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（LC、伊藤慶司）

2

「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」

新年あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。我が護衛
艦「出雲」も出港して早くも半年が過ぎようとしています。危惧されていた会員増強も、皆様
のおかげをもって期首の会員数近くまで増加し、四国トップのクラブへと復活しました。又予
定された各事業も滞りなく実行され順調に推移しています。

残り半年になりましたが、気を緩めることなく執行部も努力してまいります。会員の皆様に
おかれましてもなお一層のご協力をお願いいたします。

今年は酉年です。会員皆で福を取り込み、今年一年が皆様にとって素晴らしい年になります
ようご祈念申し上げます。

皆様、明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い申し上げます。
早いもので本年度幹事を仰せつかり早半年が過ぎました。
大きなトラブルもなくクラブ運営できておりますのは、皆様のご協力のおかげと感謝申し上

げます。
あと半年、森会長を支え、皆様とともに活発で楽しいクラブ運営ができればと思っておりま

す。
至らぬところが多々あろうかとは思いますが、一生懸命務めて参ります。
皆様の御指導御鞭撻、又お力添えをいただければ幸いです。
どうぞ今年も宜しくお願い申し上げます。　　　

新年、あけましておめでとうございます。
2015年12月に生まれた孫がはや一歳になりました。もうすぐ歩けそうです。「だっこ」のお

ねだりも上手になり成長の速さに感心する日々です。今を精一杯生き、次の世代を育て、引き
継ぐのが我々の役割だなと深く感じます。

松山中央ライオンズクラブでは会計の大役をいただき半年が過ぎました。皆様の積極的なご
協力のおかげで、財政状況も当初の計画通り順調に推移しております。半期の監査も無事ご承
認をいただき有難うございます。会計をするとライオンズ活動が細かく見えて来ます。近年入
会された会員の皆様にライオンズ活動の素晴らしさをお伝えし、継承していけるようにあと半
年頑張ります（^_^）ｖ

新年のごあいさつ

会　長
森　　和幸

幹　事
松浦　龍也

会　計
中岡　富茂



（LC、加藤定伸）

（LC、藤野祐一）

（LC、渡部　誠）

新崎住宅設備株式会社
きれいな水と文化のあふれる街づくり

松山市井門町 81番地５
TEL（089）957－5413

「水まわりのリフレッシュで明るくさわやかな毎日を！」

（LC、新崎　勉）
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芙蓉会　越智藤千穂先生方々の「春の海」からスタートいたしました新年例会。
森会長の「今年は何か波乱が起きるような・・・気がする」という予言通りになりました。
道後新検番 松花席さんの舞踊を楽しんでいただいた後は、ゲーム大会、歌合戦と進みました。
松山中央ライオンズクラブの皆様のサービス精神とバイタリティを見せつけられました。

（あまりにすごいので、日常半端ないストレスがあるのでは？と逆に心配になりました。）
コーナー司会の松浦幹事、宮川さん、太さんの素晴らしさは凄すぎて言葉にできませんので言葉にしません。
お忙しい中、委員会を取りまとめていただいた委員長の皆さん、歌を披露してくださった皆さん、素晴らしいパ

フォーマンスをしてくださった応援団
の皆さん。

皆さんのおかげで大変盛り上がりま
した。本当にありがとうございます。

それから頑張った計画出席委員会の
メンバーにも拍手を送りたいと思いま
す。感謝。

池　田　博　英計画出席委員長

新　年　例　会
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₁月28日に松山全日空ホテルにて執り行われました、松山西ＬＣ結成45周年記
念式典に、森会長と私（松浦）の₂名で参加してまいりました。

式典前の16：00から愛媛大学の大八木教授を招かれて「認知症の予防について」
の題目にて記念講演が行われました。大変有意義な講演でした。

その後、17：00より記念式典が執り行われ、御来賓には、愛媛県知事（代理）、
松山市長、336-Ａ地区からは真鍋隆ガバナー、キャビネット幹事、会計など多く
の方々が見えられ、それぞれ祝辞を述べられました。

姉妹提携クラブの山口ライオンズクラブからは22名の方がお祝いに駆けつけて
おられました。

記念事業としては
₁．松山市野外活動センターにクヌギの木の植樹。
₂．愛媛県ホッケー協会にテント寄贈。
₃．三愛園の皆様との交流事業。
₄．あゆみ学園への遊具贈呈。
など多くの記念事業を実施され、すばらしい活動をされておられるなと感動い

たしました。
記念式典後は総勢130名の宴でしたが、和やかなムードの中、祝宴が執り行わ

れ無事閉宴となりました。
今回の式典にあたっては半年前から準備をされたとのこと。大変お疲れ様でし

たと申し上げ、松山西ＬＣ結成45周年記念式典参加の報告といたします。

₂月12日に砥部町商工会館にて執り行われました、砥部ＬＣ結成35周年記
念式典に、森会長と私（松浦）の₂名で参加してまいりました。

砥部ＬＣは祝宴は無く、式典のみの開催でした。
御来賓には、愛媛県知事（代理）、松山市長、336-Ａ地区からは真鍋隆ガバ

ナー、キャビネット幹事、会計など多くの方々が見えられ、祝辞を述べられ
ました。

姉妹提携クラブの長与ライオンズクラブ（長崎）からは10名の方がお祝いに
駆けつけておられました。

記念事業は
₁．ライオンズクラブ国際財団（ＬＣＩＦ）ライオンズクエスト特別支援金。
₂．愛媛県立とべ動物園へ電動アシスト車椅子（₂台）、アルミ製車椅子（₄台）寄贈。
₃．とべ子育てつどいのひろばぽかぽかへアンパンマンベンチ寄贈。
₄．愛媛アイバンク活動へ寄付。
₅．砥部町手をつなぐ育成会へ寄付。
₆．日本ボーイスカウト愛媛県連盟砥部第一団へ寄付。

など多くの記念事業をされ、通常の毎年の継続事業でも、
₁．留学生との交流会。
₂．あわてんぼうのサンタクロースプレゼント交換会。（砥部町全域の幼稚園及び保育所）

など、会員数約40名の砥部町の企業あるいは砥部在住の会員のみのクラブで、地域に密着した沢山のすばらしい活動
をされていました。

国際平和ポスターコンテストの受賞者（砥部ＬＣが選考した受賞者）や、善行児童（良い大人になる為に模範となり
良い行いをした児童）へ表彰を行うなど、地域によりそった活動に感心致しました。

15：00～16：30の₁時間半の式典でしたが、地域性に溢れたアットホームな式典でした。
以上、砥部ＬＣ結成35周年記念式典の参加報告でした。

ライオンズクラブ国際協会３３６-Ａ地区１Ｒ-２Ｚ
松山西ＬＣ結成４５周年記念式典に参加してのご報告

ライオンズクラブ国際協会３３６-Ａ地区１Ｒ-１Ｚ
砥部ＬＣ結成３５周年記念式典に参加してのご報告

松　浦　龍　也

松　浦　龍　也



当ホテルは
2017年6月30日をもちまして

ホテルJALシティ松山としての営業を終了し、
2017年7月1日から

新たなホテルブランドとして営業をいたします。
今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう
よろしくお願い申し上げます。

（LC、喜井茂雄）

（LC、山之口智章）

（LC、森田のり子）

Imagination & Creation

（LC、藤井　滋・境　俊之）
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２月の誕生人から一言・・・
藤井　　滋 1926（大正15年）₂月₂日生

私は1945年（終戦）₉月には、本土決戦の九州の
どこかでアメリカ軍戦車に対する自爆要員の予定で
したが、₈月₆日広島原爆、15日終戦で命拾い。

時を経て昨年₉月には骨折によって入院というこ
とで、₃ヵ月に及ぶベッド暮らし。健康の有難さを
痛感いたしました。この後はよくよく身の程をわき
まえて残余の人生を全うしたいと考えております。

中岡　富茂 1966（昭和41年）₂月10日生

51歳です。昨年12月の坊ちゃんランランラン（ハー
フマラソン）は₂時間30分12秒で完走しました。今
年中にハーフマラソンを₂時間以内で走ることが目
標です。₃月：うわうみだんだん、₄月：桃源郷、
₅月：朝霧湖、10月：今治シティー、そして12月：
坊ちゃんランランラン。年間₅回のハーフマラソン
で健康と体力・気力を充実し、積極的な経営が出来
るように頑張ります（^_^）ｖ

この会報誌が配布される頃には「えひめマラソン」
の結果が出ていますね。まずは完走目指してＧＯ。

村井　　剛 1980（昭和55年）₂月20日生

時間が経つのをいつも早く感じております。中央
ライオンズに入会させて頂きあっという間に、三ヵ
月が過ぎようとしておりますが、この間だけでもた
くさんの活動を知る事ができました。皆様と出会え
た御縁を大切にしながら、ライオンズ活動を頑張り
ますのでこれからも何卒、宜しくお願い致します。

松浦　龍也 1971（昭和46年）₂月13日生

今年46歳になります。
いろんなことに、ついつい焦りがちになったり、

詰めこみ過ぎたりしがちなので、これからは少しず
つでも、落ち着いて着実に事を進めていきたいと思
います。

と、毎年同じことを言っていますが･･･全然その
ようにはならないので（^_^;）

着実に事を進めて行くことについては成し遂げて
いこうと思います。先輩方々、これまで同様ご指導
いただきますようお願い申し上げます。

本年度は皆様に大変お世話になっております。
後半期、皆様何卒ご指導ご協力のほど宜しくお願

い申し上げます。

程野　裕貴 1964（昭和39年）₂月11日生

1964年₂月11日生、今年も家族全員が健康で誕生
日をむかえることができ、なによりです。充実した
₁年を送りたいと思っていますので宜しくお願いし
ます。

藤田　裕司 1967（昭和42年）₂月26日生

もう50歳に�自分でもビックリです。中年肥りと
色々な老化を感じる今日この頃とは言え、最近は75
歳からが高齢者との事ですので、半世紀の節目を期
にクラブの先輩方を見習いエネルギッシュで健康な
人間を目指します。無理かな？

鹿島　竜也 1968（昭和43年）₂月13日生

早いもので松山中央ライオンズに入会させて頂き、
₅月で丸₄年が経とうとしております。

50歳の節目までも後₁年となり、時折10年後の自
分を考えることが多い今日この頃です。いままで出
会った人、これから出会う人、全ての人に感謝を申
し上げ、自分磨きに励みます。今年も₁年どうぞよ
ろしくお願いいたします。
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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原瀬、Ｌ小倉、Ｌ山本、Ｌ松浦、Ｌ中岡、Ｌ太、Ｌ山田、
　　　　　　　Ｌ丹下、Ｌ近藤、Ｌ大西（安）、Ｌ伊藤（憲）、Ｌ兵頭、Ｌ宮川、Ｌ村上、Ｌ伊藤（英）
　　　　（オブザーバー）Ｌ早川、Ｌ池田

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．幹事報告　　
　　　≫松浦幹事より道後放生園の桜の木の植替えを和泉明治園に依頼の報告
₆．会計報告（₁月分収支明細表）【Ｐ₄～Ｐ11】
　　　≫中岡会計より報告
₇．審議事項
　⑴　新年例会決算書案について【Ｐ12～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】
　⑵　₁Ｒ－₃Ｚ第₃回ガバナー諮問委員会及び第₃回ゾーンレベル会員委員会について
　　　■日　時：₃月₄日㈯
　　　■場　所：いよてつ会館　アイビスホール
　　　■登録料：6,000円×₄名
　　　　（会長・幹事・会計・会員委員長）+会員委員長1,000円＝25,000円
　　　≫松浦幹事より説明……………………………………………………… 【審議】→【承認】

　⑶　₁Ｒ－第₂回新会員オリエンテーションについて
　　　■日　時：₃月25日㈯
　　　■場　所：いよてつ会館　₅Ｆクリスタルホール
　　　■登録料：……3,000円×18名＝54,000円
　　　　（対象者：Ｌ原瀬、Ｌ髙田、Ｌ猪子、Ｌ大宿、Ｌ桑原、Ｌ菅野、Ｌ上田、Ｌ冨士原、　
　　　　　　　　　Ｌ村井、Ｌ大政、Ｌ森田、Ｌ伊藤（渉）、Ｌ小森谷、Ｌ藤岡、Ｌ宮道、Ｌ米田、
　　　　　　　　　Ｌ楠田、Ｌ田村）
　　　≫松浦幹事より説明……………………………………………………… 【審議】→【承認】
　⑷　その他
　　1　松山城山ライオンズクラブ結成20周年記念式典について
　　　　開催日：2017年₂月25日㈯
　　　　場　所：国際ホテル松山　₃Ｆ　常盤の間
　　　　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．報告事項
　1　2017～2018年度役員指名委員会、指名会、選挙会について………………………… 執行部
　　　□指名委員会　₂月第₂例会前11時～　₂月28日㈫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホテルＪＡＬシティ松山₃階スタールーム
　　　□指名会　　　₃月第₂例会中にて　　₃月28日㈫
　　　□選挙会　　　₄月第₁例会中にて　　₄月11日㈫
　　　≫松浦幹事より報告
　2　第11回松山湯築ライオンズクラブチャリティーゴルフコンペについて
　　　■日時：₄月14日㈮
　　　■場所：エリエールゴルフクラブ松山　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　≫松浦幹事より報告
₉．閉会

■第₈回理事会 ● ２０１7年₂月₆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．プログレスＭＪＦ献金　ピンの贈呈　　Ｌ山本宗宏（₄回目）
　　　⇒欠席のため次回に持ち越し
₆．食事
₇．内部卓話
　　題目：「トランプ相場の行方」　　Ｌ坂本　茂
　　　⇒坂本さんより内部卓話
₈．委員会報告
　1　中古眼鏡回収事業について……………………………………………… 市民・公衆委員会
　　　⇒松浦幹事より報告
　2　委員会場所変更と合同委員会について
　　　・₂月10日㈮　18：30～ＳＯＨ　ＳＯＨ⇒「山賊けんしん」に変更………… 保健委員会
　　　⇒松浦幹事より報告
　　　・₂月13日㈪　18：30～アイアングリル⇒「居酒屋　治」に変更…… 青少年育成委員会
　　　⇒松浦幹事より報告
　　　・₂月20日㈪　18：30～「笠組」にて合同委員会……… 会員・会則／計画・出席委員会
　　　⇒松浦幹事より報告
　　　・₂月27日㈪　18：30～「テラッツァ」にて合同委員会
　　　　……………………………………………………… 財務・ＰＲ・ＩＴ／市民公衆委員会
　　　⇒松浦幹事より報告
　3　えひめマラソン応援について…………………………………………… ランニング同好会
　　　⇒池田ランニング同好会委員長より報告
₉．テールツイスターの活躍
　　　⇒山田テールツイスターの活躍
10．ファイン･ドネーションの報告
　　　⇒中岡会計より報告
11．出席率の報告
　　　⇒池田計画出席委員長より報告
12．閉会ゴング
13．‘また会う日まで’合唱
14．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（₂月）Ｌ藤井（₂日）Ｌ中岡（10日）Ｌ程野（11日）Ｌ松浦（13日）Ｌ鹿島（13日）　
　　　　　　　　　Ｌ村井（20日）Ｌ藤田（26日）
　　　⇒代表して村井さんの挨拶　
₆．審議事項　
　⑴　新年例会決算書案について……………………………………………… 計画・出席委員会
　　　⇒池田計画出席委員長より説明………………………………………… 【審議】→【承認】

　⑵　₁Ｒ－₃Ｚ第₃回ガバナー諮問委員会及び第₃回ゾーンレベル会員委員会について
　　　　■日　時：₃月₄日㈯
　　　　■場　所：いよてつ会館　アイビスホール
　　　　■登録料：6,000円×₄名
　　　　　（会長・幹事・会計・会員委員長）+会員委員長1,000円＝25,000円
　　　⇒松浦幹事より説明……………………………………………………… 【審議】→【承認】
　⑶　₁Ｒ－第₂回新会員オリエンテーションについて
　　　■日　時：₃月25日㈯
　　　■場　所：いよてつ会館　₅Ｆクリスタルホール
　　　■登録料：……3,000円×18名＝54,000円
　　　　（対象者：Ｌ原瀬、Ｌ髙田、Ｌ猪子、Ｌ大宿、Ｌ桑原、Ｌ菅野、Ｌ上田、Ｌ冨士原、　
　　　　　　　　　Ｌ村井、Ｌ大政、Ｌ森田、Ｌ伊藤（渉）、Ｌ小森谷、Ｌ藤岡、Ｌ宮道、Ｌ米田、
　　　　　　　　　Ｌ楠田、Ｌ田村）
　　　⇒松浦幹事より説明……………………………………………………… 【審議】→【承認】
　⑷　その他
　　1　松山城山ライオンズクラブ結成20周年記念式典について
　　　　開催日：2017年₂月25日㈯
　　　　場　所：国際ホテル松山　₃Ｆ　常盤の間
　　　　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】
₇．食事
₈．愛媛マラソン参加者感想卓話
　　　⇒両田さん、新宮さん、中岡さん、松浦さんより卓話
₉．幹事報告
　1　2017～2018年度役員指名委員会、指名会、選挙会について………………………… 執行部
　　　□指名委員会　₂月第₂例会前11時～　₂月28日㈫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホテルＪＡＬシティ松山₃階スタールーム
　　　□指名会　　　₃月第₂例会中にて　　₃月28日㈫
　　　□選挙会　　　₄月第₁例会中にて　　₄月11日㈫
　　　⇒松浦幹事より報告
　2　第11回松山湯築ライオンズクラブチャリティーゴルフコンペについて
　　　■日時：₄月14日㈮
　　　■場所：エリエールゴルフクラブ松山　
　　　⇒松浦幹事より報告
　3　その他
　　　赤十字よりバッジの贈呈の報告
　　　⇒松浦幹事より報告
10．委員会報告
　1　₂月献血依頼にいて

実施日 実施時間 実施場所

平成29年₂月20日㈪ ₉：00～11：00 ニッシン・グルメビーフ株式会社
（松山市勝岡町1163番13）

平成29年₂月20日㈪ 15：00～17：00 四国電機株式会社
（松山市生石町450－₄）　　　　

　　　⇒松浦幹事より報告
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１２5２回例会

■第１２53回例会

● ２０１7年₁月２4日㈫　１２：１5～
● 於：ホテルＪＡＬシティ松山

● ２０１7年₂月１4日㈫　１２：１5～
● 於：ホテルＪＡＬシティ松山



7

☆出席率　86％　☆ファイン　1,100円　☆ドネーション　90,100円

◆ 平成２9年₁月第₂例会
Ｌ森　　和幸　坂本さん、的中率80％も話しをお願いします
Ｌ松浦　龍也　坂本さん卓話ありがとうございます
Ｌ中岡　富茂　坂本茂さん卓話楽しみです
Ｌ原瀬　忠広　坂本さん卓話ありがとうございます
Ｌ小倉　圭二　坂本さん卓話ありがとうございます
Ｌ丹下　靖憲　風邪₁ヶ月続き、ようやく脱出できるかな・・・・
Ｌ兵頭　好喜　坂本さん卓話ありがとうございました。
Ｌ山本　幸治　寒くなりましたが、まもなく春です。楽しみに元気で

頑張りましょう
Ｌ大川　耕三　ＭＪＦ献金山本さんありがとうございます
Ｌ大宿　有三　寒い日が続きますが、皆さん気をつけて下さい。
Ｌ早川　義仲　坂本さん卓話ありがとうございます
Ｌ山田　　哲　えひめマラソンがんばれ
Ｌ盛重　泰輔　坂本さん卓話ありがとうございました
Ｌ高山　正志　2017「とり年」の幕開けに�
Ｌ和泉　光浩　新年例会おつかれ様でした
Ｌ池田　博英　おかぜなどひかれませんように
Ｌ太　　亨哲　坂本さん内部卓話ありがとうございます
Ｌ宮川　晶子　女子会、開催しました。通称ＹＤＦ。詳細は高橋事務

局長までおたずねください。とっても楽しかったです。
Ｌ両田　　晃　愛媛マラソン近づいてきました。自己ベスト目指して

頑張ります。
Ｌ橋本　和範　坂本さん卓話ありがとうございます
Ｌ木下　勝敏　坂本さん卓話ありがとうございます
Ｌ武智　正晴　新年例会余興カラオケ大会でＰＲ・ＩＴが金賞をいた

だきました。
Ｌ境　　俊之　山本宗宏さん、₄回目のピンおめでとうございます。

坂本さん卓話ごくろうさまです。
Ｌ大西千恵春　坂本さん内部卓話すばらしー。
Ｌ小森谷ケララ　入会して１ヶ月ほど、皆様のおかげで少しづつなれて

きました。
Ｌ永野　通夫　坂本さん卓話ありがとう
Ｌ菅野直也　　年明け早々インフルエンザにかかりました

Ｌ佐伯　裕子　インフルエンザが流行しています。みな様お気をつけ
て下さい

Ｌ藤本　雅弘　ゴルフ委員会、₁回ぐらい優勝したいです。₂位が₂
回（^^）/

Ｌ大西　知人　寒さに負けない様にしたい。
Ｌ伊藤　英樹　山本宗宏さんおめでとうございます。
Ｌ大政　大祐　ゴルフ初めて参加させていただきました。楽しかった

です。
Ｌ宮道　　享　宮城県から昨日帰ってきました。今日奈良です。
Ｌ伊賀上竜也　坂本さん内部卓話ご苦労様です。
Ｌ土井　晴彦　年初にインフルエンザにかかりました。予防接種のお

かげで熱は37℃台でした。
Ｌ楠田　善久　雪降らなくてよかったです。
Ｌ井上　　光　₉名の会員様₁月誕生日おめでとう
Ｌ喜井　茂雅　坂本さん卓話ありがとうございます。
Ｌ平尾　由紀　半年に₁回の例会は皆勤しなくてはなりません。あり

がとうございます。
Ｌ村井　　剛　山本様おめでとうございます。
Ｌ松本　政清　山本（宗）さんお目出とうございます。
Ｌ新崎　　勉　寒波が続きます。ご家庭の凍結対策を心掛けましょう。
Ｌ佃　　浩三　坂本　茂様トランプ相場の行方参考にします。
Ｌ廣江　和男　古希祝御礼

☆出席率　80％　☆ファイン　300円　☆ドネーション　95,000円

◆ 平成２9年₂月第₁例会
Ｌ森　　和幸　₂月誕生日の方おめでとうございます。
Ｌ小倉　圭二　愛媛マラソン参加の皆様お疲れ様です。
Ｌ松浦　龍也　名実共にアスリートになりました�
Ｌ山本　幸治　愛媛マラソン出場のみな様、おつかれさまでした。
Ｌ大川　耕三　愛媛マラソンおつかれさま
Ｌ服部　　勲　愛媛マラソン全員完走おめでとうございます。
Ｌ丹下　靖憲　マラソン参加者の皆さんお疲れ様でした。
Ｌ兵頭　好喜　₂月生の皆さんおめでとうございます。
Ｌ早川　義仲　愛媛マラソン、おつかれさまでした。
Ｌ大宿　有三　森会長残り₅ヶ月頑張って下さい。
Ｌ山田　　哲　松浦さんアスリートおめでとうございます。
Ｌ大西　安子　₂月の誕生月の皆様おめでとうございます。
Ｌ宮川　晶子　₂／₈セントラルアカデミー御参加ありがとうござい

ます。今日、お金がなくて。
Ｌ盛重　泰輔　愛媛マラソン参加者の皆様お疲れさまでした。
Ｌ池田　博英　完走おめでとうございます。
Ｌ和泉　光浩　松浦さん₃時間半切り（アスリート枠）おめでとうござ

います。
Ｌ高山　正志　バレンタインデーに�
Ｌ両田　　晃　愛媛マラソン寒い中、応援ありがとうございました。
Ｌ境　　俊之　愛媛マラソン出場の皆様お疲れさまでした。お誕生の

皆様おめでと。
Ｌ橋本　和範　愛媛マラソン走った方、おつかれでした。
Ｌ伊藤　憲司　花粉症の季節になりました。
Ｌ菅野　直也　早く春が来て欲しいと思う今日この頃です。
Ｌ坂本　　茂　愛媛マラソンおつかれ様でした。
Ｌ永野　通夫　愛媛マラソンごくろうさまでした。
Ｌ小森谷ケララ　バレンタインデーということで社員さんからチョコを

もらいました。
Ｌ田村　美恵　愛媛マラソン参加のかた、お疲れさまでした。
Ｌ大西千恵春　勉強会のチケット₅枚売れました。やった～。お買い

求めの皆さま、心より感謝申し上げます。
Ｌ大西　知人　セントラルアカデミー勉強になりました。

Ｌ宮道　　享　愛媛マラソン完走おめでとうございます。
Ｌ伊藤　英樹　中岡さん完走おめでとうございます。
Ｌ大政　大祐　愛媛マラソンおつかれさまでした。
Ｌ伊賀上竜也　愛媛マラソンお疲れ様でした。
Ｌ新宮　幸孝　マラソン応援寒い中ありがとうございました。
Ｌ井上　　光　愛媛マラソンお疲れ様でした。
Ｌ楠田　善久　チョコください。
Ｌ藤岡　久実　遅刻せず来られて良かったです。
Ｌ土井　晴彦　愛媛マラソン、完走おめでとうございます。
Ｌ喜井　茂雅　一番下の子どもが20才になりました。
Ｌ松本　政清　愛媛マラソンご苦労でした。
Ｌ米田衣美子　まにあいませんでした。ごめんなさい。
Ｌ久保美代子　松浦さんすばらしい成績おめでとうございます。完走

した皆さんお疲れ様でした。
Ｌ新崎　　勉　先日の休みに孫達とアンパンマン列車で今治駅前温泉

に行って来ました。楽しい休日でした。
Ｌ佃　　浩三　₂月生まれの₇名の皆様お誕生日おめでとうございま

す。
Ｌ伊藤　　渉　あせらず行動します。
Ｌ吉田　文彦　マラソン全員完走オメデトウ
Ｌ松岡　俊幸　愛媛マラソンお疲れ様でした。
Ｌ片山　　一　愛媛マラソン参加者の皆様お疲れ様でした。私もまず

10㎞歩ける体力を身に付けます。
Ｌ廣江　和男　松浦・中岡・新宮・両田さん愛媛マラソン完走を祝っ

て
Ｌ髙田　健司　愛媛マラソン₃時間30分切　名実共にアスリート　松

浦さんおめでとう
Ｌ韓　　雪峰　₇名の方お誕生日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「猪子真司」さんです。
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　銀行各社、姉妹・友好クラブほか

　この度私は、規格外のハンデを頂き人生で初めて一位を取る事

ができました。ゴルフ委員長の藤田さん小笠原さんと同組で、とて

も勉強になったラウンドで感謝しております。また、森会長に頂い

た高価な置物を家宝にしたいと思います。皆様、本当に有難うござ

いました。後日談ですが、私は次の日39℃を超える熱を出し、身分

不相応の神様からの啓示だと思っております。日々 精進して行きま

すので宜しく御願い致します。

村井 　剛優勝者からひとこと

１/19㈭ 道後ゴルフクラブ

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
加藤嘉明公騎馬像及び正岡子規像建立について

　ＣＮ45周年記念事業の一環として、2010年3月25日に松山城ロープウェイ東雲口駅舎北側に、松山の
開祖である加藤嘉明公騎馬像を建立致しました（除幕式は4月4日に開催）。また、ＣＮ50周年記念事業
の一環として、2015年3月11日に道後放生園に、当時の野球ユニフォーム姿の青年　正岡子規像を建立
致しました（除幕式は3月20日に開催）。いずれも富山県の彫刻家田畑功氏が製作したものです。

　昭和44年生まれ、今年年男の47歳です。
　酒に飲まれない坂本茂氏と同じ㈱リスクマネジメント・ラボラトリーに所属しており、生損保の代理店をし
ております。
　昨年から居酒屋「山賊けんしん」と喫茶店「魔女プレッソカフェ」も始めました。
　趣味は上達しないゴルフとストレス発散の和太鼓をしております。あと阪神タイガースの私設応援団「松山
夢虎会」の副会長も勤めさせていただいております。
　まだ若いと思っていますが、老眼が進み二日酔いが三日酔いになったりで若干歳を感じてきておりますが₆
年前から週に₁回ですが、ジムに通って有酸素運動と筋トレを続けております。そのお陰かどうかここ10年イ
ンフルエンザや高熱が出たことはありません。
　ライオンズに入会させていただき、一年半になります。₂期続けて保健委員会ですので、自分自身が献血す
ることが習慣になってしまいました。大変ありがたいことです。まだ会員の皆様全員にご挨拶できていません
が、今後とも奉仕の精神で松山中央ライオンズの一員として貢献できるよう努めますのでご指導ご鞭撻の程よ
ろしくお願い致します。


