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来月開催予定のアクト紹介
（皆で積極的に参加しましょう）

■ 小・中学生ゴルフ大会（裏面に解説有）
■ 献血活動
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「We Serve」われわれは奉仕する
●国際協会モットー

「100周年，夢と誇り・
　　笑顔と絆で　We Serve」

●336−A地区　ガバナーズ  スローガン

●ガバナーズ  キーワード

「挑
い ど

む」

　今年度、会長の大役を仰せつかりました森でご
ざいます。松山中央ライオンズクラブに入会させ
て頂いてあっという間に20年が経ちました。数年
前から若い世代への引継ぎが出来る会長をとい
うことで、先輩の皆様から御指導を受けてまいり
ました。それを踏まえ本年度のスローガンは「伝
統と伝承、革新の力でウィサーブ」運営方針は

「守るべき伝統を継承し、革新を実現する」とさ
せていただきました。
　伝統とは時代により変化してこそ伝統を守る
ことであるといわれています、運営方針のとお
り、小さな改革を積み重ねながら大川前会長から

引き継いだクラブを原瀬次期会長により良い形
でつないでいけるよう一年間努力していきたい
と思います。
　役員はもちろん、委員長、委員会の皆さん全会
員がそれぞれの立場で、松山中央ライオンズクラ
ブを盛り上げて頂いてこそクラブの活性化につ
ながってゆくものと確信いたします。
　一年間、精一杯努めてまいりますので皆様のご
協力、ご支援をお願いいたしまして御挨拶とさせ
ていただきます。一年間どうぞよろしくお願い申
し上げます。

会長就任挨拶 森　　　和　幸第53代会長

　この度は、会計の大役をさせていただき有難う
ございます。
　役が人を育てると言います。この役をいただい
て初めてクラブのお金の流れを詳細に見る機会
をいただきました。先輩方が積み上げられた健全
会計と、５年毎の周年事業を計画的に実施する伝
統を脈々と感じます。
　松山中央ライオンズクラブは、We Serve（わ
れわれは奉仕する）をモットーに、献血、女子中
学生ソフトボール、中学生職場体験、をはじめ約

30の奉仕活動を毎年数百万円かけて地域社会に
奉仕しています。私をはじめ、一人一人は小さな
力ですが、100名を超える会員の皆様と力を合わ
せ、地域社会の健全な発展の為に尽力してまいり
ます。
　森和幸会長、松浦龍也幹事を支え、松山中央ラ
イオンズクラブの歴史を「清く正しく美しく」伝
承できるように頑張ります。活躍の場をいただき
有難うございます。感謝。

会計就任挨拶 中　岡　富　茂

　今年度、幹事を仰せつかりました。
　50周年以降昨年度は処々小さな問題がありま
したが、前任の皆様にご苦労いただき、松山中央
ライオンズクラブを守っていただいたと思いま
す。この思いを引き継ぎ、森会長スローガン「伝
統と伝承、革新の力でウィサーブ」のもと、森会
長を支え、１年間皆様とともに活発で楽しいクラ
ブ運営をしたいと思っております。至らぬところ

が多々あろうとは思いますが、一生懸命務めて参
ります。皆様の御指導御鞭撻、又お力添えをいた
だければ幸いです。どうぞ１年間宜しくお願い申
し上げます。

幹事就任挨拶 2016～2017年度幹事

就　任　挨　拶

松　浦　龍　也



（LC、小笠原）
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　皆様本年度ライオンテーマーの命を拝することとなり
ました太でございます。
　私は2010年に入会いたしましてこのクラブで様々な経
験や学習をさせていただきました。
　私の大好きな松山中央ライオンズクラブの伝統と名誉
を汚さぬようクラブ活動に精進して参りたいと思います。

　100年に向けてやっと半分を過ぎた我がクラブにも様々
な事柄がありました。
　しかし尊敬する先輩方の適切な舵取りの下、我がクラブ
はさらなる結束と発展をすることができました。新生？松
山中央ライオンズクラブのため粉骨砕身がんばります！

ライオンテーマー就任挨拶 太　　　亨　哲

　テールツイスターは名誉な役なんだと森会長に口説か
れまして、大役を仰せつかりました。
　先日のお別れ例会では320万円のドネーションの目標金
額を勢いで設定してしまいまして、前途多難な状況ではあ
りますが、例会が盛り上がりますようにアイデアを駆使し
ていこうと知恵を絞り出しています。

　その一つとして会員の皆さまの座右の銘を教えていた
だきましたが、これがなかなか勉強になります。テールツ
イスターの活躍に活用させていただき、これをきっかけに
してますます会員同士のお互いの理解が深まればと思っ
ております。
　これから１年間、何卒よろしくお願い申し上げます。

テールツイスター就任挨拶 山　田　　　哲

　この度会員会則委員長を仰せつかりました服部です。
　満を持して森会長の船出ですが、会員会則委員長の大役
の自信は有りませんが精一杯務めさせて頂く所存です。現
在松山中央ライオンズクラブの会員数は103名ですが、何
とか以前のような『華の中央』と呼ばれるに相応しい団結

力の有る会員数にしたいと考えております。是非とも会員
の皆様の協力をお願い致します。

会員会則委員長就任挨拶 服　部　　　勲

　今年度、森会長のもとで財務委員長をさせていただきま
す早川です。一年間宜しくお願い致します。今回、予算の
編成は中岡会計を中心に作成していただきましたが、出来
上るまでの作業は大変の様でした。私もその内容を理解し
勉強しながら頑張っていくつもりです。委員会は地味な委
員会ですので、開催場所とかいろいろと工夫しながら委員

の方に出席していただける様、考えて行ってまいります。
　退会者もたくさん出た後の激動の一年になると思いま
すが、森会長を支えて頑張ってまいります。

財務委員長就任挨拶 早　川　義　仲



（LC、仙波）
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　第36回福祉のつどい（体育）レクリエーションバレーボール大会が７月５日に特定非営利活動
法人愛媛県知的障害者福祉協会主催のもと西条市総合体育館に県下12チームが集い、盛大に開催
されました。
　当クラブが社会福祉活動の一環として受け継いでいる本大会に、今回も小倉第２副会長と喜井

副委員長と私の３名で開会式（メダルの贈呈）に参加し
てきました。
　この大会は、当クラブの伝統あるアクティビティのひ
とつで、ここでも地域に根付いた奉仕活動を力強く着実
に遂行している様子を肌で感じることができ、歴史と伝
統の松山中央ライオンズクラブの存在価値を改めて認識した次第です。
　今後、当クラブの大きな柱のひとつである「福祉のつどい」のアクティビティが
益々向上、発展しますよう期待申し上げます。

第42回松山市少年剣道錬成大会

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
木　下　勝　敏前　社会福祉委員長

和　泉　光　浩前　青少年育成委員長

　第42回少年剣道錬成大会が６月25日重信ツインドーム
で開催されました。威厳に満ちた開会式の後、盛大に開
催されました。
　少年少女の剣士
たちのキビキビし
た試合は緊張感が
あり、とても魅力
的でした。来期の
サポートもどうぞ
よろしくお願いし
ます。

　皆さま１年間計画出席委員会に多大なるご協力誠にありがとうございました。お別れ
例会の総評を委員長の最後の仕事にすることになりまして、正直ホッとしております。

お別れ例会も皆さまの温かい心遣いで盛会裏に終える
ことが出来ました。フルートとピアノの美しい音色で
アカデミックな（笑）…趣向になったのではないかな
と思いました。また新潟LCの冨山第二副地区ガバナー
にもご参加いただいた上に大変素晴らしい挨拶を頂き、

「さすがガバナーになる方は挨拶が違う！」と感銘を受
けました。クイズ大会ではお客様に誤解のないようにクイズの質問内容も急遽変更する
などバタバタして大変楽しかったです。本当に１年間ありがとうございました。

太　　　亨　哲前　計画出席委員長お 別 れ 例 会
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７月の誕生人から一言・・・

新崎　　勉 1947（昭和22年）７月４日生
　いよいよ69歳、古稀を迎えるまでにあと１年を残すばかりとなりました。「人生とは？人
が生きるとは？」と、自らの課題に問いかけながら今まで生きてきましたが、未だにその
確証は得られておりません。然しながら、漠然とではありますがその全貌が少しずつ見え
てきたような気がします。お陰様で今までこれと言った病も得ず健康に過ごしてまいりま
したが、これからが正念場と心得「全てを楽しむ心」で、遅馳せながら私なりの集大成へ
の準備を進めて行かなければと思っております。今後共どうぞよろしくお願い申し上げます。

丹下　靖憲 1943（昭和18年）７月20日生
73回目の誕生日を迎えます。
今回の免許証書き換えは、事前に自動車教習所講習が必要でした。
四つ葉マークへの仲間入りです。本人が感じている以上の変化です。
嫌が応でも歳を意識せざるを得ません。
体調維持を図り、73歳の年齢に負けないゴルフに挑戦したいと思います。

喜井　茂雅 1965（昭和40年）７月６日生
　51歳は祖父が他界した年齢です。父が51歳の時に「親父を越えた」
と、しみじみ話していたのを思い出しました。その息子の私も今年51
歳、世間からすると、小さな小さな歴史ですが、こうやって歴史がで
きていくのかなと思えます。松山中央ライオンズの歴史の中にも仲間
の一員として存在できるよう努めたいと思います。今後ともよろしく
お願いいたします。

盛重　泰輔 1969（昭和44年）７月４日生
47歳になりました。入会して初めての誕生日を迎えました。
ライオンズに入会して先輩方の元気さに驚いております。
私も負けないように健康管理に気を付けてこれからの仕事・ライオン
ズ活動を精一杯やっていきたいと思います。
今後とも宜しくお願いいたします。

島田　省吾 1929（昭和４年）７月２日生
　７月２日で87歳になりました。
　今年は３月から６月にかけて体調が悪くて、苦労しましたが、よう
やく治り、療養中やめていた晩酌を復活できるようになって、うれし
く思います。
　今年度も前年に引き続いて例会純出席100％を目指したい、と思い
ます。

伊藤　幸満 1967（昭和42年）７月26日生
　もうすぐ50歳になります。今まで何をしてきて　何を残したか自信
はありませんが、人生の半分以上が過ぎ、これから、より一層時間を
大事に過ごしたいと思います。今年は青少年育成委員長をさせて頂き
ます。どうかよろしくお願いいたします。

木　下　勝　敏前　社会福祉委員長まごころ箱募金回収
　今回も我が松山中央ライオンズクラブの伝統あるアクティビティであります「まごこ
ろ箱」の下半期の募金回収を６月６日に実施し、大川会長と喜井副委員長と私で愛媛新
聞社へ６月14日に贈呈に行ってまいりました。
　歴史と伝統のある社会福祉活動に貢献してきた当クラブの存在意義の重要性を再認識
した次第です。このアクティビティは松山中央ライオン
ズクラブの伝統ある事業として脈々として受け継がれて
来たもので、今後に継承してまいりたいと思います。
　今回もご賛同ご協力を頂きました、松山空港ビル・全

日空ホテル・ホテルJALシティ松山・子規堂・サークルK勝山通り店・一興立花店・
一興久万ノ台店・一興砥部店・笠組本店の９事業所のみなさまに心からのお礼申し上
げ、ご報告とさせて頂きます。

　歴史と伝統ある松山中央LCに入会できた
事を、大変光栄に思います。
　介護人材教育・育成コンサルで「愛媛の介
護人材を輝かす！」をテーマにしております。
　奉仕活動を通して精進していきたいと思い
ます。
　先輩方より可愛がって頂ける、新入会員に
なりたいと思います。宜しくお願いします。

　この度、新しく入会させて頂きました㈱サ
インアートトライの井上です。私の会社では
中四国・関西エリアを中心に看板の企画・デ
ザインを行っております。松山中央ライオン
ズクラブの一員として、この入会を機に地域
社会に貢献出来る活動をしていきたいと思っ
ております。よろしくお願い致します。

株式会社CPI

株式会社サインアート・トライ

本宮　　薫

井上　　光

　この度は、伝統ある松山中央ライオンズク
ラブに入会させていただき、大変光栄に存じ
ます。微力ではありますが、無理せず、自分
にできることをコツコツと息長く継続してい
けたら幸いです。今後とも、ご指導ご鞭撻を
よろしくお願い申し上げます。

　新会員の片山一（はじむ）と申します。名前
の読み方が独特でなかなか、正しく読んでいた
だけません。広島出身ですが、四国勤務は初め
てで、しかも、人生初の単身赴任です。赴任に
際して、諸先輩、知人から松山はとってもいい
ところと言われてきましたので、自分自身で松
山の良さを発見、掘り下げていきたいと思って
います。よろしくお願いいたします。

株式会社風土

五洋建設株式会社

大西　知人

片山　　一

代表取締役社長

執行役員・四国支店長

代表取締役

代表取締役



6

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、兵頭、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）、大西（安）、和泉

〈会次第〉
１．開会宣言
２．出欠調査
　　　≫役員19人中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
５．審議事項
　⑴　６月第二例会（お別れ例会）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>
　⑵　第42回松山市少年剣道練成大会決算書（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>
　⑶　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（安）保健委員長より報告………………………………………………………………… <審議>→<承認>
　⑷　会計報告（６月収支明細書）
　　　≫戸梶会計より報告　「全体的に順調に推移」
　⑸　2015～2016年会計決算報告
　　　≫戸梶会計より報告
　⑹　2015～2016年会計監査報告
　　　≫永野会計監査より報告…………………………………………………………………………… <審議>→<承認>
６．閉会

出席者（役員）Ｌ森（和）、Ｌ大川、Ｌ原瀬、Ｌ小倉、Ｌ山本（宗）Ｌ松浦、Ｌ中岡、Ｌ太、Ｌ山田、Ｌ服部、
　　　　　　　Ｌ丹下、Ｌ河本、Ｌ近藤、Ｌ新宮、Ｌ大西（安）、Ｌ伊藤（憲）、Ｌ兵頭、Ｌ永野（通）、Ｌ宮川、
　　　　　　　Ｌ村上、Ｌ伊藤（英）、Ｌ和泉　
　　　　（オブザーバー）　Ｌ早川、Ｌ池田、Ｌ武智（正）、Ｌ喜井、Ｌ大西（千）、 Ｌ加藤、Ｌ高橋、Ｌ伊藤（幸）
１．開会宣言……………………………………………………………………………………………… ＜審議＞→＜承認＞
２．出欠調査
　　　≫役員22名中19人の出席を確認
３．会長あいさつ
４．前回準備理事会議事録の確認　【P３－P４】
　　　≫松浦幹事より報告
５．審議事項
　　準備理事会の仮承認事項の本審議
　⑴　2016－2017年度方針（スローガン）について【P７－P15】
　⑵　委員会構成について　　　　【P16－P18】
　⑶　財務委員会に対する指示について
　　　①　会費納入時期及び金額について
　　　　　　前　期：　78,000円
　　　　　　後　期：　77,000円
　　　②　取引銀行について　　→　伊予銀行・愛媛銀行・阿波銀行
　⑷　年会費の配分について
　　　　　　　運営費：　83,000円　
　　　　　　　会食費：　72,000円
　　　≫松浦幹事より一括報告　⑴～⑷……………………………………………………………… ＜審議＞→＜承認＞
　⑸　予算書（案）について　【別紙１】

　　　≫中岡会計より報告   前年度繰越での確定 …………………………………………………… ＜審議＞→＜承認＞
      　　永野理事より余剰金の名目を考えたらという意見あり。
　⑹　例会の日時、場所決定について【Ｐ19】
　　　①　場所について
　　　　　特別例会を除いて従来通り、『ホテルＪＡＬシティ松山』とする。
　　　②　ナイター例会について
　　　　　次の例会をナイター例会（18：00又は18：30～ 21：00）とする。
　　　　　　【家族例会】　９月27日（火）　　 【創立記念例会】11月22日（火）
　　　　　　【新年例会】　１月10日（火）　　 【お別れ例会】　  ６月27日（火）
　⑺　理事会の日時、場所決定について【Ｐ20】
　　　①　日時について
　　　　　１）11月７日（月）を11月１日（火）に変更
　　　　　２）１月２日（月）を１月５日（木）に変更
　　　②　場所について
　　　　　例外を除いて従来通り、『松山全日空ホテル』とする。
　⑻　理事会後の懇親会について
　　　３ヵ月に一度程度会食を行うこととする。　　　　　会費：5,000円
　⑼　名刺作成について
　　　会長、前会長、幹事、会計、会員委員長、第１副会長、第２副会長、第３副会長、
　　　計画･出席委員長、PR・IT委員長、事業委員長５名
　　　　　名刺台紙12箱（1箱100枚）×＠1,620円 ＋送料400円　 ＝ 19,840円
　　　　　名刺印刷（役員各100枚）８名×＠1,500円 ＋消費税　 ＝ 12,960円
　　　　　名刺印刷（委員長各50枚）７名×＠1,500円 ＋消費税   ＝ 11,340円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計44,140円
　⑽　会員交流委員会について（10月と４月年２回予定）
　⑾　松山市青少年育成市民会議会費について　正会員会費：10,000円　【P21】
　⑿　愛媛アイバンク賛助会費　　　1口10,000円　【P22】
　⒀　クラブ専用スマートフォン購入について　　　 【P23】
　⒁　クラブ組織表廃止について
　⒂　ライオンズ手帳表紙変更について
　⒃　「ダメ。ゼッタイ」国連支援募金運動への協力について　
　　　例年通り、例会時に保健委員会メンバーが募金を集める（１人500円目安）
　⒄　2016-2017年度国際会長のテーマ・336-A地区ガバナースローガン・会長スローガン垂れ幕制作について
     　 3,000円×３枚 ＋ 消費税 720円  ＝9,720円
　　　≫松浦幹事より一括報告　⑹～⒄……………………………………………………………… ＜審議＞→＜承認＞
　⒅　愛媛アイバンク設立30周年事業に対する支援のお願い　　１口：10,000円
　　　≫松浦幹事より報告……………………………………………………………………………… ＜審議＞→＜承認＞
　⒆　1R運営資金納入について　
　　　＠100円×12ヶ月×103名（会員数）＝123,600円（ 2016/ 7/ 1 現在 ）
　　　≫松浦幹事幹事より報告………………………………………………………………………… ＜審議＞→＜承認＞
　⒇　1R-3Z第１回ガバナー諮問委員会及び第１回ゾーンレベル会員委員会参加・登録料について
　　　会長・幹事・会計（6,000円×３名）　・会員委員長（7,000円）　合計25,000円
　　　■日　時　2016年８月６日（土）ゾーンレベル委員会受付（会員委員長）　15:00～16:00
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  諮　問　委　員　会　　　　　　　　　16:00～18:00
　　　■場　所　いよてつ会館3Ｆ　
　　　≫松浦幹事幹事より報告  ……………………………………………………………………… ＜審議＞→＜承認＞
　�　交替会員について　　菅野直也様　髙原政彦様　【P24】 ……………………………………… 会員・会則委員会
　　　≫服部会員委員長より報告……………………………………………………………………… ＜審議＞→＜承認＞
　�　ありがとうメッセージはがき企画予算書（案）について【P25－P26】  …………………… 教育・国際委員会
　　　≫加藤教育国際委員長より報告………………………………………………………………… ＜審議＞→＜承認＞
　�　国際平和ポスター企画予算書（案）について【P27－P28】 …………………………………… 教育・国際委員会
　　　≫加藤教育国際委員長より報告………………………………………………………………… ＜審議＞→＜承認＞
　�　第14回愛媛県小・中学生ゴルフ大会予算書（案）について【P29－P30】 …………………… 青少年育成委員会
　　　≫伊藤青少年育成委員長より報告……………………………………………………………… ＜審議＞→＜承認＞
      　第13回はミスプリント、14回に訂正
６.　報告事項
　　　≫なし
７.　その他
　　　≫なし
８.　閉会 

■臨時理事会 ● ２０１6年₇月₄日㈪　１7：3０～
● 於：松山全日空ホテル₄階　ガーネットルーム

■第１3回理事会 ● ２０１6年₇月₄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ヒム斉唱
４．ゲスト紹介　ライオンズクラブ国際協会333-Ａ地区 第二副地区ガバナー 冨山道郎様
　　　⇒村上幹事による紹介
５．会長あいさつ
　　　⇒大川会長あいさつ
６．2015-2016年度　年次報告
７．新会員入会式　　　片山　一様、大西　知人様、井上　光様
　　① 新会員略歴紹介
　　　⇒兵頭会員委員長より紹介
　　② ライオンズ・バッジ贈呈
　　　⇒大川会長より贈呈
　　③ 新会員「ライオンズの誓い」
　　　⇒片山さんによる「ライオンズの誓い」
　　　⇒大西（知）さんによる「ライオンズの誓い」
　　　⇒井上さんによる「ライオンズの誓い」
　　④ スポンサーの宣誓
　　　⇒大川会長よりスポンサーの宣誓
　　　⇒武智（正）さんよりスポンサーの宣誓
　　　⇒早川さんよりスポンサーの宣誓
　　⑤ 新会員あいさつ
　　　⇒片山さん　  あいさつ
　　　⇒大西（知）　あいさつ
　　　⇒井上さん　  あいさつ
　　⑥ 会長歓迎あいさつ及び所属委員会の任命
　　　⇒大川会長より歓迎あいさつ、
　　　　片山さん　  青少年育成委員会へ任命
　　　　大西（知）　保健委員会へ任命
　　　　井上さん　  社会福祉委員会へ任命
８．2014-2015年度　クラブ幹事100％優秀賞受賞　　　Ｌ山本宗宏
　　　⇒山本（宗）さん　あいさつ
９．会長・幹事・会計・ライオンテーマー・テールツイスター退任あいさつ
　　　⇒大川会長あいさつ
10．会長アワードの贈呈
　　☆ １年間例会純出席100％賞　　　　28名
　　　⇒島田さんあいさつ
11．役員交代引継行事
　　① 役員のあいさつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　会員委員長　　Ｌ兵頭好喜
　　　⇒兵頭さんあいさつ
　　② 現役員に対し謝辞　　　　　　　　　　　　　　　　　第一副会長　　Ｌ森　和幸
　　　⇒森さんあいさつ
　　③ 五役バッジ引継、記念品贈呈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新旧役員
　　④ 役員記念品贈呈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　退任理事
　　　⇒吉田さんあいさつ
　　⑤ 委員長記念品贈呈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　退任委員長
　　　⇒和泉さんあいさつ
12．幹事報告　
　　　なし
13．委員会報告 　
　　　なし
14．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．ゴング、クラブ旗引継
　　　⇒大川会長から森さんへ

１．開会ゴング
　　　⇒森会長によるゴング
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．会長就任あいさつ
　　　⇒森会長挨拶
５．五役及び委員長紹介並びに新委員長代表あいさつ
　　　⇒紹介、代表して服部委員長より挨拶
６．誕生祝（７月）Ｌ島田（２日）　Ｌ新崎（４日）　Ｌ盛重（４日）　Ｌ喜井（６日）
　　　　　　　　　Ｌ丹下（20日）　Ｌ片山（25日）　Ｌ伊藤（幸）（26日）
　　　⇒代表して島田さんより挨拶
７．米寿御祝い　　Ｌ島田省吾
８．古希御祝い　　Ｌ新崎　勉
９．還暦御祝い　　Ｌ片山　一
　　　⇒森会長より記念品贈呈、皆様より一言づつ挨拶
10. 審議事項
　⑴　６月第二例会（お別れ例会）決算書（案）について【P４】 ………………………………… 前計画・出席委員会
　　　⇒太前計画出席委員長の報告……………………………………………………………………………………【承認】
　⑵　第42回松山市少年剣道練成大会決算書（案）について【P５】 ………………………………… 前青少年育成委員会
　　　⇒和泉前青少年育成委員長の報告………………………………………………………………………………【承認】
　⑶　献血活動記念品決算書（案）について【P６】 ……………………………………………………… 前保健委員会
　　　⇒大西前保健委員長の報告………………………………………………………………………………………【承認】
　⑷　前年度決算および監査報告【P７－P11】 …………………………………………… 前財務委員会・前会計・監査
　　　⇒戸梶前会計、河本会計監査の報告……………………………………………………………………………【承認】
　⑸　2016－2017年度方針（スローガン）について【P12－P18】
　　　⇒森会長より発表…………………………………………………………………………………………………【承認】
　⑹　委員会構成について【P19－P21】
　　　⇒松浦幹事より説明………………………………………………………………………………………………【承認】
　⑺　財務委員会に対する指示について
　　　①　会費納入時期及び金額について
　　　　　　前　期：　78,000円
　　　　　　後　期：　77,000円
　　　②　取引銀行について　　⇒　伊予銀行・愛媛銀行・阿波銀行
　　　⇒松浦幹事より説明………………………………………………………………………………………………【承認】
　⑻　年会費の配分について
　　　　　　　運営費：　83,000円　
　　　　　　　会食費：　72,000円　
　　　⇒松浦幹事より説明………………………………………………………………………………………………【承認】
　⑼　予算書（案）について　【別紙１】
　　　⇒中岡会計より説明、第二例会での報告及び審議予定
　⑽　例会の日時、場所決定について【P22】
　　　①　場所について
　　　　　特別例会を除いて従来通り、『ホテルＪＡＬシティ松山』とする。
　　　②　ナイター例会について
　　　　　次の例会をナイター例会（18：00又は18：30～ 21：00）とする。
　　　　　　【家族例会】　９月27日（火）　　　【創立記念例会】11月22日（火）
　　　　　　【新年例会】　１月10日（火）　　　【お別れ例会】　  ６月27日（火）
　　　⇒松浦幹事より一括説明 ⑽ ⑾ ⑿ ………………………………………………………………………………【承認】
　⑾　理事会の日時、場所決定について【P23】
　　　①　日時について
　　　　　１）11月７日（月）を11月１日（火）に変更
　　　　　２）１月２日（月）を１月５日（木）に変更
　　　②　場所について
　　　　　例外を除いて従来通り、『松山全日空ホテル』とする。
　⑿　理事会後の懇親会について
　　　　３ヵ月に一度程度会食を行うこととする。　　　　会費：5,000円
　⒀　名刺作成について
　　　会長、前会長、幹事、会計、会員委員長、第１副会長、第２副会長、第３副会長、

■第１２38回例会 ■第１２39回例会● ２０１6年₆月２8日㈫　１8：3０～
● 於：ホテルＪＡＬシティ松山

● ２０１6年₇月１２日㈫　１２：１5～
● 於：ホテルＪＡＬシティ松山
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☆出席率　86％　☆ファイン　700円　☆ドネーション　219,000円

◆ 平成28年₆月第₂例会
Ｌ大川　耕三　１年間大変お世話になりました。（感謝）
Ｌ森　　和幸　大川丸の帰港御祝いいたします。冨山第２副地区ガバナーようこそ
Ｌ戸梶　直美　いたらぬ会計でしたが一年間どうもありがとうございました。
Ｌ小倉　圭二　大川会長及役員の皆様一年間お疲れさまでした。
Ｌ村上　泰久　みなさま一年間大変お世話になりました。
Ｌ河本　圭仁　本当に本当に一年間ありがとうございました。
Ｌ兵頭　好喜　役員さん１年間ありがとうございました。
Ｌ服部　　勲　新会員の皆様入会おめでとうございます。大川会長、五役、委員長の皆様お疲

れ様でした。
Ｌ吉田　文彦　大川丸無事着岸おめでとう
Ｌ原瀬　忠広　片山様、大西様、井上様の入会を祝して、また、大川丸の無事な帰港に乾杯で

す！
Ｌ早川　義仲　井上さん入会ありがとうございます。
Ｌ島田　省吾　大川会長さまをはじめ役員の方々、１年間ご苦労さまでした。
Ｌ宮川　晶子　大川さん、村上さん、直美ちゃん、池ちゃん、清川さんお疲れ様でした。委員

長さん、理事の皆様御苦労様でした。ゆっくりおいしいお酒を飲んでください
ませ。

Ｌ高橋　孝子　冨山ガバナー様、遠路ご訪問ありがとうございます。役員のみなさま！！お疲
れ様でした。

Ｌ稲森　和行　長い航海おつかれ様でした。
Ｌ藤井　　滋　大川執行部　ごくろうさん
Ｌ丹下　靖憲　新会員入会おめでとうございます。大川会長以下執行部、委員長さん１年間お

世話ありがとうございます。
Ｌ永野　通夫　１年間ありがとうございます。
Ｌ太　　亨哲　１年間ありがとうございました。
Ｌ藤田　裕司　１年間お世話になりました。
Ｌ清川　和夫　大川会長及び役員様お疲れ様でした。
Ｌ松浦　龍也　本年度役員の皆様大変お疲れ様でした。
Ｌ池田　博英　１年間おつかれ様
Ｌ中岡　富茂　片山様　大西様　井上様　入会おめでとうございます。
Ｌ高山　正志　無事　大川丸　帰港に
Ｌ竹田　祥一　大川名会長御苦労さん！！
Ｌ武智　正晴　片山さん　大西さん　井上さんご入会おめでとうございます。
Ｌ山本　宗宏　大川丸の無事帰港を祝して

Ｌ山田　　哲　５役の皆さん　お疲れさまでした。
Ｌ程野　裕貴　大川会長はじめ役員の皆さんおつかれ様でした。
Ｌ冨永　　実　会長さん　ごくろうさまでした。
Ｌ伊賀上竜也　１年間お疲れ様でした。新入会員さんおめでとうございます。
Ｌ松岡　俊幸　片山　一さん、大西知人さん、井上　光さん入会おめでとうございます。よろ

しくお願い致します。
Ｌ大西千恵春　大西さん井上さん片山さん入会おめでとうございます。お待ちしておりました。
Ｌ大西　安子　片山さん、大西さん、井上さんご入会おめでとうございます。大川丸の航海無

事着岸がみえて参りました。一年間大変お疲れさまでした。ありがとうござい
ます。

Ｌ新崎　　勉　大川会長一年間ほんとうにご苦労様でした。ありがとうございました。
Ｌ境　　俊之　最終例会になりました。みなさまお世話になりました。
Ｌ新宮　幸孝　五役のみなさん、一年間ご苦労様でした。
Ｌ山本　幸治　大川会長お疲れ様でした。
Ｌ佃　　浩三　大川会長、一年間お疲れ様でした。
Ｌ加藤　定伸　大川丸の一年間ごくろう様でした。
Ｌ石居　洋子　役員の方々一年間おつかれ様でした。
Ｌ土井　晴彦　旧役員の皆様、お世話になりました。
Ｌ盛重　泰輔　片山さん、大西さん、井上さんご入会おめでとうございます。
Ｌ木下　勝敏　１年間本当に有難うございました。
Ｌ西原　一志　現役員の皆様、一年間おつかれさまでした。
Ｌ仙波　重樹　ゴルフ優勝しました。
Ｌ喜井　茂雅　大川丸、着岸おめでとうございます。
Ｌ久保美代子　大川会長、一年間大変お疲れ様でした。お世話になりました。
Ｌ岩本　　透　大川会長バンザイ！！森新会長ヨロシク！
Ｌ山之口智章　大川会長お疲れ様でした。新会員の皆様宜しくお願い致します。
Ｌ韓　　雪峰　新会員皆様ご入会おめでとうございます。
Ｌ内海由美子　大川会長お疲れ様でした
Ｌ近藤　　猛　大川丸の皆様一年間御苦労様でした。
Ｌ橋本　和範　大川会長ありがとうございました。
Ｌ和泉　光浩　１年間ありがとうございました。

☆出席率　87％　☆ファイン　600円　☆ドネーション　211,000円

◆ 平成２8年₇月第₁例会
Ｌ森　　和幸　一年間どうぞよろしくお願いします。
Ｌ原瀬　忠広　森丸の出航を祝して！
Ｌ山本　宗宏　森内閣の無事航海を祈念して
Ｌ松浦　龍也　皆様本年度一年どうぞよろしくお願い申し上げます。
Ｌ中岡　富茂　１年がスタートしました。皆様宜しくお願いします。
Ｌ服部　　勲　森内閣の出航おめでとうございます。
Ｌ兵頭　好喜　森丸役員さん１年間よろしくお願いします。
Ｌ山本　幸治　森会長これから一年間宜しくお願いします。
Ｌ藤井　　滋　森新体制スタートを祝して
Ｌ丹下　靖憲　森丸出航おめでとうございます。
Ｌ島田　省吾　森丸の出航を祝って
Ｌ大川　耕三　森丸の船出を祝って
Ｌ徳永　昭夫　「梅雨さなか　肝胆租照す　時ぞ今」
Ｌ竹田　祥一　森丸の船出を祝して
Ｌ大宿　有三　森会長応援します。頑張って下さい。
Ｌ佐々木　勲　役員の方々御苦労様です。
Ｌ早川　義仲　森さん一年間宜しくお願いします。
Ｌ近藤　　猛　森丸の出航を祝して
Ｌ池田　博英　出航おめでとうございます。
Ｌ太　　亨哲　皆様１年間宜しくお願い致します。
Ｌ山田　　哲　１年間ドネーションよろしくお願いします。
Ｌ稲森　和行　森丸の出港、おめでとうございます。
Ｌ和泉　光浩　本年度も宜しく御願い致します。
Ｌ高山　正志　梅雨明けと共に！森会長、無事離陸！！
Ｌ盛重　泰輔　森会長　ご就任おめでとうございます。
Ｌ大西　安子　私事で色々うれしいことがありました。中央ライオンズクラブの皆様にも感謝

感謝です。
Ｌ河本　圭仁　役員の皆様、一年間お世話になります。
Ｌ伊藤　憲司　新年度１年間よろしくお願いします。
Ｌ岩本　　透　森さん、源さん、今年一年頑張れ！！
Ｌ加地　雅臣　森丸出航おめでとうございます。
Ｌ橋本　和範　森さん頑張って下さい。
Ｌ境　　俊之　今朝セミが一斉に鳴き始めたので、梅雨明けも間近かな
Ｌ武智　正晴　島田さん米寿、新崎さん古希、片山さん還暦　おめでとうございます。

Ｌ長野　　剛　森会長が１年間健康で過ごせますように。
Ｌ両田　　晃　森会長、役員の皆様、１年間よろしくお願いします。
Ｌ永野　通夫　新役員の皆様１年間がんばって下さい。
Ｌ大西　知人　新入会いたしました。
Ｌ藤本　雅弘　新崎さん古希おめでとうございます。
Ｌ大西千恵春　森丸、出航おめでとうございます。島田さん米寿、新崎さん古希、片山さん還

暦　おめでとうございます。
Ｌ佐伯　裕子　森会長、おめでとうございます。そして宜くお願いします。
Ｌ伊藤　英樹　今年度よろしくお願いします。
Ｌ加藤　定伸　森会長一年間頑張ります。
Ｌ石居　洋子　森丸一年間よろしくお願いします。
Ｌ藤田　裕司　今年度も宜しく御願い致します。
Ｌ戸梶　直美　森丸　出航おめでとうございます。一年間体調に十分お気をつけてがんばって

下さい。
Ｌ冨永　　実　森さん１年間宜しく！！
Ｌ井上　　光　森丸　出航に祝して
Ｌ本宮　　薫　森丸の出航おめでとうございます。
Ｌ内海由美子　森会長よろしくお願いします。
Ｌ久保美代子　森丸の出航、おめでとうございます。台風にあわないように頑張って下さい。
Ｌ西原　一志　新体制でのスタートおめでとうございます。
Ｌ新崎　　勉　森さん会長就任おめでとうございます。蒸し暑い夏を吹き飛ばして下さい。
Ｌ高橋　孝子　森丸！！出航を祝して♡♡　１年間よろしくお願いします。
Ｌ廣江　和男　森丸の船出を祝って
Ｌ吉田　文彦　森丸の安全航海を祈って
Ｌ小笠原英志　森会長はじめ皆様１年間よろしくです。
Ｌ松岡　俊幸　森会長をはじめ各役員の方々　１年間よろしくお願いします。
Ｌ伊藤　幸満　青少年育成委員会をよろしくおねがいします。
Ｌ韓　　雪峰　森会長就任おめでとうございます。
Ｌ片山　　一　今月は誕生月です。還暦のお祝いありがとうございました。

　　　計画･出席委員長、PR・IT委員長、事業委員長５名
　　　　名刺台紙12箱（1箱100枚）×＠1,620円 ＋送料400円　 ＝ 19,840円
　　　　名刺印刷（役員各100枚）８名×＠1,500円 ＋消費税　 ＝ 12,960円
　　　　名刺印刷（委員長各50枚）７名×＠1,500円 ＋消費税   ＝ 11,340円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計44,140円
　　　⇒松浦幹事より説明………………………………………………………………………………………………【承認】
　⒁　会員交流委員会について（10月と４月年２回予定）
　　　⇒松浦幹事より説明………………………………………………………………………………………………【承認】
　⒂　松山市青少年育成市民会議会費について　正会員会費：10,000円　【P24】
　　　⇒松浦幹事より説明………………………………………………………………………………………………【承認】
　⒃　愛媛アイバンク賛助会費　　　1口10,000円　【P25】
　　　⇒松浦幹事より � と併せて説明 ………………………………………………………………………………【承認】
　⒄　クラブ専用スマートフォン購入について　　　 【P26】
　　　⇒松浦幹事より説明………………………………………………………………………………………………【承認】
　⒅　クラブ組織表廃止について
　　　⇒松浦幹事より説明………………………………………………………………………………………………【承認】
　⒆　ライオンズ手帳表紙変更について
　　　⇒松浦幹事より説明………………………………………………………………………………………………【承認】
　⒇　「ダメ。ゼッタイ」国連支援募金運動への協力について　
　　　例年通り、例会時に保健委員会メンバーが募金を集める（１人500円目安）
　　　⇒松浦幹事より説明………………………………………………………………………………………………【承認】
　�　2016-2017年度国際会長のテーマ・336-A地区ガバナースローガン・会長スローガン垂れ幕制作について
     　  3,000円×３枚 ＋ 消費税720円  ＝9,720円
　　　⇒松浦幹事より説明………………………………………………………………………………………………【承認】
　�　愛媛アイバンク設立30周年事業に対する支援のお願い　　１口：10,000円　【P27】
　　　⇒ ⒃ と併せて説明 ………………………………………………………………………………………………【承認】
　�　1R運営資金納入について　
　　　＠100円×12ヶ月×103名（会員数）＝123,600円（ 2016/ 7/ 1 現在 ）
　　　⇒松浦幹事より説明………………………………………………………………………………………………【承認】
　�　1R-3Z第１回ガバナー諮問委員会及び第１回ゾーンレベル会員委員会参加・登録料について
　　　■日　時　2016年8月6日（土）ゾーンレベル委員会受付（会員委員長）　15:00～16:00
　　　　　　　　　　　　　　　　　諮　問　委　員　会　　　　　　　　　  16:00～18:00
　　　■場　所　いよてつ会館3Ｆ　
　　　■登録料　会長・幹事・会計（6,000円×３名）
　　　　　　　　会員委員長　　  　（7,000円×１名）　合計25,000円
　　　⇒松浦幹事より説明………………………………………………………………………………………………【承認】

　�　交替会員について　　菅野直也様　髙原政彦様　【P28】 ……………………………………… 会員・会則委員会
　　　⇒服部委員長より報告、L山本純の交替でL菅野直也
                   　　　　　　     L南部寛人の交替でL高原政彦  ……………………………………………………【承認】
　�　ありがとうメッセージはがき企画予算書（案）について【P29】 …………………………… 教育・国際委員会
　　　⇒加藤教育国際委員長より報告…………………………………………………………………………………【承認】
　�　国際平和ポスター企画予算書（案）について【P30】 ………………………………………… 教育・国際委員会
　　　⇒加藤教育国際委員長より報告…………………………………………………………………………………【承認】
　�　第14回愛媛県小・中学生ゴルフ大会予算書（案）について【P31】 ………………………… 青少年育成委員会
　　　⇒伊藤青少年育成委員長より報告………………………………………………………………………………【承認】
11．食事
12．幹事報告
　⑴　ライオンズクラブ国際協会336-A地区 １R地区役員・委員一覧・１Rクラブ三役一覧【P32】
　　　⇒松浦幹事より説明
13．委員会報告
　１）７月献血活動予定…………………………………………………………………………………………… 保健委員会

実施日 実施時間 実施場所

平成28年７月８日（金） 10：30～13：00
14：00～18：00

愛媛大学
場所：愛媛大学　大学会館前（松山市文京町３）

平成28年７月14日（木） 10：30～13：00
14：00～17：30

松山大学
場所：８号館西側共同練習場（松山市文京町４－２）

　　　⇒松浦幹事より報告
14．テールツイスターの活躍
　　　⇒山田テールツイスター
15．ファイン・ドネーションの報告
　　　⇒報告なし
16．出席率の報告
　　　⇒池田計画出席委員長より報告
17．閉会ゴング
　　　⇒森会長
18．‘また会う日まで’合唱
19．ローア 



私のプロフィール
このコーナーは入会して３年以内のメンバーを対象とします。
自分の事をどんどんアピールしてもらうコーナーです。
今回のゲストは「山之口智章」さんです。
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【執行部から】
■出欠届けは可能な方は出来る限りメールの利用にご協力下さい。

※お申し込みは、幹事または事務局まで。
■各種予定はホームページをご覧ください。

クラブの各種予定は、ホームページに迅速に反映されています。
是非、ご確認下さい。

◆発　行／
　毎月₁回・年12回
◆例会場／
　ホテルJALシティ松山
　TEL（08９）９1３‐2５80
◆例会日／
　毎月・第₂、第₄火曜日
◆クラブ事務局／
　〒７９0‐0001
　松山市一番町₄丁目₁‐₅
　ISSEIビル₃F
　TEL（08９）９1３‐16３2
◆会　長／森　　和幸
◆幹　事／松浦　龍也
◆PR・IT委員長／武智　正晴
◆印　刷／不二印刷㈱
◆配布先／県、市、マスコミ各社
　銀行各社、姉妹・友好クラブほか

今年度、最後のゴルフ委員会で優勝する事が出来ました。前回の遠征でホール
インワンを達成した、早川さんの記念コンペも兼ねていましたが、その時と同じ
組（仙波、早川さん、丹下さん、大川さん）の組み合わせでＰＬＡＹさせて頂き
ました。今回は私がホールインワンかというような場面もありましたが、同伴
者の皆様、励まし、ご指導、色々有難うございました。懇親会も40名前後と非常
にたくさんの委員が出席され思い出に残る委員会となりました。早速、新年度
が始まる来月にまた優勝を目指したいと思います。
程野委員長、１年間有難うございました。
藤田新委員長、１年間よろしくお願いいたします。

仙波 重樹優勝者からひとこと

6/16㈭ 道後ゴルフクラブ

ゴルフコンペ成績

アクティビティーの解説アクティビティーの解説 小・中学生ゴルフ大会
　本大会は、県下の小・中学生を対象に愛媛県ゴルフ協会主催にて行われているゴルフ大会で、本年で第14回目を迎え
る歴史のある大会です。当クラブも協賛として平成23年度より５年間参加してまいりました。第一回大会では、プロゴ
ルファーの松山英樹・河野祐輝などの参加実績もあり、若手ゴルファーの登竜門的な大会でもあります。

・キャディの代行
・大会のスムーズな進行ができるよう、各組に２名の人員を配置し、カートの運転やスコア
記入等の作業を行います。（毎年約20 ～ 30名参加）

・賞品贈呈

＊当クラブの役割＊

　昭和40年生まれ。鹿児島県出身。ふたご座のＡＢ型。

　日本初高校過程でホテルマンを育成する「鹿児島城西高校　ホテル観光科」卒業。

　　＊郊外ホテル実習（城山観光ホテル、指宿いわさきホテル、白水館、千里阪急）など現場体験を多く

取り入れた指導方針のもとサービスの基礎、おもてなしの心得等々、立教大学観光学科の教育プロ

グラムを用いたカリキュラムで実践を交えて学ばせていただきました。

　　　なお、３年次スイスのローザンヌホテルスクール短期講習に参加出来たのが感慨深い思い出です。

　JALホテルズ（現オークラ ニッコー ホテルマネジメント）より当地（JALシティ松山）着任してから

２年を迎えました。気候と同じく、温和な人が多い〝松山〟大好きです。

　これからもご指導ご鞭撻のほど宜しくお願いいたします。


