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（LC、河本）
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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」

就　任　挨　拶

　昨年一年間、副委員長として前任の太委員長の立派な采
配、配慮の様子をみるにつけ、これはエライ事をお引き受
けしてしまったものだと後悔の日々でございました。
　太前委員長が、ハードルを上げすぎたので、ハードルを
くぐるか避けるか、もはや多少トリッキーな作戦で乗り切
るしか無いと腹を括りました。

　明るく楽しく熱意のある中央ライオンズクラブの象徴
となるような例会を一年間刻み、森会長を盛り上げて参り
ます。
　皆様、何卒お力添えをよろしくお願い申し上げます。

　今年度、森会長のもとＰＲ・ＩＴ委員長を務めさせてい
ただく事になりました武智正晴です。本委員会として毎月
発行の会報誌の充実はもとより、対外的なＰＲについては
沢山の方々に私たちの活動を知っていただける様、効果的
なＰＲ活動に尽力して参ります。前伊藤（英）委員長に教
わった事を一つ一つ整理し、新ＰＲ・ＩＴ委員の皆さんに

助けて頂きながら共に精一杯取組んで参ります。
　委員長に就任するという事で、昨年新たにパソコンとデ
ジカメを購入し準備は万端です（笑）
　今年度一年間、皆様のご協力・お力添えを何卒宜しくお
願い申し上げます。

　今年度社会福祉委員長を仰せつかりました喜井です。私
自身の力量は、前任の木下委員長には到底及びませんが、
内海副委員長をはじめ精鋭の委員会メンバーによる最上
級の体制で、主な事業である中学生職場体験、お遍路さん
接待、障碍者レクバレー、まごころ箱募金などを通して、
社会貢献の一端に寄与できればと思っています。松山中央

ライオンズのアクトの一つですので、会員の皆様には、ご
協力のほどよろしくお願いいたします。

　本年度、保健委員長を仰せつかりました大西です。前年
度の大西安子委員長の時には、献血協力部門優秀賞を授与
され、厚生労働大臣賞も内定される等、輝かしい成績を残
されました。
　元々、子どもの交通事故の時に献血の大切さを痛感した
私。血液は作る事も保存する事も出来ないので、継続して

活動していく事がとても大切になります。
　先輩方の築きあげられた献血の成績を下げないように
努力するとともに皆様には、お力添えもいただきますよ
う、今年一年よろしくお願い申し上げます。

　私は、松山中央Ｌ.Ｃに2010年の９月に入会し、６年に
なります。
　６年の内、教育・国際委員会は４度目です。当委員会自
体を不慣れとは申し上げませんが、委員長職は初めてでご
ざいますので何卒、皆様にはご指導ご協力の程をよろしく
お願い申し上げます。

計画・出席委員長就任挨拶

ＰＲ・ＩＴ委員長就任挨拶

社会福祉委員長就任挨拶

保健委員長就任挨拶

教育・国際委員長就任挨拶

池　田　博　英

武　智　正　晴

喜　井　茂　雅

大　西　千恵春

加　藤　定　伸



総合保険代理店

安心をお届けします

永野　通夫
松山市朝生田町２−４−６
TEL　089-913-0866

（LC、近藤猛）

（LC、永野通夫）

（LC、兵頭）

（LC、冨永）
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　今年度、市民・公衆委員長を仰せつかりました高橋です。
　ライオンズデー始め、春祭りお茶会等、市民の皆様のお
役に立てるアクトが多い委員会です。会員の皆様の大きな
力を必要とする事業でもあります。
　不慣れではありますが、段取り等ご迷惑をおかけしない
様、努めてまいりたいと思います。

　１年間、よろしくお願い申し上げます。

　今年度、森会長のもと青少年育成委員長をさせて頂きま
す。委員会のメンバーには会長経験者吉田さん、廣江さん、
また新会員の皆さんが居られる中、楽しい委員会事業が出
来そうです。今年一年よろしくお願いします。

市民・公衆委員長就任挨拶

青少年育成委員長就任挨拶

高　橋　孝　子

伊　藤　幸　満

　㈱伊予鉄髙島屋の菅野直也と申します。こ
の度、松山中央ライオンズクラブに入会させ
ていただき、身にあまる光栄なことと存じま
す。
　新会員として少しずつ勉強して進みたいと
思います。皆様にご迷惑をお掛けすることも
多々あろうかと思いますが、なにとぞご指導
のほど、よろしくお願い申し上げます。

　この度松山中央ライオンズクラブに入会す
ることになりました、岡三証券㈱松山支店長
の高原政彦でございます。松山に赴任して
３ヶ月あまり、歴史のある松山をより一層勉
強してまいりたいと思います。どうぞよろし
くお願いいたします。

㈱伊予鉄髙島屋 岡三証券㈱菅野　直也 高原　政彦代表取締役専務 松山支店長



株式会社 日米石油（石　油　卸　部　門）
株式会社 竹田石油（石油小売部門）
株式会社 竹田ビル（不動産賃貸部門）

代表取締役 竹 田　祥 一
本　社　〒790-0045
　　　　愛媛県松山市余戸中６丁目４番 30 号
　　　　TEL（089）971-1661 ㈹
　　　　FAX（089）971-1056

（LC、早川）

（LC、竹田）

（LC、丹下）

総 合 建 設 業

〒790-0942  松山市古川北2丁目22-22
TEL：089-961-4655  FAX：089-961-4656
E-mail:info@trial-emc.jp
URL:http://trial-emc.jp

代表取締役　一級建築士

早川　義仲

株式会社 トライアル
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「アイバンク会費」について

「ダメ。ゼッタイ。」普及運動街頭パレード

大　西　千恵春

大　西　千恵春

保健委員長

保健委員長

　この度は、公益財団法人愛媛アイバンク賛助会費を納入いただき誠に有難うございます。「アイバンク」とは、死後（心停止後）
眼球を提供していただき　角膜移植待機患者に斡旋する公的機関で、各都道府県において活動を行っています。その中で「愛媛ア
イバンク」は、目の不自由な方に愛の光を贈るために眼球登録者制度を設けております。
　角膜の寿命は160年とも200年とも言われております。あなたの愛でもう一人の人生の明るい夢と未来がひらけます。登録の際に
年齢制限は特に無く、近視や白内障があっても十分移植が可能です。アイバンクにご登録のお申込みやお問合せは「愛媛アイバン
ク　TEL 913-7786」になります。
　また愛媛アイバンクは設立30年を迎えますが、この事業資金は財団基金の利息と善意の寄付金で運営しているため、昨今の超低
金利により運用利息収入が減少していることもあり、資金の確保に苦慮しています。そこで皆様の賛助会費における援助がとても
重要になります。法人会費は１口年額10,000円、個人会費は１口年額1,000円ということです。
　私も眼鏡を扱う仕事ですので「見えることの大切さ、見えることによる喜び」を与えられるこの事業にとても共感を覚えます。
　ぜひ皆様のご理解とご支援をよろしくお願い申し上げます。

　７月12日、愛媛県中予保健所等が主催する「ダメ。ゼッタイ。」街頭パレードに参加させ
ていただきました。これは薬物乱用防止啓発活動の一環として当クラブの重要なアクティビ
ティーの１つに挙げられます。
　当日は一番町大街道入口より銀天街市駅前まで県警音楽隊を先頭に、高校生・大学薬学部生・
薬剤師会・各ライオンズクラブなど関係団体総勢369名の華やかなパレードとなり、通行人の
方々へ啓発資料とティッシュを配布しながら薬物乱用
防止を呼びかけていきました。
　煙草ですら、つい「（タバコ）やめたら？」と口出
ししてしまう私、薬物なんてもってのほかです。
　心の中で「ダメ ! ダメ ! ゼッタイダメ!!」と熱く念
じながら参加しておりました。お忙しい中ご参加頂き
ました皆様、本当にありがとうございました。
　お陰様で道行く人々へ薬物に対する意識の喚起とな
るとても有意義で盛大なパレードになりました。また、
国連支援募金にもご協力頂きましたこと、重ねて心よ
り御礼申し上げます。
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小・中学生ゴルフ大会 伊　藤　幸　満青少年育成委員長

　８月２日　道後ゴルフクラブにて
　気温34度の中、26名のライオンズメンバーがカートの運
転、スコアラーをして頂きありがとうございました。今大
会は黒潮カントリーでの四国大会と重なり、小・中学生22
名の参加と大変少ない大会でした。この暑さの中大変残念
ですが、小学生の選手が熱中症にかかり、午後から棄権と
なりました。そんな中、一番長老の吉田さんは昼から鰻を
食べてました。さすが!!と思いました。

８月の誕生人から一言・・・

　特別支援学校６校・小学校６校を
対象に、松山中央ライオンズクラブ
の名前入りの郵便はがき（かもめー
る）を生徒１名に１枚を進呈して、
周辺の親しい人に感謝のはがきを出
してもらおうという企画です。
　松山中央郵便局　郵便部副部長　藤
原靖夫（ヤスオ）様が担当で、７月11
日より14日の４日間、同行をしては
がきを贈呈してまいりました。
　なかでも13日には、愛媛大学付属
特別支援学校にてマスコミ４社を迎え贈呈式を行うことができました。学校側の段取りと
子供達の素直な心には感動しました。
　また、就労学習をするための木工所、印刷所の見学をさせて頂きお礼の品まで頂きました。
森会長の取材スピーチも完璧でした。
　今回、４日間12校を訪問しての感想は、すべての学校
関係者の対応の素晴らしさ、それぞれの子供達の素直な
気持ちがとても嬉しく感じ、真剣に継続していくべき事
業だと思いました。
　この活動をもっと利用したいという学校からは、全校
生徒に広げる為に枚数を増やしていただけないかとの要
望もありました。
　今後のこの事業の参考にしていただければと思います。
　しかし、雨中の４日は辛かったぁ　笑

ありがとうメッセージはがき 加　藤　定　伸教育・国際委員長

徳永　昭夫 1929（昭和４年）８月25日生
　米寿を迎えて
　「志は以て弘毅ならざるべからず」という論語の言葉があり、これを
目標として来ましたが、まだまだ道遠しです。これからの残された時間
を有意義に、そして淡々として使いたいと思っています。宜しくお願い
致します。
　「有難度し　米寿で迎う　終戰日」

加地　雅臣 1962（昭和37年）８月31日生
　もうすぐ54回目の誕生日を迎えます。最近、髪型とメガネをかえまし
た。「何かあったの？」と聞かれることが多いですが、特に何もありま
せん。白髪も増え、たびたび染めなくてはならないのでそのままにしよ
うかとも思いますが、イメージチェンジもしたことですし、もうしばら
く若作りをしてあがいてみます。これからもよろしくお願いいたします。

伊藤　憲司 1967（昭和42年）８月８日生
　お陰様で49歳になりました。一年経つのはあっという間ですね。
　去年一年は仕事の事でかなりガタガタし、ライオンズメンバーにかな
りご心配とご迷惑をお掛けしてしまいました。
　なんとか落ち着く事が出来ましたので、少しでも皆様に恩返しが出来
る様に活動して行きたいと思います。

清水　栄治 1968（昭和43年）８月27日生
　45歳を超えたころから、自分が何歳なのかはっきりわからなくなって
まいりました。もう48歳だったんですね。
　ここ最近は仕事量も、仕事内容も、職域も、行動範囲も、責任も、常
に人生のピークになっているのを感じます。やりがいはあるのですが、
笑顔が消えていることもしばしば。従業員や家族に人生を楽しんでもら
うためにも、これからは自らが笑顔で人生を楽しもうと思います。

池田　博英 1964（昭和39年）８月２日生
　石原裕次郎の享年と同じになってしまいました
　昭和のスターに比ぶべくもありませんが、爪の先ばかりの貫禄も渋み
も華やかさも、まったく備わっていない自分自身に恐怖と戦慄です。
　この際、重厚や華麗は諦め、相変わらず軽薄に地味に生きていくしか
なさそうです。

小倉　圭二 1952（昭和27年）８月11日生
　今年から私の誕生日、11日が国民の祝日となりました。
　山の日ではございますが、自分の誕生日が赤い数字でカレンダーに載
るとなんだか嬉しい気持ちになります。
　これから祝日となった誕生日には充分休養を取り、健康に気を付けて
一年間頑張りたいと思います。



6

理 事 会 だ よ り

例 会 だ よ り

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

１．開会宣言
２．出欠調査
　　　≫22人中21人の出席を確認
３．会長あいさつ
４．前回議事録の確認【Ｐ３－Ｐ４】
　　　≫松浦幹事より報告
５．会計報告（７月分収支明細表）【Ｐ５－Ｐ９】
　　　≫中岡会計より報告
６．審議事項
　⑴　退会届けについて　Ｌ秋山義勲　Ｌ井上博道………………………………………………………会員・会則委員会
　　　≫服部会員委員長より説明……………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑵　新会員について　　髙原政彦様　上田貞人様【Ｐ10】………………………………………………会員・会則委員会
　　　≫高原政彦→高橋正人に訂正
……服部会員委員長より説明……………………………………………………………………………………… …【審議】→【承認】
　⑶　内規の変更について【Ｐ11】……………………………………………………………………………会員・会則委員会
　　　≫服部会員委員長より説明……………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑷　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決算書（案）について【Ｐ12－Ｐ13】……社会福祉委員会
　　　≫喜井社会福祉委員長より説明………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑸　ありがとうメッセージはがき企画決算書（案）について【Ｐ14－Ｐ15】……………………………教育・国際委員会
　　　≫加藤教育国際委員長より説明………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑹　2016年度　家族例会予算書（案）について【Ｐ16】……………………………………………………計画・出席委員会
　　　≫池田計画出席委員長より説明………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑺　献血活動記念品予算書（案）について【Ｐ17－Ｐ18】…………………………………………………………保健委員会
　　　≫大西保健委員長より説明……………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑻　「中古眼鏡回収事業」予算書（案）について【Ｐ19】…………………………………………………市民・公衆委員会
　　　≫高橋市民公衆委員長より説明………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑼　愛媛いのちの電話後援会費について団体年会費：10,000円【Ｐ20】
　　　≫松浦幹事より説明……………………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑽　ＮＰＯ法人日本アイバンク運動推進協議会会費12,000円納入について【Ｐ21】
　　　≫松浦幹事より説明……………………………………………………………………………………【審議】→【承認】

　⑾　第64回手足の不自由な子どもを育てる運動」に係る資金募集について【Ｐ22】
　　　クリアファイル＠160×１人３枚×103名＝49,440円　　
　　　≫松浦幹事より説明……………………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑿　ＬＣＩＦ献金額について（昨年度まで20ドル）
　　　≫松浦幹事より説明……………………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　　　20ドルを¥2,500に表記変更
　⒀　地区ガバナー公式訪問について
　　　■日　時：９月11日㈰　９：30～12：30
　　　■場　所：いよてつ会館
　　　■登録料：＠3,000×５名＝15,000円
　　　　（該当者：会長・第一副会長・幹事・会計・会員委員長）
　　　≫松浦幹事より説明……………………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⒁　久万ライオンズクラブ50周年記念式典の案内について
　　　■日　時：10月２日㈰　式典13：00～14：00　　公演14：30～15：30
　　　■場　所：久万高原町産業文化会館
　　　■登録料：5,000×２名（会長・幹事）＝10,000円
　　　≫松浦幹事より説明……………………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⒂　定期預金について
　　　①伊予銀行定期預金（周年事業…年間積立）・・・・・・50万
　　　②愛媛銀行定期預金（周年事業…年間積立）・・・・・・50万
　　　③阿波銀行定期預金（周年運営…年間積立）・・・・・＠5,000×会員数
　　　④阿波銀行定期預金（姉妹提携…年間積立）・・・・・＠4,000×会員数
　　　≫松浦幹事より説明……………………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⒃　その他
　　　≫なし
７．報告事項　
　⑴　８月第二例会への例会訪問について
　　　ご来訪者：１Ｒ－ＲＣ村井淳子様　　１Ｒ－３ＺＣ德本秀樹様
　　　≫松浦幹事より報告
　⑵　クラブ専用スマートフォン番号について
　　　０９０－４３３６－０８４２
　　　≫松浦幹事より報告
　⑶　事務局夏期休暇について
　　　８月11日㈭～８月16日㈫まで
　　　≫松浦幹事より報告
８．その他　
　　　≫なし
９．閉会

■第₂回理事会 ● ２０１6年₈月₁日㈪　１8：3０～
● 於：松山全日空ホテル₄階　オパール

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ヒム斉唱
４．会長あいさつ
　　　⇒森会長挨拶
５．交替会員入会式……　　菅野直也様　髙原政彦様【Ｐ３】
　　①新会員・スポンサー前へ
　　②新会員略歴紹介
　　　⇒服部会員委員長より紹介
　　③ライオンズ・バッジ贈呈
　　　⇒森会長よりバッチ贈呈
　　④新会員「ライオンズの誓い」
　　　⇒菅野さん、高原さんよりライオンズの誓い
　　⑤スポンサーの宣誓
　　　⇒大川前会長よりスポンサーの宣誓
　　⑥新会員あいさつ
　　　⇒菅野さん、高原さんより挨拶
　　⑦会長歓迎あいさつ及び所属委員会の任命
　　　⇒菅野さん社会福祉委員会、高原さん保健委員会に任命

６．100周年記念会員増強賞受賞　　Ｌ大川耕三　Ｌ丹下靖憲
　　　⇒森会長より記念品贈呈
７．審議事項
　⑴　予算書（2016.７～2017.６）について【Ｐ４】
　　　⇒松浦幹事より説明、第一例会より２週間異議がなかったので………………………………………………【承認】
８．食事
９．３分間スピーチ　
　　　⇒社会福祉委員会から土井さん、教育国際委員会から森浩輔さん
10．委員会報告
　　1　委員会日程場所変更について
　　　　・８月11日㈭　笠組　→　８月19日㈮　「マリベールスパイア」に変更………………………計画・出席委員会
　　　　⇒池田計画出席委員長より報告
　　　　・８月22日㈪　SOH　SOH　→　「アイアングリル」に変更……………………………………ＰＲ・ＩＴ委員会
　　　　⇒武智ＰＲ・ＩＴ委員長より報告
　　　　・８月26日㈮　ヨ－ヨ－キッチン　→　「ふなや川席」に変更…………………………………………財務委員会
　　　　⇒早川財務委員長より報告
　　2　７月献血結果報告……………………………………………………………………………………………保健委員会

実施日 実施場所 実施結果
平成28年７月８日 愛媛大学 受付61名　400㎖：40名　不採血21名
…平成28年７月14日 松山大学 受付75名　400㎖：61名　不採血14名

　　　⇒大西保健委員長より報告
　　3　８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８月18日㈭
９：00～11：00
12：00～14：00

㈱愛媛銀行　本店
　場所：松山市勝山町２丁目１番地（北側駐車場にて受付実施）

平成28年８月18日㈭ 15：00～17：00 ㈱愛媛銀行電算センター
　場所：松山市福音寺町389－1

　　　⇒大西保健委員長より報告
　　4　「ダメ。ゼッタイ。」普及運動街頭パレードの報告………………………………………………………保健委員会
　　　　　Ｈ28年７月12日㈫　15：45～17：00　　参加者18名
　　　　⇒大西保健委員長より報告
　　5　ありがとう葉書贈呈報告について【Ｐ５】…………………………………………………………教育・国際委員会
　　　　⇒加藤教育国際委員長より報告
11．幹事報告
　　1　松山白鷺ライオンズクラブ結成25周年記念チャリティーゴルフ大会開催について
　　　　■と　き：平成28年９月８日㈭
　　　　■ところ：道後ゴルフ倶楽部
　　2　松山西ライオンズクラブＣＮ45周年記念チャリティコンペについて
　　　　■と　き：平成28年10月17日㈪
　　　　■ところ：サンセットヒルズカントリークラブ
　　　　⇒松浦幹事より報告
12．テールツイスターの活躍
　　　⇒山田テールツイスター
13．ファイン・ドネーションの報告
　　　⇒中岡会計より報告
14．出席率の報告
　　　⇒池田計画出席委員長より報告
15．閉会ゴング
　　　⇒森会長
16．‘また会う日まで’合唱
17．ローア…

１．開会ゴング
　　　⇒森会長のゴング
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
　　　⇒森会長より挨拶
５．誕生祝（８月）Ｌ池田（２日） Ｌ伊藤（憲）（８日） Ｌ小倉（11日） Ｌ徳永（25日） Ｌ清水（27日） Ｌ加地（31日）
　　　⇒代表して伊藤憲司さんの挨拶
６．米寿御祝い　　Ｌ徳永昭夫
　　　⇒徳永昭夫さんの挨拶
７．審議事項
　⑴　新会員について　　髙橋正人様　上田貞人様【Ｐ３】………………………………………………会員・会則委員会
　　　⇒服部会員委員長より説明……………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑵　内規の変更について【Ｐ４】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃
　　　⇒服部会員委員長より説明……………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑶　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決算書（案）について【Ｐ５】……………社会福祉委員会
　　　⇒喜井社会福祉委員長より説明………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑷　ありがとうメッセージはがき企画決算書（案）について【Ｐ６】……………………………………教育・国際委員会
　　　⇒加藤教育国際委員長より説明………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑸　2016年度　家族例会予算書（案）について【Ｐ７】……………………………………………………計画・出席委員会
　　　⇒池田計画出席委員長より説明………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑹　献血活動記念品予算書（案）について【Ｐ８】…………………………………………………………………保健委員会
　　　⇒大西保健委員長より説明……………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑺　「中古眼鏡回収事業」予算書（案）について【Ｐ９】…………………………………………………市民・公衆委員会
　　　⇒高橋市民公衆委員長より説明………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑻　愛媛いのちの電話後援会費について団体年会費：10,000円【Ｐ10】
　　　⇒松浦幹事より説明……………………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑼　ＮＰＯ法人日本アイバンク運動推進協議会会費12,000円納入について【Ｐ11】
　　　⇒松浦幹事より説明……………………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑽　第64回手足の不自由な子どもを育てる運動」に係る資金募集について【Ｐ12】
　　　クリアファイル＠160×１人３枚×103名＝49,440円　　
　　　⇒松浦幹事より説明…… …………………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑾　ＬＣＩＦ献金額について（昨年度まで20ドル）
　　　⇒松浦幹事より説明（20ドルから¥2,500に訂正）………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑿　地区ガバナー公式訪問について
　　　■日　時：９月11日㈰　９：30～12：30
　　　■場　所：いよてつ会館
　　　■登録料：＠3,000×５名＝15,000円
　　　　（該当者：会長・第一副会長・幹事・会計・会員委員長）
　　　⇒松浦幹事より説明……………………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⒀　久万ライオンズクラブ50周年記念式典の案内について
　　　■日　時：10月２日㈰　式典13：00～14：00　　公演14：30～15：30
　　　■場　所：久万高原町産業文化会館
　　　■登録料：5,000×２名（会長・幹事）＝10,000円
　　　⇒松浦幹事より説明…… …………………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⒁　定期預金について
　　　①伊予銀行定期預金（周年事業…年間積立）・・・・・・50万
　　　②愛媛銀行定期預金（周年事業…年間積立）・・・・・・50万
　　　③阿波銀行定期預金（周年運営…年間積立）・・・・・＠5,000×会員数
　　　④阿波銀行定期預金（姉妹提携…年間積立）・・・・・＠4,000×会員数
　　　⇒松浦幹事より説明……………………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⒂　その他
　　　⇒特になし
８．食　　事
　　　⇒３分間スピーチ（片山さん）
９．幹事報告
　⑴　退会届けについて　Ｌ秋山義勲　Ｌ井上博道
　　　⇒松浦幹事より報告
　⑵　献血活動厚生労働大臣表彰について【Ｐ13】
　　　⇒松浦幹事より報告
　⑶　８月第二例会への例会訪問について
　　　ご来訪者：１Ｒ－ＲＣ村井淳子様　　１Ｒ－３ＺＣ德本秀樹様　
　　　⇒松浦幹事より報告
　⑷　松山つばきＬＣ第12回「－語り伝えたい－　美しい日本語暗唱コンテスト」応募案内【Ｐ14】
　　　⇒松浦幹事より報告
　⑸　クラブ専用スマートフォン番号について
　　　携帯番号：０９０－４３３６－０８４２　登録をお願いします。
　　　⇒松浦幹事より報告
　⑹　事務局夏期休暇について
　　　８月11日㈭～８月16日㈫まで
　　　⇒松浦幹事より報告
10．委員会報告
　　①「ダメ。ゼッタイ。」国連支援募金について…………………………………………………………………保健委員会
　　７月第一例会：34,750円　　７月第二例会：7,875円　合計42,625円を募金しました。
　　　⇒大西保健委員長より報告
11．テールツイスターの活躍
　　　⇒山田テールツイスターの活躍

■第１２4０回例会 ■第１２4１回例会● ２０１6年₇月２6日㈫　１２：１5～１3：１5
● 於：ホテルＪＡＬシティ松山

● ２０１6年₈月₉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　800円　☆ドネーション　112,000円

◆ 平成２8年₇月第₂例会
Ｌ森　　和幸　菅野さん、髙原さん入会ありがとうございます。
Ｌ原瀬　忠広　菅野さん、髙原さん入会おめでとうございます。
Ｌ小倉　圭二　菅野さん、髙原さん入会おめでとうございます。
Ｌ山本　宗宏　菅野さん髙原さんようこそ松山中央ＬＣへ
Ｌ松浦　龍也　新会員の皆様宜しく御願い申し上げます。
Ｌ中岡　富茂　菅野様髙原様ご入会おめでとうございます。
Ｌ島田　省吾　前例会で米寿の祝をいただいたので・・・・
Ｌ山本　幸治　菅野さん、髙原さん入会おめでとうございます。
Ｌ服部　　勲　菅野さん、髙原さん入会おめでとうございます。
Ｌ大川　耕三　菅野さん、髙原さん入会を祝して
Ｌ兵頭　好喜　菅野さん、髙原さん入会おめでとうございます。
Ｌ丹下　靖憲　菅野さん、髙原さん入会おめでとうございます。
Ｌ大宿　有三　大川様、丹下様、100周年会員増強賞おめでとうござい

ます。
Ｌ早川　義仲　菅野さん、髙原さん入会ありがとうございます。
Ｌ宮川　晶子　森さん、松ちゃん、中岡さん、太さん、山田さん、委

員長の皆様遅くなりましたが、今年度、いろんなこと
があると思いますが、頑張ってください。来月からは、
まじめに出席します。

Ｌ高山　正志　夏本番 ! 松山中央ＬＣも本番!!
Ｌ山田　　哲　菅野さん、髙原さん入会おめでとうございます。
Ｌ盛重　泰輔　菅野さん、髙原さん入会おめでとうございます。
Ｌ池田　博英　入会おめでとうございます。
Ｌ太　　亨哲　菅野さん、髙原さん入会おめでとうございます。
Ｌ仙波　得伸　菅野さん、髙原さん入会おめでとうございます。
Ｌ大西　安子　菅野さん、髙原さん入会おめでとうございます。大川

さん、丹下さん会員増強賞おめでとうございます。
Ｌ岩本　　透　山田君の頼みにこたえて・・・
Ｌ清川　和夫　大川さん、丹下さんおめでとうございます。
Ｌ木下　勝敏　大川さん、丹下さんおめでとうございます。
Ｌ加地　雅臣　菅野様、髙原様入会おめでとうございます。
Ｌ橋本　和範　菅野さん、髙原さん入会おめでとうございます。

Ｌ武智　正晴　菅野さん、髙原さん入会おめでとうございます。
Ｌ境　　俊之　菅野さん、髙原さん、ようこそ中央ＬＣへ
Ｌ両田　　晃　菅野さん、髙原さん入会おめでとうございます。
Ｌ永野　通夫　あついです。
Ｌ藤本　雅弘　菅野様、髙原様入会おめでとうございます。
Ｌ大西千恵春　やりました。境さんに勝ちました。最高にうれしかっ

たです。
Ｌ大西　知人　お暑うございます。
Ｌ土井　晴彦　３分間スピーチの指名を頂きありがとうございます。
Ｌ内海由美子　菅野様、髙原様入会おめでとうございます。
Ｌ戸梶　直美　菅野さん、髙原さん入会おめでとうございます。
Ｌ喜井　茂雅　土井さんスピーチありがとうございました。
Ｌ加藤　定伸　菅野さん、髙原さんよろしくお願いします。
Ｌ伊賀上竜也　菅野さん、髙原さん宜しくお願いします。
Ｌ伊藤　英樹　新会員ご入会おめでとうございます。
Ｌ新宮　幸孝　菅野さん、髙原さんよろしくお願いします。
Ｌ山之口智章　菅野様、髙原様入会おめでとうございます。
Ｌ新崎　　勉　暑中お見舞い申し上げます。今年の夏も元気で乗り切

りましょう。土用の鰻が楽しみです。
Ｌ平野　由紀　菅野さん、髙原さんようこそ入会下さいました。中央

ライオンズは、かわいい美人ぞろいです。お好きなだ
けご堪能下さいませ♡

Ｌ片山　　一　昨日、誕生日で会社のメンバーに祝って貰いました。
Ｌ吉田　文彦　暑中御見舞い申し上げます。
Ｌ松岡　俊幸　菅野直也さん、髙原政彦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韓　　雪峰　新入会員おめでとうございます。
Ｌ佃　　浩三　菅野直也様、髙原政彦様よろしくお願いします。

☆出席率　86％　☆ファイン　3,600円　☆ドネーション　99,000円

◆ 平成２8年₈月第₁例会
Ｌ森　　和幸　皆さんの例会出席に感謝致します。
Ｌ原瀬　忠広　徳永先生、米寿おめでとうございます。
Ｌ小倉　圭二　徳永先生米寿おめでとうございます。
Ｌ山本　宗宏　体操ニッポン金メダルおめでとう
Ｌ松浦　龍也　８月お誕生日の皆様おめでとうございます
Ｌ中岡　富茂　徳永先生米寿おめでとうございます。
Ｌ服部　　勲　徳永先生米寿おめでとうございます。
Ｌ兵頭　好喜　８月生の皆さんおめでとう。新入会の皆さんおめでと

うございます。
Ｌ大川　耕三　徳永先生の米寿を祝って
Ｌ丹下　靖憲　徳永先生　米寿おめでとうございます。
Ｌ島田　省吾　徳永さんの米寿をお祝いして
Ｌ徳永　昭夫　「秋立ちて　100人の友ある　米寿かな」
Ｌ竹田　祥一　アツイ ! アツイ ! 地球温暖化対策を!!
Ｌ大宿　有三　髙橋様上田様入会おめでとうございます。
Ｌ佐々木　勲　山田さん昨日はありがとうございました。
Ｌ早川　義仲　髙橋さん、上田さん入会ありがとうございます。
Ｌ近藤　　猛　毎日暑いです
Ｌ和泉　光浩　この暑さは暴力です!!水やり、毎日です!!
Ｌ山田　　哲　徳永先生米寿おめでとうございます。
Ｌ盛重　泰輔　週末からは松山まつりですね。
Ｌ高山　正志　体操団体㊎に!!
Ｌ河本　圭仁　暑中お見舞い申し上げます。
Ｌ宮川　晶子　徳永先生、米寿おめでとうございます。死が103人を分

かつまで、ずっとお友だちとして、よろしくお願い致
します。

Ｌ池田　博英　暑中お見舞い申し上げます。
Ｌ太　　亨哲　暑いので体に気を付けて下さい。
Ｌ大西　安子　今日は大遅刻をして申し訳ございませんでした。８月

のお誕生月の皆様おめでとうございます。徳永先生、
米寿御祝おめでとうございます。

Ｌ武智　正晴　髙橋さん、上田さんご入会おめでとうございます。

Ｌ木下　勝敏　徳永先生、米寿おめでとうございます。
Ｌ境　　俊之　今日は長崎原爆忌。平和の貴さを感じます。
Ｌ橋本　和範　日本男子体操金メダルおめでとう
Ｌ両田　　晃　徳永さん米寿おめでとうございます
Ｌ藤本　雅弘　髙橋様上田様入会おめでとうございます
Ｌ永野　通夫　いちろう選手おめでとうございます
Ｌ菅野　直也　オリンピック金メダル２個うれしいです。　
Ｌ大西　知人　祝　日本体操男子団体　金
Ｌ大西千恵春　献血活動への御協力ありがとうございます。
Ｌ石居　洋子　バイクがおしゃかになりました。
Ｌ内海由美子　お誕生日おめでとうございます。徳永さん米寿おめで

とうございます
Ｌ土井　晴彦　徳永様、米寿おめでとうございます
Ｌ戸梶　直美　徳永先生、米寿おめでとうございます
Ｌ井上　　光　ベージュおめでとうございます
Ｌ伊賀上竜也　髙橋さん上田さん入会おめでとうございます
Ｌ加藤　定伸　徳永様、米寿おめでとうございます
Ｌ新宮　幸孝　８月生まれの皆さん、おめでとうございます
Ｌ久保美代子　徳永先生おめでとうございます
Ｌ仙波　重樹　暑中お見舞い申し上げます
Ｌ新崎　　勉　準備の後には必ずチャンスがやって来る。オリンピッ

ク選手の皆さん頑張って下さい。
Ｌ韓　　雪峰　６名の方に誕生日おめでとうございます
Ｌ小笠原英志　徳永先生米寿おめでとうございます
Ｌ吉田　文彦　オリンピック!!日本選手ガンバレ
Ｌ廣江　和男　あ～、一雨欲しい。
Ｌ松岡　俊幸　徳永昭夫さん、米寿おめでとうございます
Ｌ片山　　一　今日は３分間スピーチです。スピーチの連続です。

12．ファイン･ドネーションの報告
　　　⇒中岡会計より報告
13．出席率の報告……………………………………………………………………………………………………………………
　　　⇒池田計画出席委員長より報告
14．閉会ゴング

15．’また会う日まで’合唱
16．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「岩本　透」さんです。
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昨年度のゴルフ委員会の遠征のダブルペリアでは優勝しましたが、
月々 のゴルフ委員会では平成25年12月以来の優勝でした(^_ ;̂)
今回も多くのハンデをいただき、
同伴者（太さん、新宮さん、小笠原さん）にも恵まれ？？？
幹事を仰せつかった年度初めのゴルフ委員会での優勝!!!
ありがとうございますm(__)m
森会長の会長賞も一番にいただくことができました(^_ ;̂)
今後は皆様のお世話役に徹し、頑張っていく所存でございます。
皆様どうぞこれからも宜しくお願い申し上げます。m(__)m

松浦 龍也優勝者からひとこと

7/21㈭ エリエールゴルフクラブ松山

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
高等学校定時制通信制
中予地区生徒生活体験発表

　本大会は、全日制高校ではなく定時制や通信制というシステムの高校
に入学した生徒達が、どのように自分自身が成長できたかの経験や思い
を自分の言葉や表現で発表する場であり、今回で第54回を迎える伝統あ
る大会です。生徒達も中予地区・県大会・全国大会を勝ち抜く為に日々
練習を行い、文章にも推敲を重ね、表現力に磨きをかけ続けてきました。
当クラブに於いても、この事業の後援を第12回大会から42年間に渡り継
続しており、生徒達の育成に貢献している活動として事業の推進をは
かっております。

新年度が始まりました。7月21日㈭、
第一回ゴルフ委員会
集合写真（ｴﾘｴｰﾙゴﾙﾌｸﾗブにて!!）
藤田委員長・高橋副委員長　一年間
宜しくお願い致します!!

・発表者に対して賞状並びに記念品の授与＊当クラブの役割＊

　最近仕事に追われ趣味も無くなってきました。振り返れば高校時代から始

めた下手なギター演奏だけが趣味というか特技というか今も続いています。

演奏以外にも自分でギターを加工したり塗装したり自分風にメンテして楽し

んでおります。現在10本強。まだ追加購入したいギターもありますが置き場

がありません。宜しければ「YouTubeいわもととおる」で検索頂き演奏を

ご覧ください。ライオンズは同年の森さんが会長。頑張りたいと思います。


