰えてきているのか進化してき
ているのか、ＥＣＯ（エコ）な体になって来ました。
今年も一年、公私共に頑張ります。

山本　宗宏 1962（昭和37年）５月18日生

　お陰様で今年度はのんびりとライオンズライフを
楽しませてもらってます。
　あっという間の54才、歳と共に酒量と記憶を無く
す回数だけが確実に増えてきてます。

両田　　晃 1964（昭和39年）５月15日生

　東京オリンピックまであと４年ですが、前回の東
京オリンピックの年、昭和39年に生まれ今年で52歳
となります。これまで大きな怪我も病気もなく過ご
して来れたのは、丈夫に産んでくれた両親と今年で
結婚20周年を迎えた妻の支えに感謝をして、今後も
健康に留意し、仕事にライオンズクラブの活動に頑
張っていきたいと思います。今後ともよろしくお願
い致します。

藤本　雅弘 1956（昭和31年）５月20日生

　松山中央ライオンズクラブに入会して、今年７月
でまる３年が経ちます。今、ライオンズクラブで一
番成し遂げたい事は、ゴルフ委員会での優勝です。
優勝出来るハンディーをもらっていながら、優勝出
来ない自分に腹が立っています。練習回数を増やし
山に行く回数も増やし、何とか今年中には優勝した
いと思っていますので宜しくお願いします。

新野　和幸 1958（昭和33年）５月26日生

　後二年で還暦を迎える年になりました。両親が亡
くなって丁度一年が経ち少し落ち着いて残りの人生
に思いを巡らしています。やり残した事は無いか？
人の役に立っているか？この二年間で答えを出した
いと思います。悔いの無い人生を歩むために。

新宮　幸孝 1966（昭和41年）５月２日生

　５月２日で50歳になりました。色々なことがあり
ましたが、あっという間の１／２世紀でした。あと
１／２世紀、仕事に遊びにライオンズ活動に精進し
ていきたいとおもいます。今後ともよろしくお願い
します。

土井　晴彦 1972（昭和47年）５月２日生

　５月２日で44歳となりました。この機会にネット
で同学年の芸能人を調べたところ、堀江貴文、マツ
コデラックス、木村拓哉など…。私はまだまだ何事
も成し遂げていませんが、これからも１年１年を積
み重ねて少しでも世の中のお役に立てる存在になれ
るよう、努力していきます !

長野　　剛 1971（昭和46年）５月3日生

　45歳になりました。戦国時代ならあと５年ほどで
人生が終わりと織田信長が歌ってましたが、現代は
医療の発達とともに寿命も延びて、100歳まで生き
ることが夢ではない時代となっています。まだまだ
人生折り返しの気持ちで精進していこうと思ってお
りますので、皆様これからもご指導ご鞭撻のほどよ
ろしくお願いいたします。

森　　浩輔 1980（昭和55年）５月31日生

　今年で36歳、３回目の年男です。
　中央ライオンズに入ったのは27歳で、現在10年目
に入りました。時が経つのは本当に早いなと感じま
す。10年目もさらにクラブ活動に仕事に邁進してい
きたいと思います。
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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）、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）高橋、太、木下、久保、和泉

〈会次第〉
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
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（４月分収支明細表）
　　　≫戸梶会計より報告「今月も順調に推移。ドネーションも予算達成」
７．審議事項
　⑴　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〉
　⑵　加藤嘉明公騎馬公園記念祭りお茶会決算書（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〉
　⑶　「加藤嘉明公騎馬像・子規像廻り剪定」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〉
　⑷　2015-2016年度「会員交流会」決算書（案）について… …………… 会員交流委員会
　　　≫新宮会員交流会幹事より報告………………………………… 〈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（千）保健副委員長より報告……………………………… 〈審議〉→〈承認〉
　⑹　献血ルームプラカード予算書（案）について…………………………… 保健委員会
　　　≫大西（千）保健副委員長より報告……………………………… 〈審議〉→〈承認〉
　⑺　第42回松山市少年剣道錬成大会予算書（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〉
　⑻　お遍路さんへの「ご接待」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〉
　⑼　次期クラブ三役オリエンテーション登録料拠出について
　　　≫村上幹事より報告……………………………………………… 〈審議〉→〈承認〉
　⑽　次期ＬＴ・ＴＴ・計画委員長合同スクール及び各委員会委員長スクール登録料拠出の件
　　　≫村上幹事より報告……………………………………………… 〈審議〉→〈承認〉
　⑾　お別れ例会時に渡す記念品について
　　　≫村上幹事より報告……………………………………………… 〈審議〉→〈承認〉
　⑿　地区役員事務局手当について
　　　≫村上幹事より「今期友澤ＲＣの業務に伴う時間外勤務等を考慮し、
　　　　期末に追加で12万円支給したい」旨、報告………………… 〈審議〉→〈承認〉
　⒀　その他
　　　≫特に無し
８．その他
　　　≫特に無し
９．閉会

■第11回理事会 ● ２０16年₅月₆日㈫　18：3０～
● 於：松山全日空ホテル₄階　ガーネットルーム

スポーツ例会……………………………………………………………… 計画・出席委員会
　　　⇒ストレッチ実践

１．開会ゴング
　　　⇒大川会長によるゴング
２．国旗に敬礼
３．国歌及びライオンズヒム斉唱
４．会長あいさつ…
５．子女誕生お祝い　　Ｌ森　浩輔
　　　⇒森浩輔さん挨拶
６．報告事項
　　1　内規改定案について…………………………………………… 会員・会則委員会
　　　⇒兵頭会員・会則委員長より改定する旨報告
７．食　事
８．幹事報告　
　　　⇒特に無し
９．委員会報告　
　　1　３月献血活動報告……………………………………………………… 保健委員会
　　2　合同委員会について
　　3　委員会場所変更について
　　　　⇒以上、村上幹事より報告
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．国歌及び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．竹田さん叙勲報告
　　　⇒竹田さんあいさつ
６．誕生祝い（５月）
　　　⇒大宿さんあいさつ
７．還暦祝い　　　　Ｌ藤本雅弘
　　　⇒藤本さんあいさつ

８．審議事項
　⑴　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】
　⑵　加藤嘉明公騎馬公園記念祭りお茶会決算書（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】
　⑶　「加藤嘉明公騎馬像・子規像廻り剪定」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　2015-2016年度「会員交流会」決算書（案）について… …………… 会員交流委員会
　　　⇒新宮会員交流委員会幹事より報告………………………………………… 【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（安）保健委員長より報告……………………………………………… 【承認】
　⑹　献血ルームプラカード予算書（案）について…………………………… 保健委員会
　　　⇒大西（安）保健委員長より報告……………………………………………… 【承認】
　⑺　第42回松山市少年剣道錬成大会予算書（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】
　⑻　お遍路さんへの「ご接待」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】
　⑼　次期クラブ三役オリエンテーション登録料拠出について
　　　⇒村上幹事より報告…………………………………………………………… 【承認】
　⑽　次期ＬＴ・ＴＴ・計画委員長合同スクール及び各委員会委員長スクール登録料拠出の件
　　　⇒村上幹事より報告…………………………………………………………… 【承認】
　⑾　お別れ例会時に渡す記念品について
　　　⇒村上幹事より報告…………………………………………………………… 【承認】
　⑿　地区役員事務局手当について
　　　⇒村上幹事より報告…………………………………………………………… 【承認】
　⒀　その他
　　　⇒特に無し……………………………………………………………………… 【承認】
９．食事
10．幹事報告
11．委員会報告
　　1　５月26日㈭　⇒　５月25日㈬
　　　　18：30～ＪＡＬ１Ｆに変更…………………………………… 市民・公衆委員会
　　2　５月27日㈮　18：30～「とりや　まつ崎」にて合同委員会
　　　　…………………………………………………………… 財務／ＰＲ・ＩＴ委員会
　　　　⇒村上幹事より報告
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
　　　⇒大川会長によるゴング
16．‘また会う日まで’合唱
17．…ローア

■第1２34回例会

■第1２35回例会

● ２０16年₄月２6日㈫　1２：15～13：15
● 於：ホテルＪＡＬシティ松山

● ２０16年₅月1０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　600円　☆ドネーション　142,000円

◆ 平成２8年₄月第₂例会
Ｌ大川　耕三　森浩輔さんおめでとうございます。
Ｌ小倉　圭二　森浩ちゃんおめでとうございます。
Ｌ戸梶　直美　スポーツ例会楽しかったです。又、若返ってしまった
Ｌ森　　和幸　ストレッチかなりつかれました。意外に年を感じます。
Ｌ吉田　文彦　年次大会ゴルフでボストンバックもらいました。
Ｌ河本　圭仁　ストレッチで汗かきました。
Ｌ服部　　勲　会員会則委員長兵頭さん内規改定ご苦労様です。
Ｌ早川　義仲　高知ゴルフにて馬券が当たりました。
Ｌ高橋　孝子　ベビー誕生おめでとうございます。パパになった感想

をどうぞ !!
Ｌ島田　省吾　堀の内のつつじがきれいです。
Ｌ松浦　龍也　太さんすばらしいスポーツ例会企画有り難うござい

ます。
Ｌ野垣　康之　ストレッチで久しぶりに体を動かしました。
Ｌ太　　亨哲　体　伸びました。
Ｌ池田　博英　スポーツ例会ありがとう。
Ｌ永野　通夫　森浩輔さん御子様誕生おめでとう
Ｌ丹下　靖憲　森浩輔さん子女誕生おめでとうございます
Ｌ清川　和夫　熊本大分の皆様お見舞い申し上げます
Ｌ山本　宗宏　本日のスポーツ例会、楽しみにしてます。
Ｌ山田　　哲　森さん　おめでとうございます。
Ｌ伊藤　英樹　森さん　おめでとうございます。
Ｌ中岡　富茂　森浩輔さん、女の子誕生おめでとうございます。
Ｌ高山　正志　熊本・大分の早い復興に !
Ｌ両田　　晃　森さん、娘さんお誕生おめでとうございます。
Ｌ大西　安子　スポーツ例会、お世話になりました。
Ｌ大西千恵春　献血活動に御協力ありがとうございます。
Ｌ松岡　俊幸　震災のみなさまを応援致します。
Ｌ西原　一志　森浩輔さん娘さんお誕生おめでとうございます。
Ｌ盛重　泰輔　森浩輔さんご子女誕生おめでとうございます。
Ｌ木下　勝敏　お遍路さんのお接待も終りありがとうございました。

Ｌ境　　俊之　先日４月23日会社の50周年記念式典をＪＡＬシティに
て無事終了

Ｌ新宮　幸孝　森浩輔さん子女誕生おめでとうございます。
Ｌ山本　幸治　五月の連休楽しみですね。
Ｌ久保美代子　スポーツ例会お疲れ様です。10才は若返った気がしま

す。
Ｌ山之口智章　森浩輔さん　子供様誕生おめでとうございます。
Ｌ森　　浩輔　お祝い頂きありがとうございました。
Ｌ清水　栄治　森浩輔様、お子様お誕生おめでとうございます。
Ｌ和泉　光浩　森浩輔さんご子女誕生おめでとうございます。
Ｌ橋本　和範　スポーツ例会ありがとうございました。
Ｌ新野　和幸　スポーツしなきゃ !

☆出席率　80％　☆ファイン　700円　☆ドネーション　73,000円

◆ 平成２8年₅月第₁例会
Ｌ大川　耕三　藤本さんの還暦を祝して
Ｌ森　　和幸　藤本さん還暦ご愁傷様です
Ｌ小倉　圭二　藤本さん還暦おめでとうございます
Ｌ村上　泰久　竹田先生旭日双光章おめでとうございます。中央ＬＣ

の誇りです。
Ｌ戸梶　直美　竹田先生　おめでとうございます。
Ｌ廣江　和男　お天気が、すっきりしません !
Ｌ吉田　文彦　目には青葉・・・酒うまし
Ｌ服部　　勲　藤本さん還暦おめでとうございます。
Ｌ兵頭　好喜　５月生の皆さんおめでとうございます。
Ｌ島田　省吾　竹田さん御受賞おめでとうございます。心から敬意を

表します。
Ｌ高橋　孝子　竹田先生 !! おめでとうございます。
　　　　　　　ますますお元気でいつまでも男前でいてくださいね !!
Ｌ宮川　晶子　健康のため、私もストレッチとウォーキングを始めま

した。半年後を楽しみにしておいてください♡
Ｌ早川　義仲　藤本さん還暦おめでとうございます。
Ｌ清川　和夫　竹田さん勲章おめでとうございます。
Ｌ池田　博英　１日も早い復興を願って
Ｌ丹下　靖憲　藤本さん還暦おめでとうございます。
Ｌ太　　亨哲　藤本さん還暦おめでとうございます。
Ｌ松浦　龍也　お誕生の方々おめでとうございます。
Ｌ竹田　祥一　叙勲受賞にあたり、祝電お手紙などいただき感謝いた

しております。
Ｌ高山　正志　藤本氏還暦祝いに ! （私、同期入会です）
Ｌ程野　裕貴　藤本さん還暦おめでとうございます。
Ｌ伊藤　英樹　藤本さん還暦おめでとうございます。
Ｌ山本　宗宏　藤本さん還暦おめでとうございます。
Ｌ武智　正晴　藤本さん還暦おめでとうございます。
Ｌ中岡　富茂　藤本雅弘さん還暦おめでとうございます。
Ｌ大西　安子　５月のお誕生月の皆様おめでとうございます。竹田さ

ん受賞おめでとうございます。
Ｌ松岡　俊幸　本宮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新崎　　勉　今月は誕生日をお迎えの皆様、藤本さん還暦おめでと
うございます。

Ｌ大西千恵春　藤本さん還暦おめでとうございます。還暦組みでゴル
フ勝負です。

Ｌ境　　俊之　16名のお誕生日の皆さまおめでとうございます。
Ｌ加藤　定伸　竹田先生　受賞おめでとうございます。（叙勲）
Ｌ山本　幸治　小旅行無事に感謝
Ｌ新宮　幸孝　久しぶりにゴルフ委員会で優勝しました
Ｌ加地　雅臣　藤本さん還暦おめでとうございます。
Ｌ藤本　雅弘　後、10日で60才です。諸先輩の様に頑気に年を取って

行きます。
Ｌ西原　一志　５月お誕生日のみなさん、おめでとうございます。
Ｌ喜井　茂雅　新宮さん50歳節目の誕生日おめでとうございます。
Ｌ木下　勝敏　藤本さん還暦おめでとうございます。
Ｌ盛重　泰輔　藤本さん還暦おめでとうございます。
Ｌ岩本　　透　時間がたつのは早いです。今月61才になります。
Ｌ久保美代子　藤本さん還暦おめでとうございます。
Ｌ新野　和幸　50代も後２年 ! ガンバリマス !!
Ｌ橋本　和範　雨が多いですね
Ｌ近藤　　猛　次女が結婚しました。娘は全部とつぎました。感謝 !
Ｌ韓　　雪峰　16名の方に誕生日お祝い
Ｌ内海由美子　藤本さん還暦祝いおめでとうございます。
Ｌ松本　政清　新緑の良い季節になりました
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４月のゴルフ委員会で久しぶり（２年ぶり？）に優勝するこ

とが出来ました。当日は仙波さんと河合さんと一緒にラウ

ンドさせていただきましたが、同伴者競技者には恵まれず

（笑）、ハンディキャップに助けられて優勝しました。今年

度も残すところあと二回となりましたが、もう一回優勝でき

るよう頑張りたいと思います。

新宮 幸孝優勝者からひとこと

4/28㈭ 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
当時、故川添さんに『兵頭君は何か社会奉仕活動しているのかね』「していません」と答えると、『もうその歳になっているのなら社会に恩返しの
意味でも奉仕活動をせんといかんぞなぁ～。みんなしているのじゃからてて』なんかこの様な入会の誘いだった様な～。吉田先輩と故大谷さんに
面接をして頂き、お二人の配慮で入会する事が出来ました。
最初の委員会だったと思いますが、吉田、大谷先輩に『兵頭君もう一軒行くぞ～』とスナックに連れて行ってもらい早速に吉田先輩が小林旭の歌
を歌われ、あまりにも上手な歌声に口をあんぐりしていると、『兵頭君も歌え』との事で、美空ひばりの愛燦燦を歌った様な？
又ゴルフ委員会（久万カントリー）の時、伊狩先輩に『兵頭君乗せて行ってくれや～』との事で行き帰りの道中でライオンズクラブのイロハを徹
底して教えて頂きました、
そんなこんなで、先輩会員の皆さんに暖かく見守ってもらい、時には厳しく教えて頂きました。

■入会してよかったこと
入会する迄は、我がまま、気ままで会社の経営をしていたのですが、ライオンズでは会員同士の融和と人間関係を良好に保つ事が大切です。その
為にも自分が～とか、わしはこうだ～とか言いたいところを抑え、我慢をして会員さん同士の良い環境作りにと思って奉仕活動をする事で、会社
でも我慢が出来る様になったのではないかと？（まだ我慢が出来てない !! ですか～（-_-;））

■辛かったこと・苦労したこと
ＣＮ40周年記念大会で、尾田記念事業委員長から『兵頭君40周年に相応しく記念になり後世に残る事業を考えて実行しなさい』との厳命を受けま
した。無い知恵を絞り、道後放生園の足湯に上屋を作ろうと言う事になり、設計、デザインの擦り合わせ中、役所の内部で見解の相違問題で騒動
がありその後ボツとなり、改めての練り直しで、今度は我がライオンズクラブでも上層部で意見が分かれ大揉めし大変な思いをしました。そんな
中、半ば強引にアクアパレットと、坊ちゃん球場の間に時計台を設置する事にし、立派に完成する事が出来ました。事業を行うには改めて、早め
の相談、細やかに連絡、全てを報告する事の大切さが良く身にしみました。

■エピソード
49代会長を仰せつかり、忙しい山田さんに幹事をお願いし気持ち良く引き受けて頂いたものですから、私は大層張り切りましてアレもコレもやろ
うと思い山田幹事にお願いをしたところ何事も順調に進んで行きます、でも山田幹事に何もかもお願いするばかりではいけないと思い、会員交流
会は違った案で進めようとしたけど、いけません前に向いて進みません。【山田幹事やっぱりお願い】山田幹事が実行すると何と気持ちがいい程
どんどん進んで行くではないですか～。（もちろん、役員・会員さんのおかげで）改めて、己の力の無さを思いっきり感じたし、支えて頂く人達
がいる事の大切さを思い知らされました。
■後輩会員に一言
ライオンズで奉仕活動を続けていると、何らかの役回り（１年間です、終わって見ればあっと言う間です）が来ますけど松山中央ライオンズクラ
ブの伝統でもある（はい喜んでお受けいたします。）を実践して頂きたいものです。
会員の皆さんは、個人、会社、社会で立派に活躍されている方達ですからご自分なりの意見、信念をお持ちです、ライオンズクラブはあくまでも
社会奉仕団体です。お互い意見が異なっても相手の意見もよく聞き、寛容な気持で融和を図り、決して「ワシガーとか、俺はこう思うぞーとか」
自分の意見を押し付けたりしないで、ライオンズクラブで楽しく社会奉仕活動が出来るようご配慮をお願いしたいと思います。


