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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」

昨年₇月から１２月末まで不要中古眼鏡を回収いたしました。今年度も㈱ア
イアイエーの大西さんの協力を得て、県下１１店舗より眼鏡（フレーム付）１,２７０
個、レンズ１,３５０個を回収することができました。この誌面をお借りしてお礼
を申し上げます。ありがとうございました。第三副会長も参加して委員会の
メンバーと共に仕分け作業をし、先日、₁月３０日にオーストラリア・クイー
ンズランドのライオンズリサイクルセンターへ発送しました。この活動が発
展途上国の先天性の病いに苦しむ子供たちの役に立てば幸せなことです。中
古眼鏡は古いのは当然ですが、壊れているものも構わないとういうことです
ので、少し気に留めていただいて、これからも捨てずにリサイクルへのご協
力をお願いします。

メンバーの文化活動を支援し仲間の輪を広げるべく立ち上がったセントラルアカデミーの第₁回例会は、４０名の参
加を得て厳かに開催されました。徳永代表幹事が古代史への深い造詣を披露してくださり、乾杯は吉田顧問のご発声
により恵方巻きで行われました。余興も節分にちなんだ鬼の豆まきならぬチョコまきに、百人一首のかるた取りとす
ばらしくアカデミックなひと時でした。でもやっぱり次はもうちょっとアルコールに対する造詣も深めたいなと感じ
たのは私だけ？　これからも精一杯文化活動に勤しむ予定ですのでよろしくお願いします。

高　橋　孝　子

宮　川　晶　子

市民・公衆委員長中古眼鏡発送を終えて

第１回セントラルアカデミーご報告

愛媛新聞記事
２０１７年₁月１9日　中古眼鏡回収事業記事
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₂月２５日に国際ホテル松山にて執り行われました、松山城山ＬＣ結成２０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。
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出席され、祝辞を述べられました。
記念事業では、
₁．第１７回全国障害者スポーツ大会（愛顔つなぐえひめ大会）への寄付。
₂．愛媛県立しげのぶ特別支援学校へ設備備品などの寄付。
₃．愛媛県立松山盲学校坊ちゃん劇場芸術鑑賞事業。
₄．防災用かまど付ベンチ寄贈。
₅．愛顔つなぐえひめ国体・愛顔つなぐえひめ大会松山実行委員会へ協力協賛。
　　（えひめ国体ボランティアスタッフ用ジャンパースポンサー）

など多くの記念事業を行い総額２,０００,０００円の記念事業との事でした。
また、当日の式典にて徳島城山ＬＣと姉妹提携締結式が行われ、両クラブ会長及び見届け者として真鍋地区ガバナーが署名し、厳粛な中無事

姉妹提携が結ばれました。
祝宴では、坊ちゃん劇場のスタッフが余興で盛り上げ、和やかなムードのうちに閉宴を迎えました。
１７：００～２０：３０までの式典、祝宴でしたが、滞ることもなくスムーズに進行されていましたので、準備、リハーサルを充分にされ、ホテルスタッ

フなどとも充分打合せされたんだろうなーと感心いたしました。品があり心地よい式典、祝宴でした。
以上、松山城山ＬＣ結成２０周年記念式典参加の報告でした。

₃月₄日にいよてつ会館で執り行われました、第₃回ガバナー諮問委員会に、森会長、中岡会計、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。今回の会議も₂部構成で、第₁部でキャビネット
関係の事、第₂部で各クラブの活動状況事での会議となっておりました。
第₁部では、
₁．２０１７～２０１８年度から地区費・複合地区費の中で、地区大会費が会員一人頭＠１００円/月を、＠２００円/

月に値上げの件。
₂．地区ガバナーエレクト、第一副地区ガバナー、第二副地区ガバナー候補予定者の件。
₃．３３６-Ａ地区第６３回年次大会関連議案の件。
₄．２０１６～２０１７年度各種会計中間報告の件。
₅．第６３回複合地区年次大会実施要綱の件。
₆．次期地区ガナバーキャビネット事務局設置・次期地区常設委員会の組織の件。
₇．会員現況報告の中では、ＬＣＩＦ/ＭＪＦ献金額が１Ｒでは松山中央ＬＣが断トツのトップ、３３６-Ａ地区でも₄位の献金額でした。
₈．３３６複合地区第６３回年次大会の件。
₉．２０１６～２０１７年度周年行事予定の件。
１０．えひめ国体（障害者スポーツ）寄贈品と贈呈式の件。
贈呈品は電気自動車₁台と選手用長椅子₆脚。
の発表がありました。
第₂部では、
各クラブの現状報告、各地区委員からの報告事項などが発表され、次年度へ向かっての引継事項など
が協議また確認されました。諮問委員会終了後は懇親会が行われ、₃Ｚ各クラブと意見交換致しました。
第₂回諮問委員会報告にも書きましたが、人数の多いクラブ、少ないクラブ共何らかの問題を抱えながら、
クラブ運営をしているのだなーと感じましたが、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、会員同士の仲がとても良いクラブだなとつくづく感じました。

ライオンズクラブ国際協会336-Ａ地区１Ｒ-３Ｚ
第３回ガバナー諮問委員会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
松山城山ＬＣ結成20周年記念式典に参加してのご報告

松　浦　龍　也

松　浦　龍　也
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◦ ◦ ◦ ◦ ◦  『愛媛マラソン』を終えて  ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

あと₃分でアスリートになれなかった昨年の大会から₁年。なんとか今年も抽選に受かり、愛媛マラソンに出場できることとなりました。
相変わらず月間走行平均２８０㎞。延べ１５７２日、延べ１４３５５㎞走行練習を経て、₂/１２㈰第５５回愛媛マラソンに挑みました。今年の目標は昨年あと₃分で
たどり着けなかった₃時間３０分、いわゆるアスリートです。昨年同様１１月にインフルエンザの予防接種も終え、昨年は風邪を引きましたが、今年は体調
万全で大会に挑めました。気温は低そうでしたが、天気は良さそうな予報�予報通り天気は上々、ＡＭ１０：００に無事スタート。単純に₃時間３０分を４２で
わると₁㎞を₅分で走って₃時間３０分です。何せ序盤に稼がないと後半はタイムが落ちるので、行けるとこまでとばそうと思い走りました。中間折り返
し地点で₁時間３８分でした。概ね₁時間５０分を残しあと半分ですので、例年同様足さえ攣らなければ大丈夫と思いました…が、知恵がないのか…３３㎞付
近でまたもや両足が攣りました（^_^;）ただ今年は走れないほどの攣り方ではなかったので、あまり力を入れず攣らない程度で走ることができました。３５
㎞付近にいる中央ＬＣメンバーのところに辿り着き、水分補給、エアーサロンパスを浴び、息を吹き返し再び目標のアスリートをめざし走りはじめまし
た。その時点ではギリギリ₃時間３０分でゴールできるかどうか�足が攣ったら一巻の終わりです。攣りそうな足をなだめすかしながら黙々とゴールを目
指しました。結果はなんとか足も攣らず、₃時間２７分０８秒でゴール�苦節₅年アスリートに成れ、満足いく結果となりました。来年からも₃時間３０分を
切って走れる様頑張って行こうと思います。最後に、長時間ボランティアしていただきました方々本当にありがとうございました。

１２月は忘年会、₁月は新年会とほとんど練習をせずにほぼ毎日二番町を走ってました。当日はいけるところまでいこうと思い走りましたが、案の定２５
キロで足が止まってしまい、そこからは気持ちを切り替えてピクニックマラソンに。いちごやミカンにバナナ、饅頭に団子とほぼ頂けるものは頂きました。
３５キロからは市長とデッドヒートを繰り広げ、テレビカメラにもたくさん映ることが出来ました。最後はもちろん振り切ってゴールしました（笑）。寒い
中、たくさんの方に応援に来ていただき感謝しております。今度走る機会がありましたら、もう少し早く皆様にお会いしたいと思います。ありがとうご
ざいました。

今年も運よく抽選をクリアし₇年連続₇回目の出場となりました。「今年でフルマラソンは一区切りのラストラン」をモチベーションに、１１、１２月は
月間２００㎞超える走り込みを行い本番に臨みました。難所の平田の上り坂でのライオンズの皆さんのスプレー応援にも助けられ、₃年ぶりのサブフォー
（₄時間切り）、₃時間５４分５７秒で完走することができました。ラストランの決意で臨みましたが、来年は記録よりも楽しんで走るという事で、コスプレ
で走るのもいいかもと思い始めました。寒い中応援いただいた皆さん、ありがとうございました。

当日は、絶好のコンディションに恵まれました。松浦さん、中岡さん、新宮さん、両田さんの₄名が出走し見事全員完走いたしました。今回特筆すべ
きは、₃時間30分以内でゴールした松浦さんです。アスリート枠で今後₃年間は出場できる特典があるのですが、それを見事にクリアいたしました。何
年にも渡り根気強く積み重ねてきた努力の量に尊敬と感動です。ゲストランナーの川内選手のトップレベルランナーの異次元の走りに感動し、タイムギ
リギリに脚を引きずって走る最後尾付近のランナーの姿にまた感動です。恒例の冷却スプレーのお接待も大好評でした。後半の坂道の途中で、ランナー
の皆さんが、どんどん駆け込んで来てくれました。直接感謝の言葉もたくさんいただき、大変充実したボランティアになりました。ご協力頂きました皆
様、ありがとうございました。

えひめマラソン４回目の挑戦でした。₁回目は３６キロ地点でタイムオーバーし悔しい思いをしました。今回は練習時間があまり確保できず心配でした
が、なんとか制限時間内にゴールできました。５０歳を過ぎてもフルマラソンに挑戦できる健康な体に生み育ててくれた両親と、くじけそうになる心を支
えてもらった仲間のおかげです。ありがとうございます。感謝。

愛媛マラソン完走記	 松浦　龍也

愛媛マラソン完走記	 新宮　幸孝

愛媛マラソン完走記	 両田　　晃

愛媛マラソン観戦記	 ランニング同好会　池田　博英

愛媛マラソン完走記	 中岡　富茂
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３月の誕生人から一言…

服部　　勲 1943（昭和18年）₃月10日生
私も今年で７４歳になりあと一年で後期高齢者の仲間入りを

する歳になりました。気持は若い積りですが歳だけが先行す
る感じがします。最近はゴルフも飛距離が落ち段々下手になっ
て行き、₃月10日をもってこれまで我慢していたゴールドティでの
プレーを宣言したいと思います。₇月からは終身会員として今
まで通り奉仕活動に協力したいと考えております。

兵頭　好喜 1948（昭和23年）₃月₉日生
干支の（十二支）₆回目が目の前に来ています。₅から₆

回迄は成熟期とも言われていますが、何も出来てない事に焦
りを感じている今日この頃です。まだ₆回目を迎えた訳では
ないのでこれから頑張ります。松山中央ＬＣ会員の皆様にご
指導を頂き、叱咤激励して頂き、さらに暖かい応援（甘え過
ぎ⁇）をよろしくお願いします。

宮川　晶子 1964（昭和39年）₃月₉日生
今年、私の誕生日をお祝いしてくれたのは、車のディーラー

さんと、保険の外交員さんと、エステのエステティシャンさ
んのお祝いハガキ、だけでした。来年こそは大切な人からプ
レゼントをもらえるように頑張るぞー�

松本　政清 1945（昭和20年）₃月₅日生
私は、７０歳を過ぎたら晴耕雨読の人生を送ろうと思ってい

ました。しかし、７２歳の誕生日を迎えることとなり、このま
まだと何歳まで現役で仕事をするのか自分でもよくわからな
い今日この頃です。

久保美代子 1953（昭和28年）₃月₈日生
暖かい日は草木の香りが春を感じるこの頃です。こんなこ

とを感じる余裕があればいいのですが、バタバタして歳を取
るばかりです。でも元気よく頑張っていきたいと思っていま
す。これからもよろしくお願いします。

森田のり子 1956（昭和31年）₃月31日生
昭和３１年₃月３１日生まれで、何かと₃に縁があります。初
孫も三つ子ちゃんでした。障害者支援の事業所を始めて₃年
目になりますが、いい事ありそうですね♥今の私のワクワク
の夢は、山で桃源郷を作ることです、₃年後にはできると信
じています。こんな私ですが、中央ライオンズに入会させて
頂いて、皆様と一緒に活動できることを大変嬉しく思ってお
ります。今後ともご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い致します。

松岡　俊幸 1966（昭和41年）３月17日生
今月で５１歳になりました。松山中央ライオンズクラブへは、

つい先日入会したと思っておりましたが、あっという間に₁
年が過ぎました。まだまだ不慣れですので、諸先輩方にはよ
ろしくご指導戴きますようお願い致します。戦国の時代は人
生５０年と言われていましたが、現代ではまだまだこれから３０
年・４０年・５０年とありますので…これからも毎年毎年人生を
楽しんで、良い年を重ねてゆきたいと思っています。松山中
央ライオンズクラブとともに�

中学生職場体験レポート贈呈
喜　井　茂　雅社会福祉委員長

２０１６年度事業として松山市立旭中学校の₂年生を対象に、中学生職場体験学習を当松
山中央ライオンズクラブが実施協力しました。
生徒たちが、体験を通して学んだことを冊子にして₂月１５日水曜日、当クラブを代表
して森和幸会長が旭中学校へ赴き、中学校を代表して校長先生に７０冊を贈呈しました。
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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丹下、
　　　　　　　Ｌ河本、Ｌ新宮、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喜井、Ｌ高橋（孝）、Ｌ吉田

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
　　　≫森会長より挨拶
₄．前回議事録の確認【Ｐ₁～Ｐ₃】
　　　≫松浦幹事より報告
₅．会計報告（₂月分収支明細表）【Ｐ₄～Ｐ₉】
　　　≫中岡会計より報告
₆．審議事項
　⑴　終身会員申請について（Ｌ服部　勲）………………………………………………… 会員・会則委員会
　　　≫服部会員委員長より説明…………………………………………………………… 【審議】→【承認】
　⑵　ＬＣＩＦコーディネーター委員長について………………………………………………… 指名委員会
　　　≫森会長より説明……………………………………………………………………… 【審議】→【承認】
　⑶　₄月第二例会スポーツ例会予算書（案）について【Ｐ10】…………………………… 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　中古眼鏡回収事業決算書（案）について【Ｐ11～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　…「加藤嘉明公騎馬像建立記念祭りお茶会」予算書（案）について【Ｐ13～Ｐ14】
　　　…………………………………………………………………………………………… 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　中学生職場体験学習決算書（案）について【Ｐ15～Ｐ16】……………………………… 社会福祉委員会

　　　≫喜井社会福祉委員長より説明……………………………………………………… 【審議】→【承認】
　⑺　お遍路さんへの「お接待」予算書（案）について【Ｐ17～Ｐ18】……………………… 社会福祉委員会
　　　≫喜井社会福祉委員長より説明……………………………………………………… 【審議】→【承認】
　⑻　第₂回会員交流会予算書（案）について【Ｐ19】……………………………………………… 会員交流会
　　　≫宮川会員交流委員より説明………………………………………………………… 【審議】→【承認】
　⑼　第63回地区年次大会補助金について
　　　・代議員の登録料　　　　　　　　　　＠10,000円×₉名＝　90,000円
　　　・代議員旅費　　　　　　　　　　　　＠16,360円×₉名＝147,240円
　　　・一般参加者への旅費等の補助　　　　＠13,000円×27名＝351,000円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　……合　計　588,240円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（当初予算　590,800円）
　　　≫松浦幹事より説明…… ………………………………………………………………… 【審議】→【承認】
　⑽　松山金亀ライオンズクラブ結成30周年記念式典について
　　　日　時：2017年年₅月18日㈭　受付14：30～　式典15：30～　祝宴17：00～
　　　場　所：松山全日空ホテル　南館
　　　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】
　⑾　その他　
　　　≫2017オーレカップＵ―12の大会要項での後援者に当クラブの名称使用について
　　　…………………………………………………………………………………………… 【審議】→【承認】
₇．報告事項　
　⑴　2017～2018年度役員候補者（案）について【Ｐ20】…………………………………………… 指名委員会
　　　≫吉田指名委員長より報告
　⑵　仙台中央グリーンライオンズクラブ合併披露例会について……………………… 会員・会則委員会
　　　≫服部会員委員長より報告
　⑶　松山金亀ライオンズクラブ結成30周年記念チャリティゴルフコンペのご案内
　　　とき：2017年₅月16日㈫　…会場：道後ゴルフ倶楽部
　　　≫松浦幹事より報告
₈．その他
₉．閉会

■第₉回理事会 ● ２０１7年₃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）
　　　⇒森会長より贈呈、山本さんより挨拶
₆．キー賞受賞　　　Ｌ太亨哲
　　　⇒森会長より贈呈、太より挨拶
₇．お食事
₈．愛顔つなぐえひめ国体・えひめ大会ボランティアスタッフ識別用ジャンパー贈呈
　　卓話　題目「えひめ国体について」　
　　　　　　　　松山市総合政策部国体推進局国体総務課　主幹　小田克己　様
　　　⇒小田克己様より卓話
₉．幹事報告　
　　　⇒なし
10．委員会報告　　
　　1　合同委員会・委員会場所変更について　
　　　　・₃月10日㈮　18：30～「山賊けんしん」にて合同委員会…………… 保健／教育・国際委員会
　　　　⇒松浦幹事より報告
　　　・３月30日㈭　18：30～「山賊けんしん」にて合同委員会
　　　　………………………………………………………………… 財務／計画・出席／市民・公衆委員会
　　　　⇒松浦幹事より報告
　　　・₃月13日㈪　アイアングリル…⇒…「カラオケカフェこころ」に変更… ………… 青少年育成委員会
　　　　⇒松浦幹事より報告
11．テールツイスターの活躍
　　　⇒山田さんの代理で和泉さんの活躍
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
　　　⇒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（₃月）Ｌ松本（₅日）、Ｌ久保（₈日）、Ｌ兵頭（₉日）、Ｌ宮川（₉日）、Ｌ服部（10日）
　　　　　　　　　Ｌ松岡（17日）、Ｌ森田（31日）
　　　⇒代表して森田さんの挨拶　
₆．古希御祝い　　　　　Ｌ兵頭好喜
　　　⇒兵頭さんの挨拶　
₇．御子息御結婚祝い　　Ｌ加地雅臣
　　　⇒加地さんの挨拶　
₈．審議事項
　⑴　₄月第二例会スポーツ例会予算書（案）について【Ｐ₃】…………………………… 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　中古眼鏡回収事業決算書（案）について【Ｐ₄】……………………………………… 市民・公衆委員会
　　　⇒高橋市民公衆委員長より説明……………………………………………………… 【審議】→【承認】
　⑶　「加藤嘉明公騎馬像建立記念祭りお茶会」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　中学生職場体験学習決算書（案）について　【Ｐ₆】…………………………………… 社会福祉委員会
　　　⇒喜井社会福祉委員長より説明……………………………………………………… 【審議】→【承認】
　⑸　お遍路さんへの「お接待」予算書（案）について【Ｐ₇】……………………………… 社会福祉委員会
　　　⇒喜井社会福祉委員長より説明……………………………………………………… 【審議】→【承認】
　⑹　第₂回会員交流会予算書（案）について【Ｐ₈】……………………………………………… 会員交流会

　　　⇒宮川さんより説明…………………………………………………………………… 【審議】→【承認】
　⑺　第63回地区年次大会補助金について
　　　・代議員の登録料　　　　　　　　　　＠10,000円×₉名＝　90,000円
　　　・代議員旅費　　　　　　　　　　　　＠16,360円×₉名＝147,240円
　　　・一般参加者への旅費等の補助　　　　＠13,000円×27名＝351,000円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　……合　計　588,240円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（当初予算　590,800円）
　　　⇒松浦幹事より説明…………………………………………………………………… 【審議】→【承認】
　⑻　松山金亀ライオンズクラブ結成30周年記念式典について
　　　日　時：2017年年₅月18日㈭　受付14：30～　式典15：30～　祝宴17：00～
　　　場　所：松山全日空ホテル　南館
　　　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】
　⑼　その他　
　　　2017オーレカップＵ―12の大会要項での後援者に当クラブの名称使用について
　　　⇒和泉さんより説明…………………………………………………………………… 【審議】→【承認】
₉．食事
10．報告事項　
　⑴　ＬＣＩＦコーディネーター委員長について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　………… …　………　……
　　　⇒森会長より報告
　⑵　終身会員申請について（Ｌ服部　勲）………………………………………………… 会員・会則委員会
　　　⇒森会長より報告
　⑶　仙台中央グリーンライオンズクラブ合併披露例会について……………………… 会員・会則委員会
　　　⇒森会長より報告
　⑷　松山金亀ライオンズクラブ結成30周年記念チャリティゴルフコンペのご案内
　　　とき：2017年₅月16日㈫　会場：道後ゴルフ倶楽部
　　　⇒松浦幹事より報告
　⑸　松山少年少女合唱団　第51回定期演奏会のご案内（松山道後ＬＣ）【Ｐ₉】
　　　⇒松浦幹事より報告
　⑹　Ｗｅ　Ｌｏｖｅ石手川2017のお知らせ（松山白鷺ＬＣ）【Ｐ10】
　　　⇒松浦幹事より報告
　　　⇒森会長より福岡世界大会での書籍を案内
11．委員会報告…
　　1　₂月献血結果について……………………………………………………………………… 保健委員会

実施年月日 実　施　場　所 献　血　者　数

平成29年₂月20日
ニッシン・グルメビーフ株式会社 受付15名　400mL…14名　不採血₁名
四国電機株式会社 受付21名　400mL…18名　不採血₃名

　　2　₃月献血活動予定

実　施　日 実　施　時　間 実　施　場　所

平成29年₃月16日㈭ ₉：00～11：30
12：30～17：00

伊予銀行本店（西側通用口）
（松山市南堀端町₁）

平成29年₃月16日㈭ 15：00～17：30 伊予銀行久米支店
（松山市南久米町675－₃）

平成29年₃月17日㈮ ₉：00～11：00
12：00～14：00

愛媛銀行本店
（松山市勝山町₂丁目₁－₁）

平成29年₃月17日㈮ 15：00～17：00 愛媛銀行電算センター
（松山市福音寺町389－₁）

平成29年₃月22日㈬ ₉：00～11：30
12：30～17：00

伊予銀行事務センター
（松山市高砂町₂丁目₂－₅）

平成29年₃月22日㈬ ₉：00～11：30
12：30～17：00

伊予銀行本店（南別館駐車場）
（松山市南堀端町・ローンプラザ）

　　　⇒大西保健委員長より報告
　　3　委員会の変更について
　　　　●₃月27日㈪　「ＳＯＨ　ＳＯＨ」→…「笠組」に変更… ………………………… ＰＲ・ＩＴ委員会
　　　　⇒松浦幹事より報告
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
　　　⇒松浦幹事より報告
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…

■第１２54回例会

■第１２55回例会

● ２０１7年₂月２8日㈫　１２：１5～
● 於：ホテルＪＡＬシティ松山

● ２０１7年₃月１4日㈫　１２：１5～１3：１5
● 於：ホテルＪＡＬシティ松山
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☆出席率　85％　☆ファイン　1,200円　☆ドネーション　110,000円

◆ 平成２9年₂月第₂例会
Ｌ森　　和幸　「愛顔の愛媛国体」大成功をお祈りします。
Ｌ原瀬　忠広　小田様、「えひめ国体について」卓話ありがとうござい

ます。
Ｌ小倉　圭二　小田様卓話ありがとうございます。
Ｌ山本　宗宏　永らく例会欠席で申し訳ありませんでした。
Ｌ松浦　龍也　国体卓話ありがとうございます。
Ｌ中岡　富茂　えひめ国体楽しみです。
Ｌ丹下　靖憲　太さんキー賞おめでとうございます。
Ｌ兵頭　好喜　太さんキー賞おめでとうございます。
Ｌ山本　幸治　やっと春らしくなって来そうです。
Ｌ大川　耕三　「怒る富士」公演ご協力ありがとうございます。
Ｌ早川　義仲　山本さん、太さん、おめでとうございます。
Ｌ竹田　祥一　春よこい、早くこい�
Ｌ池田　博英　国体もりあげましょう
Ｌ太　　亨哲　小田さん卓話ありがとうございます。
Ｌ盛重　泰輔　「えひめ国体について」卓話ありがとうございます。
Ｌ大西　安子　太さん　キー賞受賞おめでとうございます。
Ｌ和泉　光浩　花粉症がきてますね�
Ｌ高山　正志　春の香りに�
Ｌ宮川　晶子　確定申告、大変です。
Ｌ橋本　和範　卓話ありがとうございます。
Ｌ境　　俊之　山本宗宏さん、太さんおめでとう。春よ来い、早く来

い�
Ｌ武智　正晴　太さん　キー賞受賞おめでとうございます。
Ｌ加地　雅臣　長男が結婚しました。
Ｌ永野　通夫　小田克己様卓話ありがとうございます。
Ｌ佐伯　裕子　みんなでえひめ国体　成功させよう�
Ｌ菅野　直也　日々暖かくなってきて春が花粉とともにやってきます。
Ｌ小森谷ケララ　花粉症の症状が出はじめました。
Ｌ大西　知人　花粉症の方へ、お見舞申し上げます。
Ｌ伊賀上竜也　えひめ国体の成功を祈ります。
Ｌ伊藤　英樹　太さん　キー賞受賞おめでとうございます。
Ｌ宮道　　享　カゼひかないようがんばります。

Ｌ大政　大祐　家族旅行行ってきました。楽しかったです。
Ｌ冨士原　裕　久々ですいません。
Ｌ土井　晴彦　愛媛国体が楽しみです
Ｌ藤岡　久実　自転車で来ましたがまだまだ寒く体調管理に気を付け

ようと思います。
Ｌ本宮　　薫　えひめ国体・えひめ大会応援します。スポーツ吹矢に

出場します。
Ｌ喜井　茂雅　₂月ゴルフ委員会優勝しました。
Ｌ平尾　由紀　私の母が₂月１０日に亡くなりました。８８才の大往生、

大変おせわになりました。
Ｌ山之口智章　小田様卓話有難うございました。
Ｌ新崎　　勉　受賞のお二人様おめでとうございます。
Ｌ久保美代子　やっと暖かくなってきて、つくしの時期ですね。
Ｌ松本　政清　山里に梅咲く頃の燕かな
Ｌ村井　　剛　喜井さんお店Ｏｐｅｎ、おめでとうございます。
Ｌ廣江　和男　花粉症の季節、到来です。
Ｌ佃　　浩三　伊賀上竜也様、黄綬褒章祝賀会お疲れ様でした。
Ｌ伊藤　　渉　おめでとうございます。
Ｌ吉田　文彦　庭の沈丁花開花
Ｌ森田のり子　月末にみんな集まれておめでとう
Ｌ片山　　一　私の娘（27才）はみきゃんよりダークみきゃんのファ

ンです。

☆出席率　86％　☆ファイン　800円　☆ドネーション　111,000円

◆ 平成２9年₃月第₁例会
Ｌ森　　和幸　兵頭さん古希おめでとうございます。
Ｌ原瀬　忠広　兵頭さん加地さんおめでとうございます。
Ｌ小倉　圭二　兵頭さん加地さんおめでとうございます。
Ｌ松浦　龍也　₃月お誕生日の方々おめでとうございます。
Ｌ丹下　靖憲　兵頭さん古希おめでとうございます。加地さん御子息

ご結婚おめでとうございます。
Ｌ山本　幸治　兵頭さん古希祝いおめでとうございます。
Ｌ服部　　勲　兵頭さん古希おめでとうございます。
Ｌ島田　省吾　兵頭好喜さんの古希お祝いして
Ｌ大川　耕三　兵頭さん古希を祝って
Ｌ兵頭　好喜　₃月生まれの皆さんおめでとうございます。古希のお

祝いありがとうございます。
Ｌ早川　義仲　兵頭さん古希おめでとうございます。
Ｌ大西　安子　₃月の誕生月の皆様おめでとうございます。兵頭さん

古希の御祝、加地さん御子御結婚おめでとうございま
す。

Ｌ山田　　哲　兵頭社長、古希おめでとうございます。
Ｌ高山　正志　兵頭社長、古希に祝いに
Ｌ太　　亨哲　兵頭さん古希おめでとうございます。
Ｌ池田　博英　花粉がつらいです。
Ｌ宮川　晶子　確定申告、あと一日です。
Ｌ和泉　光浩　少年サッカー大会宜しくお願い致します。
Ｌ境　　俊之　今日はホワイトデー、孫娘のお返しに多額のドネー

ション。まあ、いいか。
Ｌ橋本　和範　兵頭さん古希おめでとうございます。
Ｌ伊藤　憲司　兵頭さん古希おめでとうございます。
Ｌ武智　正晴　兵頭さん加地さんおめでとうございます。
Ｌ永野　通夫　兵頭さん古希おめでとうございます。
Ｌ藤本　雅弘　兵頭さん古希おめでとうございます。
Ｌ大西　知人　₃/１６献血に行ってきます。
Ｌ佐伯　裕子　兵頭さん古希おめでとうございます。
Ｌ小森谷ケララ　ホワイトデーのお返しが大変でした。
Ｌ大西千恵春　兵頭さん古希おめでとうございます。加地さん御結婚

おめでとうございます。　
Ｌ本宮　　薫　今年はピンク新法人の名前が出来ました。春はピンク

財布もパンツもピンクにしました。
Ｌ土井　晴彦　₃月生まれの皆様、おめでとうございます。
Ｌ井上　　光　ホワイトデー（チョコ）ありがとうございます。
Ｌ楠田　善久　兵頭様古希おめでとうございます。
Ｌ大政　大祐　工事はじめました。
Ｌ清水　栄治　カゼに気を付けましょう。
Ｌ新宮　幸孝　₃月生まれの皆さん、おめでとうございます。
Ｌ伊藤　英樹　兵頭さん古希おめでとうございます。
Ｌ伊賀上竜也　兵頭さん古希おめでとうございます。加地さん御子息

結婚おめでとうございます。
Ｌ程野　裕貴　兵頭さん古希おめでとうございます。加地さん息子さ

んご結婚おめでとうございます。
Ｌ高橋　孝子　兵頭さん古希おめでとうございます。いつまでも若々

しく頼もしいままでいてくださいね�
Ｌ新崎　　勉　兵頭さん古希おめでとうございます。加地さん御子息

結婚おめでとうございます。
Ｌ米田衣美子　₃月早くおわりますように・・・
Ｌ村井　　剛　兵頭さん古希おめでとうございます。これからも、体

を大事にして下さい。
Ｌ吉田　文彦　弥生三月　花見も近い
Ｌ伊藤　　渉　松岡俊幸さんお誕生日おめでとうございます。
Ｌ佃　　浩三　兵頭好喜様古希おめでとうございます。
Ｌ廣江　和男　桜の開花近し、酒がうまいぞ～�



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「大宿有三」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。
※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。
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　毎月₁回・年12回
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　TEL（0８9）91３‐2５８0
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　ISSEIビル₃F
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◆配布先／県、市、マスコミ各社
　銀行各社、姉妹・友好クラブほか

　快晴無風、２月とは思えない小春日和の中、15人の参加者とは言

え松山中央ライオンズクラブゴルフ委員会というエリート大会で、

優勝することができました。今後の私のゴルフ人生において自信と

誇りになります。ひとえに、一緒にラウンドしてくださった和泉さん

大西さんが、終始雰囲気作りをしてくださったおかげと感謝してい

ます。ありがとうございました。

喜井 茂雅優勝者からひとこと

２/16㈭ 北条カントリークラブ

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
お遍路さんお接待

　本事業は、四国八十八か所を巡拝される方々に対し、「お接待」のおもてなしをする
事により少しでも巡拝者の疲れを癒し、最後まで歩き続ける力になれば幸いと思い平成
22年より当クラブ主催の継続事業として実施して参りました。四国遍路は、三年前の弘法大師四国霊場開創1200年に
続き、一昨年は4月24日に文化庁が日本遺産に認定をした事もあり、大変多くの方々が巡拝に来られます。当日は、
四国霊場第49番札所浄土寺様のご協力のもと、境内において「お接待」を行います。

・お遍路さんの「お接待」として、うどん・稲荷寿司・お茶・ポンジュース・アイスを準備＊当クラブの役割＊

こんにちは�愛媛銀行の大宿です。宇和島市出身の５７歳。
ふたご座のＢ型です。
仕事柄、夜の会食が多いのですが、体調維持のため日本酒
を飲むときは、倍の量の水を飲む様にしています。家に帰っ
たら健康飲料水をコップー杯飲み、翌日は朝風呂に入ります。
結構シャキッとしますので、試してみてはどうでしょうか？
休日には、趣味のサイクリングやウォーキングをしてリフ
レッシュしています。
今後とも、仕事やライオンズの活動を通して、地域が元気
になるお手伝いができたらと考えています。
これからも、よろしくお願いします。


