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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」

高　橋　孝　子市民・公衆委員長石手川ダム上流域の河川清掃を終えて
11月２０日、今年で1８回目を迎える松山市主催による河川清掃がありました。各団体総勢

５５０名の参加でした。清掃場所はダムの奥のせせらぎ公園周辺です。国道３1７号線脇のポイ
捨てされたペットボトル等の回収、いっぱい詰まった袋ごと捨てられた事業用のゴミ袋の
数々。川の周辺は数年前より大分ゴミは減ったように感じます。一般人の意識向上と企業人
の意識低下？等々考えざるを得ないような状況の中で美化に励んでいただきました。ご参加
いただきました３1名の皆様ありがとうございました。最後に迷子になった方、申し訳ござい
ません。懲りずに来期もよろしくお願いします<ｍ(_ _)ｍ>

本年度の創立記念例会は、大勢のご来賓にお越しいただき盛大に開催いたしました。（以下、ご来賓の方々）
地区ガバナー 真鍋　隆 様、第一副地区ガバナー 川辺信郎 様、キャビネット幹事 近兼聖弘 様
伊予長浜ＬＣ ３Ｒ－１Ｚ 白形晴夫 様、伊予長浜ＬＣ 会長 福村俊弘 様
伊予長浜ＬＣ 幹事 曽根　宏 様、伊予長浜ＬＣ 会員委員長 二宮　淳 様
また、大勢の新入会員、入会予定の方もご出席となり、一層賑やかな会となりました。（以下、新入会の方々）
伊藤　渉さん、小森谷ケララさん、藤岡久実さん、宮道　享さん、米田衣美子さん、田村美恵さん（入会予定）
ガバナーへの質問コーナーでは、当クラブ会員からの質問に対し、真摯に誠実に明るくご回答いただきました

真鍋ガバナーのお姿が大変印象に残りました。
委員長の皆様には、上半期の報告をお願いいたしました。皆さん入念にご準備いただきましてありがとうござ

いました。
ご来賓の方々にも松山中央ライオンズクラブの活気と熱意が伝わったのではないでしょうか。
ご協力頂きました皆様に感謝申し上げます。ありがとうございました。

創立記念例会報告 池　田　博　英計画出席委員長

愛媛新聞記事　２０16年11月２6日石手川ダム流域清掃記事
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加　藤　定　伸教育・国際委員長

国際平和ポスターコンテスト

会　　長　　賞　石井小学校　米虫　達哉 さん
第一副会長賞　和気小学校　田中　　雛 さん
第二副会長賞　旭中学校　　山根　大知 さん
第三副会長賞　椿中学校　　宮田　優杏 さん
クラブメンバー賞←選考シールが一番多かった作品
入　　　　賞　各校より　　30名

ライオンズクラブ国際協会336-Ａ地区１Ｒ-３Ｚ
第２回ガバナー諮問委員会に参加してのご報告 松　浦　龍　也

1２月３日にいよてつ会館で執り行われました、第２回ガバナー
諮問委員会に、森会長、原瀬第一副会長、服部会員委員長と私（松
浦）の４名で参加してまいりました。
今回より当クラブと同じ３Ｚに入った松山センチュリーライオ

ンズクラブも参加し、３Ｚ-７クラブでの会議となりました。
会議は２部構成で、第１部でキャビネット関係の事、第２部で

各クラブの事での会議となっておりました。
第１部では、第１回のガバナー諮問委員会から第２回までに行

われてきたキャビネット内での会議の報告などがあり、その中で
１Ｒからは松山センチュリーライオンズクラブの友澤節男氏を第
二副地区ガバナーに推薦すると報告がありました。
また、委員会名をキャビネットに合わして下さいなどと報告提

案がありましたが、これについては各クラブとも難色を示し、今
一度キャビネットに持ち帰っていただくこととなりました。
その他については、アワードの基準などのお話しがあり、第１部が終了しました。
第２部では、各クラブの近況報告などがあり、森会長が会員増強、ＭＪＦ、ＬＣＩＦなどの結果を報告致しました。

会員増強またＭＪＦ、ＬＣＩＦ共他クラブとは比べものにならない圧倒的な数字でした。また、ＩＴを活用したクラ
ブ運営などについては、私からインターネットを活用した例会の動画配信の報告をしました。
この試みは他クラブではほとんどされていない状況で、（城山ＬＣと松山中央ＬＣのみ）ひとえに池田計画出席委

員長、中岡会計などが積極的に試みていただけた結果だと思いました。
第２部の最後にキャビネット委員さんからの各報告があり会議が終了しました。
会議に参加致しました感想は、人数の多いクラブも少ないクラブも何らかの問題を抱え、クラブ運営をされている

のだなーということです。松山中央ライオンズクラブは大所帯にもかかわらず問題も少なく、会員相互の協力体制が
整い、会員どうしの仲がとても良いクラブだなと改めて感じました。

先般『国際平和ポスターコンテスト』がライオンズクラ
ブ国際協会主催にて実施されました。その内、松山中央ラ
イオンズクラブでは椿中学校、旭中学校、和気小学校、石
井小学校、日浦小学校、日浦中学校、堀江小学校の７校に
ご参加をいただきました。『平和、万歳 ! 』のテーマのもと、
総数２14作品という多数のご応募を頂きました。
６月より準備に入り、1０月２５日に選考会を開催すること

ができました。1００有余名にて選考いたしましたが、力作
ばかりにて各賞を決定するのには大変難航したと思います。
選考いたしました各賞を下記のとおりご報告させて頂き

ます。

最後になりますが、選考会にご協力をいただきましたクラブメンバーの皆様
には、大変感謝申し上げます。ありがとうございました。

会　　長　　賞
米虫　達哉さん

第一副会長賞
田中　　雛さん

第二副会長賞
山根　大知さん

第三副会長賞
宮田　優杏さん



日新産業株式会社
ドライアイス・消火器

本社　松山 TEL（089）925-2700
今治営業所 TEL（0898）23-2776

（LC、本宮　薫）

（LC、木下勝敏）（LC、土井晴彦）

（LC、高橋孝子）
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　この度早川義仲さんと大西安子さんのスポ
ンサーによりまして入会いたしました米田衣
美子です。
　飲食業を営んでおります。子育ても一段落
しやっと心に余裕を持って仕事と向き合える
ようになりました。これからはライオンズの
皆様と様々な奉仕活動を通して人として経営
者として成長したいと思っております。
　どうぞよろしくお願い致します。

　この度入会させて頂きました、宮道享です。
仕事は、テントの製造販売・レンタルリース・
防鳥、防球ネット施工をしております。平成
２年より運営しております㈱トミオカテント
の屋号を先代社長より引継ぎましたが、テン
トの多様化による事業拡大に伴い、住所移転
及び社名をＴＭトミオカ㈱にあらため業務を
行っております。
　私のような若輩者が50有余年の伝統あるク
ラブに入会させて頂き、スポンサーであるＬ
松浦龍也氏をはじめ、諸先輩方との交流を通
じて奉仕の精神を学び、このクラブの為に邁
進して参ります。今後とも宜しくお願い致し
ます。

　この度入会させていただいた、キャリア・
サポート㈱　藤岡と申します。 
　歴史ある松山中央ライオンズクラブ創立50
周年記念日に入会させていただき、身に余る
光栄だと感じております。
　諸先輩方のご指導のもと、奉仕活動を通じ、
自己成長できればと思っております。
　今後とも、どうぞよろしくお願い致します。

ぴんくらいおん

ＴＭトミオカ株式会社

キャリア・サポート株式会社

米田衣美子

宮道　　享

藤岡　久実

　嘗ては弊社の２代目故村田忠雄が在籍させ
ていただいていたと伺いました。この度スポ
ンサーの村上さん、兵頭さん、丹下さんのご
尽力と皆様のご理解を賜り、再び弊社の一員
として入会させていただきましたことを感謝
申し上げます。
　これから精一杯社会奉仕に努めて参ります。
よろしくお願いいたします。

　伊藤渉です。
　この度松山中央ライオンズクラブに入会さ
せていただきました。
　ライオンズクラブを通じて、社会奉仕に携
り、これまでにない新たな出会い、発見を楽
しみに活動に邁進し、ライオンズクラブの
マークが似合う人間に成長していければと思
います。よろしくお願いします。

株式会社村田

太陽ホーム株式会社

小森谷ケララ

伊藤　　渉

常務取締役

取締役

代表

代表取締役

取締役



代表取締役　  

井　上　光
H i k a r u　I n o u e

本　　　 社  愛媛県松山市空港通2丁目15-16
　　　　　　TEL  089-932-8148
　　　　　　FAX  089-932-8048
　　　　　　MAIL  try＠sign-try.com
東京オフィス 東京都千代田区内神田3丁目2-1
　　　　　　栄ビル402
　　　　　　TEL  03-5207-2864

Natural
Features
Construction Work

T o m o h i t o  O h n i s h i

http://www.fudo-c.jp

大 西  知 人
代表取締役社長風土㍿

〒791-1102 愛媛県松山市来住町1344-1
Phone：（089）976-7311　FAX：（089）976-3279
Mail:t-ohnishi@fudo-c.jp

（LC、菅野直也）

（LC、井上　光）（LC、大西知人）

（LC、片山　一）

執行役員四国支店長

片　山　　　一
かた やま はじむ

5

12月の誕生人から一言・・・
早川　義仲 1958（昭和33年）12月６日生

　先日誕生日を迎え、58歳になりました。
　ライオンズ活動も、入会以来10年が過ぎ、順番
で色々な役回りも増えて来そうですが、仕事とバ
ランス良く今後共がんばって行きますので、宜し
くお願い致します。

井上　　光 1958（昭和33年）12月９日生

　あっという間に５８歳になってしまいました。気
持ちは３０代で止まっているのに、身体は操縦不能
状態です。還暦までの２年間、仕事もゴルフも飲
み会も、そして奉仕活動も頑張っていきたいと
思っています。もっともっと男を磨いていきたい
と思います。今後ともご指導宜しくお願い致しま
す。
『男より トイレを磨けと 妻が言う』サラリーマ
ン川柳より。

境　　俊之 1947（昭和22年）12月７日生

　早いもので、松山中央ＬＣに入会して５年の月
日が過ぎました。この間、例会と委員会だけは皆
勤することが出来ました。今年が古稀だそうです
が、それらしくさまざまなところに衰えを感じる
ようになってきました。もうしばらく頑張ります。
皆さんよろしくお付き合いください。

小笠原英志 1966（昭和41年）12月１日生

　12月１日で50歳の誕生日を迎える事ができまし
た。50年は半世紀、今日があるのも両親をはじめ、
生まれてから、これまでに繋がりあった多くの
方々のお蔭様です。あらためて感謝の気持ちであ
りがとうございます。
　残りの人生の時間もどんどん少なくなってきて
いますが、これからもチャレンジしていきたいと
思っています !

冨士原　裕 1975（昭和50年）12月22日生

　私の得意なスポーツは子供の頃からずっと続け
ている水泳です。現在でもマスターズ出場を目標
に練習を続けています。不安や壁にぶつかったと
き、この「継続する力」を勇気に変えて踏ん張っ
て来られた気がします。始めたことは一つずつコ
ツコツ続けていきたいと思いますので、ご指導の
程宜しくお願い致します。今年１年の皆様とのご
縁に感謝して、新しい年齢を迎えようと思います。
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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小倉、Ｌ山本(宗)、Ｌ松浦、Ｌ中岡、Ｌ太、Ｌ山田、Ｌ服部、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加藤、Ｌ高橋(孝)

１．開会宣言
２．出欠調査
　　　≫22名中20名の出席を確認
３．会長あいさつ
４．前回理事会議事録の確認【Ｐ２－Ｐ３】
　　　≫松浦幹事より報告
５．会計報告(11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　　田村美恵様【Ｐ９】 ……………………………………………………………会員・会則委員会
　　　≫服部会員委員長より説明……………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑵　退会届けについて　Ｌ清川和夫　Ｌ西原一志　Ｌ宮崎陽允………………………………………会員・会則委員会
　　　≫服部会員委員長より説明……………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑶　創立記念例会決算書(案)について【Ｐ10－Ｐ12】 …………………………………………………計画・出席委員会
　　　≫池田計画出席委員長の代理で松浦幹事より説明…………………………………………………【審議】→【承認】
　⑷　新年例会予算書(案)について【Ｐ13】 ………………………………………………………………計画・出席委員会
　　　≫池田計画出席委員長の代理で松浦幹事より説明…………………………………………………【審議】→【承認】
　⑸　第29回「国際平和ポスター」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　「石手川ダム上流域の河川等清掃」決算書(案)について【Ｐ16－Ｐ17】…………………………市民・公衆委員会
　　　≫高橋市民公衆委員長より説明………………………………………………………………………【審議】→【承認】

　⑺　会員交流会第一回中間決算書(案)について【Ｐ18－Ｐ19】 ………………………………………………会員交流会
　　　≫Ｌ宮川より説明………………………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑻　エンブレム作成決算書(案)について【Ｐ20－Ｐ21】
　　　≫松浦幹事より説明……………………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑼　薬物乱用防止教育認定講師養成講座の受講について【Ｐ22】
　　　■日　時：2017年１月22日㈰　セミナー：13：00～17：00
　　　■場　所：ウェルピア伊予
　　　■受講料：5,500円×３名＝16,500円(受講者：Ｌ早川、Ｌ藤本、Ｌ坂本)
　　　≫松浦幹事より説明……………………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑽　松山西ライオンズクラブＣＮ45周年記念大会
　　　■開催日時：2017年１月28日㈯
　　　　　　　　　登録受付　　15：00～(松山全日空ホテル本館４Ｆ　ロビー)
　　　　　　　　　記念講演　　16：00～16：45「認知症の予防について」
　　　　　　　　　記念式典　　17：00～18：30
　　　　　　　　　記念祝宴　　18：45～20：45
　　　■会　　場：記念式典・祝宴　　松山全日空ホテル本館４Ｆ　ダイヤモンドボールの間　
　　　■登 録 料：10,000円(１名様)×２名(会長・幹事)＝20,000円
　　　≫松浦幹事より説明……………………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑾　愛顔つなぐえひめ国体・えひめ大会ジャンパー協賛について【Ｐ24－Ｐ28】
　　　≫森会長より説明………………………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑿　平成28年度　松山中央ライオンズクラブ杯　中予選手権大会について
　　　≫森会長より説明………………………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⒀　中古メガネ回収事業の中央ライオンズクラブ名称使用について
　　　≫森会長より説明………………………………………………………………………………………【審議】→【承認】
７．報告事項
　　1　第63回複合地区年次大会予備登録について【Ｐ29－Ｐ30】
　　　　≫松浦幹事より報告
８．その他
９．閉会

■第₆回理事会 ● ２０１6年１２月₅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．ゲスト紹介　　　　ライオンズクラブ国際協会336－Ａ地区
　　　　　　　　　　　地区ガバナー　　　　　真鍋　　隆 様
　　　　　　　　　　　⇒真鍋様より挨拶
　　　　　　　　　　　第一副地区ガバナー　　川辺　信郎 様
　　　　　　　　　　　⇒川辺様より挨拶
　　　　　　　　　　　キャビネット幹事　　　近兼　聖弘 様
　　　　　　　　　　　⇒近兼様より挨拶
                       　　　 伊予長浜ライオンズクラブ
　　　　　　　　　　　３Ｒ－１ＺＣ　　　　　白形　晴夫 様
　　　　　　　　　　　⇒白形様より挨拶
　　　　　　　　　　　会　　　長　　　　　　福村　俊弘 様
　　　　　　　　　　　⇒福村様より挨拶
　　　　　　　　　　　幹　　　事　　　　　　曽根　　宏 様
　　　　　　　　　　　⇒曽根様より挨拶
　　　　　　　　　　　会員委員長　　　　　　二宮　　淳 様　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　⇒二宮様より挨拶
５．会長あいさつ
　　　⇒森会長より挨拶
６．新会員入会式　　　　
　　伊藤　渉様　　小森谷ケララ様　　藤岡久実様　　宮道　享様　　米田衣美子様　　　　　　　
　⑴　新会員・スポンサー前へ
　　　⇒伊藤　渉さん、小森ケララさん、藤岡久美さん、宮道　享さん、米田衣美子さん
　　　　伊藤幸満さん、兵頭好喜さん、大西安子さん、宮川晶子さん壇上へ
　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、戸梶直美、小倉第二副会長、山本第三副会長よりバッチ贈呈
　⑷　新会員「ライオンズの誓い」
　　　⇒代表して小森ケララさんよりライオンズの誓い
　⑸　スポンサーの宣誓
　　　⇒代表して兵頭好喜より宣誓
　⑹　新会員あいさつ
　　　⇒伊藤　渉さん、小森ケララさん、藤岡久美さん、宮道　享さん、米田衣美子さんより挨拶
　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
　　　⇒伊藤　渉さん青少年育成委員会、小森ケララさん保健委員会、藤岡久美さん社会福祉委員会、
　　　　宮道　享さん教育国際委員会、米田衣美子さん市民公衆委員会に任命
　　　⇒真鍋ガバナーよりお祝いの挨拶及びピンの贈呈
７．アワード贈呈(メンバーズシップ　アドバンスメントキー賞)　Ｌ大川耕三
　　　⇒真鍋ガバナーより贈呈
８．プログレスＭＪＦ献金ピン及び楯の贈呈
　　　ピン：Ｌ兵頭好喜(12回目)　Ｌ森和幸(４回目)
　　　楯　：Ｌ原瀬忠広(初回)　Ｌ太亨哲(初回)　Ｌ小倉圭二(初回)　Ｌ中岡富茂(初回)
　　　⇒真鍋ガバナーより贈呈
９．ＬＣＩＦ１人当り＄50寄付達成バナーパッチ贈呈
10．幹事報告
　　　⇒特になし
11．委員会報告
　　1　委員会場所・日程変更について　
　　　　 ・12月８日㈭　18：30～サムライダイニング茶の間 ⇒「炭焼焼酎庵　侍」に変更 …………教育国際委員会
　　　　⇒松浦幹事より報告
　　　　 ・12月９日㈮　18：30～SOH　SOH　⇒「けんしん」に変更 ………………………………………保健委員会
　　　　⇒松浦幹事より報告
　　　　 ・12月12日㈪　アイアングリル ⇒ 12月10日㈯　19：00～ハルピンダイニングに変更 …青少年育成委員会
　　　　⇒松浦幹事より報告
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

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．新会員入会式【Ｐ３】　　
　　　楠　田　善　久　様　　　　　　
　⑴　新会員・スポンサー前へ
　　　⇒楠田善久さん、服部会員委員長壇上へ
　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」
　　　⇒楠田善久さんよりライオンズの誓い
　⑸　スポンサーの宣誓
　　　⇒服部会員委員長より宣誓
　⑹　新会員あいさつ
　　　⇒楠田善久さんよりあいさつ
　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、社会福祉委員会に任命
６．誕生祝(12月)　
　　　Ｌ小笠原(１日)　Ｌ早川(６日)　Ｌ境(７日)　Ｌ井上(９日)　Ｌ冨士原(22日)
　　　⇒代表して井上さん挨拶
７．古希御祝い　 　 　Ｌ境　俊之
　　　⇒境さんより挨拶
８．プログレスＭＪＦ献金　楯の贈呈
　　　楯：Ｌ原瀬忠広(初回)　Ｌ小倉圭二(初回)　Ｌ中岡富茂(初回)　Ｌ武智正晴(初回)　
　　　⇒森会長より授与
９．審議事項　
　⑴　新会員について　　田村美恵様【Ｐ４】 ……………………………………………………………会員・会則委員会
　　　⇒服部会員委員長より説明……………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑵　創立記念例会決算書(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】
　⑶　新年例会予算書(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】
　⑷　第29回「国際平和ポスター」企画決算書(案)について【Ｐ７】 …………………………………教育・国際委員会
　　　⇒加藤教育国際委員長より説明………………………………………………………………………【審議】→【承認】
  サンタチャレンジの進捗状況報告
　⑸　「石手川ダム上流域の河川等清掃」決算書（案）について【Ｐ８】………………………………市民・公衆委員会
　　　⇒高橋市民公衆委員長より説明………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑹　会員交流会第一回中間決算書(案)について【Ｐ９】 ………………………………………………………会員交流会
　　　⇒宮川さんより説明……………………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑺　エンブレム作成決算書(案)について【Ｐ10】
　　　⇒松浦幹事より説明……………………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑻　薬物乱用防止教育認定講師養成講座の受講について【Ｐ11】
　　　■日　時：2017年１月22日㈰　セミナー：13：00～17：00
　　　■場　所：ウェルピア伊予
　　　■受講料：5,500円×３名＝16,500円（受講者：Ｌ早川、Ｌ藤本、Ｌ坂本）
　　　⇒松浦幹事より説明……………………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑼　松山西ライオンズクラブＣＮ45周年記念大会
　　　■開催日時：2017年１月28日㈯
　　　　　　　　　登録受付　　15：00～(松山全日空ホテル本館４Ｆ　ロビー)
　　　　　　　　　記念講演　　16：00～16：45「認知症の予防について」
　　　　　　　　　記念式典　　17：00～18：30
　　　　　　　　　記念祝宴　　18：45～20：45
　　　■会　　場：記念式典・祝宴　　松山全日空ホテル本館４Ｆ　ダイヤモンドボールの間　
　　　■登 録 料：10,000円(１名様)×２名(会長・幹事)＝20,000円
　　　⇒松浦幹事より説明……………………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑽　愛顔つなぐえひめ国体・えひめ大会ジャンパー協賛について【Ｐ12－Ｐ14】
　　　⇒森会長より説明………………………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑾　平成28年度　松山中央ライオンズクラブ杯　中予選手権大会について  　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　⇒森会長より説明………………………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑿　中古眼鏡回収の為の名称(松山中央ライオンズクラブ)使用について　　
　　　⇒森会長より説明………………………………………………………………………………………【審議】→【承認】
10．食事
11．報告事項
　　1　退会届けについて　　Ｌ清川和夫　Ｌ西原一志　Ｌ宮崎陽允
　　　　⇒服部会員委員長より報告
　　2　第63回複合地区年次大会予備登録について　
　　　　⇒松浦幹事より報告
　　3　その他
12．委員会報告　
　　1　石手川ダム流域清掃について(愛媛新聞記事)……………………………………………………市民・公衆委員会
　　2　12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12月２日㈮ 14：30～17：30 松山大学
（８号館西側共同練習場前）

平成28年12月６日㈫ 12：00～14：00 ＤＣＭダイキ㈱本社　
（松山市美沢１－９－１）　　　　

平成28年12月16日㈮ 14：30～17：00 愛媛大学　正面玄関横
（松山市道後樋又10－13）

■第１２48回例会 ■第１２4９回例会● ２０１6年１１月２２日㈫　１8：3０～
● 於：ホテルＪＡＬシティ松山

● ２０１6年１２月１3日㈫　１２：１5～１3：１5
● 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　107,000円

◆ 平成２8年１１月第₂例会
Ｌ森　　和幸　真鍋ガバナー来松、例会出席ありがとうございます。
Ｌ小倉　圭二　ガバナー始めキャビネットの皆様、伊予長浜ライオンズク

ラブの皆様例会訪問ありがとうございます。
Ｌ山本　宗宏　ようこそ松山中央ＬＣへ　真鍋ガバナー他キャビネットの

皆さん!!
Ｌ松浦　龍也　ゲストの皆様　新会員の皆様よろしくおねがいします。
Ｌ中岡　富茂　５名の入会ありがとうございます
Ｌ島田　省吾　52回目の創立記念例会を祝って
Ｌ山本　幸治　真鍋ガバナー様例会訪問ありがとうございます。
Ｌ兵頭　好喜　ガバナーキャビネットの皆様例会訪問ありがとうございま

す。新入会の皆さんおめでとうございます。
Ｌ大川　耕三　真鍋ガバナーに感謝し新会員入会を祝して
Ｌ徳永　昭夫　真鍋ガバナーのご来訪を心より歓迎致します。
　　　　　　　「天高く　志清く　創立日」
Ｌ早川　義仲　５名の新会員の皆さん、入会ありがとうございます。
Ｌ大宿　有三　新会員の皆様、よろしくお願いします。
Ｌ和泉　光浩　例会訪問ありがとうございます。
Ｌ高山　正志　創立記念例会に !
Ｌ河本　圭仁　５名の入会された方々おめでとうございます。
Ｌ稲森　和行　５名の新入会々員の皆様ご入会おめでとうございます。
Ｌ盛重　泰輔　５名の新入会員の皆様入会おめでとうございます。
Ｌ池田　博英　例会訪問ありがとうございます。
Ｌ太　　亨哲　ゲストの皆様例会訪問ありがとうございます。
Ｌ大西　安子　ＬＣ国際協会、伊予長浜ＬＣのゲストの皆様例会訪問誠に

有り難うございます。新会員の皆様ようこそ中央ライオン
ズクラブご入会ありがとうございます。

Ｌ宮川　晶子　地区ガバナー御一行様、新会員のみな様、中央ライオンズ
クラブへようこそ!!

Ｌ加地　雅臣　新入会員の皆様、御入会おめでとうございます。
Ｌ橋本　和範　新会員入会おめでとうございます。
Ｌ両田　　晃　新会員の皆さん入会おめでとうございます。
Ｌ木下　勝敏　創立例会おめでとうございます。

Ｌ境　　俊之　ゲストの皆様よくいらっしゃいました。新会員の皆様入会
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藤本　雅弘　伊藤さん、小森谷さん、藤岡さん、宮道さん、米田さん入

会おめでとうございます。
Ｌ永野　通夫　新会員の皆様入会おめでとう。
Ｌ大西千恵春　新会員の皆様入会おめでとうございます。
Ｌ井上　　光　創立記念例会おめでとうございます。
Ｌ戸梶　直美　創立記念例会おめでとうございます。
Ｌ藤田　裕司　新入会の方々宜しくお願い致します。
Ｌ土井　晴彦　新会員の御入会、皆様おめでとうございます。
Ｌ本宮　　薫　伊賀上さん黄綬褒章おめでとうございます。
Ｌ藤岡　久実　記念すべき入会式でした。
Ｌ大政　大祐　昨日は初めての委員会でした。
Ｌ伊賀上竜也　新入会員の皆様おめでとうございます。
Ｌ加藤　定伸　新会員様入会おめでとうございます。
Ｌ冨士原　裕　創立おめでとうございます。
Ｌ程野　裕貴　新会員の皆さん入会おめでとうございます。
Ｌ久保美代子　ゲストの皆様に失礼のないよう楽しく飲みましょう
Ｌ髙橋　正人　新会員の皆様、入会おめでとうございます。
Ｌ村井　　剛　石手川ダム清掃で心もキレイになりました。
Ｌ高橋　孝子　真鍋ガバナーはじめゲストのみなさま例会訪問ありがとう

ございます。
Ｌ米田衣美子　本日入会させていただきました、ありがとうございます。
Ｌ松岡　俊幸　新会員のみなさん、ご入会おめでとうございます。
Ｌ伊藤　幸満　真鍋ガバナー、例会訪問ありがとうございます。たくさん

の新会員入会おめでとうございます。
Ｌ韓　　雪峰　皆様おかげで「餃子ハルピン」がオープンしました。
Ｌ吉田　文彦　歓迎ガバナー
Ｌ廣江　和男　地区ガバナー及びキャビネット幹事・伊予長浜ＬＣみなさ

ま例会訪問を歓迎します。

☆出席率　81％　☆ファイン　500円　☆ドネーション　160,000円

◆ 平成２8年１２月第₁例会
Ｌ森　　和幸　境さん古希おめでとうございます。
Ｌ原瀬　忠広　楠田様、御入会おめでとうございます。
Ｌ小倉　圭二　楠田さん入会おめでとうございます。
Ｌ山本　宗宏　楠田さんようこそ松山中央ＬＣへ
Ｌ松浦　龍也　12月お誕生日の皆様おめでとうございます。
Ｌ中岡　富茂　楠田善久様ご入会ありがとうございます。
Ｌ兵頭　好喜　12月生の皆様おめでとうございます。楠田さん入会おめで

とうございます。
Ｌ服部　　勲　楠田さん入会おめでとうございます。境さん古希おめでと

うございます。
Ｌ大川　耕三　新会員楠田さんおめでとうございます。
Ｌ丹下　靖憲　楠田さん入会おめでとうございます。
Ｌ山本　幸治　楠田様、入会おめでとうございます。
Ｌ近藤　　猛　楠田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盛重　泰輔　楠田さんご入会おめでとうございます。
Ｌ和泉　光浩　ゴルフ委員会優勝ありがとうございます。
Ｌ早川　義仲　楠田さんご入会おめでとうございます。
Ｌ太　　亨哲　境さん古希おめでとうございます。
Ｌ宮川　晶子　セントラルアカデミーの幹事会を先日行いました。２月の

定例会のご案内を皆様に正式に行いますので御参会くださ
い。楠田さん、アカデミックな活動はお好き？

Ｌ池田　博英　新入会おめでとうございます。
Ｌ山田　　哲　今年ものこり半月になりました。
Ｌ河本　圭仁　今年も、ちょっぴりになってしまいました。
Ｌ大西　安子　12月お誕生月の皆様、おめでとうございます。境さん、古

希のお祝おめでとうございます。
Ｌ両田　　晃　楠田さん、田村さん入会おめでとうございます。
Ｌ岩本　　透　先日、ゴルフで丹下さんと森さんに大差をつけられました。
Ｌ伊藤　憲司　楠田さん入会おめでとうございます。
Ｌ境　　俊之　還暦を９年過ぎました。うれしい悲しい
Ｌ木下　勝敏　境さん古希おめでとうございます。
Ｌ加地　雅臣　境さん古希おめでとうございます。楠田さん入会おめでと

うございます。
Ｌ橋本　和範　楠田さん入会おめでとうございます。

Ｌ武智　正晴　寒くなりました。
Ｌ藤本　雅弘　楠田さん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永野　通夫　境さん古希おめでとうございます。
Ｌ小森谷ケララ　新入会員スクールをしていただきありがとうございます。
Ｌ佐伯　裕子　師走に入ると、なぜか気ぜわしく感じます。
Ｌ大西千恵春　楠田さん入会おめでとうございます。よろしくお願いしま

す。境さん古希おめでとうございます。ゴルフで勝負です。
ハンディ４です。

Ｌ菅野　直也　皆様でおこし下さい。12月20日にはくるりんがリニューア
ルします。

Ｌ猪子　真司　無事に47才を迎える事ができました。
Ｌ宮道　　享　初めまして、ドネーションです。
Ｌ大政　大祐　明日から炉でやっとランチはじめます
Ｌ石居　洋子　忙しい、暇がありましたら遊びに来て下さい。
Ｌ土井　晴彦　楠田様、入会おめでとうございます。
Ｌ藤岡　久実　新会員スクールを受講しました。
Ｌ井上　　光　私以外の12月誕生日び方おめでとう
Ｌ米田衣美子　何もわかりませんが楽しく参加してます。
Ｌ山之口智章　境様古希御祝い申し上げます。
Ｌ新崎　　勉　楠田さんご入会おめでとうございます。会員の皆様多忙な

師走となりました。健康に気を付けましょう。
Ｌ髙橋　正人　新会員入会おめでとうございます。
Ｌ村井　　剛　ソフトボール大会お疲れ様でした(^^)　境様、井上様おめ

でとうございます。
Ｌ佃　　浩三　第14回中学生女子ソフトボール大会おつかれ様でした。あ

りがとうございました。
Ｌ廣江　和男　なんとなく、気忙しいです。
Ｌ伊藤　　渉　井上　光さんお誕生日おめでとうございます。
Ｌ韓　　雪峰　新会員入会と５名様々に誕生祝
Ｌ吉田　文彦　ソフトボール大会、好天で大成功
Ｌ髙田　健司　福岡支店前道路の陥没時はご心配をおかけしました。無事

OPEN

　　　　⇒大西保健委員長より報告
　　3　委員会場所変更について
　　　　・12月26日㈪　18：30～『SOH　SOH』→『くろがね』に変更 ……………………………ＰＲ・ＩＴ委員会
　　　　⇒松浦幹事より報告
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



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「土井晴彦」さんです。
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■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。
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是非、ご確認下さい。
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◆クラブ事務局／
　〒７９0‐0001
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◆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

　今年度も優勝させていただきました！ご一緒させていた

だいた、メンバー様々です！今季ベストスコアがまさかここ

で出るとは・・・これからもベスト更新目指して日々精進致

しますので、どうぞよろしくお願いいたします！！

和泉 光浩優勝者からひとこと

11/26㈯ エリエールゴルフクラブ

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
血液事業の現状とこれから（日本赤十字社）

　現在、日本は本格的な少子高齢社会を迎えました。輸血用血液製剤や血漿分画製剤の大半は、
高齢者の医療に使われています。東京都の年代別輸血状況調査によると、輸血を受ける方々の約85％は50歳以上です。
　一方、献血にご協力いただいた方々の年齢層を見ると、約76％が50歳未満（その内の約25％が16～29歳）であり、健康的
な若い世代の献血が高齢者医療の多くを支えている現状があります。今後、少子高齢社会が進むにつれて、現在の献血者比
率がこのまま推移していくと、救命医療に重大な支障をきたす恐れがあります。
　こうした社会情勢の変化を踏まえ、より幅広い年齢層から献血にご協力いただけるような体制づくりに取り組んでいます。

　昭和47年生まれ、松山市出身の牡牛座Ａ型です。
　私の趣味は子供の頃から音楽で、松山少年少女合唱団時
代、道後ライオンズクラブの方が久万高原町の大宝寺の夏
の合宿にスイカを差し入れてくださった思い出があります。
（「ライオンズヒム」を当時歌った記憶が微かに・・・）
　まだ入会して１年を過ぎたばかりですが、今度は子供た
ちにお返しをしていけるように皆様とともにアクティビ
ティにも積極的に参加したいと思います。どうぞ、よろし
くお願いいたします。


