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（LC、服部　勲）
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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

　今期会員会則副委員長となりました大川です。会員
会則委員会は、会員の増強や会員意識の向上、新会員
のオリエンテーション、入退会審議や会則の見直しな
ど、他委員会と協力して松山中央ライオンズクラブの
充実のために、服部委員長を補佐して力を尽くしてま

いります。とくに、会員の増強には力を入れてまいり
ます。１年間よろしくお願いします。

　松山中央ライオンズクラブに入会して早いもので約
３年が経ちました。４年目突入で保健副委員長の御指
名を頂きまして、少しでもクラブのお役に立てたらと
思い引き受けさせて頂きました。何分まだまだ解から
ない事だらけで、諸先輩方に助けてもらわないと前に

進めない状態です。出来る事は精いっぱい頑張ります
ので、ご協力御指導の程宜しくお願い致します。

　不肖　私　佐々木勲はこの度、財務副委員長を仰せ
つかりました。
　長くいる割には、ライオンズ事業活動について、あ
まり詳しく理解できないタイプの人間です。
　財務委員会の大きな流れは、早川委員長がしっかり

されているので、安心です。
　私は、懇親会等で楽しい委員会にしたいと思います。
　宜しくお願い致します。

　今年度、計画・出席（副）委員長をさせて頂き、次
年度は何もなければ委員長をさせて頂く予定になって
おります。計画・出席委員会は今回で４回目となりま
すが、十数年間のブランクがあり細かな段取り等を忘
れておりますので、少しずつ感を取り戻していきたい

と思っております。なお、今年一年間は池田委員長の
もと楽しい例会運営が出来るように頑張ってまいりま
すので、皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。

　今年度ＰＲ・ＩＴ副委員長に就任した橋本です。武
智委員長の補佐をすることが私の仕事だと自覚して精
一杯やれることを１年間やらせてもらいます。ＰＲ・
ＩＴは非常にやる事が多いので委員長からの依頼は気
持ちよく、少しでも早く原稿の依頼を各委員長にお願

いして、それを取りまとめてスムーズに毎月の会報誌
の原稿を委員長に流します。１年間よろしくお願いし
ます。

会員会則副委員長就任挨拶

保健副委員長就任挨拶

財務副委員長就任挨拶

計画・出席副委員長就任挨拶

ＰＲ・ＩＴ副委員長就任挨拶

大　川　耕　三

藤　本　雅　弘

佐々木　　　勲

稲　森　和　行

橋　本　和　範



（LC、廣江和男）

大栄倉庫産業株式会社
〒791-8058 松山市海岸通１４５５-１１
TEL 089-952-1122　FAX 089-952-1124

Email:daiei-soko@mist.ocn.ne.jp

生産と消費を結ぶ倉庫業

（LC、原瀬忠広）
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　入会６年目を迎えました新崎です。年は食っており
ますが、経験も浅く今回初めての副委員長を拝命いた
しました。ライオンズ活動そのものがまだまだ理解で
きておりません。勉強しなければならない事が沢山あ
ることは分るのですが、具体的なシステムやその内容
が十分に理解できておらず、何から手をつけてよいも

のかと思案致しております。ことここにいたっては、諸
先輩方や委員長にご教示を頂きながら、徐々に実践を
通して学んで行く他は無いものと心して取り組む覚悟
ですので、諸先輩方を初めとする会員の皆様、また委
員会のメンバーの皆様、宜しくご協力の程お願い申し
上げます。

　2010年９月に同期入会した仲間の加藤さんが委員長
をするので、業界の出張も一区切りついた本年はお手
伝いをする事となりました。10年以上前には別のクラ
ブに入っていました。中央ライオンズではまだまだ駆
け出しの私ですが、精一杯役務を果たして無事に一年

間全う出来るように頑張って行きます。教育・国際委
員会のメンバーと委員長の懸け橋になりたいと考えて
おります。無事出航した森丸が最後まで一人も欠ける
事なく素晴らしい一年になりますように。

　私が副委員長の役に就くことは、全く想定していな
かった事態ですが、地域に於いて子ども達の健全な育
成に関する実践活動を推進するため、一委員を超えて
伊藤幸満委員長を支え委員会として成果を出せるよう
頑張って参りたいと思います。皆様のご指導・ご鞭撻・

お力添えをいただきますよう何卒宜しくお願い致しま
す。

市民・公衆副委員長就任挨拶

教育・国際副委員長就任挨拶

青少年育成副委員長就任挨拶

新　崎　　　勉

伊賀上　竜　也

佃　　　浩　三

　初めまして、髙橋正人と申します。私は現
在、四季法律事務所に所属し、弁護士をして
います。同事務所では、貸付金の回収等の一
般民事事件だけでなく、交通事故や離婚、相
続なども取り扱っております。最後に、推薦
者の丹下靖憲氏と高橋孝子氏に感謝の意を表
すると共に、今後とも皆様にはご指導ご鞭撻
の程をどうぞよろしくお願いいたします。

　この度、諸先輩方のお導きがあり、松山中
央ＬＣに入会させていただきました、上田貞
人と申します。伝統と歴史のある松山中央Ｌ
Ｃの一員として、地域活性化や、ボランティ
ア活動に努めていきたいと思っております。
先輩会員の皆様には、いろいろご指導いただ
きますよう、よろしくお願いいたします。

四季法律事務所 松山市議会議員高橋　正人 上田　貞人弁護士



（LC、大川耕三）（LC、長野　剛）

TEL 089-948-9199  FAX 089-948-9190
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大　西　安　子

喜　井　茂　雅

池　田　博　英

社会福祉委員長

計画・出席委員長

献血活動　厚生労働大臣賞受賞

平成28年度松山市福祉大会

ライオンズクラブ国際協会336-Ａ地区

訃報　船倉和夫さん

【平成２８年度献血運動推進協力団体等に対する厚生労働大臣表彰式】
　７月２１日㈭県と県赤十字センターは、献血運動推進に貢献した３１団体への表彰状・
感謝状の伝達、贈呈式を県庁で開きました。我が松山
中央ライオンズクラブは、会員企業による献血車の受
け入れや大街道献血ルームでの献血者の呼び込みへの
協力など、長年にわたり脈々と続く取り組みと実績が
高く評価されて、厚生労働大臣賞を見事受賞いたしま
した。受賞団体を代表し、大川耕三前会長が謝辞を述

べられました。皆様のご協力の賜物です。誠におめでとうございます。

　９月７日、松山市民会館大
ホールにて、平成２８年度松山市
福祉大会が「誰もが安心して暮
らすことのできる地域社会の
実現に向け関係者の相互理解
と連携を深めること」を目的と
して開催されました。
　大会では、多年にわたり地域

福祉活動やボランティア活動等に功績のあった方や団体を表彰
し謝意を表すということで、松山中央ライオンズクラブが毎年
行っているアクトの一つである「まごころ箱募金活動」が、松
山市社会福祉協議会会長表彰をいただきました。

　８月第二例会に、１Ｒ－ＲＣ 村井淳子様、１Ｒ－３ＺＣ德本秀樹様が例会訪問
してくださいました。
　村井淳子様からは、松山中央ライオンズクラブ
との出会いのお話や、アクティビティやクラブへ
のお褒めのお言葉を頂戴いたしました。
　また松山中央ライオンズクラブからのいくつか
の質問事項に関して、誠意を持ってご回答いただ
きました。

　また德本秀樹様からは、今回の例会訪問の趣旨や松山中央ライオンズクラブに対
するご感想、所属のゾーン・リジョン・地区を盛り立てて行くことに関しての協力依頼のお話がございました。
　お忙しい中、例会に訪問いただきまして誠にありがとうございました。

船倉和夫さんが８
月２１日享年８９歳を
もって永眠されま
した。
また、８月２３日通
夜式、２４日告別式
を 小 倉 聖 苑 築 山
ホールにてしめや
かに営まれました。
謹んでお悔やみ申
し上げます。



（LC、程野裕貴）（LC、松本政清）

〒790-0011　松山市千舟町４丁目５番地４
TEL （089）921-5338 ㈹ 　FAX（089）933-8688
E-mail：shikoku-japan@shirt.ocn.ne.jp

損保ジャパン日本興亜代理店
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９月の誕生人から一言・・・
大川　耕三 1949（昭和24年）９月29日生

　９月の誕生日で67歳になりました。前期はみなさまのご
協力をいただき何とか会長としての役目を終えることが出
来ました（感謝 !! ）。これからの１年はみなさまに恩返し
する67歳と肝に銘じています。

森　　和幸 1955（昭和30年）９月12日生

　誕生祝ありがとうございます。昨年、還暦だということ
でお祝いを戴いたのが昨日のことのように思えてなりま
せん。月日が経つのが年を取るごとにだんだん早くなるよ
うな気がします。今年は松山中央ＬＣ53代会長ということ
で皆様に支えて頂きながら務めさせていただいておりま
す。まだまだ先は長く本年度の目標達成のため頑張ってい
るところです。皆様のご協力を何卒よろしくお願いいたし
ます。

佐伯　裕子 1962（昭和37年）９月21日生

　昨年は、家族が大病をしたことで健康であることの大切
さを痛感しました。
　大好きな旅行（国内・国外）を続けるためにも、心身と
もに健康で１日１日充実した毎日を過ごしていけたらと
思っています。

平尾　由紀 1963（昭和38年）９月29日生

　この間書いたところですのにもう一年？？私だけ時間
がきっとはや回りなのねの心境です。社労士ならぬ初老士
の平尾です。若返るわよというか、今年は締切が守れる女
になります。いつまでも成長しない私ですがよろしくご指
導下さいませ。

白石　光永 1968（昭和43年）９月23日生

　2016年の９月で48歳となります。
　そして今年は申年で年男です。
　ライオンズに入会して４年目を迎えたので、より一層皆
様のお役に立てるよう頑張ってまいります。
　これからもよろしくお願いいたします。

韓　　雪峰 1961（昭和36年）９月２日生

　２日で55歳になりました。ライオンズに入会してまだ１
年も経っていませんので、これから新しい仕事も遊びもラ
イオンズ活動もゴーゴー行くぞ。精一杯頑張りますので、
皆様ご指導の程、どうぞよろしくお願いいたします。

高山　正志 1954（昭和29年）９月21日生

　松山中央ＬＣに入会して、今年で４年目になります。
　今月21日で62歳です。健康に留意して「人を愛し、運を
逃さず、縁を尊び、恩を忘れず」の精神で、これからの会
社人生、ＬＣ活動を頑張って行きたいと思います。
　今後もよろしくお願いします。

大西　安子 1958（昭和33年）９月12日生

　最近色んな方に「何歳ですか？」と聞かれるのですが、
必ず「もうすぐ還暦です ! 」と答えています。女性の年
齢はダイヤのカラット数・・と勝手に思い込んでいますが、
その年毎に大きく輝いていたい☆という願望が強いので
しょう。
　でも最近、自分のキャパ範囲を逸脱して時々カラダが悲
鳴を上げる時もあって、年相応に取捨選択していかなけれ
ば・・とも思っています。が、これが色々楽しくて（仕事
もＬＣ事も）やっぱり、やめられません。生涯現役 ! を目
指して頑張ります。

伊藤　英樹 1963（昭和38年）９月７日生

　53歳。体力・知力・視力、様々な衰えを感じながら毎日
過ごしております(*_*)
　またひとつ歳を重ねましたが、初心を忘れず「Ｗｅ Ｓ
ｅｒｖｅ」の精神で頑張って参りますので、今後とも宜し
くお願い致します。

武智　正晴 1967（昭和42年）９月28日生

　今月で49歳になります。まだまだ若い気持ちではいます
が、年々燃費が良くなるお腹を見つめ、若干焦りを感じて
います。正晴という名前は父が付けてくれました。朝７時
に産まれ、晴天。正しく明るく元気に前向きに育って欲し
いとの事で付けたそうです。名前負けしない様、元気に来
年の半世紀（50歳）目指して頑張らなければ !
　ＰＳ：この会報誌が皆さんの手元に届くのが９月27日、
家族例会の時です。翌日の28日が私の誕生日です !! 　まだ
間に合いますよ（笑）

仙波　得伸 1974（昭和49年）９月19日生

　42歳になります。子ども・子育て支援新制度と認定こど
も園という国の新しい制度改革に悩み、ちょっと苦しみな
がら早１年半が過ぎようとしています。
　そんなこともあって、昨年度からライオンズクラブ活動
の参加率が悪く申し訳ございません。こんな私ですが入会
６年目となりました。また１年よろしくお願いいたします。

菅野　直也 1957（昭和32年）９月８日生

　先日リオオリンピックの閉会式をテレビでみていると、
幼い頃みた昭和39年の東京オリンピックの思い出が鮮や
かに蘇ってきました。アベベやヘーシングに驚いたのがつ
いこの間のように思えてきます。また心躍るオリンピック
が日本にやってくると思うと、自分も元気に歩もうと誓う
新59歳です。

高原政彦さんも今月のお誕生人です。
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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松浦、Ｌ中岡、Ｌ太、Ｌ服部、Ｌ丹下、Ｌ河本、Ｌ新宮、Ｌ兵頭、
　　　　　　　Ｌ永野（通）、Ｌ宮川
　　　　　　　Ｌ和泉
　　　（オブザーバー）　Ｌ早川、Ｌ池田、Ｌ武智（正）、Ｌ喜井、Ｌ加藤、伊藤（幸）

１．開会宣言
２．出欠調査
　　　≫22名中13名の出席を確認
３．会長あいさつ
４．前回議事録の確認【Ｐ２～Ｐ３】
　　　≫松浦幹事より報告
５．会計報告（８月分収支明細表）【Ｐ４～Ｐ９】
　　　≫中岡会計より報告
６．審議事項
　⑴　新会員推薦について（村井　剛様）【Ｐ10】 …………………………………………………………会員・会則委員会
　　　≫服部会員委員長より説明……………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑵　第14回愛媛県小・中学生ゴルフ大会決算書（案）について【Ｐ11－Ｐ12】 ………………………青少年育成委員会
　　　≫伊藤青少年育成委員長の代理で松浦幹事より説明………………………………………………【審議】→【承認】
　⑶　第54回愛媛県高等学校定時制通信制中予地区生徒生活体験発表会予算書（案）について【Ｐ13】
　　　……………………………………………………………………………………………………………教育・国際委員会
　　　≫加藤教育国際委員長より説明………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑷　第40回愛媛県中予地区少年柔道錬成大会予算書（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】
　⑸　中学生職場体験学習予算書（案）について【Ｐ16－Ｐ18】 ……………………………………………社会福祉委員会
　　　≫喜井社会福祉委員長より説明………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑹　松山センチュリーＬＣ認証状伝達式について
　　　■と　き：９月22日㈭　17：00～　
　　　■場　所：東京第一ホテル松山　２Ｆコスモホール
　　　■登録料：10,000×２名（会長・幹事）＝20,000円
　　　≫松浦幹事より説明……………………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑺　１Ｒリーダーシップ（指導力育成）研究会開催について
　　　■と　き：10月15日㈯　13：30～17：00　
　　　■場　所：いよてつ会館３Ｆ　ロビンルーム
　　　■登録料：3,000円×３名＝9,000円（Ｌ河本圭仁、Ｌ宮川晶子、Ｌ早川義仲）
　　　≫松浦幹事より説明……………………………………………………………………………………【審議】→【承認】

　⑻　１Ｒ第１回新会員オリエンテーションについて
　　　■日　時：10月23日㈰　13：30～17：00
　　　■場　所：いよてつ会館　５Ｆ　クリスタルホール
　　　■登録料：3,000円×12名＋会長（会長欠席の場合は第一副会長）　　　
　　　　（対象者：Ｌ森（和）、Ｌ髙田、Ｌ猪子、Ｌ大宿、Ｌ桑原、Ｌ本宮、Ｌ片山、Ｌ大西（知）
　　　　　　　　Ｌ井上、Ｌ髙原、Ｌ菅野、Ｌ上田、Ｌ髙橋（正））　　
　　　　　　　　・今回予定者13名　　39,000円
　　　≫松浦幹事より説明……………………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑼　その他
　　1　第二副地区ガバナー推薦について【Ｐ19－Ｐ21】
　　　　≫森会長より説明……………………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　　　　後日資格者３名に森会長より説明
７．報告事項
　　1　東予東南アジアフォーラムについて【Ｐ22－Ｐ23】
　　2　松山道後ＬＣ第38回チャリティゴルフ大会について
　　　　10月20日㈭　松山ゴルフ倶楽部（川内コース）
　　3　松山城山ＬＣ結成20周年記念・チャリティゴルフコンペについて
　　　　10月25日㈫　エリエールゴルフ倶楽部
　　4　第13回松前ライオンズクラブチャリティゴルフコンペについて
　　　　11月８日㈫　サンセットヒルズカントリーゴルフクラブ北条
　　5　砥部ライオンズクラブ35周年記念ゴルフ大会について
　　　　11月16日㈬　松山ゴルフ倶楽部
　　　　≫松浦幹事より報告
８．その他
　　　≫なし
９．閉会

■第₃回理事会 ● ２０１6年₉月₅日㈪　１8：3０～
● 於：松山全日空ホテル

　　　⇒船倉さんに黙祷
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ヒム斉唱
４．ゲスト紹介　　　　　ライオンズクラブ国際協会336－Ａ地区
　　　　　　　　　　　　１Ｒ－ＲＣ　　　　　　　村井　淳子様
　　　　　　　　　　　　１Ｒ－３ＺＣ　　　　　　德本　秀樹様
　　　⇒松浦幹事より紹介
５．会長あいさつ
　　　⇒森会長より挨拶
６．新会員入会式　　　　髙橋正人様　上田貞人様　　　　　　　　
　⑴　新会員・スポンサー前へ
　　　⇒上田さん、高橋正人さん、丹下さん、高橋孝子さん壇上へ
　⑵　新会員略歴紹介
　　　⇒服部会員委員長より紹介
　⑶　ライオンバッジ贈呈
　　　⇒森会長よりバッチ贈呈
　⑷　新会員「ライオンズの誓い」
　　　⇒高橋正人さん、上田さんよりライオンズの誓い
　⑸　スポンサーの宣誓
　　　⇒高橋孝子さん、丹下さんスポンサーの宣誓
　⑹　新会員あいさつ
　　　⇒高橋正人さん、上田さんより挨拶
　⑺　会長歓迎あいさつ及び所属委員会の任命　
　　　⇒森会長より歓迎挨拶
　　　高橋正人さん、上田さん共に市民公衆委員会に任命
７．１Ｒ－ＲＣあいさつ　　　　村井淳子様　
　　　⇒村井淳子１Ｒ－ＲＣよりあいさつ
８．１Ｒ－３ＺＣあいさつ　　　德本秀樹様　
　　　⇒徳本秀樹１Ｒ－３ＺＣよりあいさつ
９．還暦の御祝い　　　　　　　Ｌ二神秀和　　　　　　　　　　　　　　　 　
　　　⇒二神秀和さんのあいさつ
10． 委員会報告
　⑴　９月10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９月６日㈫ ９：00～11：00 ニッシングルメビーフ㈱
　場所：松山市勝岡町1163－3

平成28年10月５日㈬ 12：00～13：30 生活協同組合コープえひめ
　場所：松山市朝生田３丁目１番12号

　　　⇒大西保健委員長より報告
　⑵　家族例会について………………………………………………………………………………………計画・出席委員会
　　　⇒池田計画出席委員長より説明
　⑶　委員会場所、日程変更、合同委員会について
　　　・９月８日㈭　サムライダイニング茶ノ間 → 「サムライダイニング炉」に変更
　　　……………………………………………………………………………………………………………教育・国際委員会
　　　⇒松浦幹事より報告
　　　・９月29日㈭　「道後まっちゃん」にて合同委員会 ………………………………財務委員会／市民・公衆委員会
　　　⇒松浦幹事より報告
11．食事
12．幹事報告　　
　　　⇒池田計画出席委員長よりインターネット例会の説明
13．テールツイスターの活躍
　　　⇒山田テールツイスターの活躍
14．ファイン･ドネーションの報告　
　　　⇒中岡会計より報告
15．出席率の報告
　　　⇒池田計画出席委員長より報告
16．閉会ゴング
17．‘また会う日まで’合唱
18．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（９月）　Ｌ韓（２日）、Ｌ髙原（５日）、Ｌ髙橋（正）（６日）、Ｌ伊藤（英）（７日）、Ｌ菅野（８日）
　　　　　　　　　Ｌ森（和）（12日）、Ｌ大西（安）（12日）、Ｌ仙波（得）（19日）、Ｌ佐伯（21日）、Ｌ高山（21日）
　　　　　　　　　Ｌ白石（23日）、Ｌ武智（正）（28日）、Ｌ大川（29日）、Ｌ平尾（29日）
　　　⇒代表して武智正晴さんの挨拶　
６．審議事項　
　⑴　新会員推薦について（村井　剛様）【Ｐ３】 …………………………………………………………会員・会則委員会
　　　⇒服部会員委員長より説明……………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑵　第14回愛媛県小・中学生ゴルフ大会決算書（案）について【Ｐ４】 ………………………………青少年育成委員会
　　　⇒伊藤幸満青少年育成委員長より説明………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑶　第54回愛媛県高等学校定時制通信制中予地区生徒生活体験発表会予算書（案）について【Ｐ５】
　　　……………………………………………………………………………………………………………教育・国際委員会
　　　⇒加藤教育国際委員長より説明………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑷　第40回愛媛県中予地区少年柔道錬成大会予算書（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　中学生職場体験学習予算書（案）について【Ｐ７】 ……………………………………………………社会福祉委員会
　　　⇒喜井社会福祉委員長より説明………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑹　松山センチュリーＬＣ認証状伝達式について
　　　■と　き：９月22日㈭　17：00～　
　　　■場　所：東京第一ホテル松山　２Ｆコスモホール
　　　■登録料：10,000×２名（会長・幹事）＝20,000円
　　　⇒松浦幹事より説明……………………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑺　１Ｒリーダーシップ（指導力育成）研究会開催について
　　　■と　き：10月15日㈯　13：30～17：00　
　　　■場　所：いよてつ会館３Ｆ　ロビンルーム
　　　■登録料：3,000円×３名＝9,000円（Ｌ河本圭仁、Ｌ宮川晶子、Ｌ早川義仲）
　　　⇒松浦幹事より説明……………………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑻　１Ｒ第１回新会員オリエンテーションについて
　　　■と　き：10月23日㈰　13：30～17：00
　　　■場　所：いよてつ会館　５Ｆ　クリスタルホール
　　　■登録料：3,000円×12名＋会長（会長欠席の場合は第一副会長）　　　
　　　　（対象者：Ｌ森（和）、Ｌ髙田、Ｌ猪子、Ｌ大宿、Ｌ桑原、Ｌ本宮、Ｌ片山、Ｌ大西（知）
　　　　　　　　Ｌ井上、Ｌ髙原、Ｌ菅野、Ｌ上田、Ｌ髙橋（正））　　
　　　　　　　　・今回予定者13名　　39,000円
　　　⇒松浦幹事より説明……………………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑼　その他
　　1　第二副地区ガバナー推薦について【Ｐ８－Ｐ10】
　　　　⇒森会長より説明
７．食事
８．幹事報告
　　1　東予東南アジアフォーラムについて【Ｐ11－Ｐ12】
　　2　オーバーナイトハイキング2016参加者・ボランティアスタッフ募集について【Ｐ13－Ｐ14】
　　3　松山道後ＬＣ第38回チャリティゴルフ大会について
　　　　10月20日㈭　松山ゴルフ倶楽部（川内コース）
　　4　砥部ライオンズクラブ35周年記念ゴルフ大会について
　　　　11月16日㈬　松山ゴルフ倶楽部
　　　　⇒松浦幹事より報告
９．委員会報告
　　1　家族例会について……………………………………………………………………………………計画・出席委員会
　　　　⇒池田計画出席委員長より報告
　　2　ライオンズデーについて……………………………………………………………………………市民・公衆委員会
　　　　⇒高橋孝子市民公衆委員長より報告
　　3　委員会場所変更について
　　　　９月26日㈪　SOH SOH　⇨　アイアングリルに変更 …………………………………………ＰＲ・ＩＴ委員会
　　　　⇒武智正晴ＰＲ・ＩＴ委員長より報告
　　4　８月・９月献血結果報告……………………………………………………………………………………保健委員会

実施年月日 実　施　場　所 献　血　者　数

平成28年８月18日
㈱愛媛銀行　本店　　　　 受付40名　400mL 37名　不採血３名
㈱愛媛銀行　電算センター 受付20名　400mL 19名　不採血１名

平成28年９月６日 ニッシングルメビーフ㈱　 受付26名　400mL 23名　不採血３名

　　　⇒大西保健委員長より報告
　　　⇒宮川会員交流副委員長より会員交流委員会の日程案内と参加要請
　　　⇒伊藤青少年育成委員長より本年度の中学校女子ソフトボール大会の概要説明
10．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１２4２回例会 ■第１２43回例会● ２０１6年₈月２3日㈫　１２：１5～
● 於：ホテルＪＡＬシティ松山

● ２０１6年₉月１3日㈫　１２：１5～
● 於：ホテルＪＡＬシティ松山
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☆出席率　84％　☆ファイン　600円　☆ドネーション　209,000円

◆ 平成２8年₈月第₂例会
Ｌ森　　和幸　ＲＣ村井様ＺＣ徳本様例会訪問ありがとうございます。
Ｌ原瀬　忠広　髙橋様、上田様御入会おめでとうございます。
Ｌ小倉　圭二　村井さん、徳本さん例会訪問ありがとうございます。

髙橋さん、上田さん入会おめでとうございます。
Ｌ山本　宗宏　髙橋さん上田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お願い申し上げます。
Ｌ中岡　富茂　８／20富士山のぼりました。ご来光もバッチリ
Ｌ丹下　靖憲　髙橋さん、上田さん入会おめでとうございます。
Ｌ兵頭　好喜　髙橋さん、上田さん入会おめでとうございます。
Ｌ服部　　勲　髙橋さん、上田さん入会おめでとうございます。
Ｌ大川　耕三　髙橋さん、上田さんの入会を祝して
Ｌ山本　幸治　村井様、徳本様、例会訪問ありがとうございます。
Ｌ近藤　　猛　髙橋さん、上田さん入会おめでとうございます。
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村上　泰久　村井ＲＣ、徳本３ＺＣ例会訪問ありがとうございます。
Ｌ宮川　晶子　先日、森さんの水素水を会社につけました。うちのス

タッフ全員、お肌ツルツルになる予定です。
　　　　　　　山田さん修理代の足しにしてください。
Ｌ池田　博英　入会おめでとうございます。
Ｌ盛重　泰輔　髙橋さん、上田さんご入会おめでとうございます。
Ｌ大西　安子　髙橋さん、上田さんご入会おめでとうございます。
Ｌ山田　　哲　村井さん訪問ありがとうございます。
Ｌ太　　亨哲　髙橋さん、上田さんご入会おめでとうございます。
Ｌ和泉　光浩　暑すぎですね !!
Ｌ高山　正志　オリンピック日本人の活躍に !
Ｌ稲森　和行　船倉さんのご冥福をおいのりいたします。
Ｌ河本　圭仁　山田さん、車お見舞い申し上げます
Ｌ橋本　和範　オリンピック見すぎてエアコンに負けて風邪引きまし

た。
Ｌ境　　俊之　ゲストのおふたり、例会参加ありがとうございます。

髙橋さん、上田さん入会歓迎
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両田　　晃　髙橋さん、上田さんご入会おめでとうございます。
Ｌ伊藤　憲司　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　二神さん還暦おめでとうございます。
Ｌ大西千恵春　髙橋正人さん上田貞人さんいらっしゃい
Ｌ永野　通夫　髙橋さん、上田さんご入会おめでとうございます。
Ｌ大西　知人　新入会おめでとうございます。
Ｌ佐伯　裕子　すべてまとめておめでとうございます。
Ｌ二神　秀和　例会ひさしぶりに出席出来ました。
Ｌ程野　裕貴　髙橋さん、上田さん入会おめでとうございます。
Ｌ戸梶　直美　髙橋さん、上田さん入会おめでとうございます。

チャーターメンバー船倉さんのご冥福を心よりお祈り
申し上げます。

Ｌ土井　晴彦　髙橋さん、上田さん入会おめでとうございます。
Ｌ井上　　光　ゴルフで良いメンバーに恵まれて
Ｌ本宮　　薫　無事退院できました。
Ｌ喜井　茂雅　髙橋さん上田さん入会記念。
Ｌ高橋　孝子　高橋さん、上田さん　ご入会おめでとうございます。
Ｌ新崎　　勉　村井様、徳本様暑い中例会訪問ありがとうございます。
Ｌ松本　政清　新会員さん入会お目出とうございます。
Ｌ髙橋　正人　入会しました。
Ｌ上田　貞人　入会しました。
Ｌ佃　　浩三　髙橋正人様　上田貞人様よろしくお願いします。
Ｌ松岡　俊幸　髙橋正人さん上田貞人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伊藤　幸満　高橋さん、上田さん　ご入会おめでとうございます。
Ｌ廣江　和男　髙橋さん、上田さんの入会を祝って
Ｌ吉田　文彦　雨よ降れ降れ、雨よ降れ
Ｌ片山　　一　本日の新会員スクール、勉強になりました。

☆出席率　85％　☆ファイン　3,800円　☆ドネーション　105,000円

◆ 平成２8年₉月第₁例会
Ｌ森　　和幸　白鷺ライオンズクラブチャリティゴルフで優勝してし

まいました。
Ｌ原瀬　忠広　すずしくなりました。体調管理にお気を付け下さい。
Ｌ松浦　龍也　９月お誕生日の皆様おめでとうございます。
Ｌ中岡　富茂　収穫の秋に感謝
Ｌ兵頭　好喜　９月生まれの皆さんおめでとうございます。
Ｌ服部　　勲　歩き遍路を高知より再開しました。
Ｌ山本　幸治　新涼を感じる頃となりました。
Ｌ丹下　靖憲　来月会員交流会ご参加よろしくお願いします。
Ｌ大川　耕三　松山市社協からの表彰を祝して
Ｌ竹田　祥一　やっと秋が来たかな？
Ｌ早川　義仲　秋が近づいている様です
Ｌ太　　亨哲　森会長白鷺ＬＣのチャリティゴルフ優勝おめでとうご

ざいます。
Ｌ池田　博英　秋　到来です !
Ｌ山田　　哲　森会長誕生日おめでとうございます。
Ｌ高山　正志　62才の誕生月に ! 感謝 !
Ｌ河本　圭仁　なんとなく秋が吹いてきた気がします。
Ｌ和泉　光浩　すずしくなりました !!
Ｌ盛重　泰輔　パラリンピック廣瀬選手銅メダルおめでとうございま

す。
Ｌ大西　安子　９月誕生月の皆様おめでとうございます。私も皆様か

ら心のこもったお祝いをありがとうございました。
Ｌ宮川　晶子　家族例会、みなさんが多数参加してくださいますよう

に。
Ｌ橋本　和範　パラリンピック日本頑張れ
Ｌ境　　俊之　パラリンピックすごいですね。その障害の多様さにも

驚かされます。
Ｌ木下　勝敏　卓球が増々好きになりましたよ。
Ｌ加地　雅臣　９月誕生月の方おめでとうございます。

Ｌ岩本　　透　白内障の手術無事終了し、裸眼1.5になりました。
Ｌ永野　通夫　ニシコリ選手おめでとう
Ｌ藤本　雅弘　９月誕生月の皆様おめでとうございます。
Ｌ菅野　直也　やっと朝が気持ち良くなってきました。
Ｌ大西　知人　ゴルフ委員会に入りました。（10月から参加します。）
Ｌ大西千恵春　藤本さん、ニッシングルメビーフ㈱の献血の御協力あ

りがとうございました。
Ｌ井上　　光　森さんお誕生日おめでとうございます。
Ｌ土井　晴彦　武智様はじめ９月お生まれの方おめでとうございます。
Ｌ戸梶　直美　やっと涼しくなりました。
Ｌ藤田　裕司　少し涼しくなりました。
Ｌ清水　栄治　本年もよろしくお願いします。
Ｌ新宮　幸孝　９月生まれの皆さんおめでとうございます。
Ｌ山之口智章　９月誕生日をお迎えの皆様おめでとうございます。
Ｌ新崎　　勉　９月お誕生日をお迎えの皆様おめでとうございます。

益々のご活躍をお祈りします。
Ｌ松本　政清　９月誕生の方お目出とうございます。
Ｌ廣江　和男　お酒のおいしい季節になりました。
Ｌ吉田　文彦　庭の萩咲き秋近し
Ｌ佃　　浩三　９月生まれの14名の皆様お誕生日おめでとうございま

す。

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

14．‘また会う日まで’合唱　
15．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「坂本　茂」さんです。
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■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
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◆幹　事／松浦　龍也
◆PR・IT委員長／武智　正晴
◆印　刷／不二印刷㈱
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　銀行各社、姉妹・友好クラブほか

広島カープが優勝に向かって神ってる試合が多いように自分の

プレイもＯＢが助かってたり、長いパットが入ったりで当日は神

が宿ってました。

今年の平均スコアが99.9の自分がまさか優勝するとはビックリ!

たくさんのハンディと我がふるさと久万高原町の空気が後押し

してくれたようです。一緒に楽しく回っていただいた山本宗さん、

仙波さん、二神さんに感謝です。ありがとうございました。

小倉 圭二優勝者からひとこと

8/18㈭ 久万カントリークラブ

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
臓器移植普及推進活動事業

　本事業は、毎年愛媛県臓器移植普及推進月間の10月に合わせ、臓器移植の一層の定
着・推進を図るため、臓器提供意思表示カードやパンフレット等を配り啓発活動を行
う事により、多くの方に臓器移植について理解と協力をいただく事を目的とした活動
で、当クラブも長年に渡り県からの協力依頼を受け、後援事業として取り組んで参り
ました。

・本事業の開催目的を広く県民に対して普及啓発していく事。＊当クラブの役割＊

　千葉県出身。昭和35年生まれの56歳です。28年間勤めた
みずほ証券では、６回の転勤を繰り返し、15年前に東京か
ら松山に赴任してきました。当時は、その後松山出身の家
内と結婚して、この地に骨を埋めるようになるとは夢にも
思いませんでした。
　現在は証券会社時代に培った経験を活かし、独立した立
場で証券の相談、助言等の仕事をしております。ご関心が
おありでしたら、ぜひ声をおかけ下さい。今後とも皆様と
の交流を一層深め、奉仕活動に貢献していきたいと思いま
す。どうぞよろしくお願いいたします。


