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（LC、鹿島竜也）

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」

ライオンズクラブ国際協会３３６-Ａ地区１Ｒ-２Ｚ
松山北ＬＣ結成３５周年記念式典に参加してのご報告

松　浦　龍　也
₃月２６日に国際ホテル松山にて執り行われました、松山北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。
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、祝辞を述べられていました。
友好姉妹クラブからも、竹田ＬＣ、高松北ＬＣ、高知北ＬＣから大勢の方々がお祝いに駆けつけていらっしゃ

いました。
記念事業では、
₁．愛媛県立とべ動物園及び愛媛県総合運動公園にベンチ寄贈。
₂．入浴介助研修用椅子寄贈。
₃．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）
₄．愛媛県柔道協会、愛媛県ハンドボール協会協賛。
₅．ＮＰＯ未来クリエーション運営の清水子ども未来教室支援。

など多くの記念事業をされていました。
また通年の活動として
₁．薬物禁止パレード
₂．一日里親
₃．いもたき
₄．動物愛護フェスティバル
₅．献血
₆．サンタチャレンジ

など多くのアクティビティをされてい
ました。

祝宴では、オープニングで松山北ＬＣ
会員の方が水軍太鼓を演奏され、余興で
は松山検番のお座敷遊びなどで盛り上が
り、和やかなムードで閉宴を迎えました。

１５：００～１９：００までの式典、祝宴でし
たが、松山城山ＬＣの時の式典同様、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。

以上、松山北ＬＣ結成３５周年記念式典
参加のご報告でした。



（LC、白石光永）

白 石 光 永
エグゼクティブ・ライフプランナー
部　長

プルデンシャル生命保険株式会社　松山支社　第三営業所

〒790-0003 松山市三番町4-9-6 NBF松山日銀前ビル 10F
TEL:089-947-8030　 FAX:089-947-8040
携帯電話:090-3460-4985
E-mail:mitsuhisa.shiraishi@prudential.co.jp

［カスタマーサービスセンター］
8:00～21:00（土日祝9:00～17:00）※元日除くお客様の声ホットライン  0120-810740

（LC、清水栄治）
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高　橋　孝　子市民・公衆委員長

松山お城まつりに合わせて、₄月₂日（日）にお茶会を開催しました。
今年は、例年の紅白餅から紅白饅頭に替えて、そのまま食べられるような形にしてみました。お天気を心配

したのか観光客の出足も早く、饅頭を配りながらお茶会へお誘いしてくれる男性会員さん。和服姿の方はお菓
子とお茶配り担当。大役のお点前は川嶋先生と橋本さん…「結構なお点前でした」。ひたすら裏方として頑張っ
てくれた女性会員さんお疲れ様でした。雨にも降られず、安心した途端、水道のジョイントが外れて、高圧シャ
ワーが後方から…タイミングよくそこにおられた市長もびっくりポン。気を取り直してみんなで一緒にお茶を
いただきました。

一番緊張するアクトですが、皆様のご協力のもと、盛況に終わることができました。
「This is Japanese tea」と説明してくれた会長始め、和服をお召しになっていただいた方、材料を提供して

いただいた方、ありがとうございました。数か国語で説明できるようになれば、松山の春に新しい華を添える
こともできるかも知れませんね。

みなさま、ありがとうございました。

『加藤嘉明公騎馬像建立記念祭りお茶会』を終えて



松山市勝岡町266
(089)978-5080
二番町　姉妹店
百の獅子

カフェ＆ランチ
9：00～17：00

休日　日曜日・祭日

（LC、坂本　茂）

（LC、二神秀和）（LC、武智　慧）

金融商品仲介業者 登録番号関東財務局長（金仲）第7号
所属金融商品取引業者
株式会社SBI 証券

株式会社 リスクマネジメント・ラボラトリー　松山支店
〒790-0001 愛媛県松山市一番町１丁目9-4-2F
TEL.089-993-5232  FAX.089-993-5234  携帯電話 090-8892-1364
E-mail.sakamoto_s830@rml.co.jp  URL http://www.rml.co.jp/r_m_l/

投資信託、株式は
坂  本     茂
AFP（日本FP協会正会員）

まで、よろしくお願い致します。

Financial Adviser

Risk
Management
LaboratoryLMR

（LC、米田衣美子）

営業管理部

取締役部長

株式会社 和光ビルサービス
松山市竹原町1丁目10番地16 〒790-0052
TEL（089）931-6631  FAX（089）932-4481
E-mail：k-takechi@wakobs.co.jp

武  智　 慧
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池　田　博　英計画・出席委員長外部卓話

松山市総合政策部国体推進局国体総務課  主幹 小田克己様と 同課 大野裕和様にお越しいただき、えひめ国
体のボランティア用のジャンパーの贈呈式を行い、あわせて小田様より卓話をいただきました。

えひめ国体（正式名称、第７２回国民体育大会）が６４年ぶり初の単独開催されるにあたり、経緯や実施される
競技の説明や参加人数、経済効果に関する説明がありました。続いてえひめ大会（正式名称、第１７回全国障害
者スポーツ大会）の趣旨説明がございました。

次に各大会の開催スケジュールの報告と映像を使って松山市内で開催される競技の紹介をいただきました。
最後に国体の成功のため、協力の依頼の言葉で締めくくられました。
小田様と大野様、ありがとうございました。



（LC、藤岡　久実）（LC、小森谷ケララ）

〒790-0011 松山市千舟町4丁目3-2
千舟町コンプレックスビル8F
http://www.career-s.biz
089-989-3434
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４月の誕生人から一言・・・

佐々木　勲 1956（昭和31年）₄月₇日生

₄月になり、桜も綺麗に咲きました。最近は歳のせ
いか₄時過ぎには目が覚めます。 

それからは、ソファーで₂時間程度、百子ちゃん（ト
イプードル　11歳女の子　₃㎏）アンコ君（トイプー
ドル　₅歳男の子　11㎏）と₃人で毛布を掛けて休み
ます。

百子ちゃんは私の胸の上、アンコくんは私の足元で
す。ゆったりとした時間が流れます。 

今後の事ですが、₃人で合同の墓に入ることは決定
致しました。

今後とも宜しくお願い致します。

太　　亨哲 1969（昭和44年）₄月16日生

皆様いつもお世話になります。48歳で年男になりま
した。公私ともにライオンズの皆様に仲良くして頂い
て充実した中年ライフを送ることができております。

「感謝」
今後ともよろしくお願いいたします。

楠田　善久 1973（昭和48年）₄月₂日生

₄月₂日で44歳になりました。44は自分の名前のヨ
シヒサに因んで今までよく選んできた自分のラッキー
ナンバーです。中央ライオンズクラブにも入会させて
頂きまして、最高の一年になるように精進して参りま
すので、今後ともよろしくお願いいたします。

宮道　　享 1968（昭和43年）₄月15日生

一つ歳を重ねたので、先輩の皆さんに、より近づく
よう頑張りたいと思います。

高岡　直樹 1973（昭和48年）₄月16日生

私も今年で44歳になります。仕事が多忙でなかなか
皆様とお会いする機会が少ないですが、なるべく例会、
委員会に出席出来るよう努力していこうと思います。
今後ともよろしくお願いいたします。

竹田　祥一 1935（昭和10年）₄月29日生

「光陰矢のごとし」という言葉がありますが、₄月29
日で満82才を迎えます。

残された命を元気で生きていきたいと思いますので
皆様よろしくお願いいたします。

続木　隆夫 1936（昭和11年）₄月₇日生

満81才、平均寿命を越えられたことに感謝しつつ、
現在完治をめざし治療に専念しています。折しも、私
がスポンサーさせて頂いた森会長の名采配ぶりを、場
内応援出来ないことに大変残念で、申し訳なく思って
居ります。考える時間が一杯出来た今、老害を振り撒
かないで世帯交代をどう進めるか、無駄な考えを巡ら
せています。

石居　洋子 1953（昭和28年）₄月₈日生

ライオンズの方々に支えられ今に至りました。本当
に有り難うございました。

これからも良き（？）年寄りになって参ります。

大西千恵春 1956（昭和31年）₄月25日生

61歳の抱負
つい先日の話です。ウィークリーリックえひめの方

より「メガネ男子�」特集をするので、お店のどなた
かに写真付きで取材させてほしいと依頼がありました。

ふだんから20本以上のメガネやサングラスを使う私
にピッタリの企画だと喜んで協力することに。ちゃん
と事前に散髪に行っていつもよりアイパーもしっかり
かけてもらい、当日はゴルフ用、会議用、仕事用など
の衣装もカバンに詰め込んでスタンバイしていました。

そしていざ、取材の段になったときに、やんわり「今
回はメガネ男子ですので……」と言われて撃沈。お店の
男の子が取材を受けました（泣）

そんなこんなの日常ですが、気持ちはいつでも「男
子」のように若く、見た目も若々しい61歳めざしてこ
れからも頑張ります。（笑）

和泉　光浩 1979（昭和54年）₄月₅日生

38歳になりました。今年の誕生日は人生初の海外で
迎えることになり、時差の関係でかなりながい時間の
誕生日になりました�　38歳の一年もコツコツ頑張り
ます�　今後も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武智（正）、Ｌ大西（千）

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
》森会長より挨拶
₄．前回議事録の確認【Ｐ₂－Ｐ₃】
　　　≫松浦幹事より報告
₅．会計報告（₃月分収支明細表）【Ｐ₄－Ｐ₈】
　　　≫中岡会計より報告
₆．審議事項
　⑴　新会員推薦について【Ｐ₉】 ………………………………………………………… 会員・会則委員会
　　　≫松浦幹事より説明…………………………………………………………………… 【審議】→【承認】
　⑵　不在会員届けについて　Ｌ鹿島竜也………………………………………………… 会員・会則委員会
　　　≫松浦幹事より説明…………………………………………………………………… 【審議】→【承認】
　⑶　献血活動記念品中間決算書（案）について【Ｐ10－Ｐ11】 ………………………………… 保健委員会
　　　≫大西保健委員長より説明…………………………………………………………… 【審議】→【承認】
　⑷　北条ライオンズクラブ結成55周年記念例会について　

　　　日　時：2017年₅月28日㈰　受付17：00～　記念例会17：30～　親睦会18：45～
　　　場　所：ホテル椿舘（本舘）
　　　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】
　⑸　松山白鷺ライオンズクラブＣＮ25周年記念式典について
　　　日　時：2017年₆月16日㈮　受付15：30～　記念例会16：30～　祝宴18：15～
　　　場　所：松山全日空ホテル
　　　登録料：10,000円×₃名（会長・幹事・会計）＝30,000円
　　　≫松浦幹事より説明…………………………………………………………………… 【審議】→【承認】
　⑹　次期地区委員（常設₅委員会・ＩＴ推進チーム）研修会のご案内について
　　　日　時：2017年₄月29日㈯
　　　会　場：ホテルサンシャイン徳島
　　　登録料：10,000円（次期１Ｒ－ＹＣＥ・ライオンズレオ・国際関係委員　Ｌ森和幸）
　　　≫松浦幹事より説明…………………………………………………………………… 【審議】→【承認】
　⑺　₁Ｒ合同引継会及びゾーンレベル会員委員会について
　　　日　時：2017年₅月27日㈯
　　　場　所：いよてつ会館
　　　登録料：6,000円×₆名＝36,000円
　　　　　　　（該当者：Ｌ森（和）、Ｌ原瀬、Ｌ服部、Ｌ大川、Ｌ松浦、Ｌ河本）
　　　≫松浦幹事より説明…………………………………………………………………… 【審議】→【承認】
　⑻　その他
　　　≫松山センチュリークラブの合同事務局への申し込みについて森会長より説明
７．報告事項
　　　≫なし
₈．その他
₉．閉　会

■第10回理事会 ● ２017年₄月₃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
　　　⇒森会長のあいさつ
₅．審議事項
　　　⇒なし
₆．「指名会」・・・次年度役員候補者発表………………………………………… 指名委員長　Ｌ吉田文彦
　　　⇒吉田指名委員長より発表
₇．食事　　　
　　　⇒鹿島さんよりあいさつ
₈．内部卓話　　　Ｌ村井　剛　　Ｌ宮道　享
　　　⇒村井さん、宮道さんより内部卓話
₉．幹事報告
　　1　クラブのぼり旗について
　　　⇒松浦幹事より報告、地区年次大会の代議員に対しての案内
10．委員会報告　
　　1　委員会日程・場所変更について
　　　①₄月₇日㈭「SOH SOH」⇒「けんしん」変更 ………………………………………… 保健委員会
　　　　⇒松浦幹事より報告
　　　②₄月10日㈪「アイアングリル」⇒₄月13日㈭「けんしん」に変更…………… 青少年育成委員会
　　　　⇒松浦幹事より報告
　　2　合同委員会について
　　　①₄月17日㈪「笠組」にて合同委員会………………………… 会員・会則委員会／社会福祉委員会
　　　②₄月24日㈪「けんしん」にて合同委員会………………… ＲＰ・ＩＴ委員会／教育・国際委員会
　　　③₄月26日㈬「道後　まっちゃん」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 

₁．開会ゴング
　　　⇒森会長のゴング
₂．国旗に敬礼
₃．国歌及び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．次年度役員選挙会【Ｐ₃】 ……………………………………………………… 指名委員長　Ｌ吉田文彦
　　　⇒吉田指名委員長より報告並びに承認
  原瀬第一副会長より挨拶
₆．誕生祝（₄月）Ｌ楠田（₂日）、Ｌ和泉（₅日）､ Ｌ続木（₇日）､ Ｌ佐々木（₇日）､ Ｌ石居（₈日）
　　　　　　　　　Ｌ宮道（15日）、Ｌ太（16日）､ Ｌ高岡（16日）､ Ｌ大西（千）（25日）､ Ｌ竹田（29日）
　　　⇒代表して楠田さんより挨拶
₇．ご令嬢結婚御祝い　　Ｌ大川耕三　　Ｌ山田　哲
　　　⇒大川さん、山田さんより一言
₈．銀婚式御祝い　　　　Ｌ本宮　薫 
　　　⇒本宮さんより一言
₉．審議事項
　⑴　新会員推薦について【Ｐ₄】 ………………………………………………………… 会員・会則委員会
　　　⇒服部会員委員長より説明…………………………………………………………… 【審議】→【承認】
　⑵　献血活動記念品中間決算書（案）について【Ｐ₅】 ………………………………………… 保健委員会
　　　⇒藤本保健副委員長より説明………………………………………………………… 【審議】→【承認】
　⑶　北条ライオンズクラブ結成55周年記念例会について　
　　　日　時：2017年₅月28日㈰
　　　　　　　受付17：00～　記念例会17：30～　親睦会18：45～
　　　場　所：ホテル椿舘（本舘）
　　　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】

　⑷　松山白鷺ライオンズクラブＣＮ25周年記念式典について
　　　日　時：2017年₆月16日㈮
　　　　　　　受付15：30～　記念例会16：30～　祝宴18：15～
　　　場　所：松山全日空ホテル
　　　登録料：10,000円×₃名（会長・幹事・会計）＝30,000円
　　　⇒松浦幹事より説明…………………………………………………………………… 【審議】→【承認】
　⑸　次期地区委員（常設₅委員会・ＩＴ推進チーム）研修会のご案内について
　　　日　時：2017年₄月29日㈯
　　　会　場：ホテルサンシャイン徳島
　　　登録料：10,000円（次期１Ｒ－ＹＣＥ・ライオンズレオ・国際関係委員　Ｌ森和幸）
　　　⇒松浦幹事より説明…………………………………………………………………… 【審議】→【承認】
　⑹　₁Ｒ合同引継会及びゾーンレベル会員委員会について
　　　日　時：　2017年₅月27日㈯
　　　場　所：　いよてつ会館
　　　登録料：　6,000円×₆名＝36,000円
　　　　　　　　（該当者：Ｌ森（和）、Ｌ原瀬、Ｌ服部、Ｌ大川、Ｌ松浦、Ｌ河本）
　　　⇒松浦幹事より説明…………………………………………………………………… 【審議】→【承認】
　⑺　その他
10．食　事
11．幹事報告
　⑴　不在会員について　Ｌ鹿島竜也　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　⇒松浦幹事より報告
　⑵　その他
12．委員会報告
　⑴　₄月献血活動について………………………………………………………………………… 保健委員会

実施日 実施時間 実施場所

平成29年₄月₅日㈬ 11：00～13：00 ニッシン・グルメビーフ㈱砥部工場
（伊予郡砥部町大南148－₁）

平成29年₄月₇日㈮ 10：30～13：00
14：00～18：00

愛媛大学　大学会館前
（松山市文京町₃）

平成29年₄月₇日㈮ 13：00～16：00 ㈱いよてつ高島屋　南館納品場
（踏切横から納品駐車場へ）

平成29年₄月20日㈭ 10：30～13：00
14：00～18：00

松山大学　₈号館西側共同練習場
（松山市文京町₄－₂）

平成29年₄月26日㈬ 13：00～19：00 松山赤十字病院　正面玄関内
（松山市文京町₁番地）

　⑵　₃月献血結果について

実施年月日 実施場所 献血者数
平成29年₃月16日 ㈱伊予銀行 本店 受付45名　400mL：41名　不採血₄名
平成29年₃月16日 ㈱伊予銀行 久米支店 受付14名　400mL：13名　不採血₁名
平成29年₃月17日 ㈱愛媛銀行 本店 受付24名　400mL：24名　不採血₀名
平成29年₃月17日 ㈱愛媛銀行 電算センター 受付15名　400mL：15名　不採血₀名
平成29年₃月22日 ㈱伊予銀行 事務センター 受付42名　400mL：42名　不採血₀名
平成29年₃月22日 ㈱伊予銀行 本店 受付43名　400mL：37名　不採血₆名
平成29年₃月23日 松山中央郵便局 受付21名　400mL：19名　不採血₂名

　　　⇒松浦幹事より報告
　⑶　加藤嘉明公騎馬像記念祭りお茶会実施報告について【Ｐ₆】 …………………… 市民・公衆委員会
　　　⇒高橋市民公衆委員長より報告
　⑷　委員会場所変更について
　　1　₄月18日㈫　18：30～笠　組→「鮨　三美家」に変更…………………………… 計画・出席委員
　　　⇒松浦幹事より報告
　⑸　合同委員会について
　　1　₅月11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
　　2　₅月12日㈮　18：30～「炙楽（あぶらく）」にて合同委員会 …… 社会福祉／青少年育成委員会
　　3　₅月15日㈪　18：30～「笠組」にて合同委員会………………… 会員・会則／計画・出席委員会
　　4　₅月22日㈪　18：30～「おばんざい田村」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
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

■第1２56回例会

■第1２57回例会

● ２017年₃月２8日㈫　1２：15～13：15
● 於：ホテルＪＡＬシティ松山

● ２017年₄月11日㈫　1２：15～
● 於：ホテルＪＡＬシティ松山
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☆出席率　81％　☆ファイン　1,000円　☆ドネーション　130,000円

◆ 平成２9年₃月第₂例会
Ｌ森　　和幸　最優秀クラブ賞受賞しました。
Ｌ原瀬　忠広　第₂回新会員オリエンテーションに参加頂いた14名の

新会員の方々、ありがとうございました。
Ｌ小倉　圭二　そろそろ桜が咲きそうです。
Ｌ松浦　龍也　村井さん、宮道さん卓話ありがとうございます。
Ｌ中岡　富茂　鹿島さん結婚おめでとうございます。
Ｌ服部　　勲　村井さん、宮道さん卓話ありがとうございます。
Ｌ兵頭　好喜　村井、宮道さん卓話ありがとうございます。
Ｌ大川　耕三　吉田指名委員長に感謝
Ｌ丹下　靖憲　次年度役員候補者発表　新年度スタートですね。
Ｌ山本　幸治　村井さん、宮道さん卓話ありがとうございます。
Ｌ早川　義仲　内部卓話ありがとうございます。
Ｌ和泉　光浩　サッカー大会協賛頂いた皆様ありがとうございます。
Ｌ池田　博英　まだ花粉が・・・
Ｌ太　　亨哲　村井さん、宮道さん内部卓話ありがとうございます。
Ｌ河本　圭仁　桜が待ちどおしいです。
Ｌ高山　正志　春の香りに�
Ｌ宮川　晶子　鹿島さん、いろいろありがとうございました。また遊

びに来てください。
Ｌ大西　安子　村井さん、宮道さん、卓話ありがとうございます。今

年の₃月は、バタバタバタバタ貧乏してます。
Ｌ山田　　哲　卓話ありがとうございました。
Ｌ境　　俊之　村井さん宮道さん卓話ごくろうさまです。
Ｌ橋本　和範　村井さん、宮道さん内部卓話ありがとうございます。
Ｌ武智　正晴　村井さん、宮道さん内部卓話ありがとうございます。
Ｌ両田　　晃　鹿島さんお幸せに。
Ｌ永野　通夫　丹下さんゴルフ優勝おめでとうございます。
Ｌ大西千恵春　急な献血運動の御協力ありがとうございます。助かり

ます。
Ｌ菅野　直也　桜をみに行くのが楽しみです。
Ｌ小森谷ケララ　オリエンテーションに参加しました。良い学びになり

ました。

Ｌ佐伯　裕子　桜の開花が待ち遠しいです。
Ｌ大西　知人　サッカーＷ杯予選タイ戦応援しましょう。
Ｌ土井　晴彦　役員候補者の皆様、よろしくお願いします。
Ｌ藤岡　久実　年度末で忙しいですが、頑張りたいと思います。
Ｌ井上　　光　花粉症の皆様お気をつけ下さい。
Ｌ宮道　　享　スピーチデビューがんばります。
Ｌ大政　大祐　新会員オリエンテーション参加してきました。
Ｌ伊藤　英樹　鹿島さんおつかれさまでした。
Ｌ久保美代子　村井さん宮道さん内部卓話ありがとうございます。
Ｌ仙波　重樹　あたたかくなりましたね。
Ｌ高橋　孝子　剛ちゃん、宮道さん�卓話ありがとうございました。

₄/₂お茶会へのご参加よろしくお願いします。
Ｌ新崎　　勉　桜の季節となって参りました。美酒を傾けるのも然る

事ながら嘉明公とのお茶もいいですよ�
Ｌ山之口智章　村井様、宮道様卓話有難うございました。
Ｌ米田衣美子　よろしくお願いします。
Ｌ村井　　剛　鹿島さん広島に行ったら、よろしくお願い致します。

松山に帰ってきたら、飲みましょう�（^^）/~~~
Ｌ佃　　浩三　鹿島さん、いろいろお世話になりありがとうございま

した。
Ｌ松岡　俊幸　そろそろ桜も開花でしょうか・・・？
Ｌ廣江　和男　春です。�
Ｌ森田のり子　娘がマンション購入しました。
Ｌ伊藤　　渉　そろそろ桜の開花でしょうか。
Ｌ吉田　文彦　卓話ありがとう
Ｌ片山　　一　ゴルフ委員会でニアピンを₂ついただきました。夜の

懇親会に参加できず残念です。

☆出席率　81％　☆ファイン　800円　☆ドネーション　94,000円

◆ 平成２9年₄月第₁例会
Ｌ森　　和幸　誕生日の皆さんおめでとう。原瀬さん来年度よろしく

お願いします。
Ｌ原瀬　忠広　大川さん、山田さん、本宮さん、おめでとうございます。
Ｌ小倉　圭二　大川さん、山田さん、本宮さん、おめでとうございます。
Ｌ山本　宗宏　年次大会ご参加の皆さん、お疲れ様でした。
Ｌ松浦　龍也　336－Ａ地区第63回年次大会参加の皆様お疲れ様でした。
Ｌ中岡　富茂　大川さん、山田さん、本宮さん、おめでとうございます。
Ｌ丹下　靖憲　次年度役員決定、相互理解の精神で頑張りましょう。
Ｌ山本　幸治　今年も良い花見ができました。
Ｌ大川　耕三　₄/₁に次女が結婚しました。
Ｌ兵頭　好喜　山田さんおじょうさんのご結婚おめでとうございます。
Ｌ早川　義仲　大川さん、山田さん、本宮さん、おめでとうございます。
Ｌ大宿　有三　大川さん山田さんご令嬢様のご結婚おめでとうござい

ます。
Ｌ河本　圭仁　年次大会で多くのアワード素晴しいです�
Ｌ太　　亨哲　愛媛選手権予選通過しました。
Ｌ大西　安子　₄月のお誕生月の皆様おめでとうございます。大川さ

ん、山田さん、娘さんの御結婚おめでとうございます。
Ｌ高山　正志　大川、山田氏令嬢結婚に�
Ｌ山田　　哲　娘の結婚お祝いありがとうございました。
Ｌ池田　博英　さくらもさきましたね。
Ｌ盛重　泰輔　本宮さん銀婚式おめでとうございます。
Ｌ宮川　晶子　大川さん、山田さんお嬢様のご結婚おめでとうござい

ます。
Ｌ両田　　晃　大川さん、山田さん、本宮さん、おめでとうございます。
Ｌ木下　勝敏　大川さん、山田さん、本宮さん、おめでとうございます。
Ｌ境　　俊之　大川さん山田さんお嬢様のご結婚おめでとうございま

す。
Ｌ岩本　　透　春なのに寒いです。
Ｌ橋本　和範　年次大会おつかれでした。
Ｌ大西　知人　真央ちゃん、お疲れ様でした。
Ｌ永野　通夫　年次大会ごくろうさまでした。
Ｌ小森谷ケララ　お花見は行かないまま終わりそうです。
Ｌ菅野　直也　雨で桜が散ってしまい少し残念です。

Ｌ佐伯　裕子　雨の日が続き、テンション上がりません。
Ｌ新宮　幸孝　年次大会参加の皆さん、おつかれ様でした。
Ｌ程野　裕貴　桜、満開いい季節になりました。
Ｌ冨士原　裕　新年度も宜しくお願いします。
Ｌ大政　大祐　地区年次大会おつかれさまでした。
Ｌ伊賀上竜也　次期役員の皆さん、ご苦労様です。
Ｌ喜井　茂雅　楠田さんお誕生日おめでとうございます。
Ｌ本宮　　薫　今日は結婚して25年、銀婚式となります。共に生きて

感謝です。
Ｌ土井　晴彦　最優秀クラブ受賞、おめでたいです�
Ｌ楠田　善久　本宮様銀婚式おめでとうございます。
Ｌ井上　　光　₄月誕生日の方おめでとうございます。
Ｌ村井　　剛　大川様、山田様、本宮様、おめでとうございます。
Ｌ高橋　孝子　お茶会が無事に終わりました。御協力ありがとうござ

いました。年次大会ゴルフ、丹下さんと太ちゃんのお
かげで馬をいただきました�

Ｌ米田衣美子　ご結婚おめでとうございます。本日は遅刻しましてス
ミマセン。

Ｌ平尾　由紀　毎回例会を皆勤していますが、更に皆勤目指します。
桜もきれいで感謝です。

Ｌ新崎　　勉　先日の丸亀での年次大会ご出席の皆様お疲れ様でした。
ありがとうございました。

Ｌ吉田　文彦　年次大会で52年在籍と36回出席で表彰されました。
Ｌ片山　　一　大川さん、山田さん、本宮さん、おめでとうございま

す。大川さんのお嬢様はどこでご主人と知りあわれた
のでしょう。

Ｌ松岡　俊幸　₄月お誕生日の皆さん、おめでとうございます。
Ｌ森田のり子　新会員の久米さん井澤さんおめでとうございます。
Ｌ伊藤　　渉　宮道さんお誕生日おめでとうございます。
Ｌ佃　　浩三　地区年次大会おつかれ様でした。
Ｌ廣江　和男　今年も、花より団子になりました�
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丹下 靖憲優勝者からひとこと

３/16㈭ エリエールゴルフクラブ

ゴルフコンペ成績

　松山中央ＬＣエース太さんがいない中での優勝で少し残

念です。スコアは37-39の76でした。ここ十年ぶりの優勝で

本人戸惑っています。

　あと少しの間白マークでチャレンジしたいと思っていま

す。今後ともお付き合いの程宜しく。感謝！

アクティビティーの解説アクティビティーの解説
第43回松山市少年剣道錬成大会

　この大会は剣道の基本錬成及び試合により剣道技術はもとより、心身の練磨と
旺盛なる気力体力を養い礼節を尊び、信義を重んずる青少年を育成するという趣旨のもと開催されてい
るもので、当クラブも毎年メダルを贈呈し後援をしている歴史ある大会です。当日は、市内の小・中学
生合わせて数百人の参加で個人戦・団体戦が行われ、大変熱気ある大会となっています。

中国黒竜江省ハルビン市に生まれました。今年は55才です。
松山中央ライオンズに入会してから、約₁年半になりまし
た。ライオンズに入会して、友達ができて、一緒に奉仕活動
をしたり、ゴルフをしたり、旅行に行ったり、すごく楽しい
です。
昨年の11月から、餃子バルハルピンの店がオープンしまし
た。昼間も夜も毎日が忙しくなりました。
趣味のゴルフはなかなか上達になりませんので、これから
練習して優勝を目指して頑張ります。どうぞよろしくお願い
します。


