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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」

喜　井　茂　雅社会福祉委員長「中学生職場体験学習」事業

高　橋　孝　子市民公衆委員長ライオンズデーを終えて

　今年度社会福祉委員会事業「中学生職場体験学習」が、 10月18、 19日、松山中央ライオンズクラブ会員の皆様の協
力を得て、松山市下伊台の旭中学校２年生（６0名）を対象に実施されました。この事業は職場体験を通して職業や仕事
の実際について中学生に学びの機会を提供するというものですが、将来の社会人財を育むことへの一助となる重要な
取り組みです。体験学習を無事に終えることができましたことのご報告とご協力への感謝を申し上げます。

この度職場体験学習を実施した会員企業先（順不同）　　　　　　　　　
・ホテルＪＡＬシティ松山　　　　　　　・株式会社伊予銀行　　　　
・五洋建設㈱　　　　　　　　　　　　　・㈱ケアセンターとかじ　　
・学校法人大護学園　　　　　　　　　　・㈱テレビ愛媛　　　　　　
・大進建設㈱　　　　　　　　　　　　　・社会福祉法人松山紅梅会　
・㈱ブリヂストン松山タイヤセンター　　・愛媛トヨタ自動車株式会社

　一週間前から雨予報が出ており、前日は朝方まで大雨、どうなることかとハラ
ハラしながら迎えた23日の朝。少し晴れ間も見える薄曇りの空、絶好の作業日和
でした。かなり早めに着いたつもりが既に10人くらい到着済み…。
　その後、奥さんや子供さん・お孫さんを連れてどんどん集まっていただいて、
総勢４0名ほど。日曜日の朝にここまでやる気を出してくれるさすが松山中央です。
海岸は狭いエリアではありますが、ペットボトルや空き缶、足を切りそうな折れ
た枝・釘等約７0袋のゴミ回収ができました。本事業に取り組むうえでお世話になっ
た方々ありがとうございました。そしてご参加いただきました会員とご家族様へ、
ご協力に感謝します。ありがとうございました。

201６年10月23日ライオンズデー清掃活動記事



（LC、岩城孝幸） （LC、伊藤英樹）
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宮　川　晶　子会員交流委員会第１回 会員交流会
　第１回目の会員交流会は、本年度７月以降の新規入会者と既存会員との交流を深めようという目的と、既存会員の
お友達をご招待して、中央ライオンズクラブの良さを五感で味わっていただき、できればご入会いただこうという二
つの大きな目的を掲げて開催されました。
　当日は、終始和やかな雰囲気の中、会は進みました。森会長のご挨拶、丹下交流会委員長のご挨拶と説明の後、名
刺交換や家族例会のビデオ上映を通じて、まずは参加者の目に見えない緊張を解きほぐし少し和んだところで、チャー
ターメンバーの吉田様の乾杯のご発声で懇親が始まりました。
　懇親の席では参加された既存会員全員が、ご招待者にお酒を勧めるだけでなく、共通の趣味を見つけてお話しを盛
り上げたり、同郷の方とわかって打ち解けあったり、中央ライオンズの良さをＰＲしてくださったり、心からもてな
そうとしてくださったのがとてもありがたく、かつ、印象的でした。
　そのままゲーム大会に突入し、準備不十分な司会を会場全体で盛り上げてくださり、笑顔で最後の原瀬第一副会
長の閉会挨拶に繋がりました。最後は松浦幹事の100キロマラソンの苦労話に耳を傾け、会は無事終了いたしました。
11月には６名の新入会員をお迎えできる運びになったと、後からお聞きして、会員交流会委員一同大変喜びました。
めでたし、めでたし。



（LC、大西安子）（LC、平尾由紀）
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　この度、十月に入会させて頂きました
松南園の村井剛と申します。
　これから、諸先輩方と共に地域活動を
通じて、自分に足りないヒューマンスキ
ル等学ばして頂きたいと思っております。
　至らない点が多くあると思いますが、
何卒ご指導ご鞭撻の程宜しく御願い申し
上げます。

　はじめまして。
　このたび、入会させていただきました
株式会社 OVE Enterprise の大政大祐で
す。
　『サムライダイニング』という名称で
飲食店のグループ展開をしております。
　このような会などに所属するのは初め
てではございますが、いろいろと頑張り
たいと思います。
　よろしくお願いいたします。

　松山市で障害者の就労施設をしており
ます合同会社フォーチュンの森田のり子
です。10月25日にご縁があり入会させて
頂きました。
　今後はライオンズの活動を通し社会貢
献に尽力させて頂きたいと思います。
　ご指導ご鞭撻よろしくお願いします。

　冨士原　裕と申します。昭和50年生ま
れの３人の息子の父親です。４年前に父
の会社を引き継いで以来、がむしゃらに
仕事をしてきましたが、そろそろ余裕を
持って周りを見渡し前進していきたいと
思っております。
　皆様との交流や奉仕活動の中で自分を
高めたいと思いますので、宜しくお願い
致します。

株式会社松南園

株式会社 OVE Enterprise

合同会社フォーチュン

株式会社冨士原冷機

村井　　剛

大政　大祐

森田のり子

冨士原　裕

専務

代表取締役社長

代表社員

代表取締役

池　田　博　英計画出席委員長10月第二例会外部卓話
　10月第二例会におきまして、愛媛大学社会共創学
部、副学部長の榊原正幸教授に卓話をいただきまし
た。
　社会共創学部に関するご説明や、「インドネシア
における水銀汚染」問題への取組等をお話いただき
ました。
　ユーモアを交えて、親しみやすく柔らかい口調で、
大変わかりやすく丁寧にお話いただきましたので、
会員の皆さんも内容へのご理解が進んだのではない
かと思います。榊原教授に心よりの感謝をいたしま
す。
　また、今回の卓話実現に際しご尽力いただきまし
た丹下さん、本当にありがとうございました。



森　浩輔

（LC、新宮幸孝）

（LC、森　浩輔）

（LC、石居洋子）

松山市東野１丁目５番57号
ＴＥＬ（089）9 4 1 － 4 2 8 5
ＦＡＸ（089）9 4 5 － 3 9 0 1

〒790-0903

愛媛県知事許可 （般23）  第7692号
内 装 仕 上 工 事 業

株式会社 新 宮 建 材
松山市西石井１丁目9－22
第94杉フラット101
089-909-9967
㈱バンケットサービスなごみ

カラオケ　カフェ

こ　こ　ろ
営業時間 11：30〜16：00

18：00〜22：00
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11月の誕生人から一言・・・
高田　健司 1955（昭和30年）11月15日生

先日のしまなみサイクリング2016では70㎞の距離
を無事完走することができました。高い壁に挑戦
し、完走することでこれまでにない充実感を得て
おります。61歳になりましたが今後も様々なこと
に挑戦し、充実した日々を過ごしてまいりたいと
思います。

加藤　定伸 1964（昭和39年）11月27日生

今年は、
『ブリヂストンの加藤でございます。』から
『教育・国際委員長の加藤でございます。』と発す
ることの多い一年でした。
この職を初めて経験させていただきましたが、こ
れがなかなかの忙しさ。
皆様のご苦労がよくわかりました。
来年は、ゆっくりできるかな？と思いつつ頑張り
ます。
松山中央ライオンズクラブと同じ年の昭和39年11
月生まれ
まだまだ現役です !

藤野　祐一 1984（昭和59年）11月８日生

2012年７月に松山中央ライオンズクラブに入会を
して５回目の誕生日を迎えます。
ライオンズクラブの活動や仕事を通じ社会に奉仕
できればと思います。
今後ともよろしくお願い致します。

冨永　　実 1948（昭和23年）11月29日生

同世代の方々がウォーキングや散歩をしているの
が気にかかります。当方、あっちもこっちもガタ
ばっかりでその上運動不足ですが、もう一時鞭
打って頑張ります。

山田　　哲 1963（昭和38年）11月４日生

今年で53歳になりました。
今は誕生日のお祝いもSNSで伝える時代ですが、
去年からfacebookの誕生日を非公開にしましたら、
それまでおめでとうのコメントが数十件入ってた
のが、今はゼロになりました。
それでもメールやLINEでおめでとうと何人かの
方から連絡を頂きまして、それは本当に覚えてい
ただいていたんですね。
とても有り難く思いました。

猪子　真司 1969（昭和44年）11月12日生

今年で47歳です。まだまだ気分は30代で発展途上
人でございます。ライオンズに入会して１年強経
ちましたがご迷惑お掛けするばかりで何の貢献も
出来ていません…一日でも早く「猪子のお陰で」
と言われるように精進してまいりますので、今後
ともよろしくお願い致しますｍ（__）ｍ

桑原哲也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原瀬、Ｌ小倉、Ｌ山本（宗）、Ｌ松浦、Ｌ中岡、Ｌ太、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大西（千）、Ｌ加藤、Ｌ高橋（孝）、Ｌ伊藤（幸）、Ｌ徳永

１．開会宣言
２．出欠調査
　　　≫22名中19名の出席を確認
３．会長あいさつ
４．前回議事録の確認【Ｐ２－Ｐ３】
　　　≫松浦幹事より報告
５．会計報告（10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【Ｐ９】 ………………………………………………………………………………会員・会則委員会
　　　（米田衣美子様／小森谷ケララ様／楠田善久様／宮道　享様／伊藤　渉様／藤岡久実様）
　　　≫松浦幹事より説明…………………………………………………………………………………  【審議】→【承認】
　⑵　不在会員について　　Ｌ内海由美子…………………………………………………………………会員・会則委員会
　　　≫松浦幹事より説明…………………………………………………………………………………  【審議】→【承認】
　⑶　次年度地区委員推薦依頼について（ＹＣＥ・国際関係・ライオンズレオ委員）【Ｐ10】 ………会員・会則委員会
　　　≫松浦幹事より説明……………………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑷　９月第２例会（家族例会）決算書（案）について【Ｐ11－Ｐ14】 ……………………………………計画・出席委員会
　　　≫池田計画出席委員長より説明………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　　　追記：修正事項あり。

　⑸　10月第２例会外部卓話決算書（案）について【Ｐ15】 ………………………………………………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　11月第２例会（創立記念例会）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　献血活動記念品中間決算書（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　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決算書（案）について【Ｐ19－Ｐ20】
　　　……………………………………………………………………………………………………………教育・国際委員会
　　　≫加藤教育国際委員長より説明………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑼　第40回中予地区少年柔道錬成大会決算書（案）について【Ｐ21－Ｐ22】 …………………………教育・国際委員会
　　　≫加藤教育国際委員長より説明………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑽　「ライオンズデー労力アクティビティ」決算書（案）について【Ｐ23－Ｐ24】……………………市民・公衆委員会
　　　≫高橋市民公衆委員長より説明………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑾　第14回「松山中央ライオンズカップ中学生女子ソフトボール大会」予算書（案）について【Ｐ25－Ｐ27】
           ……………………………………………………………………………………………………………青少年育成委会
　　　≫伊藤青少年育成委員長より説明……………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑿　第２回ガバナー諮問委員会及び第２回ゾーンレベル委員会について
　　　■日　時：12月３日㈯　ゾーンレベル15：00～　諮問委員会16：00～
　　　■場　所：いよてつ会館３Ｆアイビスホール
　　　■登録料：6,000円（会員委員長＋1,000円）
　　　　参加者：会長、第一副会長、幹事、会員委員長、＝25,000円
　　　≫松浦幹事より説明……………………………………………………………………………………【審議】→【承認】
７．報告事項　
　⑴　松山中央アカデミー同好会立上げについて【Ｐ28】
　　　≫Ｌ徳永とＬ宮川より報告、松浦幹事が内規による補足
８．その他 
９．閉会

■第₅回理事会 ● ２０１6年１１月₁日㈫　１8：3０～
● 於：松山全日空ホテル

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. 会長あいさつ
　　　⇒森会長より挨拶
５．新会員入会式　　　　冨士原　裕様　　村井　剛様　　大政大祐様　　森田のり子様　　　　　　　　
　⑴　新会員・スポンサー前へ
　　　⇒冨士原　裕さん、村井　剛さん、大政大祐さん、森田のり子さん
　　　　太亨哲、武智正晴さん、山田さん、伊藤幸満さん壇上へ
　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」
　　　⇒冨士原　裕さん、村井　剛さん、大政大祐さん、森田のり子さんよりライオンズの誓い
　⑸　スポンサーの宣誓
　　　⇒太亨哲、武智正晴さん、山田さん、伊藤幸満さんスポンサーの宣誓
　⑹　新会員あいさつ
　　　⇒冨士原　裕さん、村井　剛さん、大政大祐さん、森田のり子さんより挨拶
　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
　　　　冨士原　裕さん教育国際委員会、村井　剛さん市民公衆委員会、
　　　　大政大祐さん教育国際委員会、森田のり子さん青少年育成委員会に任命
６．還暦御祝　　　Ｌ仙波重樹
　　　⇒仙波重樹さんのあいさつ
７．お食事
８．委員会報告　　
　　1　大街道献血ルームでの活動について………………………………………………………………………保健委員会
　　　　⇒大西保健委員長より報告
　　2　１Ｒ合同アクティビティ「サンタ・チャレンジ2016」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　中予地区少年柔道錬成大会について………………………………………………………………教育・国際委員会
　　　　⇒加藤教育国際委員長より報告
　　4　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
　　5　合同委員会と場所変更について
　　　　①11月４日㈮　ＳＯＨ　ＳＯＨ　→　「けんしん」に変更 ……………………………………………保健委員会
　　　　⇒松浦幹事より報告
　　　　②11月７日㈪　アイアングリル　→　「道後まっちゃん」に変更 ……………………………青少年育成委員会
　　　　⇒松浦幹事より報告
　　　　③11月21日㈪　「餃子はるぴん」にて合同委員会 ………………………ＰＲ・ＩＴ委員会／教育・国際委員会
　　　　⇒松浦幹事より報告
９．幹事報告
10．卓　話
　　　題目『地球とともに輝く大学を目指して』
　　　　　　愛媛大学大学院理工学研究所　教授　榊原正幸様　
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
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

１．開会ゴング
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（11月）Ｌ山田（４日）Ｌ藤野（８日）Ｌ猪子（12日）Ｌ髙田（15日）Ｌ桑原（25日）Ｌ加藤（27日）
　　　　　　　　　Ｌ冨永（29日）　
　　　⇒代表してL藤野さんの挨拶
６．審議事項
　⑴　新会員について【Ｐ３】 ………………………………………………………………………………会員・会則委員会
　　　（米田衣美子様／小森谷ケララ様／楠田善久様／宮道　享様／伊藤　渉様／藤岡久実様）
　　　⇒服部会員委員長より説明……………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑵　次年度地区委員推薦依頼について（ＹＣＥ・国際関係・ライオンズレオ委員）【Ｐ４】 ………会員・会則委員会
　　　⇒服部会員委員長より説明……………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑶　９月第２例会（家族例会）決算書（案）について【Ｐ５】 ……………………………………………計画・出席委員会
　　　⇒池田計画出席委員長より説明………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑷　10月第２例会外部卓話決算書（案）について【Ｐ６】 ………………………………………………計画・出席委員会
　　　⇒池田計画出席委員長より説明………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑸　11月第２例会（創立記念例会）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　献血活動記念品中間決算書（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　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決算書（案）について【Ｐ９】
　　　……………………………………………………………………………………………………………教育・国際委員会
　　　⇒加藤教育国際委員長より説明………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑻　第40回中予地区少年柔道錬成大会決算書（案）について【Ｐ10】 …………………………………教育・国際委員会
　　　⇒加藤教育国際委員長より説明………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑼　「ライオンズデー労力アクティビティ」決算書（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】
　⑽　第14回「松山中央ライオンズカップ中学生女子ソフトボール大会」予算書（案）について【Ｐ12】
          ……………………………………………………………………………………………………………青少年育成委員会 
　　　⇒伊藤青少年育成委員長より説明……………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑾　第２回ガバナー諮問委員会及び第２回ゾーンレベル委員会について
　　　■日　時：12月３日㈯　ゾーンレベル15：00～　諮問委員会16：00～
　　　■場　所：いよてつ会館３Ｆアイビスホール
　　　■登録料：6,000円（会員委員長＋1,000円）
　　　　参加者：会長、第一副会長、幹事、会員委員長、＝25,000円
　　　⇒松浦幹事より説明……………………………………………………………………………………【審議】→【承認】
７．報告事項　
　⑴　不在会員について　　 内海由美子
　　　⇒松浦幹事より報告
　⑵　松山中央アカデミー同好会立上げについて【Ｐ13】
　　　⇒Ｌ徳永、Ｌ宮川より説明及び報告
８．食事
９．幹事報告　
　　　⇒特になし　
10．委員会報告
　⑴　10月献血活動結果について……………………………………………………………………………………保健委員会

実施年月日 実　施　場　所 献　血　者　数
平成28年10月５日 生活協同組合コープえひめ 受付　13名　400mL 　11名　不採血２名
平成28年10月７日 いよてつ髙島屋　　　　　 受付　39名　400mL 　35名　不採血４名

平成28年10月12日 松山東雲女子大学　　　　
松山東雲短期大学　　　　 受付　50名　400mL 　31名　不採血19名

平成28年10月13日 松山大学　　　　　　　　 受付　28名　400mL 　24名　不採血４名
平成28年10月26日 愛媛大学　　　　　　　　 受付　59名　400mL 　50名　不採血９名

計 受付189名　400mL 151名　不採血38名

　　　⇒大西保健委員長より報告
　⑵　ライオンズデー清掃活動報告【Ｐ14】 ………………………………………………………………市民・公衆委員会
　　　⇒割愛
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
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

■第１２46回例会 ■第１２47回例会● ２０１6年１０月２5日㈫　１２：１5～
● 於：ホテルＪＡＬシティ松山

● ２０１6年１１月₈日㈫　１２：１5～
● 於：ホテルＪＡＬシティ松山
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☆出席率　89％　☆ファイン　300円　☆ドネーション　97,000円

◆ 平成２8年１０月第₂例会
Ｌ森　　和幸　大政さん冨士原さん森田さん村井さん入会ありがとう

ございます。
Ｌ中岡　富茂　冨士原様、村井様、森田様、大政様ご入会おめでとう

ございます。
Ｌ松浦　龍也　新会員の皆様よろしくお願い申し上げます。四万十川

ウルトラマラソン11時間40分27秒で無事完走しました。
Ｌ原瀬　忠広　榊原先生、卓話有難うございます。
Ｌ小倉　圭二　新会員の皆様入会おめでとうございます。仙波さん還

暦おめでとう
Ｌ服部　　勲　四名の新会員の皆様入会おめでとうございます。ゴル

フ委員会優勝しました。
Ｌ兵頭　好喜　ライオンズデー奉仕うっかり忘れてました。ごめんな

さい。
Ｌ丹下　靖憲　会員交流会参加よろしくお願いします。道後ＬＣチャ

リティコンペ優勝しました。榊原教授卓話ありがとう
ございました。

Ｌ大川　耕三　新会員さんおめでとう
Ｌ山本　幸治　８人目の孫が無事生まれました。感謝
Ｌ竹田　祥一　新会員４名の入会を祝して
Ｌ早川　義仲　４名の新しい仲間を歓迎致します。
Ｌ池田　博英　新入会おめでとうございます。
Ｌ太　　亨哲　冨士原さん、村井さん、森田さん、大政さん入会おめ

でとうございます。
Ｌ山田　　哲　新入会の皆さんおめでとうございます。
Ｌ盛重　泰輔　仙波さん還暦おめでとうございます。
Ｌ大西　安子　新会員の冨士原さん、村井さん、森田さん、大政さん、

ご入会おめでとうございます。
Ｌ高山　正志　新会員の方々の今後の活躍に !
Ｌ稲森　和行　４名の新入会者の皆様ご入会ありがとうございます。
Ｌ宮川　晶子　榊原先生、卓話ありがとうございます。
Ｌ和泉　光浩　大政さん入会おめでとうございます。
Ｌ木下　勝敏　新会員のみなさま宜しくお願い致します。
Ｌ境　　俊之　新会員の皆様、入会おめでとう
Ｌ武智　正晴　新会員の皆さんご入会おめでとうございます。
Ｌ大西千恵春　献血活動御協力ありがとうございます。今期目標2500

名です。宜しくお願いします。

Ｌ永野　通夫　冨士原さん、村井さん、大政さん、森田さん　ご入会
おめでとう

Ｌ大西　知人　新入会おめでとうございます。
Ｌ藤本　雅弘　冨士原さん、村井さん、森田さん、大政さん入会おめ

でとうございます。
Ｌ佐伯　裕子　久しぶりの出席で緊張しています。
Ｌ大政　大祐　入会しました。
Ｌ渡部　　誠　新会員入会おめでとうございます。
Ｌ冨士原　裕　入会宜しくお願い致します。
Ｌ伊賀上竜也　４名の新入会員の皆様おめでとうございます。榊原先

生、卓話ありがとうございます。
Ｌ加藤　定伸　入会おめでとうございます。平和ポスター御協力あり

がとうございます。
Ｌ伊藤　英樹　新会員の皆様おめでとうございます。
Ｌ土井　晴彦　冨士原さん、村井さん、森田さん、大政さん入会おめ

でとうございます。
Ｌ戸梶　直美　冨士原さん、村井さん、森田さん、大政さん入会おめ

でとうございます。
Ｌ喜井　茂雅　仙波さん還暦おめでとうございます。大政さん中央ラ

イオンズへようこそ !
Ｌ髙橋　正人　新会員の皆様おめでとうございます。
Ｌ村井　　剛　新入会員の挨拶、緊張しました。
Ｌ高橋　孝子　新会員のみなさま、ご入会おめでとうございます。ラ

イオンズデー !! みなさまご協力ありがとうございます。
Ｌ新崎　　勉　新会員の皆様入会おめでとうございます。榊原先生、

ご講演ありがとうございます。
Ｌ森田のり子　入会しました。
Ｌ廣江　和男　冨士原さん、村井さん、森田さん、大政さん入会を祝っ

て
Ｌ松岡　俊幸　冨士原さん、村井さん、森田さん、大政さん入会おめ

でとうございます。
Ｌ伊藤　幸満　入会おめでとうございます。
Ｌ片山　　一　日曜日に新会員オリエンテーション久しぶりの研修、

疲れました。

☆出席率　82％　☆ファイン　300円　☆ドネーション　118,000円

◆ 平成２8年１１月第₁例会
Ｌ森　　和幸　11月誕生日の皆さんおめでとうございます。
Ｌ原瀬　忠広　皆様献血をお願いします。
Ｌ小倉　圭二　朝晩めっきり寒くなりました。
Ｌ山本　宗宏　松山中央アカデミー設立おめでとうございます。
Ｌ松浦　龍也　11月お誕生日皆様おめでとうございます。
Ｌ中岡　富茂　ライオンズデー、新聞・ニュース掲載ありがとうござ

います。
Ｌ兵頭　好喜　11月生れの皆さんおめでとうございます。
Ｌ大川　耕三　多くの新会員の推薦に感謝
Ｌ山本　幸治　内海さん早く病気が良くなりますように。
Ｌ丹下　靖憲　会員交流会ご協力ありがとうございます。
Ｌ徳永　昭夫　「アカデミア」寒さの中を　第一歩
Ｌ村上　泰久　11月誕生日のみなさんおめでとうございます。
Ｌ大宿　有三　献血キャンペーン頑張りましょう
Ｌ近藤　　猛　アメリカ大統領はどちらになるのでしょう？
Ｌ和泉　光浩　理事会欠席すいません（汗）
Ｌ池田　博英　寒くなりました
Ｌ大西　安子　花の中央へようこそ ! 　11月誕生日のみなさんおめで

とうございます。
Ｌ山田　　哲　伊賀上さん受章おめでとうございます。
Ｌ太　　亨哲　創立記念例会楽しみです。
Ｌ河本　圭仁　急に寒くなりました・・・・秋ですね。
Ｌ高山　正志　冬到来に !
Ｌ宮川　晶子　昨日の健康診断で、高血圧かもと言われました。お酒、

控えます。（涙）
Ｌ盛重　泰輔　会員交流会お疲れ様でした。
Ｌ武智　正晴　11月誕生日のみなさんおめでとうございます。
Ｌ境　　俊之　今年も終盤になりました。皆さんご自愛下さい。
Ｌ伊藤　憲司　誕生月の皆様おめでとうございます。
Ｌ両田　　晃　松山大女子駅伝優勝めでとう

Ｌ木下　勝敏　朝夕めっきり寒くなって来ました。体調管理に気を付
けて下さい。

Ｌ大西　知人　献血キャンペーン、私も献血します。
Ｌ藤本　雅弘　11月誕生日のみなさんおめでとうございます。
Ｌ佐伯　裕子　朝晩寒くなりましたので、風邪を引かない様気を付け

ましょう。
Ｌ菅野　直也　アメリカ大統領は誰？気になります。
Ｌ永野　通夫　松山大学　駅伝おめでとう
Ｌ新宮　幸孝　11月誕生日のみなさんおめでとうございます。
Ｌ伊藤　英樹　誕生日おめでとうございます。
Ｌ伊賀上竜也　お誕生日の皆様おめでとうございます。
Ｌ加藤　定伸　誕生お祝いありがとうございます。
Ｌ清水　栄治　カゼにお気を付け下さい。
Ｌ大政　大祐　初めての例会です。緊張してます。
Ｌ土井　晴彦　お誕生の方、おめでとうございます。
Ｌ井上　　光　伊賀上さん黄綬褒章おめでとう
Ｌ高橋　孝子　伊賀上さん受章おめでとうございます。
Ｌ松本　政清　11月誕生の方、お誕生お目出とうございます。
Ｌ新崎　　勉　今日お誕生日をお迎えの皆様おめでとうございます。
Ｌ久保美代子　10月ぶりに出席させてもらいました。年内出席できる

ように頑張ります
Ｌ村井　　剛　２回目の例会でたくさん覚える事が必要です。
Ｌ松岡　俊幸　今月おたん生日の皆さんおめでとうございます。
Ｌ吉田　文彦　秋がなくて冬、寒くなりました。
Ｌ小笠原英志　11月誕生日の方々おめでとうございます。
Ｌ廣江　和男　暦の上でも、冬になりました。
Ｌ片山　　一　伊藤委員長、昨日の道後の松ちゃんおいしかったです。

またお願いします。
Ｌ佃　　浩三　11月誕生日の皆様おめでとうございます。
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今回のゲストは「両田　晃」さんです。
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　10月度のゴルフ委員会で優勝させて頂きました服部です。

　確か４年振りの優勝だと思いますが、一番苦手の松山ゴ

ルフで勝てたのが不思議な感じがしますが、これも同伴競

技者のお蔭と感謝しています。会長賞は妻の好きな置物な

のでなおさら嬉しく思いました。

服部 　勲優勝者からひとこと

10/20㈭ 松山ゴルフクラブ 川内コース

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
中学生女子ソフトボール大会

　本大会は地域の強い要望を受け「青少年育成事業」の一環として、又女子ソフトボールは公式の大会が少ないこと
から競技の普及発展を目指して、平成15年度より関係諸団体のご支援、ご協力を頂き開催されたもので、今回で14回
目を迎える当クラブ主催の事業です。当日は開会式後、例年中学生選手がもっとも楽しみにしている伊予銀行女子ソ
フトボール部によるソフトボール教室が行われ、ランニング・柔軟体操の後、ゲーム感覚を取り入れたベースランニ
ングの練習や、ポジションごとに別れての指導など約２時間のメニューも用意されています。

　昭和39年生まれ、牡牛座、Ｏ型の52歳です。
　趣味のゴルフ歴は約25年になりますがなかなか上達しま
せん。そのゴルフのための体力づくりとダイエットのため
にと走り始めたフルマラソン歴は７年となりますが、50を
過ぎるとフルマラソンに向けての練習が次第にきつくなり、
来年の愛媛マラソンでフルマラソンは卒業しようかなと
思っています。ライオンズは入会して２年目の若輩者です
が、皆様との交流を深め、奉仕活動に貢献していきたいと
思います。今後ともよろしくお願い致します。


