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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」

池　田　博　英計画出席委員長家 族 例 会

今年も武智正晴さんのご協力の下、マリベールスパイアさんで開催することができました。
吉田さんの乾杯の「ウイサーブ」の掛け声とともに華やかに開宴いたしました。
宴は進んでマジックショーやＡ．Ｋジャクソンズのダンスが華を添えてくれました。
三役の「モリケルジャクソン」のダンスは、高橋孝子さんにダンスの先生になっていただいて、事
前に何日も汗だくになりながら猛練習を重ねました。
振りを間違えることなく完璧なダンスに驚きを隠せませんでした。
そして、五役からの家族への愛のこもったメッセージに、皆さんホッコリしたのではないでしょう
か？
メインイベントのお手紙コーナー「言葉にできない」。戸梶さんに代読していただいた愛情深いメッ
セージに、多くの方が笑いそして涙を拭っておられました。
感動が会場を満たしていたように思います。
盛重さん、境さんご協力本当にありがとうございました。
司会の宮川さんをはじめ、総動員で活躍してくださった計画出席委員のメンバー。マリベールスパ
イアのスタッフの皆さん。パフォーマーの皆さん。
会を盛り上げてくださったメンバーの皆さん。
今や感謝の気持ちしか残っていません。本当にありがとうございました。



（LC、盛重泰輔） （LC、村上泰久）
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第54回　愛媛県高等学校定時制通信制中予地区生徒生活
　　　　体験発表大会 加　藤　定　伸教育・国際委員長

９月２７日㈫、第５４回愛媛県高等学校定時制通信制中予地区生徒生活
体験発表大会が松山工業高等学校体育館で行われました。私たち松
山中央ＬＣにとって、長きにわたって賛助している大切なアクティビ
ティです。松山東高、松山南高、松山工業、松山商業、未来高校の５
校の代表生徒がそれぞれ困難な問題を、仲間との出会いや周囲の励ま
しで乗り越えて新しい一歩を踏み出した体験を自分自身の言葉で真摯
に語りました。優秀賞には松山東高３年次の柳井綾太さん、松山南高
１年次の澤田結花さん、未来高校３年次の横田莉果子さんが選ばれ、
県大会へと進まれます。
昨年は、この中予地区から全国大会まで進み、厚生労働大臣賞（全

国２位）を受賞された生徒がでたそ
うです。我がクラブからは、山本第三副会長と私の２名のみの参加でしたが、変わ
らず学校関係者からは、あたたかい対応をしていただけました。そして何よりも５
名の発表が素晴らしかった !
表彰式の最後には山本第三副会長が感想と励ましの言葉を述べ、優秀賞３名に賞
状と記念品を手渡しました。
来年は、松山南高での開催とのこと、またぜひ参加をしてみたいというのが率直
な感想です。

去る１０月９日　日曜日（体育の日の前日）第４０回愛媛県中予地区少年柔道錬成大会に行ってまいりました。
ライオンズ旗争奪の名の通り、５本の立派な歴史を刻んだ優勝旗には誇らしく松山中央ライオンズクラブの文字が
かっこよく光っておりました。今大会は、第４０回という節目の大会ということもあり、何か参加した子供達に励みに
なる物をと思い、団体戦準優勝カップを贈呈することもできました。
大会は４８０名余の大きな立派な大会です。山本第三副会長のメダル贈呈に続き共催団体としてのご挨拶、子供達も
真剣に聞き入っているようでした。主賓挨拶は塩崎厚生労働大臣（代理）です。
開会式終了後、柔道連盟会長より「来年も変わりなく、どうぞ宜しくお願い致します。」とのお言葉をいただきました。
写真撮影の武智ＰＲ・ＩＴ委員長をはじめ、マスコミ手配をしてくださった委員の皆さん、参列の山本第三副会長、
伊賀上教育・国際副委員長、大変ご苦労様でした。
来年もよろしくお願いいたします。集合は、もう少しゆっくりでも良いですね。笑

加　藤　定　伸教育・国際副委員長第40回中予地区少年柔道錬成大会



（LC、戸梶直美）

（LC、山本幸治）

（LC、佐々木勲）

代表取締役

E-mail sasaki-i1newbuild@xvb.biglobe.ne.jp
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松　浦　龍　也

松　浦　龍　也

久万ライオンズクラブ結成50周年記念式典に参加して

松山センチュリーライオンズクラブ認証状伝達式に参加して

１０月２日に久万高原町産業文化会館で執り行われました、久万ライオンズクラブ
結成５０周年記念式典に、森会長と私（松浦）で参加してまいりました。
式典前には地元少年たちによる久万山五神太鼓の演奏があり、伝統的な風情のも

と、式典が始まりました。１時間程度の記念式典ではありましたが、今年度　真鍋
地区ガバナーやこんぴらキャビネットの方々１Ｒの役員の方々なども来られており、
また、姉妹クラブの尾道向島ライオンズクラブからは１０名の方々がこの記念式典に
参加され、総勢８０名での記念式典でした。
５０周年記念事業では防犯カメラ設置事業、移動用放送設備寄贈、川瀬歌舞伎に寄

付の３事業をされており、特に移動放送設備寄贈では、久万町並びに久万消防から感謝状が送られておりました。祝
宴などない記念式典でしたが、和やかな雰囲気の中滞りなく記念式典が執り行われ
ました。その後の記念講演では、県指定無形民俗文化財の川瀬歌舞伎が披露され、
ライオンズ関係の皆様に加え、地元の方々もお越しになり伝統あふれる歌舞伎を約
２５０名拝見し、終了後には歌舞伎の団員さん達と記念撮影を行うなど、地域制溢れ
る和やかな記念講演でした。
会員数が２０名と少なく、過疎が進む地域のライオンズクラブではありますが、地

域に根差され、地域に愛され５０年存続されたライオンズクラブだと感服致し、これ
からも6０年、７０年、１００年と続いていただきたいなと思うばかりでした。

９月２２日に東京第一ホテルで行われました。
松山センチュリーライオンズクラブの認証状伝達式に、森会長と私

（松浦）で参加してまいりました。
１Ｒ（リジョン）で２０番目のクラブのチャーターナイトです。初代

新野会長以下、総勢４3名での船出でした。
今年度　真鍋地区ガバナーや第一、第二副地区ガバナーまた、こん

ぴらキャビネットの方々１Ｒの役員の方々などお招きされておりまし
た。
　来賓
の方に
は、当

クラブ姉妹提携クラブの名古屋中ＬＣから数名こられ
ていましたが、会開始早々に私どもに謝罪にこられ、
個人資格でのご参加の旨、姉妹提携を解消することな
どもうとう考えられていないことなどをお聞きし、胸
を撫でおろした次第です。
複雑な思いで参加してまいりましたが、真鍋地区ガ
バナーから認証状が松山センチュリーＬＣ新野初代会
長に授与され、滞りなく認証状伝達式がおわられたこ
とをご報告致します。



（LC、山口雄次）（LC、池田博英）
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10月の誕生人から一言・・・
清川　和夫 1951（昭和26年）10月22日生

　私にとって、一年間で何かと一番忙しいのが、以前から
誕生月なのです。何故かわかりません。今年も結構予定で
一杯です。お酒がらみも多いので身体に気を付けながらの
誕生月になりそうです。身体のほうも特に異常もなく、感
謝、感謝の一年間でした。

橋本　和範 1957（昭和32年）10月７日生

　毎年10月が来ると１歳年齢が上がり今年59歳になりま
す。50代最後の１年頑張って仕事に趣味に充実した１年に
したいと思います。

村上　泰久 1971（昭和46年）10月22日生

　10月22日で45歳になります。毎年毎年一年が早くなり、
その先にはどんなに短くなるのかと心配してしまいます。
　先日ある方に、「自分の為には本気で必死に生きること
は出来ない。それは一人では生きていけないから。家族が
いて仲間がいないと生きていけられない。家族の為、仲間
の為、人の為だから必死に生きていけるのだ。」と教えて
もらいました。僕もそう思います。
　一日一日をド真剣に生きることをライオンズでも教えて
もらいました。皆さんに感謝して45歳を迎えます。いつも
ありがとうございます。

仙波　重樹 1956（昭和31年）10月29日生

　先の丙申の年（1956年）に生まれて、無事に今年（2016年）
再度、丙申の年を迎える事ができました。文字通り、暦が
一周して還りました。
　昔は、60年生きれば、長寿としてお祝いしていたのだと
思いますが、今は、定年を徐々に60歳から65歳に引き上げ
ている時代ですので、まだまだ現役です。ゴルフもまだ、
前から打てません。と言う事で、もう少し頑張ってみよう
と思っております。（何を？）もちろんライオンズ活動です。
皆様、今後ともよろしくお願いいたします。

大西　知人 1963（昭和38年）10月17日生

　10月17日で53歳になりました。普段の生活では、年長者
の立場になることが多くなってきましたが、松山中央ライ
オンズクラブでは、ほぼ平均年齢辺りに位置しているよう
です。入会一年目でもあり、まだまだ駆け出しとして学ぶ
ことも多いと感じております。今後とも、ご指導ご鞭撻の
程よろしくお願い申し上げます。

岩城　孝幸 1970（昭和45年）10月１日生

　月日が経つのは早いもので、今年の９月で入会して８年
目に入りました。これまで、委員会の活動やアクティビ
ティーに参加することで多くの出会いに恵まれ、また、諸
先輩方から学ぶことも多々ございました。まだまだ至らぬ
ところもありますが、今後も様々な活動や仕事を通じて社
会に奉仕できればと思います。

大　西　千恵春保健委員長愛媛県臓器移植普及キャンペーン
平成２８年１０月１０日㈪ＡＭ１１：００からエミフルＭＡＳＡＫＩにおきまして臓器移植

普及キャンペーンが開催されました。
このキャンペーンには、愛媛県腎臓病患者連絡協議会、えひめ移植者の会、愛媛

県医療対策課、そしてライオンズクラブ会員の総勢２０名が参加致しました。
当日は、施設内を８か所に分かれて「臓器提供意思表示カードのリーフレット」

等を２,０００名の方々へ配布致しました。
皆さん心よく話を聞いてくださり、臓器提供意思表示カードを受け取って頂きま

した。たくさんの方々へ臓器移植に対する意識の
喚起を促すとても有意義なキャンペーンでした。
今後、臓器移植の定着　推進を図るためには、より多くの方に臓器移植に関する
意思表示をしていただく事が不可欠であり、その為にはより多くの方々の臓器提供
に対する理解と協力が必要です。
今も、移植の機会を待っている人はたくさんいます。今後とも皆さまのご支援と
ご協力をお願いするとともに、我が保健委員会も臓器移植の普及啓発活動を推進し
ていきたいと思います。



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山本（宗）、Ｌ松浦、Ｌ中岡、Ｌ太、Ｌ服部、Ｌ丹下、Ｌ近藤、Ｌ新宮、
　　　　　　　Ｌ大西（安）、Ｌ伊藤（憲）、Ｌ兵頭、Ｌ宮川、Ｌ村上、Ｌ和泉
　　　（オブザーバー）　Ｌ早川、Ｌ池田、Ｌ武智（正）、Ｌ高橋（孝）

１．開会宣言
２．出欠調査
　　　≫22名中17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（９月分収支明細表）【Ｐ４－Ｐ８】
　　　≫中岡会計より報告
６．審議事項　　
　⑴　新会員について（森田のり子様　大政大祐様）【Ｐ９】……………………………………………会員・会則委員会
　　　≫服部会員委員長より説明……………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑵　2016～2017年度「会員交流会」予算書（案）について【Ｐ10】…………………………………………会員交流委員会
　　　≫宮川会員交流副委員長より説明、増額する旨も説明……………………………………………【審議】→【承認】
　⑶　「石手川ダム上流域の河川等清掃」予算書（案）について【Ｐ11】…………………………………市民・公衆委員会
　　　≫高橋市民公衆委員長より説明…… ……………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑷　「ライオンズデー労力アクティビティ」予算書（案）について【Ｐ12】……………………………市民・公衆委員会
　　　≫高橋市民公衆委員長より説明………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑸　クラブエンブレム作成予算書（案）について【Ｐ13－Ｐ14】
　　　≫松浦幹事より説明……………………………………………………………………………………【審議】→【承認】

　⑹　ホームページ更新について　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　■契約満了日：2016年10月13日
　　　■継続利用料金：23,328円（１年間）
　　　≫松浦幹事より説明……………………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑺　サンタチャレンジライオンズクラブ国際協会創立100周年　１Ｒ－合同アクティビティについて【Ｐ15－Ｐ19】
　　　■と　　き：2016年12月23日㈮祝日
　　　■時　　間：14時30分～16時30分
　　　■集合場所：松山市民会館　中ホール
　　　■参 加 費：1,000円
　　　≫森会長より説明………………………………………………………………………………………【審議】→【承認】
７．幹事報告
　　1　事務局お休みについて
　　　　　10月７日㈮　地方祭の為休み
　　　　　10月８日㈯　休　　　　　み
　　　　　10月９日㈰　休　　　　　み
　　　　　10月10日㈪　体育の日の為休み
　　　　≫松浦幹事より報告
　　　　≫外部卓話について丹下理事より説明
　　　　≫松浦幹事より内海さんの副委員長職を森浩輔さんに交代の旨報告
８．閉会

■第₄回理事会 ● ２０１6年１０月₃日㈪　１8：3０～
● 於：松山全日空ホテル

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
　　　⇒森会長より挨拶　　
５．モナーク・シェブロン贈呈
　　【45年】Ｌ藤井　滋（2016.10月）
　　【25年】Ｌ廣江和男（2016.10月）
　　【20年】Ｌ稲森和行（2016.３月）Ｌ冨永　実（2016.３月）Ｌ森　和幸（2016.５月）
　　【15年】Ｌ宮川晶子（2017.１月）
　　【10年】Ｌ早川義仲（2016.７月）Ｌ山口雄次（2016.７月）Ｌ山田　哲（2016.７月）
　　　　　　Ｌ戸梶直美（2016.12月）Ｌ伊藤幸満（2017.１月）Ｌ大西千恵春（2017.１月）
　　　　　　Ｌ長野　剛（2017.１月）Ｌ松浦龍也（2017.１月）Ｌ松本政清（2017.１月）
　　　　　　Ｌ森　浩輔（2017.１月）　　　　…　　　　
　　　⇒代表して廣江さんより挨拶　
６．幹事報告
　　　⇒松浦幹事より報告―なし
７．委員会報告
　　1　委員会場所変更について
　　　　①10月６日㈭　サムライダイニング茶の間　➡　KUROGAME　銕　―和心和酒庵―に変更
　　　　…………………………………………………………………………………………………………教育・国際委員会
　　　　②10月７日㈮　ＳＯＨ　ＳＯＨ　➡　和洋菜けんしん　に変更………………………………………保健委員会
　　　　⇒松浦幹事より併せて報告
　　2　中学生職場体験について………………………………………………………………………………社会福祉委員会
　　　　⇒喜井社会福祉委員長より報告
　　3　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10月５日㈬ 12：00～13：30 生活協同組合コープえひめ
（松山市朝生田町３丁目１番12号）

平成28年10月７日㈮ 12：30～16：00 いよてつ髙島屋　南館納品場駐車場
（松山市湊町５丁目１－１）　　　　

平成28年10月12日㈬ 12：00～17：00 松山東雲女子大学・松山東雲短期大学
（松山市桑原３丁目２－１

平成28年10月13日㈭ 14：30～17：30 松山大学
（８号館西側共同練習場前）

平成28年10月26日㈬ 10：30～13：00
14：00～18：00

愛媛大学教育学部４号館北側
（松山市道後樋又10－13）

　　　⇒大西保健委員長より報告
８．その他　　
　　　⇒なし
９．ファイン・ドネーションの報告
　　　⇒中岡会計より報告
10．出席率の報告
　　　⇒池田計画出席委員長より報告
11．閉会ゴング

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（10月）　
　　　Ｌ岩城（１日）Ｌ橋本（７日）Ｌ大西（知）（17日）Ｌ村上（22日）
　　　Ｌ清川（22日）Ｌ仙波（重）（29日）
　　　⇒代表して村上泰久さんの挨拶
６．2015年～2016年度100周年記念奉仕チャレンジ授与…
　　　⇒松浦幹事より報告
７．プログレスＭＪＦ献金ピン及び楯の贈呈
　　　ピン：Ｌ服部　勲（３回目）
　　　⇒森会長より服部会員委員長へ授与、及び挨拶
　　　楯　：Ｌ松浦龍也（初　回）
　　　⇒森会長より松浦幹事へ授与、及び挨拶
８．ＬＣＩＦ献金ピン贈呈（99名）
　　　⇒松浦幹事より報告

９．審議事項
　⑴　新会員について（森田のり子様　大政大祐様）【Ｐ３】………………………………………………会員・会則委員会
　　　⇒服部会員委員長より説明…………………………………………………【審議】→【承認】　　　　　　　　　　
　⑵　2016～2017年度「会員交流会」予算書（案）について【Ｐ４】…………………………………………会員交流委員会
　　　⇒和泉会員交流副委員長より説明……………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑶　「石手川ダム上流域の河川等清掃」予算書（案）について【Ｐ５】…………………………………市民・公衆委員会
　　　⇒高橋市民公衆委員長より説明………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑷　「ライオンズデー労力アクティビティ」予算書（案）について【Ｐ６】……………………………市民・公衆委員会
　　　⇒高橋市民公衆委員長より説明………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑸　クラブエンブレム作成予算書（案）について【Ｐ７】　
　　　⇒中岡会計より説明……………………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑹　ホームページ更新について
　　　■契約満了日：2016年10月13日
　　　■継続利用料金：23,328円（１年間）
　　　⇒松浦幹事より説明……………………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑺　サンタチャレンジライオンズクラブ国際協会創立100周年　１Ｒ－合同アクティビティについて【Ｐ８－Ｐ９】
　　　■と　　き：2016年12月23日㈮祝日
　　　■時　　間：14時30分～16時30分
　　　■集合場所：松山市民会館　中ホール
　　　■参 加 費：1,000円（全員登録）
　　　⇒加藤教育国際委員長より説明………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑻　外部卓話について
　　　愛媛大学…社会共創学部　副学部長　教授
　　　榊原…正幸様
　　　⇒松浦幹事より説明……………………………………………………………………………………【審議】→【承認】
10．食　事
11．幹事報告
　　　⇒なし
12．委員会報告　
　　1　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の報告について…………教育・国際委員会
　　　　⇒加藤教育国際委員長より報告
　　2　平和ポスター展示会並びに選考会について…………………………………………………教育・国際委員会　　
　　　　⇒加藤教育国際委員長より報告
　　3　合同委員会について
　　　　・10月27日㈭　18：30～焼き鳥ダイニング鈴木別邸……………………………………財務／市民・公衆委員会
　　　　⇒松浦幹事より報告
　　4　委員会場所変更について
　　　　・10月17日㈪　18：30～　笠　　　組　➡　10月21日㈮　アイアングリルに変更…………会員・会則委員会
　　　　⇒松浦幹事より報告
　　　　・10月24日㈪　18：30～　ＳＯＨ　ＳＯＨ　➡　「あさつき」に変更…………………………ＰＲ・ＩＴ委員会
　　　　⇒松浦幹事より報告
　　5　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
平成28年９月21日 松山中央郵便局　　　　　 受付19名　400mL…18名　不採血１名

　　
　　　　11月～12月大街道献血ルーム予定

実施日 実施時間 実施場所

平成28年11月24日㈭
　　～　11月30日㈬
　　　　12月５日㈪
　　　　12月７日㈬
　　～　12月９日㈮
　　　　　計11日間

10：00～12：50
14：00～17：30

大街道献血ルーム
（松山市大街道1丁目４番17）

　　　　⇒大西保健委員長より報告
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

■第１２44回例会

■第１２45回例会

● ２０１6年₉月２7日㈫　１8：００～
● 於：マリベールスパイア

● ２０１6年１０月１１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　96,000円

◆ 平成２8年₉月第₂例会
Ｌ森　　和幸　家族例会出席ありがとうございます。
Ｌ原瀬　忠広　計画委員会の皆様ありがとうございます。
Ｌ小倉　圭二　家族例会を祝って
Ｌ松浦　龍也　本日は皆様ありがとうございます。
Ｌ中岡　富茂　家族例会の準備＆参加に感謝
Ｌ大川　耕三　家族例会の盛会を祝して
Ｌ山本　幸治　楽しい家族例会ありがとうございます。
Ｌ丹下　靖憲　「家族例会」計画委員会のメンバーお世話等御苦労様

です。
Ｌ兵頭　好喜　役員、担当の皆さんありがとうございます。
Ｌ竹田　祥一　家族例会カンパイ !
Ｌ早川　義仲　家族例会、準備おつかれさまです。
Ｌ大宿　有三　家族例会に乾杯
Ｌ盛重　泰輔　初の家族例会、楽しみにしています。
Ｌ和泉　光浩　家族例会大成功になりますように!!
Ｌ宮川　晶子　家族例会が盛大に開催されおめでとうございます。
Ｌ大西　安子　家族例会おめでとうございます。今年も楽しい、和や

かに!!成功を祈ります。
Ｌ稲森　和行　家族例会の成功を祝い
Ｌ河本　圭仁　家族例会、家族全員が楽しみました。ありがとうござ

います。
Ｌ仙波　得伸　今年も単独参加です。（泣）
Ｌ太　　亨哲　家族例会楽しみましょう
Ｌ山田　　哲　家族例会出席ご家族ありがとうございます。
Ｌ高山　正志　家族例会に !
Ｌ岩本　　透　家族例会おめでとうございます。
Ｌ境　　俊之　10月１日、44回目結婚記念日と39回目のマンドリン定

期演奏会です。
Ｌ木下　勝敏　祭りの季節がやって来た、ワッショイ
Ｌ両田　　晃　家族例会、おめでとうございます。
Ｌ永野　通夫　計画委員会の皆さんごくろうさまです。
Ｌ大西千恵春　家族例会ありがとうございます。

Ｌ伊賀上竜也　モナーク・シェブロンの皆様おめでとうございます。
Ｌ新宮　幸孝　家族例会、お疲れさまです。
Ｌ戸梶　直美　盛大な家族例会に乾杯
Ｌ土井　晴彦　家族例会、ありがとうございます。
Ｌ喜井　茂雅　家族例会久々の参加
Ｌ井上　　光　家族例会の準備ありがとうございます。
Ｌ久保美代子　計画出席委員会の皆様今日のお世話ありがとうござい

ます。
Ｌ仙波　重樹　まだまだ残暑ですね。
Ｌ高橋　孝子　計画出席委員会のみなさま、お疲れ様でした。
Ｌ松岡　俊幸　初めて参加させて頂き、ブービーマーカー賞をいただ

きました。ありがとうございます。
Ｌ韓　　雪峰　やっとすずしくなりました。

☆出席率　84％　☆ファイン　0円　☆ドネーション　86,000円

◆ 平成２8年１０月第₁例会
Ｌ森　　和幸　ライオンズデー労力アクト家族と参加して下さい。
Ｌ原瀬　忠広　秋めいてきました。
Ｌ小倉　圭二　秋になりました。
Ｌ山本　宗宏　服部さん松浦さんプログレスＭＪＦおめでとうござい

ます。
Ｌ松浦　龍也　10月お誕生日の皆様おめでとうございます。
Ｌ中岡　富茂　家族例会大成功　感謝
Ｌ大川　耕三　服部さん松浦さんのＭＪＦに敬意を表して
Ｌ丹下　靖憲　会員交流会参加よろしくお願い致します。
Ｌ山本　幸治　やっと秋らしくなりました。
Ｌ兵頭　好喜　10月生の皆さんおめでとうございます。
Ｌ竹田　祥一　やっと秋が来た !
Ｌ近藤　　猛　やっと涼しくなりました。
Ｌ大宿　有三　家族例会ではお世話になりました。
Ｌ太　　亨哲　松浦さん100㎞マラソンがんばれ !
Ｌ和泉　光浩　家族例会お疲れ様でした
Ｌ山田　　哲　むすめが本日入籍しました
Ｌ盛重　泰輔　家族例会のサプライズありがとうございました。
Ｌ池田　博英　家族例会ありがとうございます。
Ｌ大西　安子　10月お誕生月の皆様おめでとうございます。
Ｌ橋本　和範　直美さんの隣にすわれてうれしい。
Ｌ両田　　晃　マンダリンパイレーツ独立リーグ２連覇ならず残念で

す。
Ｌ木下　勝敏　祭りも終り、秋風が心地よい季節になりました。
Ｌ岩本　　透　寒くなってきました。痛風もでてきました。
Ｌ境　　俊之　気持ちよく過せる季節です。
Ｌ大西千恵春　10月は、たくさんの方に献血活動に御協力頂きます。

ありがとうございます。
Ｌ藤本　雅弘　森田さん、大政さん入会おめでとうございます。
Ｌ大西　知人　今月で53才になります。
Ｌ菅野　直也　秋風が吹き出しました頑張りましょう
Ｌ永野　通夫　すずしくなりました。
Ｌ戸梶　直美　橋本さん、お誕生日おめでとう♡

Ｌ喜井　茂雅　昨日、プライベートコンペ優勝
Ｌ土井　晴彦　涼しくなったのでカゼをひかないように気をつけます。
Ｌ石居　洋子　服部さん松浦さんおめでとうございます。
Ｌ伊藤　英樹　秋めいてきました。
Ｌ新宮　幸孝　10月生まれの皆さんおめでとうございます。
Ｌ清水　栄治　お誕生日おめでとうございます。
Ｌ髙橋　正人　風邪を引いてしまいましたが、治ったので….
Ｌ新崎　　勉　秋晴れとまではゆきませんが、久し振りの天気で冬に

向かって頑張りましょう。
Ｌ山之口智章　10月誕生日お迎えの皆様おめでとうございます。
Ｌ小笠原英志　９月のゴルフ委員会、優勝させて頂きました。
Ｌ廣江　和男　ずいぶん、秋らしくなりました。
Ｌ片山　　一　先日の家族例会、刺激になりました。
Ｌ吉田　文彦　素晴らしい家族例会でした
Ｌ松岡　俊幸　今月お誕生日のみなさん、おめでとうございます。
Ｌ佃　　浩三　10月生まれ皆様お誕生日おめでとうございます。
Ｌ韓　　雪峰　６名の方お誕生日おめでとうございます。
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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「高岡直樹」さんです。
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皆様いつもお世話になっております。９月のゴルフ委員会で優

勝させて頂きました小笠原です！

ここ最近は練習もせず、もっぱら素振りだけをしていると調子

が上がってきてスイングの形が出来て来たように思います！

今期もう一度優勝できますよう、素振り励んで行きたいと思い

ます。

皆様ありがとうございました！

小笠原 英志優勝者からひとこと

9/15㈭ チサンカントリークラブ北条

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
石手川ダム上流域の河川等清掃

　本事業は、松山市民の飲み水の約半分を賄っている石手川ダムの水質保全を図る為、平成８年の「松山市石手川流
域に係る水道水源の水質の保全に関する条例」制定を契機に、「石手川ダム水質保全協議会」が例年秋に実施してい
る事業で、当クラブも同協議会からの協力依頼を受け、平成12年から参加し今年で17年に渡り取組んでいる事業です。
当日は、市之井出浄水場にて朝開催される出発式参加の後、割り当てられた場所に移動し清掃活動を実施致します。

・石手川ダム上流域の河川及び周辺道路沿いの清掃及び収集したごみの分別＊当クラブの役割＊

　私がライオンズに入会してから約２年経ちます。嬉しく
もありますが悲しくもあり、最近は仕事が忙しく、あまり
例会に出席出来ていない現状です。

　趣味はもっぱらバイクです。特にサーキットを走るのが
好きで、シーズン中は九州や岡山に仕事がなければ走りに
行きます。サーキットは危険なようですが、公道より全然
安全ですよ !


