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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

　昨年７月に出航した「海の貴婦人・日本丸」です
が、みなさんのご協力で予定通り６月末に無事着岸
することができました。１年間ほんとうにありがと
うございました。
　『温故知新。友愛、平等、相互理解のきずなで　
我々は奉仕する』との会長スローガンにもとづき、こ
の１年間たくさんの奉仕活動に多くの会員さんが参
加し、ライオンズ活動への地域社会からの称賛の声
も広がってきました。
　今後とも、会員誰もが「松山中央ライオンズクラブ
に入って充実した人生が送れた」と言えるよう、次

期森会長をしっかり支えながら引き続き努力してま
いります。会員のみなさんのますますの活躍をご期
待申し上げ、お礼のあいさつといたします。ありが
とうございました。

会長退任挨拶 大　川　耕　三第52代会長

　今年度、会計を務めさせていただき、期首に、「ク
ラブの収入と支出の全般を管理する」という大きな
役割のもと、「松山中央ライオンズクラブ草創期の精
神に少しでも近づけ、次の50年に向かって更に発展
しうる持続可能な財務内容に近づけるように努力い
たします」と立てた目標が達成できたかどうかは疑
問ですが、会員の皆様、事務局の青木さんからの温
かいご指導とご協力を賜り無事任務を終えることが
できました。会計をして、特に各アクティビティー

の内容の濃さ、皆様の心の熱さを知り、楽しく心躍
る１年でした。これからも「ウィサーブ」の精神の
元、強い団結力と品格のある松山中央ライオンズク
ラブの発展のため、楽しく活動していきたいと思い
ます。１年間どうもありがとうございました。

会計退任挨拶 戸　梶　直　美

　この度、幹事の任期を終え、こうして退任の挨拶
が出来ることに感謝しています。
　一年間にわたりまして、皆さまには大変お世話に
なりました。心より御礼申し上げます。
　私の場合、数年前に会計をさせて頂いたから比較
的やりやすかったのかな。とも思っています。理事
の皆さまからは色々なご助言、ご意見ありがとうご
ざいました。委員長の皆さまはそれぞれのやり方で
それぞれの委員会活性に熱心に取り組んでおられる
のをみては、私はもっと頑張らねばと思い知らされ、
そして全ての委員の皆さまにおかれましては委員会
活動を熱心にされているのをみて、更に頑張らねば

と励まされながらなんとか今日を迎えられたと思い
ます。未熟な点、至らなかった点が、多々あったと
は思いますが、こうして無事に任期を完了させられ
たのは、皆様からのご協力、ご支援があればこそで
あったと実感しております。任期中は皆さんから、
やさしく気遣ってくださり、さりげない配慮をいた
だきながら、親切丁寧に助けていただけましたこと、
とてもうれしく思っています。
　最後に新年度の皆様のご活躍を祈念しまして退任
の挨拶と換えさせて頂きます。人生の中で一番充実
した一年でした。ありがとうございました。楽しかっ
たです。

幹事退任挨拶 村　上　泰　久幹事

退　任　挨　拶
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　正直に申しますと、本年度のテーマーの活動は、
「テーマーの仕事とは何かしら？」というところか
ら始まりました。「ま、ローアするだけだろう」と
思っていたのですから汗顔の至りです。思った以上
に業務も多く責任のある内容と知り、一瞬青ざめま
したが腹を括って取り組みました。席次や議事録で
もたまに不備などもあり、大川日本丸の舵を若干重
くしてしまったのではないかと心配いたしておりま

す。それでも執行部の方々や青木さんのフォローと
寛容に救われて、ずっしりと大きく重たく育てたバ
トンを次期 太テーマーに、どん ! と渡したいと思い
ます。

　昨年、任命される前に前期のドネーション額を聞
いて余りにも多額なのでおどろき !! 微力の私では通
期の予算でいいかなと思い、大川会長に予算200万で
どうでしょうかっと？相談しましたところ、あっさ
りと250万にしましょうと言われ凄い重責を感じま
した。
　何故かと申しますと慣例的にドネーションの予算
は絶対的な達成予算なのです。テールツイスターの

役務はドネーションが全てではないのですが、アク
ティビティを考えるとドネーションは外せません。
何とか予算はクリアーしたい思いで毎回例会に望み
ました。お陰様で毎回皆様の温かい心を頂戴し、予
算をはるかに上回るドネーションを戴きました。ま
た、クイズ等のファインにもご参加頂きました。一
年間会員皆様にご協力を頂いたことに感謝と御礼を
申し上げます。ありがとうございました。

　【海の貴婦人】大川丸乗組員やクラブ全体の規律と
健康な躰を守る役柄を託され、特に100年後を見据
え、大川丸着岸後の次の船出がスムーズに出来るよ
う企画立案実行する部隊として、会員会則委員会は
活動させて頂きましたが、一部の会員が、自分の意見
が反映されないと退会し、会員を引き抜いて新たな
クラブを立ち上げるという、伝統ある我が松山中央
ライオンズクラブで初めての出来事が発生してしま

いました。委員長として知力、胆力の無さで皆様に
ご迷惑をおかけした事、お詫び申し上げます。今後
は一会員として、我がクラブが100年後に向けて、友
愛と寛容の気持ちで、又相互理解と絆を持って、楽
しく社会奉仕活動が出来るよう頑張りますので、よ
ろしくご指導お願いします。

　財務委員長の命をお受けし、重責に耐えながら
（？）１年が経ちました。
　ライオンズ必携や手帳とにらみっこしながら、村
上幹事＆戸梶会計と予算書を作成してたのがまだ記
憶に新しいです。事務局の青木さんにもご教授いた
だいて、クラブのことはかなり勉強させていただき
ました。
　各委員長さんの多大なご協力により、予算書決算

書の審議がスムーズに例会まで送れたこと、大変感
謝しております。年度末、最終決算の大仕事を残すと
ころとなりましたが全うして、次年度にバトンタッ
チしたいと思っております。
　まだまだ未熟ではありましたが、フォローしてい
ただいた役員はじめ会員のみなさまありがとうござ
いました。

ライオンテーマー退任挨拶

テールツイスター退任挨拶

会員会則委員長退任挨拶

財務委員長退任挨拶

池　田　博　英

清　川　和　夫

兵　頭　好　喜

髙　橋　孝　子
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村　上　泰　久

村　上　泰　久

幹事

幹事

『伊予長浜ライオンズクラブ50周年記念例会』について

『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

　６月１２日㈰１４時より伊予長浜ライオンズクラブの結成５０周年記念例会
にスポンサークラブとして大川会長と出席してきました。会員数１４名の
クラブですが皆さん結束が深く活発なクラブさんでした。二宮会長のゴ
ングで始まりスポンサークラブの中央ＬＣは感謝状を頂きました。５０周
年記念事業は長浜高校水族館部へのビデオカメラとブルーレイレコー
ダーを寄贈、大洲市へ６基のベンチ寄贈をされました。例会の後、長浜
高校水族館部の見学に行きま
した。長浜高校は平成１１年に、
日本初の高校内水族館「長高水

族館」が開館し、過去には「日本学生科学賞」を、
３年連続全国表彰を受け、昨年は、第５８回日本
学生科学賞の中央審査で、最高賞の内閣総理大
臣賞（高校の部）に輝いています。地域と共に
活躍を共にしている伊予長浜ＬＣに尊敬の念に
堪えませんし、見習う事が多い例会でした。
　今後益々のご活躍を祈念します。

　平成２８年５月２９日㈰１１時からホテル椿館本店にて松山城東ライオンズ
クラブさんの結成１０周年記念大会に大川会長と幹事村上で参加してきま
した。
　当日朝から雨が降っていましたが、開会時間には雨が止み、松山城
東ＬＣの１０周年を祝っておりました。白石豪会長の開会ゴングで始ま
り、チャーターメンバー八塚豪様のライオンズの誓いで更に締まり、宮
内浩四郎名誉顧問からはチャーターナイト当時のお話がありその時のこ
とを思い出しながらのご挨拶で、とても勉強になりましたご挨拶でした。
１０ｔｈ記念事業では「松山市に車いす１０台進呈」、「毎月第２日曜日に道後

温泉にてお遍路さんのお接待」、「松山市コミセン コスモシアターでのプラネタリウム上映及び講演会」と、３つの
記念事業の発表がありました。会員数２５名の３３６Ａ地区１Ｒで一番新しいク
ラブですが皆さんチームワークよく、仲良く楽しいクラブということを感じ
た式典でしたとこを報告いたします。ほか、城東さんの通常アクティビティ
は柔道錬成大会、松山城登山道の清掃、愛媛県警察学校での防犯ブザー贈呈、
献血、国際平和ポスター、フリーマーケットです。
　参考までに城東さんの組織は、会長、前会長、第１副会長、第２副会長、幹事、
会計、ライオンテーマー、テールツイスター、会員委員長、二年理事１名、
一年理事３名、６委員会、です。中央ＬＣも見習う点が多い記念式典でした。
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６月の誕生人から一言・・・

村　上　泰　久幹事

『2015-2016年度336-Ａ地区１Ｒ 合同引継会』について

　平成２８年５月２８日㈯１５時から伊予鉄会館にて２０１５-２０１６年度３３６-Ａ地区１Ｒ-１９クラブ
の合同引継会に大川会長、兵頭会員会則委員長、森和幸次期会長、松浦次期幹事、
服部次期会員会則委員長と幹事の村上で出席しました。
　ＲＣ友澤様、１ＺＣ村井様、２ＺＣ古市様、３ＺＣ藤岡様、１Ｒ-ＧＭＴ・ＧＬＴ・家族及び女性・
会則・プロトコール委員 磯村様、ＰＲ・ライオンズ情報・大会参加委員 沖様、青少年・ＬＣＩＦ・
地域奉仕委員 戸田様、１Ｒ-環境保全・保健福祉・アラート委員 川中様、１Ｒ-ＹＣＥ・国
際関係委員 村上様から活動報告、引継ぎ事項の報告があり、その後、現・新の

会員委員長は会員委員会の引継ぎ会、現・次期の会長幹事はガバナー諮問委員会（引継ぎ会）に別れ、一年間の活動報告
と引継ぎ事項の発表をしてきました。各クラブの実情が分かり、今後中央の活動について大変役立ちました。
　最後に、２０１９-２０２０年度には中央ＬＣにローテーションでゾーンチェアパーソンの担当となります !!

木下　勝敏 1950（昭和25年）６月１日生
　当クラブに入会させて頂いて早いもので６年が経過しよう
としています。その間、いろいろな人との出逢いがあり数々
の学びがありました。特に今年は社会福祉委員長という立場
をいただいて皆様には大変お世話様になり心から感謝申し上
げます。今後ともよろしくお願い致します。

山之口智章 1965（昭和40年）６月３日生
　51歳。歴史ある同倶楽部に入会させて頂き２回目の誕生日
を迎えました。
　紙切れ１枚（辞令）にて転勤と成り得る立ち位置ではあり
ますが松山在任中は商売に倶楽部活動にと精一杯努めてまい
ります。皆様、今後とも宜しくお願いいたします。

栗山　純造 1972（昭和47年）６月29日生
　壮年期（成人としてもっとも体力、気力が充実していると
される年齢）の最後が44歳だそうです。なるべく摂生（食事・
運動・睡眠）に努める年にして、この期間を延長出来るよ
うにしたいと思います。来年はそんな45歳になっていたいで
す・・・

山本　幸治 1946（昭和21年）６月26日生
　古来稀なり、こんな言葉にとうとう来てしまったかと覚
悟しましたが「人生はニコニコ顔で命がけ」を残された平
澤興先生はこうも言っておられます。「五十、六十花ざかり。
七十、八十実がなって、九十、百歳熟れざかり」。この様に
生きたいものです。

二神　秀和 1956（昭和31年）６月７日生
　今年で60歳、５回目の年男で還暦を迎えました。今以上に
健康管理に努め、仕事に趣味にライオンズ活動を楽しんで行
きたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。

山口　雄次 1963（昭和38年）６月25日生
　皆様のご指導、そして皆様のおかげによりまして、元気で
５３歳と、入会１０年を迎える事が出来ました。５４歳に向かって
一歩一歩、また頑張っていきたいと思います。

河本　圭仁 1967（昭和42年）６月14日生
　ついに４９歳。最近白髪もチラチラ目立ち始めました。先日
はなんと、鼻毛の白髪を発見 ! 何とか、立派な中年に育つ
ことができました。最高のメンバーに支えられ、これから更
に、素敵なオヤジを目指し、楽しんでいきたいと思いますの
で、皆様、これからも宜しくお願い致します。

吉田　文彦 1939（昭和14年）６月11日生
　６月１１日で満７７歳となった。喜寿である。自分でも本当か
な？と可笑しく想う。
　これからも、大好きな日本酒を楽しみ、そして、だんだん
飛ばない、寄らない、入らないゴルフを、松山中央ＬＣのメ
ンバーと一緒に楽しみたいと思っている。

坂本　　茂 1960（昭和35年）６月25日生
　今年で56歳になります。比較的若く見られやすいのですが、
あと４年で還暦になります。今後は年相応なお付き合をいた
だくため、ライオンズの活動を通して、皆様との交流をます
ます深めていきたいと思います。ご指導、ご鞭撻のほどをよ
ろ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、森（和）、小倉、村上、戸梶、池田、清川、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、伊藤（英）、境、木下、大西（安）、和泉

〈会次第〉
１．開会宣言
２．出欠調査
　　　≫役員22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（５月分収支明細表）
　　　≫戸梶会計より報告「全体的には順調に推移」
６．特別報告
　　　≫大川会長より資料に沿って報告
７．審議事項
　⑴　退会届けについて………………………………………………… 会員・会則委員会
　　　Ｌ大門　勝　Ｌ横山博幸　Ｌ今駒昌美　Ｌ朝雲学人　Ｌ芦原英典
　　　Ｌ新野和幸　Ｌ友澤節男　Ｌ友澤悦子（家族会員）　Ｌ河合　浩　Ｌ野垣康之
　　　≫兵頭会員・会則委員長より報告……………………………… 〈審議〉→〈承認〉

　⑵　交替会員について　　片山　一様……………………………… 会員・会則委員会
　　　≫兵頭会員・会則委員長より報告……………………………… 〈審議〉→〈承認〉
　　　≫※交替会員の交替の手続きに関して、丹下理事より指摘があり、山本（修）さん
　　　　　の退会を承認。
　⑶　新会員について　　大西知人様　井上　光様………………… 会員・会則委員会
　　　≫兵頭会員・会則委員長より報告……………………………… 〈審議〉→〈承認〉
　⑷　スポーツ例会決算書（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〉
　⑸　６月第二お別れ例会予算書（案）について……………………… 計画・出席委員会 
　　　≫大西保健委員長より報告……………………………………… 〈審議〉→〈承認〉
　⑹　献血ルームプラカード決算書（案）について…………………………… 保健委員会
　　　≫太計画・出席委員長より報告………………………………… 〈審議〉→〈承認〉
　⑺　第36回福祉のつどいレクリエーションバレーボール大会後援予算書（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〉
　⑻　第19回ライオンズクラブ国際協会336－Ａ地区献血推進研究会について
　　　≫村上幹事より報告……………………………………………… 〈審議〉→〈承認〉
　⑼　その他
　　　≫特に無し
８．報告事項
　⑴　会費未納の方について
　　　≫村上幹事より報告
９．閉会

■第12回理事会 ● 2０16年₆月₆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．国歌及びライオンズヒム斉唱
４．会長あいさつ 
５．幹事報告
　　　⇒村上幹事より報告
　　　＊夏期略装期間のお知らせ（６月第１例会～９月第２例会）
６．審議事項　
　　　⇒なし
７．食事
８．内部卓話　　Ｌ松岡俊幸
　　　⇒松岡さんの卓話
９．委員会報告
　　1　合同委員会について
　　　　６月13日㈪　18：30～ズッケロ
　　　　　社会福祉／保健／教育・国際／青少年育成委員会
　　　　６月19日㈰　15：30～アサヒビール園伊予西条店
　　　　　財務／ＰＲ・ＩＴ／市民・公衆委員会
　　　　⇒以上、村上幹事より報告
　　2　４月献血結果報告
　　　　⇒大西（安）保健委員長より報告
　　3　５月献血依頼
　　　　⇒大西（安）保健委員長より報告
10．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
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
　　　⇒池田計画・出席副委員長より報告
13．閉会ゴング 
　　　⇒大川会長によるゴング
14．‘また会う日まで’合唱
15．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．新会員入会式　　　　本宮　薫様
　　　⇒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
　　　⇒本宮さんライオンズの誓い
　　　⇒戸梶さんスポンサーの宣誓
　　　⇒本宮さん新会員のあいさつ
　　　⇒大川会長による所属委員会任命　社会福祉際委員会

６．誕生祝（６月）　Ｌ木下（１日）、Ｌ山之口（３日）、Ｌ二神（７日）、Ｌ吉田（11日）､
　　　　　　　　　Ｌ河本（14日）、Ｌ本宮（20日）、Ｌ山口（25日）、Ｌ坂本（25日）、
　　　　　　　　　Ｌ山本（幸）（26日）、Ｌ栗山（29日）
　　　　　　　　　⇒河本さんのあいさつ
７．叙勲お祝い　　　　　Ｌ竹田祥一
　　　⇒大川委員長より御祝い贈呈
　　　⇒竹田さんよりあいさつ
８．ご子女結婚お祝い　　Ｌ近藤　猛
　　　⇒近藤さんよりあいさつ
９．横山さん　退会あいさつ
　　　⇒横山さんよりあいさつ
10．１年間100％出席者の発表（下半期入会）
11．審議事項　　　　　　　　　　　　
　⑴　交替会員について　片山　一様………………………………… 会員・会則委員会
　　　⇒兵頭会員委員長より報告…………………………………………………… 【承認】
　⑵　新会員について　冨士原　裕様　大西知人様　井上　光様… 会員・会則委員会
　　　⇒兵頭会員委員長より報告…………………………………………………… 【承認】
　⑶　スポーツ例会決算書（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】
　⑷　６月第二お別れ例会予算書（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　献血ルームプラカード決算書（案）について…………………………… 保健委員会
　　　⇒大西保健委員長より報告…………………………………………………… 【承認】
　⑹　第36回福祉のつどいレクリエーションバレーボール大会後援予算書（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】
　⑺　第19回ライオンズクラブ国際協会336－Ａ地区献血推進研究会について
　　　⇒松浦副幹事より報告………………………………………………………… 【承認】
　⑻　その他
　　　⇒大川会長より特別報告
12．報告事項
　⑴　退会届けについて………………………………………………… 会員・会則委員会
　　　Ｌ大門　勝　Ｌ横山博幸　Ｌ今駒昌美　Ｌ朝雲学人　Ｌ芦原英典　Ｌ新野和幸
　　　Ｌ友澤節男　Ｌ友澤悦子（家族会員）　Ｌ河合　浩　Ｌ野垣康之
　　　Ｌ山本修嗣（交替の為）
　　　⇒兵頭会員委員長より報告
　⑵　会費未納の方について
　　　⇒松浦副幹事より報告
13．食事
14．委員会報告
　　1　６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
　　2　下半期まごころ箱の報告………………………………………… 社会福祉委員会
　　　　⇒木下社会福祉委員長より報告
15．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
16．ファイン･ドネーションの報告
　　　⇒戸梶会計による報告
17．出席率の報告
　　　⇒太計画・出席委員長より報告
18．閉会ゴング
　　　⇒大川会長によるゴング
１9．‘また会う日まで’合唱
20．ローア

■第1236回例会

■第1237回例会

● 2０16年₅月24日㈫　12：15～
● 於：ホテルＪＡＬシティ松山

● 2０16年₆月14日㈫　12：15～
● 於：ホテルＪＡＬシティ松山
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☆出席率　85％　☆ファイン　600円　☆ドネーション　127,000円

◆ 平成28年₅月第₂例会
Ｌ大川　耕三　早川さんのホールインワンを祝して
Ｌ森　　和幸　早川さんホールインワンおめでとう
Ｌ小倉　圭二　松岡さん内部卓話ありがとうございます
Ｌ戸梶　直美　ゴルフ遠征お疲れ様でした。皆様多額のドネーション

ありがとうございました
Ｌ廣江　和男　エコノミークラス症候群を防ぐには「貧乏ゆすり」が

効果があるそうです。
Ｌ兵頭　好喜　ライオン誌担当です。笑って読んでください。
Ｌ吉田　文彦　楽しいゴルフ遠征でした
Ｌ服部　　勲　松岡さん卓話ありがとうございます
Ｌ原瀬　忠広　松岡さん、卓話ありがとうございます
Ｌ早川　義仲　大山ゴルフ委員会にて優勝させていただきました。

又、ホールインワンもしました。ありがとうございま
す

Ｌ松浦　龍也　夏まいてきました !
Ｌ丹下　靖憲　ゴルフ遠征楽しかった。早川さんホールインワンおめ

でとう。同伴者でした。
Ｌ永野　通夫　早川さんおめでとうございます。
Ｌ清川　和夫　松岡さん卓話ありがとうございます
Ｌ池田　博英　松岡さん卓話ありがとうございます
Ｌ高山　正志　大川丸、締め月 ! 無事に帰港を !!
Ｌ程野　裕貴　早川さん、ホールインワン、優勝おめでとうございま

す。ゴルフ委員会遠征はまさに早川さんの為のもので
した。

Ｌ中岡　富茂　早川さん、ホールインワンおめでとうございます。
Ｌ伊藤　英樹　松岡さん内部卓話ありがとうございます
Ｌ大西千恵春　早川さんやりましたね。ホールインワン。１勝１敗で

す。
Ｌ平尾　由紀　我社にダンサーとゴルファーが入社しました～ !! 業種

がわかるかも。
Ｌ新崎　　勉　早川さんホールインワン、優勝おめでとうございます。

暑さに負けず頑張って下さい。
Ｌ両田　　晃　早川さん、ホールインワンおめでとうございます。
Ｌ大宿　有三　早川さんホールインワンおめでとうございます。

Ｌ松岡　俊幸　早川さんホールインワン、優勝おめでとうございます。
Ｌ伊賀上竜也　松岡さん、内部卓話ご苦労様です。
Ｌ大西　安子　松岡さん卓話ありがとうございます。早川さん、Ｈワ

ン、優勝おめでとうございます。
Ｌ土井　晴彦　食事をゆっくり頂きました。たまにはいいですね。
Ｌ加地　雅臣　早川さんホールインワンおめでとうございます。
Ｌ境　　俊之　27日、88回目の献血に行きます。90回はクリアできそ

うです。
Ｌ加藤　定伸　早川さんホールインワンおめでとうございます。
Ｌ新宮　幸孝　ゴルフ委員会遠征おつかれ様でした。
Ｌ石居　洋子　松岡さん卓話ありがとうございます。
Ｌ山本　幸治　松岡さん卓話ありがとうございます。
Ｌ喜井　茂雅　早川さんホールインワンおめでとうございます。
Ｌ山本　修嗣　天気が良すぎてまっ黒になりました ! 夏が怖いです。
Ｌ木下　勝敏　早川さんホールインワンおめでとうございます。
Ｌ西原　一志　早川さん、ホールインワンおめでとうございます。
Ｌ盛重　泰輔　松岡さん内部卓話ありがとうございました。
Ｌ山之口智章　松岡さん卓話ありがとうございます。楽しみにしてお

ります。
Ｌ久保美代子　松岡さん内部卓話ありがとうございました。大川丸は

あとひと息ですね。
Ｌ新野　和幸　献血できる～体をとりもどす !!
Ｌ韓　　雪峰　早川さんおめでとうホールインワン
Ｌ橋本　和範　欠席です。すみません。
Ｌ和泉　光浩　ゴルフ遠征お疲れ様でした。早川さんホールインワン

おめでとうございます。
Ｌ内海由美子　早川さんホールインワンおめでとうございます。
Ｌ松本　政清　松岡さん卓話ありがとうございます。

☆出席率　82％　☆ファイン　4,100円　☆ドネーション　141,000円

◆ 平成28年₆月第₁例会
Ｌ大川　耕三　本宮さん入会おめでとう
Ｌ森　　和幸　本宮さん入会ありがとうございます
Ｌ戸梶　直美　本宮さん入会おめでとうございます。これから一緒に

ライオンズ活動いたしましょう
Ｌ小倉　圭二　本宮さん入会おめでとうございます
Ｌ服部　　勲　本宮さん御入会おめでとうございます
Ｌ廣江　和男　本宮さん入会を祝って
Ｌ兵頭　好喜　本宮さん入会おめでとうございます
Ｌ徳永　昭夫　「和を以て　貴しとなさむ　山　みどり」
Ｌ早川　義仲　本宮さん、待望の女性会員です。ありがとうございま

す。
Ｌ島田　省吾　本宮さんの入会を祝って。
Ｌ高橋　孝子　本宮さん !! 入会おめでとうございます。
Ｌ宮川　晶子　本宮さん入会おめでとうございます。天高く、馬肥ゆ

る夏。露雨の晴れ間のビールがおいしい !!
Ｌ丹下　靖憲　本宮さん入会おめでとうございます。竹田さん叙勲お

めでとうございます。
Ｌ松浦　龍也　本宮さんよろしくおねがいします。
Ｌ永野　通夫　本宮さん入会おめでとうございます。
Ｌ清川　和夫　本宮さん入会ありがとうございます。
Ｌ太　　亨哲　たくさんの出席誠にありがとうございます。
Ｌ高山　正志　大川丸無事帰港に !
Ｌ山田　　哲　竹田さんおめでとうございます。
Ｌ武智　正晴　本宮さん入会おめでとうございます。
Ｌ伊藤　英樹　本宮さん入会おめでとうございます。
Ｌ中岡　富茂　本宮　薫さん入会おめでとうございます。
Ｌ髙田　健司　６/15明日はりこちゃん２才の誕生日　LINE動画がい

やしとなっています。
Ｌ両田　　晃　本宮さん入会おめでとうございます。
Ｌ大西千恵春　本宮さんいらっしゃ～い
Ｌ大宿　有三　大西保健委員長ご苦労様でした

Ｌ新崎　　勉　暑い夏を楽しく涼しく乗り越える方法です。泡や ! 即
実行が伴います。

Ｌ大西　安子　本宮さん入会おめでとうございます。中央ＬＣも皆様。
厚生労働大臣賞おめでとうございます。

Ｌ山本　幸治　竹田先生、叙勲おめでとうございます。
Ｌ新宮　幸孝　本宮さん入会おめでとうございます。
Ｌ加藤　定伸　本宮さん入会おめでとうございます。
Ｌ境　　俊之　本宮さん入会おめでとうございます。近藤さんお嬢様

ご結婚祝します。
Ｌ土井　晴彦　本宮様、入会おめでとうございます。
Ｌ喜井　茂雅　また１年間100％出席できました。感謝です。
Ｌ木下　勝敏　１年間楽しい航海でした
Ｌ盛重　泰輔　本宮さん御入会おめでとうございます。
Ｌ西原　一志　本宮さん、新入会おめでとうございます。
Ｌ本宮　　薫　松山中央ライオンズに入会いたしました。
Ｌ久保美代子　本宮さん入会おめでとうございます。女性パワーで楽

しみましょう
Ｌ橋本　和範　竹田さん　叙勲おめでとうございます。
Ｌ韓　　雪峰　本宮さんご入会おめでとうございます。
Ｌ内海由美子　本宮様宜しくお願いします。
Ｌ松本　政清　本宮さん入会お目出とうございます
Ｌ近藤　　猛　本宮さん入会おめでとうございます。
Ｌ和泉　光浩　合同委員会お疲れ様でした
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今回、大山への遠征ゴルフ委員会におきまして、初参加にて優勝を
させていただきました。申しわけありません。そして、前日にはなん
とホールインワンを達成する事が出来、私自身が一番おどろいて
おります。これもレッスンをしながら同伴していただいた丹下さん
を始め、大川さん、仙波さんのおかげです。心より感謝いたします。
又、今期最後の委員会におきまして、この喜びを皆さんとわかち合
いたいと思いますので、宜しくお願い致します。出費を考えると、喜
びも複雑ですが！

早川 義仲優勝者からひとこと

5/19㈭ 大山平原ゴルフクラブ

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
兄が松山中央ＬＣに在籍しておりましたので、故清水さん・故盛重さんと親しくさせて貰いゴルフや飲みに
出かけていることは知っておりました。兄が亡くなってから入会の誘いは、多忙のためと断っておりました
が、ある時、故清水さんから国際ホテルに呼び出され、仕事関連の用事だと思っていると、現地には故盛重
さんも一緒におられ、机の上に入会書がおかれておりました（*_*）。その状況に断りきれず入会させていただ
きました（笑）。入会後は兄が在籍していたこともあり、諸先輩方に面倒をみていただき、大事にして頂きま
した。
■入会してよかったこと

いろいろな人に出会えたことが財産になっております。会長職を引き受ける際に故清水さんから『会長する
には100年かかる』という重い言葉を頂きましたが、実際会長の経験させていただき、もっと早く経験でき
ていれば、仕事に活かせられた貴重な経験ができたこと感謝しております。
■辛かったこと・苦労したこと

会長職を引き受ける前に、歩き遍路参りを行っておりましたが室戸に向う途中に脳梗塞を患い、言語障害の
後遺症が残ったまま会長の年を向かえ、例会や委員会など挨拶の際、聞き苦しいところをお見せし、みなさ
んにご迷惑をおかけしました。
■エピソード

会長就任の年に『スマイル　アフリカ　プロジェクト』という小中学校を対象にした中古シューズ回収の新
規事業を行いましたが、事業の趣旨をなかなか理解してもらえず苦労したこと覚えております。小中学校を
20校回って14校が協力支援を頂き、1200足のシューズ回収を行いました。本プロジェクトを立ち上げたマラ
ソンの高橋尚子さんが愛媛マラソンにて来松されたときに贈呈式を行う予定でしたが、ソチオリンピックの
レポーターの仕事で来られなくなり実現できず残念でした。
■後輩会員に一言

例会・委員会・アクティビティを通じて、会員同士の懇親を深めていくことが新たな活動に繋がっていくの
ではないかと思います。


