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（LC、高山正志）
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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」

伊　藤　幸　満青少年育成委員長第14回中学生女子ソフトボール大会
１２月１０日に伊予銀行グラウンドで第１４回中学生女子ソフトボール大会があ

りました。近年に無くとても良い天気で４０名のメンバーと選手ともに楽しい
大会になりました。優勝久米　準優勝北条北　₃位余土　₄位勝山　₅位
小野・南・椿　₆位松山西・愛光・津田。今回は会長の想いもあり、全チー
ムにバットを参加賞としてお渡ししました。監督、選手が喜んでくれました。
来年はマドンナスタジアムで行う予定です。

愛媛新聞記事　２０１6年１２月１０日記事
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



愛媛工場：〒799-2661 愛媛県松山市勝岡町1163番地13
　　　　TEL.089-979-5200（代）FAX.089-979-5282
砥部工場：〒791-2132 愛媛県伊予郡砥部町大南148-1
　　　　TEL.089-968-2925　　FAX.089-968-2926
大阪本社：〒556-0016 大阪市浪速区元町3丁目10番18号
　　　　TEL.06-6649-0431（代）FAX.06-6649-0205

（LC、高田健司）

TEL089 941 1141（代）
〒790-8514 松山市南堀端町1番地

頭取 大 塚 岩 男

（LC、藤本雅弘）
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加　藤　定　伸教育・国際委員長

去る１２月２３日金曜日（天皇誕生日）
ライオンズクラブ国際協会創立１００周年事業 サンタチャレンジ２０１6に行ってまいりました。
３３6Ａ地区₁Ｒ２０クラブが協力して行う大々的なアクティビティです。申し込みは約１０００名、当日のパレー

ド参加は５００名と集合場所の市民会館中ホールが、真っ赤なサンタクロースで埋め尽くされました。圧巻�
松山中央ＬＣの担当は、₆体のゆるキャラのエスコートとボディガードが役目です。ＳＰばりのブラックサ

ンタの衣装で、ゆるキャラよりも目立っていたような気がしました。
盛大な開会式の後、ゆるキャラをガードしながら、市民会館を出発し県庁前に到着、ゆるキャラとの写真撮

影会のカメラと警備も担当し、なかなか忙しい役目でした。
ここで、ＰＲ・ＩＴ委員会の橋本さんに全体集合写真を撮って頂き、パレード参加組とゆるキャラ撤収組に

分かれました。
パレードは、大街道〜銀天街〜高島屋前坊ちゃん広場まで、５００名のサンタクロースはかなり壮観だったで

しょうね。
私は、伊賀上副委員長と伊藤英さん、渡部誠さんの運営委員にて、みきゃんとはっぴーカバー君をＬＣ事務

局まで撤収してきました。
人の足なら近いもんですが、彼らの短足では時間のかかること、ゆるキャラの中のスタッフさんには、頭の

下がる思いでした。
最後になりますが、当日参加の１6名のメンバーと写真撮影の橋本さんには、ご苦労様でした。
全員登録を快諾してくださいました松山中央ＬＣの皆様には、ありがとうございました。

結構楽しかったですよ�

ライオンズクラブ国際協会創立100周年記念事業
「サンタチャレンジ2016」



〒791-0213 愛媛県東温市牛渕1880番地1
ディアス八木 A-102

Tel 089-964-8611  Fax 964-9829
H.P 090-7148-0735

miyoko38@triton.ocn.ne.jp

久 保　美 代 子

久保行政書士事務所

行政書士

Miyoko Kubo

許認可手続き

KUBO
OFFICE

（LC、髙橋正人）

（LC、久保美代子）（LC、伊賀上竜也）

（LC、高岡直樹）

汚水処理施設　保守点検
排水管洗浄
貯水槽清掃
環境機材販売
災害用備蓄トイレ販売
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この度入会させて頂きました株式会社ク
リエネ楠田善久と申します。スポンサーの
服部勲様の社会奉仕に携わる姿勢を近年拝
見しており深く感銘を受けている所、この
ような機会に恵まれました。私のような若
輩者が奉仕活動を通じ自己成長出来るよう
精進していきたいと思います。皆様ご指導
よろしくお願いいたします。

株式会社クリエネ 楠田　善久
この度入会させて頂きました、田村美恵

です。
入会の機会を与えてくださった大川さん

に感謝し、ライオンズクラブの活動を通じ
て色々な学びを得て、人間の幅を広げたい
と思っております。

諸先輩方のお力添えをいただきながら全
力で頑張って参りますので、今後ともご指
導のほど宜しくお願い致します。

株式会社マルタ水産 田村　美恵取締役代表取締役

喜　井　茂　雅社会福祉委員長「まごころ箱」募金活動
平成２８年１２月２７日、松山空港ビル、松山全日空

ホテル、ホテルＪＡＬシティ松山、子規堂、一興
（立花店・砥部店・久万の台店）、サークルＫ、笠
組に当松山中央ライオンズクラブが常設している

「まごころ箱」の上半期集金分を松山市社会福祉
協議会へ寄付するために、森会長が愛媛新聞社へ
贈呈に参りました。

この募金に協力してくださったお一人お一人の
「まごころ」が、豊かな社会を創る一片となるこ
とを願い、報告とさせていただきます。



（LC、上田貞人）

お力になれることがあれば、
お気軽にお声掛けください。

松山市議会議員
「松山を元気にする会」 代表

上 田　貞 人
〒790-0036 松山市小栗1丁目2-18
TEL・FAX   089-961-4117
e-mail : ueda.v@aroma.ocn.ne.jp

（LC、村井　剛）

5

１月の誕生人から一言・・・
廣江　和男 1948（昭和23年）１月30日生

　浄土寺のお世話で、四国八十八ヶ寺の先達に登
録した。
　最近の健康志向もあり、中高年も多く見掛ける。
　宗派の違いを越え、引き付ける何かが在るので
しょう。
　古稀を迎え、これからも四季折々の巡拝を楽し
みたいものです。

伊賀上竜也 1959（昭和34年）１月８日生

　あっという間に58歳の誕生日を迎えました。本
年度は同期入会の加藤委員長の下で教育国際委員
会の副委員長を務めていますが、役目は一つ、森
丸で出航した加藤船長が無事に帰還するまでしっ
かりとサポートします。委員会の皆様、ご協力を
お願いします。

高橋　孝子 1963（昭和38年）１月22日生

　新年明けましておめでとうございます。
　歳をとることを忘れた私は、西暦ではなく、今
年は昭和何年だっけ？から始まる。
　この春でライオンズ歴も丸₇年になります。
あっという間でしたがまだまだ心身ともに鍛えつ
つ、突っ走っていきたいと思っております。
　本年もどうぞよろしくお願いいたします。

内田　勝彦 1967（昭和42年）１月11日生

　あけましておめでとうございます。
　₁月でついに50歳になります。振り返ると、年
相応の事は何もできないままあっという間にここ
まできたような感じです。これからも₁日₁日を
大切にしていきたいと思います。
　ライオンズ活動になかなか参加できず申し訳ご
ざいません。心苦しく思っております。

武智　　慧 1983（昭和58年）１月27日生

　今月で34歳になります。今年も、仕事・遊び・
ライオンズの活動と、全てに全力を尽くします。
　中央ライオンズに入会して三年半経ちますが、
まだまだお役に立てず恐縮しております。前述の
通り精一杯頑張りますので、今後ともご指導のほ
ど、よろしくお願い致します。

佃　　浩三 1959（昭和34年）１月１日生

　元旦で58歳を迎えました。
　今年の書初めの一文字は、会長スローガン・伝
統と伝承、革新の力でウィサーブから『伝』と書
きました。時間管理をテーマに改革をしたいと
思っています。
　例会・委員会出席もパーフェクトを目指します
ので、今後ともご指導宜しくお願い致します。

原瀬　忠広 1959（昭和34年）１月19日生

　あけましておめでとうございます。本年もよろ
しくお願いいたします。
　今年は分不相応な大役を仰せつかり、暗澹とし
た思いもありますが、森会長が目指された「革新」
を継続し、松山中央ライオンズクラブの新たな「物
語」を作ることができればと思っております。
　皆様のご協力とご支援を賜りますようお願い申
し上げます。

戸梶　直美 1964（昭和39年）１月11日生

　₀歳と₂歳の孫をみながら、生命の誕生と成長
の喜びを噛みしめるこの頃です。一年を振り返り、
時間と仕事に追われる日々を反省し、周りの人た
ちと幸せで楽しい一年が過ごせるように頑張りま
す。今年の目標は「早起き」です。

渡部　　誠 1967（昭和42年）１月30日生

　また一つ年をとる季節がやって参りました。気
持は若くいようと思うのですが、若い頃のように
機敏さもなくなり、身体がついてこないという、
心と身体のバランスの差が目立つ年齢となりまし
た。
　なんとかこの機敏さを失いつつある身体を騙し
ながら、充実した日々を送れるよう頑張って参り
ますので、宜しくお願いします。
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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小倉、Ｌ山本（宗）、Ｌ松浦、Ｌ中岡、Ｌ太、Ｌ山田、Ｌ服部、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和泉
　　　　（オブザーバー）Ｌ早川、Ｌ池田、Ｌ武智（正）、Ｌ高橋（孝）、Ｌ戸梶

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．幹事報告　　
　　　≫なし
₆．会計報告（12月分収支明細表）【Ｐ₄－Ｐ₈】
　　　≫中岡会計より報告
₇．審議事項
　⑴　上半期決算報告及び監査報告案について【Ｐ₉－Ｐ13】… ……………………………………………会計・会計監査
　　　≫中岡会計より説明、戸梶会計監査の監査報告……………………………………………………【審議】→【承認】
　⑵　不在会員について　Ｌ仙波得伸　Ｌ髙原政彦　　
　　　≫松浦幹事より説明……………………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑶　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」決算書（案）について【Ｐ14－Ｐ19】… ……青少年育成委員会
　　　≫伊藤青少年育成委員長欠席により松浦幹事より説明……………………………………………【審議】→【承認】

　⑷　加藤嘉明公騎馬像廻り及び正岡子規像廻り剪定予算書（案）について【Ｐ20－Ｐ21】… …………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　加藤嘉明公騎馬像文字盤について【Ｐ22－Ｐ23】　　　　　　
　　　≫森会長より説明………………………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑹　336複合地区第63回年次大会登録料拠出について
　　　■日　時：2017年₅月14日㈰
　　　■場　所：呉市総合体育舘オークアリーナ
　　　■登録料：無料　
　　　■旅　費：＠11,550円×₃名＝34,650円
　　　■宿泊費：＠10,000円×₃名＝30,000円
　　　■参加者：次期三役
　　　≫松浦幹事より説明……………………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑺　その他
　　1　砥部ライオンズクラブＣＮ35周年記念式典について
　　　　開催日：2017年₂月11日㈯
　　　　場　所：砥部町商工会館₂階
　　　　登録料：5,000円×₂名（会長・幹事）＝10,000円
　　　　≫松浦幹事より説明…………………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　　2　松山北ライオンズクラブ結成35周年式典について
　　　　開催日：2017年₃月26日㈰
　　　　場　所：国際ホテル松山　本館₃Ｆ常盤
　　　　登録料：10,000円×₂名（会長・幹事）＝20,000円
　　　　≫松浦幹事より説明…………………………………………………………………………………【審議】→【承認】
₈．その他　
₉．閉会

■第₇回理事会 ● ２０１7年₁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．会長あいさつ
　　　⇒森会長より挨拶
₅．新会員入会式【Ｐ₃】　　
　　　田村美恵　様　　　　　　
　⑴　新会員・スポンサー前へ
　　　⇒田村美恵さん、大川耕三さん壇上へ
　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」
　　　⇒田村美恵さんよりライオンズの誓い
　⑸　スポンサーの宣誓
　　　⇒大川前会長さんより宣誓
　⑹　新会員あいさつ
　　　⇒田村美恵さんより挨拶
　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
　　　　保健委員会に任命
₆．₁年間100％出席者の発表（上期入会会員を対象として）
　　　2015.₇月第₂…〜…2016.₇月第₁　　Ｌ早川、伊藤（英）、Ｌ新宮、Ｌ山口、Ｌ佐伯、Ｌ石居、Ｌ武智（正）
　　　2015.₈月第₁…〜…2016.₇月第₂　　Ｌ大川、Ｌ加地
　　　2015.₈月第₂…〜…2016.₈月第₁　　Ｌ丹下、Ｌ兵頭、Ｌ永野（通）、Ｌ土井
　　　2015.₉月第₁…〜…2016.₈月第₂　　Ｌ徳永、Ｌ服部、Ｌ佐々木
　　　2015.₉月第₂…〜…2016.₉月第₁　　Ｌ村上、Ｌ河本、Ｌ伊藤（憲）、Ｌ久保、Ｌ加藤
　　　2015.10月第₁…〜…2016.₉月第₂　　Ｌ小倉
　　　2015.10月第₂…〜…2016.10月第₁　　Ｌ藤井、Ｌ廣江、Ｌ坂本　
　　　2015.11月第₂…〜…2016.11月第₁　　Ｌ島田、Ｌ吉田、Ｌ近藤
　　　2015.12月第₂…〜…2016.12月第₁　　Ｌ竹田、Ｌ戸梶、Ｌ和泉、Ｌ藤田
　　　⇒松浦幹事より報告
₇．100周年記念会員増強賞受賞　　Ｌ森和幸　Ｌ兵頭好喜　Ｌ太　亨哲　Ｌ村上泰久　Ｌ伊藤幸満
　　　⇒代表して兵頭さんより挨拶
₈．プログレスＭＪＦ献金　楯の贈呈
　　　楯：Ｌ加藤定伸（初回）
　　　⇒森会長より加藤さんへ贈呈
　　　⇒加藤さんより挨拶
₉．食事
10．幹事報告
　　　⇒会員スピーチ　小森谷ケララ
　　　⇒会員スピーチ　上田貞人
　　　⇒会員スピーチ　本宮薫
　　　⇒会員スピーチ　和泉光浩
11．委員会報告
　　1　上半期「まごころ箱」について【Ｐ₄】… ……………………………………………………………社会福祉委員会
　　　　⇒喜井社会福祉委員長より報告
　　2　合同委員会について
　　　　①₁月₆日㈮「和洋菜けんしん」にて合同委員会………………………………保健委員会／教育・国際委員会
　　　　⇒大西保健委員長より報告
　　3　献血活動結果について（11月・12月）………………………………………………………………………保健委員会

実　施　年　月　日 実　施　場　所 献　血　者　数
平成28年11月24日 大街道献血ルーム 受付　50名　400mL　20名　成分　25名　不採血₅名
平成28年11月25日 大街道献血ルーム 受付　56名　400mL　23名　成分　28名　不採血₅名
平成28年11月26日 大街道献血ルーム 受付　97名　400mL　44名　成分　45名　不採血₈名
平成28年11月27日 大街道献血ルーム 受付104名　400mL　63名　成分　37名　不採血₄名
平成28年11月28日 大街道献血ルーム 受付　55名　400mL　25名　成分　22名　不採血₈名
平成28年11月29日 大街道献血ルーム 受付　56名　400mL　34名　成分　16名　不採血₆名
平成28年11月30日 大街道献血ルーム 受付　61名　400mL　32名　成分　22名　不採血₇名
平成28年12月₂日 松山大学 受付　38名　400mL　35名　　　　　　　不採血₃名

計 受付517名　400mL276名　成分195名　不採血46名

実　施　年　月　日 実　施　場　所 献　血　者　数
平成28年12月₅日 大街道献血ルーム 受付　64名　400mL　31名　成分　27名　不採血₆名
平成28年12月₇日 大街道献血ルーム 受付　79名　400mL　45名　成分　29名　不採血₅名
平成28年12月₈日 大街道献血ルーム 受付　54名　400mL　21名　成分　25名　不採血₈名
平成28年12月₉日 大街道献血ルーム 受付　73名　400mL　35名　成分　34名　不採血₄名
平成28年12月₆日 ＤＣＭダイキ㈱本社 受付　30名　400mL　29名　　　　　　　不採血₁名

計 受付300名　400mL161名　成分115名　不採血24名

　　　　⇒大西保健委員長より報告
　　4　新年例会についてのお願い……………………………………………………………………………計画出席委員会
　　　　⇒池田計画出席委員長より報告
12．テールツイスターの活躍
　　　⇒山田テールツイスターの活躍
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…
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．誕生祝い（₁月）　　
　　Ｌ佃（₁日）、Ｌ伊賀上（₈日）、Ｌ内田（11日）、Ｌ戸梶（11日）、Ｌ原瀬（19日）
　　Ｌ高橋（孝）（22日）、Ｌ武智（慧）（27日）、Ｌ廣江（30日）、Ｌ渡部（30日）
　　　⇒代表して佃さん挨拶
₆．古希御祝い　　　Ｌ廣江和男
　　　⇒廣江さんより挨拶
₇．プログレスＭＪＦ献金　ピンの贈呈　　Ｌ山本宗宏（₄回目）
　　　⇒本人遅れのため割愛
₈．審議事項
　⑴　上半期決算報告及び監査報告案について【Ｐ₃－Ｐ₇】… ……………………………………………会計・会計監査
　　　⇒冨永さんより説明……………………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑵　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」決算書（案）について【Ｐ₈】… ……………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】
　⑶　加藤嘉明公騎馬像廻り及び正岡子規像廻り剪定予算書（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】
　⑷　加藤嘉明公騎馬像文字盤について【Ｐ10】　　
　　　⇒森会長より説明………………………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑸　336複合地区第63回年次大会登録料拠出について
　　　■日　時：2017年₅月14日㈰
　　　■場　所：呉市総合体育舘オークアリーナ
　　　■登録料：無料　
　　　■旅　費：＠11,550円×₃名＝34,650円
　　　■宿泊費：＠10,000円×₃名＝30,000円
　　　■参加者：次期三役
　　　　⇒松浦幹事より説明…………………………………………………………………………………【審議】→【承認】
　⑹　その他
　　1　砥部ライオンズクラブＣＮ35周年記念式典について
　　　　開催日：2017年₂月11日㈯
　　　　場　所：砥部町商工会館₂階
　　　　登録料：5,000円×₂名（会長・幹事）＝10,000円
　　2　松山北ライオンズクラブ結成35周年式典について
　　　　開催日：2017年₃月26日㈰
　　　　場　所：国際ホテル松山　本館₃Ｆ常盤
　　　　登録料：10,000円×₂名（会長・幹事）＝20,000円
　　　　⇒松浦幹事より併せて説明…………………………………………………………………………【審議】→【承認】
９．その他　
　　　⇒なし
10．幹事報告
　　1　不在会員について　Ｌ仙波得伸　Ｌ髙原政彦　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　⇒松浦幹事より報告
11．委員会報告
　⑴　12月献血活動報告

実　施　年　月　日 実　施　場　所 献　血　者　数
平成28年12月16日 愛媛大学 受付16名　400mL14名　不採血₂名

　　　⇒松浦幹事より報告
　⑵　委員会場所変更と合同委員会について
　　　①₁月２3日㈪「ＳＯＨ　ＳＯＨ」から「サムライダイニング炉」に変更………………………ＰＲ・ＩＴ委員会
　　　②₁月26日㈭「クッチーナＰｅＰｅ」にて合同委員会……………………………財務委員会／市民・公衆委員会
　　　⇒松浦幹事より併せて報告
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

■第１２5０回例会 ■第１２5１回例会● ２０１6年１２月２7日㈫　１２：１5～
● 於：ホテルＪＡＬシティ松山

● ２０１7年₁月１０日㈫　１8：００～
● 於：ホテル椿舘　本館₈階
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☆出席率　85％　☆ファイン　0円　☆ドネーション　142,000円

◆ 平成２8年１２月第₂例会
Ｌ森　　和幸　田村さん入会ありがとうございます。
Ｌ原瀬　忠広　田村様御入会おめでとうございます。
Ｌ山本　宗宏　田村美恵さんようこそ松山中央ＬＣ
Ｌ小倉　圭二　田村さん入会おめでとうございます。
Ｌ松浦　龍也　田村さん入会おめでとうございます。皆様本年は大変お世

話になりました。来年も引続き宜しくお願い申し上げます。
Ｌ中岡　富茂　田村美恵様ご入会ありがとうございます。
Ｌ大川　耕三　田村さん入会おめでとう
Ｌ島田　省吾　今年もお世話になりました
Ｌ山本　幸治　田村様入会おめでとうございます。
Ｌ服部　　勲　田村さん入会おめでとうございます。
Ｌ丹下　靖憲　田村さん入会おめでとうございます。
Ｌ兵頭　好喜　田村さん入会おめでとうございます。
Ｌ徳永　昭夫　「安らかに　米寿を送る　年の暮」
Ｌ大宿　有三　一年間お世話になりました。
Ｌ村上　泰久　田村さん入会おめでとうございます。
Ｌ早川　義仲　田村さん入会おめでとうございます。
Ｌ山田　　哲　田村さん入会おめでとうございます。
Ｌ大西　安子　新会員の田村さん、ご入会おめでとうございます。
Ｌ河本　圭仁　今年一年お世話になりました。
Ｌ池田　博英　新入会おめでとうございます。
Ｌ高山　正志　2016無事に終わった事に
Ｌ和泉　光浩　大政さんMONONOFU　Openおめでとうございます。
Ｌ盛重　泰輔　田村さんご入会おめでとうございます。
Ｌ橋本　和範　田村さん入会おめでとうございます。
Ｌ境　　俊之　会員増強表彰の皆様おめでとうございます。
Ｌ武智　正晴　田村さん入会おめでとうございます。
Ｌ木下　勝敏　田村さんご入会おめでとうございます。
Ｌ佐伯　裕子　今年も最後の例会になりました。お世話になりました。
Ｌ田村　美恵　新しく会員になりました。よろしくお願いします。
Ｌ永野　通夫　田村さん入会おめでとうございます。
Ｌ小森谷ケララ　今年はカゼを引かずにおわりそうで良かったです。
Ｌ菅野　直也　今年新加入させて頂きお世話になりました。
Ｌ大西　知人　よいお年をお迎え下さい。
Ｌ藤本　雅弘　田村美恵さん入会おめでとうございます。
Ｌ大西千恵春　献血ルームでの御協力ありがとうございました。受付749名

でした。

Ｌ新宮　幸孝　田村さん入会おめでとうございます。
Ｌ伊賀上竜也　田村さん入会おめでとうございます。
Ｌ加藤　定伸　サンタ・チャレンジおつかれ様でした。
Ｌ宮道　　享　宮城県から昨日帰ってきました。明日東京です。
Ｌ大政　大祐　新店舗openしました。
Ｌ楠田　善久　入会できて光栄です。
Ｌ本宮　　薫　今年₁年楽しかったです。☆来年も楽しみます
Ｌ土井　晴彦　田村様、入会おめでとうございます。
Ｌ井上　　光　今年１年おつかれさまでした。
Ｌ戸梶　直美　田村さん御入会おめでとうございます。中央の女子力マス

マスＵＰです�
Ｌ喜井　茂雅　今年も一年間ありがとうございます。
Ｌ久保美代子　田村さん、入会おめでとうございます。一緒に楽しくお酒

を飲みましょう。
Ｌ髙橋　正人　新会員、入会おめでとうございます。
Ｌ新崎　　勉　皆様今年も色々とお世話になりました。来る年もより良い

年でありますように。
Ｌ松本　政清　田村さん入会おめでとうございます。
Ｌ米田衣美子　なるべく毎回参加したいと思ってます。
Ｌ村井　　剛　100％出席の皆様おめでとうございます。
Ｌ森田のり子　ドネーション袋を紛失しました
Ｌ佃　　浩三　田村美恵様入会おめでとうございます。
Ｌ吉田　文彦　12月ゴルフ優勝しました。
Ｌ松岡　俊幸　田村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廣江　和男　どなた様も良いお歳をお迎え下さい。
Ｌ伊藤　　渉　今日もいいことがありました。
Ｌ片山　　一　先日のサンタパレード、最初びっくりしましたが、ブラッ

クサンタの衣装、グッドチョイスでした。

☆出席率　83％　☆ファイン　500円　☆ドネーション　100,000円

◆ 平成２9年₁月第₁例会
Ｌ森　　和幸　新年明けましておめでとうございます。今年も昨年同様よ

ろしくお願いします。
Ｌ原瀬　忠広　皆様あけましておめでとうございます。
Ｌ小倉　圭二　あけましておめでとうございます。本年も宜しくお願いし

ます。
Ｌ松浦　龍也　新年あけましておめでとうございます。本年も宜しくお願

いします。
Ｌ中岡　富茂　明けましておめでとうございます。
Ｌ兵頭　好喜　あけましておめでとうございます。
Ｌ山本　幸治　明けましておめでとうございます。今年も宜しくお願い致

します
Ｌ島田　省吾　新年おめでとうございます。今年もどうかよろしく
Ｌ丹下　靖憲　新年あけましておめでとうございます。
Ｌ大川　耕三　廣江さんの古希を祝って
Ｌ竹田　祥一　新年おめでとうございます。
Ｌ大宿　有三　本年もよろしくお願いいたします。
Ｌ早川　義仲　新年あけましておめでとうございます。
Ｌ近藤　　猛　今年もよろしくお願いします。
Ｌ和泉　光浩　本年もよろしく御願い致します。
Ｌ太　　亨哲　あけましておめでとうございます。
Ｌ盛重　泰輔　初めての新年会　楽しみにしています。
Ｌ河本　圭仁　本年もよろしくお願い致します。
Ｌ大西　安子　新年明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願

いします。皆様にとって輝かしい一年になりますように。
Ｌ山田　　哲　ことしもよろしくお願いします。
Ｌ宮川　晶子　あけましておめでとうございます。新年例会のために、ピ

コ美はがんばります。
Ｌ武智　正晴　新年あけましておめでとうございます。
Ｌ岩本　　透　新年明けましておめでとうございます。
Ｌ境　　俊之　廣江さん、古希おめでとうございます。
Ｌ木下　勝敏　廣江さん古希おめでとうございます。
Ｌ橋本　和範　とり年なのでみなさん商売繁昌祈念して
Ｌ大西　知人　今年もよろしくお願い申し上げます。
Ｌ永野　通夫　あけましておめでとうございます。
Ｌ大西千恵春　廣江さん古希おめでとうございます。今年からゴールドで

すね。
Ｌ小森谷ケララ　あけましておめでとうございます。
Ｌ大政　大祐　あけましておめでとうございます。

Ｌ伊賀上竜也　あけましておめでとうございます。古希の廣江さん、誕生
日の皆様おめでとう

Ｌ冨士原　裕　新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお
願いします。

Ｌ新宮　幸孝　あけましておめでとうございます。
Ｌ宮道　　享　新年あけましておめでとうございます。
Ｌ井上　　光　新年会喜井さん練習おつかれさん
Ｌ藤田　裕司　今年も宜しくお願い致します。
Ｌ石居　洋子　本年もよろしくお願い致します。
Ｌ楠田　善久　ミニスカートはずかしいです。
Ｌ冨永　　実　新年おめでとうございます。
Ｌ本宮　　薫　新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお

願いします。
Ｌ喜井　茂雅　恋ダンス挑戦　委員会の皆様ご協力ありがとうございます。
Ｌ藤岡　久実　新年会で歌わせて頂きました。
Ｌ米田衣美子　本年もよろしくお願いします。
Ｌ新崎　　勉　明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い

します。
Ｌ久保美代子　あけましておめでとうございます。新年会が楽しみです。
Ｌ髙橋　正人　新年あけましておめでとうございます。
Ｌ村井　　剛　新年、明けましておめでとうございます。皆様にとって、良

い一年になります様に�
Ｌ伊藤　幸満　新年あけましておめでとうございます。
Ｌ松岡　俊幸　新年おめでとうございます。今年もよろしくお願い致しま

す。
Ｌ伊藤　　渉　あけましておめでとうございます。
Ｌ廣江　和男　新年おめでとうございます。
Ｌ佃　　浩三　新年明けましておめでとうございます。今年はゴルフ委員

会で優勝します。
Ｌ吉田　文彦　ハッピーニューイヤー
Ｌ髙田　健司　あけましておめでとうございます。
Ｌ森田のり子　新年会おめでとうございます。
Ｌ韓　　雪峰　新年おめでとうございます。



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「清水栄治」さんです。
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№568　2017（平成29年）₁月号

【執行部から】
■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。

※お申し込みは、幹事または事務局まで。
■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
　TEL（0８9）91３‐1６３2
◆会　長／森　　和幸
◆幹　事／松浦　龍也
◆PR・IT委員長／武智　正晴
◆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

　12月のゴルフ例会で、本当に久し振りに優勝させていた

だきました。今回はダブルペリア方式で、ＯＢありダボあり

がうまく隠しホールへ入っていてラッキーでした。

　森会長、立派な優勝賞品のリアドロの置物を、本当にあ

りがとうございました。

吉田 文彦優勝者からひとこと

12/15㈭ 奥道後ゴルフ倶楽部

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
酉年について

＊酉年の特徴は…
　十二支や干支の考え方では、酉のつく年は商売繁盛に繋がると考えられています。酉
（トリ）は「取り込む」ことから、運気もお客様も取り込み商売人にとっては素晴らしい
年だと言われているそうです。
　また、「果実が極限まで熟した状態」や「物事が頂点まで極まった状態」が酉年の特徴
とされており、学問や商売などで成果が得られる年になる（…かもしれませんよ‼）

　私は現在４８歳で、３８歳の妻と、２歳９か月になる息子の
３人で暮らしています。日頃は７時に家を出て２０時に家に
帰り、息子のためにピタゴラスイッチの装置を組み立て、
チャギントンの踊りを一緒におどり、皆が寝てから食事と
風呂と睡眠をとっています。
　会社は２年前に父が亡くなってから、ごたごたしながら
も社内外に信頼できる人々に恵まれ、なんとか形が出来て
きております。
　こんな幸せに囲まれながら、今年も笑顔で前向きに挑戦
する一年にしていきます。


