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来月開催予定のアクト紹介
（皆で積極的に参加しましょう）

■ 第37回福祉のつどいﾚｸﾘｴｰｼｮﾝバﾚｰボｰﾙ大会（裏面に解説有）
■ まごころ箱募金・お別れ例会

『伝統と伝承、革新の力でウィサーブ』
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ライオンズクラブ国際協会 336ｰA地区・1R－3Z

We
Serve



（LC、岩本　透）

販売管理、在庫、その他業務でお困りの方は一度ご相談してください。

 【オーダーメイド開発】
販売管理システム
在庫管理システム
ハンディターミナルシステム

 【自社パッケージ】
冷凍倉庫管理システム
水産加工販売管理システム
運送業配車管理システム

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」

₄月₈日、₉日に丸亀で開催されたライオンズ国際協会336-Ａ地区　第63回地区年次大会に松山中央ＬＣ総勢33名
で参加してまいりました。

₄月₈日の記念ゴルフは21名の参加で満濃ヒルズゴルフクラブでプレーしました。
結果は太さんの総合₃位（ベスグロ）を皮切りに、相変わらず松山中央メンバーが上位に名を連ねました。
₄月₉日年次大会は、丸亀市綾歌総合文化会館アイレックスで開催され、午前に代議員参加による指名選挙会及び

分科会があり、その後代議員総会が開かれました。
代議員総会では₉つの議案が審議され、真鍋ガバナー（議長）のスムーズな進行で、₉つ全ての議案が可決されまし

た。午後からの式典では御来賓に、香川県知事、まんのう町長、琴平町長、ライオンズクラブ前国際会長の山田實紘氏がおみえになり祝辞を述
べられました。式典中の地区ガバナーズアワード発表並びに表彰では、松山中央ＬＣが₁Ｒでは最優秀クラブに選ばれ、森和幸会長が檀上で表
彰を受けました。その他でも、16もの賞を松山中央ＬＣが受けました。

次期の地区ガバナーエレクト並びに次期第一副地区ガバナー、次期第二副地区ガバナーの選任発表では、ガバナーエレクトに川辺信郎氏（徳
島城山ＬＣ）、第一副地区ガバナーに関野邦夫氏（東予ＬＣ）、 第二副地区ガバナーに友澤節男氏（松山センチュリーＬＣ）が選出されました。

約₂時間の式典でしたが、真鍋ガバナーのお人柄を象徴するかのような式典で、細心の注意を払い、入念に準備されたことが一目で解る、近
年にないタイムスケジュールもスムーズで品の良い式典でした。

以上、ライオンズクラブ国際協会336-Ａ地区　第63回地区年次大会の報告を申し上げます。

ライオンズクラブ国際協会336-Ａ地区
第63回地区年次大会に参加してのご報告 松　浦　龍　也

宮　川　晶　子

喜　井　茂　雅

池　田　博　英

社会福祉委員長

計画出席委員長

会員交流会報告

お遍路さん接待

スポーツ例会

第₂回目の会員交流会は少しくだけた雰囲気で、春にちなんで梅酒のウェルカムドリンクと、美しく（？）仮装を施
した美男美女のお出迎えで賑やかに始まりました。森会長のご挨拶、丹下交流会委員長のご挨拶と説明の後、今回お
招きした₄名のご招待者を皆様に紹介し、兵頭前会員・会則委員長の乾杯のご発声で懇親会に突入いたしました。常々
私が感じる我クラブの素晴らしさは、会員皆様が一緒にその場の雰囲気を楽しもうとしてくださること。目隠しをさ
れた若い女性会員が、鬘を被って変装した男性会員の顔を触って名前を当てる「名前宛ゲーム」では、社会的に地位
の高い立派な社長様が、お顔を触られつつも、みんな相好を崩して喜んでくださいました。また、その後の無茶ブリ
ゲーム大会もなんだかんだと、最後は松浦幹事に助けていただきつつ、笑いに変えていただきました。最後は山本宗
宏第三副会長の、お酒を飲むと人の好さ全開の楽しいトークで締めくくっていただき、無事閉会となりました。今回も、当日₂名の新入会員の申し込みをいただき、会員
交流会委員一同大変喜びました。めでたし、めでたし。

平成2９年₄月23日㈰午前1０時から松山市鷹
ノ子町にある四国霊場八十八か所巡りの道
中、四十九番札所「浄土寺」にて、お遍路さ
んの接待を行いました。当日は、雲一つない
晴天に恵まれ、お遍路日和・接待日和となり
ました。時代の流れなのでしょうか、イタリ
アやフランスから巡礼をされているお遍路
さんもいらっしゃって「四国八十八か所参り」もグローバルになって来たようでした。地域に根差し世界に広がる、まさに、これぞライオンズと感じたのは私だけではな
かったと思います。

毎年、恒例の事業ではありますが、松山中央ライオンズの会員の皆様のご協力のもと、今年も無事実施できましたことを感謝申し上げます。以上、ご報告いたします。

₄月の第二例会は、恒例のスポーツ例会ということで、今回も講師の方をお招きしてセミナーを開催いたしました。
講師の方は、松山でフリーMC、YURUKURウォーキング・ウォーキングアドバイザーをされている、犬飼奈穂（い

ぬがいなほ）さんでした。
犬飼さんは日常の姿勢と歩き方を変えたことで、鍛えても改善しなかった肩こり・腰痛・Ｏ脚等、不調の根本が改

善し、太もものサイズが₂サイズダウンしたそうです。見た目だけでなく、生き方も変わり、心身ともに開放されて
自然体で歩いていけるようになった経験をもとに、松山、東京、大阪で歩く楽しさを伝えておられます。

今回のスポーツ例会におきましては、立方や歩き方を親切、丁寧なお話ぶりで実践も交えて教えていただきました。
皆様の健康の一助となりましたら幸いです。



社団法人 愛媛県医師会 愛媛県医師協同組合 業務提携先

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 090-4979-8971
E-mail. inoko788@rml.co.jp  URL http://www.rml.co.jp/r_m_l/

猪 子 真 司
D of D ネットワーク認定プロデューサー
TLC（生命保険協会認定FP）

General Manager

Risk
Management
LaboratoryLMR

いの こ しん じ

（LC、両田　晃）

コープえひめグループ
生命保険・損害保険代理店

愛媛県松山市勝山町1丁目10-1　TEL:089-987-7880
ホームページ:http://www.coopservice-shikoku.co.jp

㈲コープサービスしこく

（LC、猪子真司）
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愛顔つなぐえひめ国体・えひめ大会

会員・会則委員長 服　部　　　勲
森会長の『伝統と伝承、革新の力でウイサーブ』のスローガンのもと、私の仕事は若い新会員を増強する事ですが、当初1０3名でスタートした会員数

が₆月時点で11４名となり、まずまずの結果を残せたのは会員の皆様のご協力のお蔭と感謝をしております。
また内規（地区役員）改正案も何とか今期内にまとめられたのが、記憶に残る仕事だったと思っています。
長くも有り短くも有りの一年間でしたが、本当にお世話になりました。

財務委員長 早　川　義　仲
今期森会長の元、財務委員長をさせていただき何とか何事もなく務めを終える事が出来そうです。地味な委員会と、メンバーの方も忙しい方々が多くて、

いつも役員の方を除くと、₄人～₅人の出席しかなくて、その中で全出席の佐々木副委員長と岩城さんには大変感謝しております。そして新年例会が歌
合戦となり悩んでいる中、代表して出て下さいました竹田先生、ありがとうございました。委員会を進めて行く中で、アクトの数、使われる金額、改め
まして我がクラブの凄さを認識致しました。人数が少ない中、ほとんどが市民公衆委員会との合同委員会にさせていただき、高橋さんにも助けていただ
きました。残り₃回となりましたが、色々な方に助けていただき、無事終わればと思っています。来期も皆さん宜しくお願い致します。

計画出席委員長 池　田　博　英
今期の各例会はいかがだったでしょうか？
個人的にはようやく重い荷物を下ろせるときがやってまいりました。
森会長に恥をかかせることだけはできないという一念で今期の活動を行ってまいりました。
足りない頭から煙をだしながらあれこれ知恵を絞ったのですが、なかなか思うようにはいかない事も多く自身の力不足を思い知る事もございました。
しかし何より、今期は委員会のメンバーにも大変に恵まれました。誠実に積極的に役割を果たしていただいたので本当にうれしくありがたい感謝感謝

の一年でした。
また会員の皆様のタレント性、バイタリティによって例会を盛り上げてくださって大変に救われました。
皆様本当にありがとうございました。

PR・IT委員長 武　智　正　晴
₁年間、役割分担で原稿の取り纏めをして頂きました委員の皆さん、そして原稿依頼を締切りまでにご対応頂いた会員の皆さん、本当に有難うござい

ました。お陰様で、何とか無事（!?）任期を終えることが出来そうです。₁年前、伊藤（英）委員長よりバトンを受け取り、未経験ゆえ不安の中スタート致
しましたが、終わってみると、毎月毎月何かに追われている様な日々の中、少しずつ色々な事を経験することが出来、とても充実した₁年であったと思
います。この経験を活かし、次期橋本委員長に良い形でバトンを繋ぎ、そしてこれからのライオンズ活動にも活かしていきたいと思います。今後とも宜
しくお願い致します。

社会福祉委員長 喜　井　茂　雅
長かったような、短かったような一年間でした。実際、委員長としての役割を果たすことは、最後までできませんでしたが、経験をさせていただいた

ことで、自分の至らなさを痛感し、歴代の委員長さんをはじめ執行部、今回委員として関わってくださった方々の凄さ、素晴らしさを身にしみて感じる
ことができました。松山中央ライオンズすべての皆様、一年間懲りずに支えてくださりありがとうございました。

一 年 間 を 振 り 返 っ て

松山市実行委員会　会長　野志克仁様より
感謝状を頂きました�



（LC、韓　雪峰）（LC、桑原哲也）

石材・タイル総合卸商社
■墓石・建築・造園石材
■その他石材全般
■セラミック大理石・タイル全般
■竹炭・植木鉢

松峰商事株式会社

代表取締役 韓　　 雪　 峰
SETSUHOU      KAN

〒791-8042 愛媛県松山市南吉田町2068-1
ＴＥＬ（ 0 8 9 ） 9 0 8 - 9 2 1 1
ＦＡＸ（ 0 8 9 ） 9 0 8 - 9 2 1 2
E - m a i l : m r r r t 3 8 7@ y b b . n e . j p
携帯電話  0 9 0 - 3 4 6 0 - 8 2 7 0

株式会社 TSUBAKI フーディーズ

代表取締役社長 桑 原　哲 也
〒790-0944
愛媛県松山市古川西１-９-25
電話（０８９）９５８－３０７１
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保健委員長 大　西　千恵春
保健委員長を仰せつかって早一年が過ぎようとしています。前年度の大西安子委員長から引き継ぎの際に、いろいろ教えて頂き、資料もいただきまし

たので慌てることなく主たる活動の献血ボランティアも行うことができました。
今年度は、今迄以上に献血者数を増やすために₃つの事を考えました。

①献血協力企業を増やす。
　・私自身は動けておりませんが、藤本次期委員長により、₂ヶ所増やしていただきました。
②全ての献血実施場所で呼び込みをする。
　・献血ルームでは₂人で呼び込みをし、大学を中心に₁人は呼び込み、₁人は粗品を渡してもらいました。たくさんではありませんが、プラスにはな
　　りました。
③献血ルームでの献血紹介者カードによるメンバー紹介を増やす。
　・紹介の最高は、片山さんの14名　全員で76名になりました。来年度は、110名全員が動いていただければさらに大きな数が期待できます。

年々、献血者数も減少傾向にある中　藤本次期委員長とメンバーの方々には、これらの事も参考にして頂いてさらなる事業の拡大を期待しております。
藤本次期委員長へ渡す資料をまとめていてつくづく思うことは、各委員長の方々や、保健委員会のメンバー、各委員会のメンバーの応援、並びに献血

場所を提供して頂いている各企業の協力があるから、続けてこられているという事です。
来年度も保健委員会へのご支援、ご協力をよろしくお願い申し上げるとともに、この一年間中央ライオンズクラブ全員の方々にご協力いただいたこと

に心より感謝申し上げます。『皆さま、本当にありがとうございました�』

教育・国際委員長 加　藤　定　伸
教育・国際委員長の加藤でございます。
この一年間の委員会担当アクトとしまして、ありがとうメッセージはがきを始めとし、国際平和ポスター、定通制生活体験発表会、少年柔道錬成大会、

国際協会100周年アクティビティのサンタチャレンジと₅つのアクトを担当いたしました。
₅月の下旬より始まり12月で終了と前半にアクトが凝縮して行われる委員会です。
前半の超忙しいこと�　後半の暇なこと�
委員会事業では、色々な人と出会いました。
中でもこの委員会は、様々な子供達と出会います。
障害を抱えた子供、家庭に問題を抱えた子供、そして心にと。
しかしながら、その子供たちの明るい笑顔には、パワーには、完全に圧倒された事を思い出します。
委員会メンバーにも恵まれました。
忙しい中、ＮＯと言わず参加して頂いた委員会の皆様には、本当に感謝いたします。
私自身、体調を崩すこともあり、ご心配もおかけしました。
申し訳有りませんでした。
私には、楽しい一年間でした。
委員会のみなさんはどうでしたか？
もう少し二番町を活性化できたらよかったですか？
一年間ありがとうございました。

市民・公衆委員長 高　橋　孝　子
何とか無事に終われることができました。一つ一つの段取りの悪さに振り回され、その都度、委員の皆さんに助けられてきました。お茶会のような大

きな行事から清掃まで、常に自分が…と手を挙げてくれるフットワークの軽い委員さんに感謝です。委員会を開催することが楽しみで…一緒に作り上げ
ていく幸せ感、そんな₁年でした。どのアクトにも大勢の会員さんが参加していただくことによって成せる業です。右往左往しながらの委員長でしたが、
支えてくださった委員会のみなさま、会員のみなさま、ありがとうございました。

青少年育成委員長 伊　藤　幸　満
₈月₂日第1４回愛媛県小・中学生ゴルフ大会、12月1０日第1４回松山中央ＬＣ旗中学生女子ソフトボール、後は₆月に行われる少年剣道錬成大会が最後

の事業となります。ゴルフ大会では黒潮カントリーでの大会と重なり2４名の選手しかいませんでしたがメンバーの協力で大成功したと思います。ソフト
ボール大会も近年には無いくらいの晴天で大成功だと思います。来期は佃委員長を　今年度よりもさらに盛り上げて頂きたいと願います。協力ありがと
うございました。

ゴルフ委員長 藤　田　裕　司
今年度、ゴルフ委員長を務めさせて頂きました藤田です。過去10回の開催では、皆様のご協力とお天気にも恵まれ、無事運営出来ほっとしております。
しかし、この原稿を書いている10日後に最大のイベントである『遠征』が控えています。。。（汗）
佃さんと松浦幹事の応援を得ながら無事皆様に楽しんで頂けるよう頑張りたいと思います。
今年度は森会長より、色々なコースで開催し、普段参加し難い会員の為に土曜日開催も行うと方針を頂き取り組んで参りました。私自身はゴルフ委員

会の参加により親密になれた会員の方々が沢山おります。ゴルフをされる方は是非『ゴルフ委員会』に参加され、より楽しいライオンズライフをおくら
れたらと思います。至らぬ点も多々有ったと思いますが皆様1年間有難う御座いました。



不動産のことなら、お気軽にご相談下さい。

松山市桑原３丁目４の４ TEL（089）932-1507
FAX（089）932-1586

知事免許（9）第 2 9 0 4 号

事業内容
① 一般電気工事一式
② 再生可能エネルギー発電所　企画、販売、運営
③ 電気自動車充電器　補助金申請、販売、設置
④ 蓄電池　販売、設置
⑤ 売電事業コンサルティング

（LC、松岡俊幸）

（LC、楠田善久）

株式会社 T&Sプロダクツ

代表取締役

■防犯カメラ・電気錠の販売

■入退室管理システムの販売

Toshiyuki　Matsuoka

松 岡 俊 幸

〒791-8001
愛媛県松山市平田町150-1-202
T E L / F A X 0 8 9 - 9 7 8 - 4 1 7 1
携　帯　0 9 0 - 6 8 8 7 - 8 3 7 3
mail:info@ts-products-s.com

（LC、伊藤　渉）

（LC、田村美恵）

5

５月の誕生人から一言…

永野　通夫 1954（昭和29年）₅月15日生
₅月15日で63歳になります。65歳くらいではリタイアし

たいと思っていたのですが、ライオンズの先輩には70歳を
超えてもまだまだ現役の方がたくさんいらっしゃいます。
先輩方を見習って、あと10年は頑張りたいと思います。

大宿　有三 1959（昭和34年）₅月25日生
₅月25日で58歳になります。還暦を₂年後に控え、いく

つになっても夢を持ち明るく前向きに生きること、そして
少しでも周りの人や社会にお役に立てるよう、心掛けてい
きたいと思います。

また名言として「逆境に勝る教育はない」「人間は無茶
をすると潰れるが、無理をしないと伸びない」とあります
が、志をしっかり持ち、挑戦し続ける人生でありたいと思っ
ています。

新宮　幸孝 1966（昭和41年）₅月₂日生
51歳になりました。
去年あたりから細かい作業をするのがおっくうになり、

仕事で小さなミスや失敗をすることが多くなりました。
しかも物忘れがひどく、たまに大事な用事を平気ですっ

とばします。また、ゴルフも年齢と同じくらいまで（ハー
フで）スコアが落ちて、あとから始めた人に追い抜かれる
ありさまです。（トホホ）

これからは、仕事も遊びももう少し緊張感をもって取り
組んでいきたいと思います。

藤本　雅弘 1956（昭和31年）₅月20日生
早いもので₅月20日に61回目の誕生日がきます。ライオ

ンズに入会してからは₄回目の誕生日となります。今年₇
月からは保険委員長を仰せつかりましたので頑張らねばと
思っています。皆様のご協力を賜りながら一年間精いっぱ
い頑張りますので、宜しくご指導賜りますようにお願い申
し上げます。

山本　宗宏 1962（昭和37年）₅月18日生
業界でもライオンズでも若手と言われなくなった私もも

う55才。
₄人いた子供達も社会人や大学生となり、この₄月から

家内との第二の新婚生活が28年ぶりに始まりました。呑み
に出る回数が更に増えそう。。。

両田　　晃 1964（昭和39年）₅月15日生
一年間あっという間に過ぎ去りますが、誕生人からの一

言原稿を書くことで、これまで大きな病気やケガをするこ
となく丈夫な体に産んでくれた母親と、家族への感謝を改
めて感じることができます。また₁年間健康に気を付け、
仕事にライオンズの活動に精進してまいりますので、今後
ともよろしくお願い致します。

長野　　剛 1971（昭和46年）₅月₃日生
₅月₃日憲法記念日で46歳となりました。
年齢だけは無駄に重ね、人生を浪費しているのではない

かと毎年感じております。
子供の頃は、社会人になれば勝手に収入も増え、大人は

人生安泰なんだと思っており、勘違いしていたことに気が
付くのが若干遅かった。もっと頑張らねばと思っているだ
けで、きっと今年も手抜きでダラダラと過ごしそうな予感
満載ですが、そこをなんとか皆様私を見捨てずにお付き合
いくださいますよう、宜しくお願いいたします。

土井　晴彦 1972（昭和47年）₅月₂日生
おかげさまで、45歳の節目を迎えました。
先日、ある方に「年齢よりお若く見えますね」と言われ、

褒められたかと思ったのですが、「幼くみられてしまうと
もったいないですよ」と付け加えられて、ハッとしました。

体調管理にも気を付けて、諸先輩方のように年相応の風
格を目指したいと思います。これからも、どうぞよろしく
お願いいたします。

森　　浩輔 1980（昭和55年）₅月31日生
中央ライオンズに入会当時は26歳、あっという間に11年

目に突入し、無事に37回目の誕生日を迎えられました。
来季は₂度目の委員長も務めさせて頂きますので、ライ

オンズ11年目も充実した₁年になりそうです。
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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早川、Ｌ池田、Ｌ武智（正）、Ｌ喜井、Ｌ高橋（孝）

〈会次第〉
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　　
₆．会計報告（₄月分収支明細表）【Ｐ₄－Ｐ₈】
　　　≫中岡会計より報告
₇．審議事項　　　　　　
　⑴　新会員について【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……………………………………………………………………… 会員・会則委員会
　　　≫服部会員委員長より説明[石居洋子さん]………………………………………… 【審議】→【承認】
　⑶　内規追加項目　地区役員の資格について【Ｐ10】…………………………………… 会員・会則委員会
　　　≫服部会員委員長より説明…… ………………………………………………………… 【審議】→【承認】
　⑷　₆月第二お別れ例会予算書（案）について【Ｐ11】…………………………………… 計画・出席委員会
　　　≫池田計画出席委員長より説明……………………………………………………… 【審議】→【承認】
　⑸　加藤嘉明公騎馬公園記念祭りお茶会決算書（案）について【Ｐ12－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】
　⑹　「加藤嘉明公騎馬像・子規像廻り剪定」決算書（案）について【Ｐ18－Ｐ19】…… 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　2016-2017年度「会員交流会」決算書（案）について【Ｐ20－Ｐ23】………………… 会員交流委員会
　　　≫宮川さんより説明…………………………………………………………………… 【審議】→【承認】

　⑻　第37回福祉のつどいレクリエーションバレーボール大会後援予算書（案）について
　　　【Ｐ24－Ｐ25】……………………………………………………………………………… 社会福祉委員会
　　　≫喜井社会福祉委員長より説明……………………………………………………… 【審議】→【承認】
　⑼　加藤嘉明公騎馬像銘板交換決算書（案）について【Ｐ26－Ｐ27】…………………………… 執　行　部
　　　≫森会長より説明……………………………………………………………………… 【審議】→【承認】
　⑽　次期ＬＴ・ＴＴ・計画委員長合同スクール及び各委員会委員長スクール登録料拠出の件
　　　■日　時　₆月11日㈰　10：00～16：00　
　　　■場　所　いよてつ会館
　　　■登録料　＠2,500×₈名＝20,000円
　　　【ご案内者】Ｌ永野、Ｌ大西（安）、Ｌ稲森、Ｌ大川、Ｌ橋本、Ｌ佃、Ｌ藤本、Ｌ伊賀上
　　　≫松浦幹事より説明…………………………………………………………………… 【審議】→【承認】
　⑾　次期クラブ三役オリエンテーション登録料拠出について（予定）
　　　■と　き　₆月₄日㈰　14：00～
　　　■場　所　徳島市グランビィリオ
　　　■登録料　10,000円×₃名（次期会長・幹事・会計）30,000円　
　　　　ライオンズクラブ役員必携（500円×₄部）　　　　2,000円
　　　　2017－2018運営マニュアル　　　　　　　　　　　1,000円
　　　　第30回国際平和ポスターコンテスト・キット　　　1,400円　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計34,400円
　　　■交通費　7,200円×₃名＝21,600円
　　　≫松浦幹事より説明、詳細金額が確定後報告……………………………………… 【審議】→【承認】
　⑿　その他
₈．報告事項
　⑴　ＬＣＩＦコーディネーター委員長について
　　　≫松浦幹事より報告
₉．その他
10．閉会

■第11回理事会 ● ２０17年₅月₁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．国歌及び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．スポーツ例会
　　「ウォーキング指導」■講師：犬飼奈穂（いぬがいなほ）様
　　　　　　　　　　　　　　　　フリーMC、YURUKURウォーキング・ウォーキングアドバイザー
₆．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ジャンパー寄付
　　感謝状授与
　　　⇒松山市総合政策部国体推進局より森会長への感謝状授与並びに池田局長よりご挨拶
₇．報告事項
₈．食　事
₉．委員会報告　
　　1　₅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₅月16日㈫ 12：00～18：00 愛媛大学　正面玄関横
（松山市道後樋又10－13）

平成29年₅月26日㈮ 14：00～18：00 松山大学
（₈号館西側共同練習場前）

　　　⇒松浦幹事より報告
　　　⇒喜井社会福祉委員長よりお遍路さん接待のお礼
10．テールツイスターの活躍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　⇒山田テールツイスターの活躍
11．ファイン･ドネーションの報告
　　　⇒中岡会計より報告
12．出席率の報告
　　　⇒池田計画出席委員長より報告
13．閉会ゴング…
14．‘また会う日まで’合唱
15．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．誕生祝い（₅月）
　　Ｌ新宮（₂日）、…Ｌ土井（₂日）、Ｌ長野（₃日）、……Ｌ永野（15日）、Ｌ両田（15日）、Ｌ稲森（16日）、…
　　Ｌ山本（宗）（18日）、 Ｌ岩本（19日）、Ｌ藤本（20日）、Ｌ近藤（25日）、…Ｌ大宿（25日）、Ｌ森（浩）（31日）
　　　⇒代表して近藤猛さんより挨拶
₆．御子息誕生祝い　　Ｌ武智　慧
　　　⇒武智慧さんより挨拶
₇．審議事項
　⑴　新会員について【Ｐ₃】………………………………………………………………… 会員・会則委員会
　　　⇒服部会員委員長より説明…………………………………………………………… 【審議】→【承認】
　⑵　内規追加項目　地区役員の資格について【Ｐ₄】…………………………………… 会員・会則委員会
　　　⇒服部会員委員長より説明…………………………………………………………… 【審議】→【承認】
　⑶　₆月第二お別れ例会予算書（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】
　⑷　加藤…嘉明公騎馬公園記念祭りお茶会決算書（案）について【Ｐ₆】………………… 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・子規像廻り剪定」決算書（案）について【Ｐ₇】…………… 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　2016-2017年度「会員交流会」決算書（案）について【Ｐ₈】………………………… 会員交流委員会
　　　⇒宮川副委員長の代理で和泉光浩さんより説明…………………………………… 【審議】→【承認】
　⑺　第37回福祉のつどいレクリエーションバレーボール大会後援予算書（案）について【Ｐ₉】
　　　……………………………………………………………………………………………… 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　加藤嘉明公騎馬像銘板交換決算書（案）について【Ｐ10】…………………………………… 執　行　部
　　　⇒松浦幹事より説明…………………………………………………………………… 【審議】→【承認】
　⑼　次期ＬＴ・ＴＴ・計画委員長合同スクール及び各委員会委員長スクール登録料拠出の件
　　　■日　時　₆月11日㈰　10：00～16：00　
　　　■場　所　いよてつ会館
　　　■登録料　＠2,500×₈名＝20,000円
　　　【ご案内者】Ｌ永野、Ｌ大西（安）、Ｌ稲森、Ｌ大川、Ｌ橋本、Ｌ佃、Ｌ藤本、Ｌ伊賀上
　　　⇒松浦幹事より説明…………………………………………………………………… 【審議】→【承認】
　⑽　次期クラブ三役オリエンテーション登録料拠出について（予定）
　　　■と　き　₆月₄日㈰　14：00～
　　　■場　所　徳島市グランビィリオ
　　　■登録料　10,000円×₃名（次期会長・幹事・会計）30,000円　
　　　　ライオンズクラブ役員必携（500円×₄部）　　　　2,000円
　　　　2017－2018運営マニュアル　　　　　　　　　　　1,000円
　　　　第30回国際平和ポスターコンテスト・キット　　　1,400円　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計34,400円
　　　■交通費　7,200円×₃名＝21,600円
　　　⇒松浦幹事より説明…………………………………………………………………… 【審議】→【承認】
　⑾　その他
₈．幹事報告
　⑴　退会届けについて　
　　　⇒松浦幹事より石居洋子さんの退会について報告
　⑵　ＬＣＩＦコーディネーター委員長について
　　　⇒松浦幹事より報告
₉．食事
10．委員会報告
　　1　₆月20日㈫　18：30～笠組⇨「あやとり」に変更……………………………… 計画・出席委員会
　　　　⇒池田計画出席委員長より報告
　　2　₆月23日（㈮）～24日㈯　倉敷にてお別れ委員会……………………………… 青少年育成委員会
　　　　⇒伊藤青少年育成委員長より報告
　　3　₄月献血活動結果について………………………………………………………………… 保健委員会

実施年月日 実　施　場　所 献　血　者　数
平成29年₄月₅日 ﾆｯｼﾝ･ｸﾞﾙﾒﾋﾞｰﾌ株式会社 受付15名　400mL：12名　不採血₃名
平成29年₄月₇日 愛媛大学 受付48名　400mL：42名　不採血₆名
平成29年₄月₇日 ㈱いよてつ髙島屋 受付28名　400mL：21名　不採血₇名
平成29年₄月20日 松山大学 受付60名　400mL：52名　不採血₈名
平成29年₄月26日 松山赤十字病院 受付88名　400mL：71名　不採血17名

　　　⇒大西保健委員長より報告
　　　⇒加藤教育国際委員長より合同委員会の案内
　　　　財務委員会、ＰＲ/ＩＴ委員会、教育国際委員会、市民公衆委員会でアサヒビール園にて
　　　　₆月24日㈯
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1２58回例会

■第1２59回例会

● ２０17年₄月２5日㈫　1２：15～13：15
● 於：ホテルＪＡＬシティ松山

● ２０17年₅月₉日㈫　1２：15～
● 於：ホテルＪＡＬシティ松山
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☆出席率　83％　☆ファイン　700円　☆ドネーション　101,000円

◆ 平成２9年₄月第₂例会
Ｌ森　　和幸　犬飼さんありがとうございます。ウォーキング始めま

す。
Ｌ原瀬　忠広　犬飼様、ウオーキング指導ありがとうございます。
Ｌ小倉　圭二　犬飼様ありがとうございます。
Ｌ山本　宗宏　お遍路さん参加の皆様、お疲れ様でした。
Ｌ松浦　龍也　スポーツ例会ありがとうございます。
Ｌ中岡　富茂　会員交流会で商品券が当りました。
Ｌ兵頭　好喜　良い季節になりました。
Ｌ丹下　靖憲　スポーツ例会楽しいひと時をありがとう
Ｌ大川　耕三　青葉がまぶしい良い季節となりました。
Ｌ島田　省吾　堀の内のつつじがきれいです。
Ｌ竹田　祥一　平和な世界が続きますように�
Ｌ近藤　　猛　さわやかな季節になりました。
Ｌ早川　義仲　スポーツ例会楽しみです。
Ｌ和泉　光浩　お遍路さんお接待お疲れ様でした。
Ｌ山田　　哲　スポーツ例会お疲れ様でした。
Ｌ池田　博英　平和でありますよに。
Ｌ大西　安子　今日はＸデー�たくさんの思いをこめて、息子29才の

バースデー♡
Ｌ高山　正志　ミサイル発射が無い事に�
Ｌ盛重　泰輔　犬飼講師、ウォーキング指導ありがとうございました。
Ｌ太　　亨哲　四国選手権予選通過しました。
Ｌ宮川　晶子　桜は散りましたが、お酒は美味しい�
Ｌ武智　正晴　大川さん山田さん本宮さんおめでとうございます。
Ｌ両田　　晃　ウオーキング指導を毎朝の愛犬との散歩に取り入れた

いと思います。
Ｌ橋本　和範　スポーツ例会ありがとうございます。
Ｌ境　　俊之　ゴルフ委員会優勝です。大川さん、永野さん、大西（千）

さん、ありがとうございます。
Ｌ永野　通夫　境さんゴルフ優勝ありがとうございます。

Ｌ大西　知人　ミサイルが飛んでこないことを祈ります。
Ｌ小森谷ケララ　ゴルフの練習を再開したいと思います。
Ｌ大西千恵春　①私の誕生日です。②境さん優勝①②おめでとうござ

います。
Ｌ田村　美恵　感謝状おめでとうございます。
Ｌ井上　　光　太さん愛媛アマ残念でした。次回ガンバッテ下さい。
Ｌ楠田　善久　遍路接待協力ありがとうございます。
Ｌ土井　晴彦　普段意識していなかった姿勢や歩き方、参考になりま

した。
Ｌ藤岡　久実　ウォーキングで体調不良を治したいです。
Ｌ喜井　茂雅　お遍路さんお接待無事終わりました。皆様ご協力あり

がとうございます。
Ｌ宮道　　享　ウォーキング指導ありがとうございます。
Ｌ伊賀上竜也　お遍路さんお疲れ様でした。
Ｌ大政　大祐　おへんろ　おつかれさまでした。
Ｌ清水　栄治　健康に生活しましょう。
Ｌ村井　　剛　接待、浄土寺、おつかれ様でした。
Ｌ新崎　　勉　犬飼先生本日は御指導ありがとうございました。頑張

ります。
Ｌ米田衣美子　手を振って歩きます
Ｌ廣江　和男　「お遍路さんお接待」社会福祉委員会の皆さんお世話に

なりました。
Ｌ松岡　俊幸　犬飼講師様　ウォーキング指導ありがとうございます。
Ｌ伊藤　　渉　お遍路のおせったいおつかれ様でした。

☆出席率　82％　☆ファイン　500円　☆ドネーション　100,000円

◆ 平成２9年₅月第₁例会
Ｌ森　　和幸　誕生日の皆さんおめでとう。武智慧さんおめでとう
Ｌ原瀬　忠広　武智さん、御子息誕生おめでとうございます。
Ｌ小倉　圭二　慧ちゃんおめでとうございます。
Ｌ松浦　龍也　₅月誕生日の方々おめでとうございます。
Ｌ中岡　富茂　武智　慧さん御子息誕生おめでとうございます。
Ｌ山本　宗宏　今日、同級の葬儀にでてきました。悲しいですね。
Ｌ山本　幸治　ゴールデンウィークお疲れ様でした。
Ｌ丹下　靖憲　武智　慧さん御子息誕生おめでとうございます。
Ｌ大川　耕三　武智さん御子息誕生おめでとう
Ｌ兵頭　好喜　₅月生の皆さんおめでとうございます。武智さんおめ

でとうございます。
Ｌ太　　亨哲　徳永先生お久しぶりです
Ｌ池田　博英　連休明けてスタートですね
Ｌ高山　正志　早退します。すみません
Ｌ山田　　哲　武智さんおめでとうございます。
Ｌ和泉　光浩　山田さんおじいちゃんに、おめでとうございます。
Ｌ河本　圭仁　今年はうわの空で藤を眺めています。
Ｌ大西　安子　₅月お誕生月の皆様と武智さんおめでとうございます。

山田さん、待望の初孫誕生おめでとうございます。
Ｌ宮川　晶子　遅れてすみません、反省
Ｌ境　　俊之　いい季節になりました。皆さまお健やかにお過ごし下

さい。
Ｌ木下　勝敏　₅月誕生日の皆さんおめでとうございます。
Ｌ橋本　和範　藤田さんゴルフ遠征よろしくお願いします。
Ｌ伊藤　憲司　昨日₂人目の孫が生まれました。
Ｌ大西　知人　今日は駐車場が混んでて参りました。
Ｌ菅野　直也　武智さん、ご子息誕生おめでとうございます。
Ｌ佐伯　裕子　武智さん御子息誕生おめでとうございます。
Ｌ小森谷ケララ　ゴルフの練習を再開していますのでがんばります。
Ｌ宮道　　享　お誕生日おめでとうございます。
Ｌ新宮　幸孝　武智さんおめでとうございます。
Ｌ伊賀上竜也　武智君、御子息誕生おめでとう
Ｌ大政　大祐　山田社長、おめでとうございます。
Ｌ井上　　光　山田さん初孫誕生おめでとうございます。
Ｌ楠田　善久　武智さんおめでとうございます。
Ｌ喜井　茂雅　土井さんお誕生日おめでとうございます。

Ｌ平尾　由紀　武智さん御子息たんじょうおめでとう。パパ似のハン
サムですね。お姉さんたち、待ってるわよ�

Ｌ村井　　剛　慧さん、御子息おめでとうございます。
Ｌ久保美代子　久しぶりに出席しました。すみません。
Ｌ山之口智章　武智様御子息誕生おめでとうございます。
Ｌ米田衣美子　₅月生まれの方、多いですね。おめでとうございます。
Ｌ新崎　　勉　連休を利用して孫達と森林浴と墓参り、温泉を楽しみ

元気をもらいました。
Ｌ高橋　孝子　けいちゃん�Babyお誕生おめでとうございます。パパ

業がんばってね～
Ｌ松岡　俊幸　₅月お誕生日のみなさんおめでとうございます。
Ｌ伊藤　　渉　₅月の誕生月の方々おめでとうございます。
Ｌ吉田　文彦　武智　慧さん　お目出とう
Ｌ佃　　浩三　武智　慧様御子息お誕生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「松岡俊幸」さんです。
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ゴルフコンペ成績
境　 俊之優勝者からひとこと

４/20㈭ サンセットヒルズカントリークラブ

　最近ではめったに出ないスコアで優勝できてうれしいです。同

伴プレーヤーのおかげで気持ちよくラウンドすることが出来まし

た。大川さん、永野さん、大西（千）さん、アシスト有難うござい

ました。

　同ネットスコアの両田さん、年齢上位のルールの恩恵を受けて

会長賞の立派なリヤドロの人形を私が貰い、半分ごめんなさい。

でも嬉しい。来季も優勝できるように真剣にゴルフに取組みます。

アクティビティーの解説アクティビティーの解説

・「盾」と「メダル」の贈呈＊当クラブの役割＊

「第37回福祉のつどいレクリエーションバレーボール大会」について
　今年で37回目を迎える本大会は、愛媛県下の知的障害を持った方々がスポーツ交流を通じて相互の連帯意識や社会
性を身に付け、一般社会の理解と認識を高めることを目的とした伝統ある大会で、特定非営利活動法人愛媛県知的障
害者福祉協会の主催で行われています。当クラブも後援事業として毎年参加しています。

＊当クラブの役割＊

今年で51歳になりました。Ａ型の独身です。防犯カメラ・
電気錠の販売取付をしています。お困りの際はご相談くださ
い。
松山中央ライオンズクラブに入会して₁年₃ヶ月になりま
した。皆様には仲良くして頂き本当に有難うございます。楽
しく充実した日々を送る事ができ、好きなお酒もご一緒でき、
涙がでる程喜んでいます。
先日、125㏄のバイクを購入しました。30年振りでしたが
運転は何とかなるようです。公私ともに楽しく頑張ります。
今後ともよろしくお願いします。


