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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」

退　任　挨　拶

任期が始まる数か月前から三役で事務局に集まり、ああでもな
いこうでもないと準備を進めていたことがつい昨日のように思い
出されます。終わってみればあっという間の一年だったような気
がしています。「伝統と伝承、革新の力でウィサーブ」というス
ローガンのもと運営を進めてまいりましたが、会員相互の協力の
もと今期は「最優秀クラブ表彰」をいただき、また最重点目標で
もありました会員増強も新会員19名、純増11名を達成することが

できました。皆様の協力のたまものと心から感謝申し上げます。
来期は原瀬会長のもと前会長として「原瀬丸」を微力ながら支

えてまいりたいと思います。
一年間本当にありがとうございました。114名の会員の皆様全員

に「感謝」。

毎回テールツイスターの拙い話にお付き合いいただきまして、
皆様一年間お世話になりました。

₄期前に幹事を仰せつかってから新しい会員さんも増えた中、
この一年で皆様に顔を覚えていただいた事が一番よかった事だと
思っております。

北島康介がゴールを実際より₅メートル先に設定すれば本当の
ゴールまで力が抜けないので良いと言っていましたが、北島康介

ばりに最初にドネーションの目標を高額に宣言したのがよかった
のか、宣言ほどにはいかなかったものの、予算を大きく超えた大
台にのりました。本当に皆様には感謝いたします。

大役は終わりますが、今後ともよろしくお願い申し上げます。

松山中央ＬＣ会員の皆様、日頃よりライオンズクラブ活動にご
理解ご協力をいただきありがとうございます。

早いものであと₁回の理事会（正確には₂回�今年度決算の為
の臨時理事会がある�）あと₂回の例会でクラブ幹事の任務を終
えます。無我夢中で活動したあっという間の₁年間でした。

大きなトラブルもなくクラブが運営できましたのは、皆様のご
理解とご協力、また皆様の優しいお気持ちのおかげと感謝申し上

げます。なんとか森会長を支え、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したが如何だったでしょう？

至らぬところが多々あったことと存じますが、その点につきま
しては、皆様の優しいお気持ちでお許しください。

次年度、原瀬会長、河本幹事、早川会計、又執行部の皆様いよ
いよの船出。微力ながら応援致します。頑張ってください�

本年度本当にお世話になりました。ありがとうございました。

中四国で一番会員の多い松山中央ライオンズクラブの会計をさ
せていただき有難うございました。当クラブは年間約₂千万円の
収支があります（前期繰り越し等を含めると更に多くなります）。
暗算しやすい数値で表現すると、会費155,000×100名で約1,500万、
ドネーション300万、会報誌広告収入200万になります。そのなか
の約₂割を使って年度毎の奉仕活動（我々は奉仕する）を行いま
す。残った（残した）お金を積み立てて₅年毎の大型事業（加藤

嘉明翁騎馬像、正岡子規銅像など）を運営しており、会計をさせ
ていただく事で正しく理解することができました。各種奉仕活動
が地域社会、また世界各地で役に立っている事を数値で身近に理
解できると、ライオンズクラブも「良い事しているな～」と誇り
が持てます。会員の皆様のおかげで無事任務を遂行することがで
きました。有難うございます。感謝。

皆様₁年間お世話になりました。松浦幹事に声をかけていただ
いてテーマーの役を拝命しました。
「ウィ・サーブ�」とだけ例会終了時に言えば良いと思ってたの

が大間違いで資産の管理や議事録、例会と理事会の席次と私の最
も苦手とする緻密な仕事が目白押しでありましたが、皆様の寛大
な心で任を全うすることができたのではないかと思います。テー
マーの仕事を1年間させていただいてライオンズの運営をまたひ

とつ深く理解することができました。₁年間大変楽しい思いをさ
せていただきました。

我が中央ライオンズクラブに感謝�

会長退任挨拶

テールツイスター退任挨拶

幹事退任挨拶

会計退任挨拶

ライオンテーマー退任挨拶

山　田　　　哲

中　岡　富　茂

太　　　亨　哲

森　　　和　幸第53代会長

松　浦　龍　也幹事



（LC、森　和幸） （LC、松浦龍也）
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河　本　圭　仁

河　本　圭　仁

ＬＣ国際協会３３６複合地区第６３回年次大会呉大会

松山金亀ライオンズクラブ結成３0周年記念式典

₅月14日㈰に、原瀬次期会長と早川次期会計と私の₃名で、ＬＣ国際協会336複合地区第63回年次大会呉大
会へ参加させていただきました。「悠久の平和の海でWe Serve」の大会スローガンのもと、呉市総合体育館オー
クアリーナにて、₉時から代議員分科会、10時から代議員総会、11時15分から大会式典と午前中にギュッと詰
まったスケジュールでした。過去に参加された会員の方々から、「複合地区年次大会の代議員総会はもめるの
で面白い」と聞かされており、楽しみにしていましたが、全く異議も出ることなく、あっという間に終了しま
した。いつもと違う土地で、志を共にするライオンズクラブの空気に触れることは、改めて帯を締め直せたそ
んな気がします。貴重な経験をさせていただきましたこと、心から感謝します。感動を次期へつなげていこう
と思います。

₅月18日㈭の15時半より、松山全日空ホテル南館に於いて、松山金亀ライオンズクラブ結成30周年記念式典
が開催され、原瀬次期会長と私の₂名で参加させていただきました。会場に入ると早速驚いたことがありまし
た。それは、会長が若いことと、姉妹クラブとして台湾から宜欄ライオンズクラブのメンバーが、多数参加さ
れていたことでした。式典の挨拶を放心状態で聞きながら時間は流れ、17時から祝宴に移りました。松山金亀
ライオンズクラブは現在40名ということらしいですが、活動報告を聞きながら、環境保全に力を入れたアクト
が多いように感じました。他クラブの方ともお酒を酌み交わし、その会話の中でも松山中央ライオンズクラブ
は一目置かれていることを実感することができました。松山金亀ライオンズクラブの温かいおもてなしに心か
ら感動しました。今回も貴重な経験をさせていただきありがとうございました。

はじめまして、城北運送㈱で代表取締役を
しております久米正信と申します。現在運送
業務をしておりますが、前職は愛媛県職員で
砥部焼の研究機関に勤めており、大学も武蔵
野美術大学を出ているちょっと変わった経歴
ですが、この度トラックにプリントできる大
型のプリンターを導入して、新規業務を興し
ましたので宜しくお願いします。

この度、松山中央ライオンズクラブに入会
させていただき大変光栄に存じます。開業か
ら丸10年を迎える今年、多くのご縁でいただ
いたこの機会を活かしていきたいと思います。
微力ではありますが、地域社会に貢献できる
よう頑張ります。よろしくお願いいたします。

城北運送株式会社

ほった社会保険労務士事務所

久米　正信

堀田　　学

木造住宅請負工務店を営んでいる㈲アーキテクトイ
ザワ　井澤剛一でございます。

多くの人が手にいれたいと思う住宅。それは家族と
一生快適に過ごせる場所を探しているからだと思いま
す。生活するなかで一番の基盤は家族です。一緒にご
飯を食べ、お風呂に入り、会話をしたり、そんな暖か
い日常生活の団欒の場が「住まい」だと考えます。10
の家族がいれば、10のライフスタイルがあります。

それぞれ家族のライフスタイルにあった自然素材＋
健康住宅を基本的なコンセプトにしてお客様の想い、
考えのすべてをヒアリングして、納得できる提案をさ
せて頂き、後悔のない、ご家族だけの「お住まい」を
創り上げます。

初めまして。
この度、入会させて頂きました濱田です。
ライオンズクラブを通して、たくさんの人

と出会い、地域、社会の貢献に少しでもお役
に立てればと思います。

これからどうぞよろしくお願い致します。

有限会社アーキテクトイザワ

株式会社Sopiro（ソピーロ）

井澤　剛一

濱田　聖子

代表取締役

代表取締役

代表取締役

代表



（LC、太　亨哲）（LC、中岡富茂）

E-mail:inasho@vivid.ocn.ne.jp

特に（医薬品在庫管理システム・診療予約システム）など特に（医薬品在庫管理システム・診療予約システム）など
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₅月28日にホテル椿館にて執り行われました、北条ＬＣ結成55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（代理）、336-Ａ地区からは真鍋隆ガバナー、川辺第一副地区ガバナーなど多くの方々
が見えられ、祝辞を述べられていました。

友好姉妹クラブの加西北条ＬＣからも₈名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．北条地区の中学校及び小学校に全₉台車椅子寄贈。
₂．国体が開催される地区体育館に掛時計₃台及び車椅子₂台寄贈。
₃．松山ふるさと館に椿記念植樹。
　の記念事業をされていました。
　また、通年のアクティビティーも、
₁．鹿島海水浴場の清掃奉仕。
₂．国際平和ポスター・コンテストへの参加。
₃．交通安全啓発運動。
₄．献血活動。
₅．ライオンズバザー餅つき実演販売。
₆．サンタチャレンジ
₇．立岩川の桜並木清掃及び手入れ。
₈．えひめマラソンコース空缶拾い清掃活動。
　など多くのアクティビティーをされていました。
祝宴では、オープニングで北条・上灘波いぶき会によります「伊予万歳」演舞、余

興では北条・小川獅子舞保存会によります「獅子舞：祝いの舞」などで盛り上がり、
和やかなムードで閉宴を迎えました。

17：00～21：00までの式典、祝宴でしたが、少人数のクラブにも拘わらず、スムーズに進行されていましたので充分にご準備をされ、この日をむかえられたのだろうと
感銘致しました。

以上、北条ＬＣ結成55周年記念式典参加の御報告致します。

₆月16日に松山全日空ホテルにて執り行われました、松山白鷺ＬＣ結成25周年記念式典に、森会長、私（松浦）、中岡会計の
₃名で参加してまいりました。

今期は他クラブの周年記念式典が多い年でしたがこれで最後となりました。
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以下、キャビネット関係者など多くの方々が

見えられ、祝辞を述べられていました。
友好姉妹クラブの姫路白鷺ＬＣからも多くの方々がお祝いに駆けつけていらっしゃいました。
姫路白鷺ＬＣは国際理事になられた方や地区名誉顧問をされた方などもいらっしゃいました。
25周年記念事業では、
₁．愛媛県武道館誘導路暗所にＬＥＤ太陽灯を₃基寄贈。
₂．朝原宜治の「かけっこ教室」開催。
₃．WELOVE石手川河川清掃 + 災害時炊き出し体験の開催。
₄．親子にぎり寿司教室の開催。
₅．少年少女空手道選手権大会の開催。
₆．チャリティーゴルフ記念大会の開催。
₇．献血事業の実施。
　などの記念事業をされていました。
祝宴では、オープニングで青少年精励賞受賞者の林優花さんによる、箏曲で始まり、余興では津軽三味線やフラメンコで盛り

上がり、和やかなムードで閉宴を迎えました。
16：30～20：00までの式典、祝宴でしたが、今年度最後の記念式典・祝宴に相応しく、映像や音響を駆使された素晴らしい式典・

祝宴でした。
式典・祝宴中にも発表がありましたが、₂年間の準備をされこの日を迎えられたそうです。
準備万端の式典・祝宴でしたので、滞ることもなくスムーズにスマートに会を進行されていました。
来る松山中央ＬＣ結成55周年の記念式典・祝宴ではこの松山白鷺ＬＣに引けを取らない式典・祝宴にしなければならないと気を引き締めさせられた式典・祝宴でした。
以上、松山白鷺ＬＣ結成25周年記念式典参加の御報告致します。

ライオンズクラブ国際協会３３６-A地区１Ｒ-３Ｚ
北条LC結成55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-３Ｚ
松山白鷺LC結成25周年記念式典に参加してのご報告

松　浦　龍　也

松　浦　龍　也



（LC、山田　哲）

〒790-0964　愛媛県松山市中村２丁目７-33
TEL 089-998-3080　FAX 089-998-3090

http://www.best-care.jp/

（LC、武智正晴）
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６月の誕生人から一言・・・
山本　幸治 1946（昭和21年）₆月26日生
“青春とは”サミエル・ウルマンの詩を声に出し、強がっ

てはみるが、燃ゆる情熱も少しづつ萎んで来るのは否めな
い。しかし、理想だけは失いたくないなあ。意外と人生、
老いの坂からが、面白さがあるのかも�

二神　秀和 1956（昭和31年）₆月₇日生
昨年が還暦で、あっという間に₁年が経ちました。これ

からも仕事、趣味も奉仕活動も頑張って行きたいと思って
います。

皆様との出会いに感謝して、今年₁年も頑張って行きま
すので、宜しくお願いいたします。

山口　雄次 1963（昭和38年）₆月25日生
皆様のご指導、そして皆様のおかげによりまして、元気

で54歳を迎える事が出来ました。
55歳に向かって一歩一歩、また頑張っていきたいと思い

ます。

河本　圭仁 1967（昭和42年）₆月14日生
50の壁に突入�幹事としての大役が重く圧し掛かってい

ますが、仕事では得られない勉強ができることに感謝して
います。自分自身にとり、この月が人生の大きな節目とな
ることを自覚しています。充実したライオンズライフの中、
仕事に遊びに腹いっぱい楽しみたいと思っています。トラ
ンプ大統領と誕生日が同じですが、静かに頑張りますので、
よろしくお願いいたします。

上田　貞人 1963（昭和38年）₆月27日生
27日で、54歳になります。
野球→サラリーマン→市議会議員と色々な経験をさせて

もらいました。
スポーツを通して、大切な故郷松山を元気にしたいとこ

れからも頑張っていきたいと思います。
今後ともよろしくお願いいたします。

大政　大祐 1973（昭和48年）₆月16日生
₆月16日に44歳の誕生日を迎えます。
年々厳しくなっている飲食業界ですが、今年は勝負の年

だと思っています。
これからもどうかよろしくお願いいたします。

吉田　文彦 1939（昭和14年）₆月11日生
₆月壱拾壱日で78才になりました。年を重ねると１年た

つのが本当に速い。
最近、Ｌ広江の勧めで篆刻をはじめた。
喜寿を過ぎての手習いだがこれがなかなかむつかしい。

日本酒を毎日吞むこととだんだん下手になるゴルフの外に
ひとつすることが加わった今日この頃である。

木下　勝敏 1950（昭和25年）₆月₁日生
早いものであっという間に一年が過ぎてしまい、また今

年も元気に67回目の誕生日を迎えることができました。過
ぎ去ったすべてに感謝しつつこれからの一年の健康を祈り
ながら健康第一をモットーに一日一日を大事にして目の前
のひとつひとつに心を込めて頑張っていこうと思っていま
す。

今後ともよろしくご指導のほどお願いいたします。

坂本　　茂 1960（昭和35年）₆月25日生
早いもので松山中央ライオンズに入会させていただき、

10月で丸₃年が経とうとしております。
今月で57歳になります。最近は若い方が多く入会されて

いますが、当クラブでは、私の年が平均年齢になるそうです。
これからも皆様との出会いを大切にし、自分自身もさら

に磨きをかけたいと思います。今年も₁年どうぞよろしく
お願いいたします。

山之口智章 1965（昭和40年）₆月₃日生
おかげ様で₆月₃日、52歳となりました。
会員の皆様との更なる交流が深められることを期待して

おりましたが「ホテルJALシティ松山」と共に当地より去
ることとなりました。

JALシティ松山開業から17年間、私自身交代会員として
迎えて頂いてから₃年間、皆様には大変お世話になりまし
た。

松山中央ライオンズクラブ並びに会員の皆様の更なる御
発展と御健勝を心より祈念いたします。ありがとうござい
ました。

栗山　純造 1972（昭和47年）₆月29日生
壮年期（成人としてもっとも体力、気力が充実している

とされる年齢）といわれている44歳が終わり、中年期へと
突入しました�人間として成熟しなければならない年齢に
なったと思っています。中央ライオンズに入会させていた
だいて₄年です。まだまだ未熟ではありますが、このライ
オンズでの交流や経験を活かし、中年期を突破したいと思
います�

本宮　　薫 1970（昭和45年）₆月20日生
入会してはや一年、誕生月が入会月です。
年々歳を重ねられる喜びと、年齢が増える恐怖がありま

すが、ライオンズの諸先輩と時間を共有できる楽しさを大
切に、今年一年頑張りますので、宜しくご指導賜りますよ
うにお願い申し上げます。
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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松浦、Ｌ中岡、Ｌ山田、Ｌ服部、Ｌ河本、Ｌ近藤、
　　　　　　　Ｌ新宮、Ｌ大西（安）、Ｌ伊藤（憲）、Ｌ永野（通）、Ｌ宮川、Ｌ伊藤（英）、Ｌ和泉、L太
　　　　（オブザーバー）Ｌ早川、Ｌ池田、Ｌ武智（正）、Ｌ喜井、大西（千）、伊藤（幸）

〈会次第〉
₁．開会宣言
₂．出欠調査
　　　≫22名中18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．会計報告（₅月分収支明細表）【Ｐ₄－Ｐ₈】
　　　≫中岡会計より報告
₆．審議事項
　⑴　スポーツ例会決算書（案）について【Ｐ₉－Ｐ12】 ………………………………… 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　お遍路さんへの「お接待」決算書（案）について【Ｐ13－Ｐ16】 …………………… 社会福祉委員会
　　　≫喜井社会福祉委員長に代わって松浦幹事より説明……………………………… 【審議】→【承認】
　⑶　献血活動記念品決算書（案）について【Ｐ17－Ｐ19】 ……………………………………… 保健委員会
　　　≫大西保健委員長に代わって松浦幹事より説明…………………………………… 【審議】→【承認】

　⑷　第43回松山市少年剣道錬成大会予算書（案）について【Ｐ20－Ｐ21】 …………… 青少年育成委員会
　　　≫伊藤青少年育成委員長に代わって松浦幹事より説明…………………………… 【審議】→【承認】
　⑸　2017-2018年度ライフジャケット贈呈事業説明会について
　　　　■日　時：2017年₇月₉日㈰　₉：30～12：00
　　　　■場　所：いよてつ会館₃階ロビンルーム
　　　　■登録料：＠2,000円×₂名（Ｌ原瀬、Ｌ藤本）＝4,000円
　　　≫松浦幹事に代わって森会長より説明……………………………………………… 【審議】→【承認】
　⑹　55周年事業積立金について
　　　≫中岡会計より説明、森会長の補足………………………………………………… 【審議】→【承認】
　⑺　その他
₇．報告事項
　　1　第20回ライオンズクラブ国際協会336－Ａ地区献血推進研究会について【Ｐ22】
　　　　■日　時：₆月20日㈫　研究会16：00～17：00　
　　　　■場　所：いよてつ会館
　　　　　　　　　【ご案内者】Ｌ原瀬忠広　　Ｌ藤本雅弘
　　　　≫松浦幹事より報告
　　2　ホテルＪＡＬシティ松山運営業務終了及び運営会社変更について【Ｐ23】
　　　　≫松浦幹事より報告
　　3　久万ライオンズクラブ解散について【Ｐ24】
　　　　≫松浦幹事より報告
　　4　第17回全国障害者スポーツ大会開会式・閉会式招待について【Ｐ25－Ｐ28】
　　　　≫松浦幹事より報告
₈．閉会

■第12回理事会 ● 2０17年₆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．新会員入会式
　　久米正信様　　井澤剛一様　　堀田　学様　　濱田聖子様
　⑴　新会員・スポンサー前へ
　　　⇒久米正信さん　　井澤剛一さん　　堀田　学さん　　濱田聖子さん
　　　藤本雅弘さん、大西千恵春さん、伊藤幸満さん、大西安子さん壇上へ
　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」
　　　⇒久米正信さん　　井澤剛一さん　　堀田　学さん　　濱田聖子さんよりライオンズの誓い
　⑸　スポンサーの宣誓
　　　⇒藤本雅弘さん、大西千恵春さん、伊藤幸満さん、大西安子さんスポンサーの宣誓、後に降壇
　⑹　新会員あいさつ
　　　⇒久米正信さん　　井澤剛一さん　　堀田　学さん　　濱田聖子さんより挨拶
　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
　　　久米正信さん教育国際委員会　　井澤剛一さん市民公衆委員会
　　　堀田　学さん社会福祉委員会　　濱田聖子さん保健委員会に任命　　後に降壇
₆．銀婚式御祝　　Ｌ久米正信
　　　⇒久米正信さんのあいさつ
₇．幹事報告　
　　1　夏期略装期間のお知らせ（₅月第₁例会～10月第₂例会）
　　　　（₈月理事会承認済、₈月第一例会承認済）　　　　　
　　　　⇒松浦幹事より報告
₈．食事
₉．内部卓話　　Ｌ米田衣美子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　⇒米田衣美子さんより卓話
　　　⇒遠征ゴルフ委員会での優勝者の高橋孝子さんより挨拶、森会長より会長賞授与
10．委員会報告
　　1　委員会日程・場所変更について　
　　　　₆月₉日㈮　⇨　₆月16日㈮　お別れゴルフコンペ　エリエールゴルフクラブ…… 保健委員会
　　　　₆月12日㈪　⇨　₆月23日㈮　24日㈯　お別れ旅行　岡山／倉敷…………… 青少年育成委員会
　　　　₆月16日㈮「アイアングリル」⇨「スローライフOffice」に場所変更 ………… 社会福祉委員会
　　　　₆月20日㈫「笠組」⇨「あやとり」に場所変更………………………………… 計画・出席委員会
　　2　合同委員会について
　　　　₆月24日㈯　アサヒビール園伊予西条店… 財務／ＰＲ・ＩＴ／教育・国際／市民・公衆委員会
　　　　⇒委員会報告を併せて松浦幹事より報告
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（₆月）Ｌ木下（₁日）、Ｌ山之口（₃日）、Ｌ二神（₇日）、Ｌ吉田（11日）、Ｌ河本（14日）、
　　　　　　　　　Ｌ大政（16日）、Ｌ本宮（20日）、Ｌ山口（25日）、Ｌ坂本（25日）、Ｌ山本（幸）（26日）、
　　　　　　　　　Ｌ上田（27日）、Ｌ栗山（29日）
　　　⇒森会長より記念品授与、代表して山之口さんより挨拶
₆．銀婚式御祝　　Ｌ喜井茂雅
　　　⇒森会長より御祝授与、喜井さんより挨拶
₇．100周年記念会員増強賞　　Ｌ山田　哲
₈．キー賞受賞　　　　　　　　Ｌ山田　哲　　　　　　　　　　　　
　　　⇒併せて森会長より授与、山田テールツイスターより挨拶

₉．₁年間100％出席者の発表（下半期入会）
　　2016.₁.12 ～ 2016.12.27　　Ｌ山本（幸）、Ｌ伊藤（幸）
　　2016.₁.26 ～ 2017.₁.10　　Ｌ宮川、Ｌ松浦、Ｌ大西（千）、Ｌ太、Ｌ松岡
　　2016.₂.₉ ～ 2017.₂.28　　Ｌ山本（宗）、Ｌ盛重
　　2016.₂.23 ～ 2017.₂.14　　Ｌ喜井
　　2016.₃.22 ～ 2017.₃.14　　Ｌ続木、Ｌ稲森
　　2016.₄.12 ～ 2017.₃.28　　Ｌ原瀬、Ｌ大西（安）、Ｌ池田、Ｌ高橋（孝）、Ｌ木下
　　2016.₅.24 ～ 2017.₄.25　　Ｌ森（和）
　　2016.₆.28 ～ 2017.₆.13　　Ｌ中岡、Ｌ境、Ｌ新崎、Ｌ大西（知）
　　　⇒松浦幹事より報告、並びに拍手
　　　⇒村井さんのゴルフ委員会グランドチャンピオン商品授与並びに挨拶
10．審議事項　　　　　　　　　　　　
　⑴　スポーツ例会決算書（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　お遍路さんへの「お接待」決算書（案）について【Ｐ₄】 …………………………… 社会福祉委員会
　　　⇒喜井社会福祉委員長より説明……………………………………………………… 【審議】→【承認】
　⑶　献血活動記念品決算書（案）について【Ｐ₅】 ……………………………………………… 保健委員会
　　　⇒大西保健委員長より説明…………………………………………………………… 【審議】→【承認】
　⑷　第43回松山市少年剣道錬成大会予算書（案）について【Ｐ₆】 …………………… 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】
　⑸　2017-2018年度ライフジャケット贈呈事業説明会について【Ｐ₇】
　　　■日　時：2017年₇月₉日㈰　₉：30～12：00
　　　■場　所：いよてつ会館₃階ロビンルーム
　　　■登録料：＠2,000円×₂名（Ｌ原瀬、Ｌ藤本）＝4,000円
　　　⇒松浦幹事より説明…………………………………………………………………… 【審議】→【承認】
　⑹　55周年事業積立金について
　　　⇒松浦幹事より説明…………………………………………………………………… 【審議】→【承認】
　⑺　その他
11．報告事項　
　　1　第20回ライオンズクラブ国際協会336－Ａ地区献血推進研究会について【Ｐ₈】
　　　　■日　時　　６月20日㈫　研究会16：00～17：00　
　　　　■場　所　　いよてつ会館
　　　　　　　　　　【ご案内者】Ｌ原瀬忠広　　Ｌ藤本雅弘
　　　　⇒松浦幹事より報告
　　2　ホテルＪＡＬシティ松山運営業務終了及び運営会社変更について【Ｐ₉】
　　　　⇒松浦幹事より報告
　　3　久万ライオンズクラブ解散について【Ｐ10】
　　　　⇒松浦幹事より報告
　　4　第17回全国障害者スポーツ大会開会式・閉会式招待について【Ｐ11－Ｐ14】
　　　　⇒松浦幹事より報告
　　5　松山南ライオンズクラブ結成40周年記特別協賛「松山市民吹奏楽団第44回定期演奏会」のご案内
　　　　日時：₆月18日㈰　14時00分開演　　場所：市民会館大ホール
　　　　⇒松浦幹事より報告
　　6　６月27日㈫のお別れ例会は、ネクタイ着用でお願いします
　　　　⇒松浦幹事より報告
12．食事
13．委員会報告
　　1　まごころ箱下半期報告【Ｐ15】 ……………………………………………………… 社会福祉委員会
　　　　⇒喜井社会福祉委員長より報告
　　2　₅月献血活動結果…………………………………………………………………………… 保健委員会

実施年月日 実　施　場　所 献　血　者　数
平成29年₅月16日 愛媛大学 受付50名　400mL：41名　不採血₉名
平成29年₅月26日 松山大学 受付32名　400mL：29名　不採血₃名

　　3　₆月献血活動予定

実施日 実施時間 実施場所

平成29年₆月₆日㈫  12：00～14：00 ＤＣＭダイキ㈱本社　
（松山市美沢₁－₉－₁）

平成29年₆月28日㈬ 10：30～17：30
（休憩：13：00～14：00）

松山大学
（松山市文京町₄-₂）

平成29年₆月29日㈭ 13：00～18：00 愛媛大学　正面玄関横
（松山市道後樋又10－13）

　　　　⇒大西保健委員長より報告
14．テールツイスターの活躍　
　　　⇒山田テールツイスターの活躍
15．ファイン･ドネーションの報告
　　　⇒中岡会計より報告
16．出席率の報告
　　　⇒池田計画出席委員長より報告
17．閉会ゴング
18．‘また会う日まで’合唱
19．ローア

■第126０回例会

■第1261回例会

● 2０17年₅月23日㈫　12：15～13：15
● 於：ホテルＪＡＬシティ松山

● 2０17年₆月13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　700円　☆ドネーション　143,000円

◆ 平成29年₅月第₂例会
Ｌ森　　和幸　新入会の皆さんおめでとうございます。
Ｌ原瀬　忠広　₄名の新会員の皆様、入会おめでとうございます。
Ｌ小倉　圭二　新会員の皆様、入会おめでとうございます。
Ｌ山本　宗宏　久米さん、井澤さん、堀田さん、濱田さんようこそ松

山中央へ
Ｌ松浦　龍也　新入会員皆様どうぞよろしくお願い申し上げます。
Ｌ中岡　富茂　久米さん、井澤さん、堀田さん、濱田さんご入会あり

がとうございます。
Ｌ兵頭　好喜　新入会（久米、井澤、堀田、濱田）おめでとうござい

ます。
Ｌ大川　耕三　久米さん、井澤さん、堀田さん、濱田さんの入会を祝

して
Ｌ山本　幸治　新会員の皆様入会おめでとうございます。
Ｌ丹下　靖憲　入会の皆様おめでとうございます。
Ｌ服部　　勲　新入会の皆さん入会おめでとうございます。遠征ゴル

フで初日優勝しました。ちなみに二日目は最下位でし
た。

Ｌ早川　義仲　₄名の方々、新会員おめでとうございます。
Ｌ近藤　　猛　久米さん、井澤さん、堀田さん、濱田さんご入会おめ

でとうございます。
Ｌ大宿　有三　久米様、銀婚式おめでとうございます。
Ｌ太　　亨哲　入会おめでとうございます。
Ｌ和泉　光浩　ゴルフ遠征お疲れ様でした。新入会員のみなさんおめ

でとうございます。
Ｌ高山　正志　ゴールまじかの森丸に�
Ｌ山田　　哲　米田さん卓話ありがとうございます。
Ｌ盛重　泰輔　久米さん、井澤さん、堀田さん、濱田さんご入会おめ

でとうございます。
Ｌ池田　博英　入会おめでとうございます。
Ｌ河本　圭仁　かぜぎみで・・・早く治りますように�
Ｌ宮川　晶子　久米さん、井澤さん、堀田さん、濱田さんご入会おめ

でとうございます。頑張って下さい。
Ｌ大西　安子　久米さん、井澤さん、堀田さん、濱田さんご入会おめで

とうございます。ようこそ花の中央へ�米田さん、卓
話感動しました。泣けます。ありがとうございました。
先日のゴルフ熊本遠征お疲れさまでした。僭越ながら
ハンディ41を頂き準優勝と馬券も頂きました。

Ｌ武智　正晴　久米さん、井澤さん、堀田さん、濱田さんご入会おめ
でとうございます。

Ｌ境　　俊之　若葉香る好季節、₄名の新入会の皆さまおめでとうご
ざいます。

Ｌ木下　勝敏　ご入会の皆さまおめでとうございます。
Ｌ両田　　晃　新会員の皆さん、入会おめでとうございます。
Ｌ藤本　雅弘　久米さん、井澤さん、堀田さん、濱田さんご入会おめ

でとうございます。
Ｌ大西　知人　新入会おめでとうございます。
Ｌ小森谷ケララ　明日からゴルフの練習を再開します。
Ｌ菅野　直也　新入会員の皆様、これからよろしくお願いします。
Ｌ大西千恵春　井澤さん入会おめでとうございます。お待ちしており

ました。
Ｌ永野　通夫　新会員の皆様入会おめでとうございます。
Ｌ佐伯　裕子　新入会員のみな様おめでとうございます。
Ｌ濱田　聖子　本日入会させて頂きました。
Ｌ田村　美恵　新会員の皆様、入会おめでとうございます。
Ｌ土井　晴彦　新入会員の皆様、おめでとうございます。
Ｌ堀田　　学　入会しました。
Ｌ喜井　茂雅　熊本カントリー、ゴルフ遠征で森会長からの当日賞を

頂きました。
Ｌ冨士原　裕　新宮さんおめでとうございます。
Ｌ伊賀上竜也　新入会員の皆さんおめでとうございます。
Ｌ加藤　定伸　入会おめでとうございます。
Ｌ久米　正信　新入会員、銀婚式お祝ありがとうございます。
Ｌ新宮　幸孝　ゴルフ遠征おつかれ様でした。馬が馬が（涙）
Ｌ村井　　剛　久米様銀婚式おめでとうございます。
Ｌ新崎　　勉　あっという間に初夏の様相を呈して来ました。健康管

理に気を付けましょう。
Ｌ山之口智章　久米さん、井澤さん、堀田さん、濱田さんご入会おめ

でとうございます。
Ｌ米田衣美子　今日は、初めてのスピーチ頑張ります。
Ｌ井澤　剛一　入会ありがとうございます。
Ｌ高橋　孝子　遠征で優勝しました。ありがとうございます。
Ｌ松岡　俊幸　久米様、井澤様、堀田様、濱田様ご入会おめでとうご

ざいます。これからよろしくお願いします。
Ｌ伊藤　幸満　新会員入会おめでとうございます。
Ｌ吉田　文彦　たくさんの新入会員大歓迎
Ｌ廣江　和男　久米・井澤・堀田・濱田さんに入会を祝って�
Ｌ伊藤　　渉　堀田　学さん入会おめでとうございます。
Ｌ森田のり子　新会員の堀田さん濱田さんおめでとうございます。
Ｌ佃　　浩三　久米正信、井澤剛一、堀田　学、濱田聖子様ご入会お

めでとうございます。
Ｌ韓　　雪峰　新入会員ご入会おめでとうございます。

☆出席率　83％　☆ファイン　1,100円　☆ドネーション　173,000円

◆ 平成29年₆月第₁例会
Ｌ森　　和幸　喜井さん銀婚式おめでとう
Ｌ原瀬　忠広　喜井さんおめでとう
Ｌ小倉　圭二　喜井さん、山田さんおめでとうございます。
Ｌ山本　宗宏　村井君グランドチャンピオンおめでとう�
Ｌ松浦　龍也　₆月誕生日の人おめでとうございます。
Ｌ中岡　富茂　喜井さん銀婚式おめでとうございます。
Ｌ大川　耕三　喜井さん銀婚式を祝って
Ｌ山本　幸治　梅雨に入りました。体調管理の気を付けましょう
Ｌ兵頭　好喜　₆月生まれの皆さん、喜井さん銀婚式、山田さんキー

賞と100周年おめでとうございます。
Ｌ丹下　靖憲　銀婚式喜井さんおめでとう。山田さん増強ありがとう。
Ｌ佐々木　勲　₆月のゴルフ委員会で二神さんから贈呈されたクラウ

ンのゴルフバックがあたりました。一生大切に使わせ
て頂きます。ちなみに私の車は日産です。日産の車に
クラウンのゴルフバックが乗ります。わらってやって
下さい。

Ｌ早川　義仲　喜井さん、山田さん受賞おめでとうございます。
Ｌ和泉　光浩　村井さんグランドチャンピオン
Ｌ宮川　晶子　ちょっと早いけど、山田テールツイスター₁年間ご苦

労様でした。
Ｌ大西　安子　₆月お誕生月の皆様おめでとうございます。山田さん

（キー賞受賞）喜井さん銀婚式おめでとうございます。
Ｌ太　　亨哲　通常例会ラスト
Ｌ池田　博英　梅雨入りですね。
Ｌ山田　　哲　100周年会員増強賞ありがとうございました。
Ｌ盛重　泰輔　喜井さん銀婚式おめでとうございます。
Ｌ高山　正志　森会長無事に₁年にて
Ｌ木下　勝敏　₆月ゴルフ委員会優勝しました。
Ｌ橋本　和範　きいちゃん銀婚式おめでとう

Ｌ境　　俊之　梅雨入りも皆さんご自愛ください。
Ｌ武智　正晴　喜井さん銀婚式おめでとうございます。
Ｌ大西　知人　サッカーＷ杯予選、イラク戦応援しましょう。
Ｌ永野　通夫　喜井さん銀婚式おめでとうございます。
Ｌ小森谷ケララ　週末ゴルフがんばります。
Ｌ菅野　直也　喜井様銀婚式おめでとうございます。
Ｌ佐伯　裕子　山田さん₂つも賞の受賞おめでとうございます。
Ｌ大西千恵春　今月28日、29日で最後の献血です。みなさん御協力あ

りがとうございました。
Ｌ大政　大祐　もうすぐ誕生日です。
Ｌ伊賀上竜也　喜井さん銀婚式おめでとうございます。100％出席ご苦

労様です。
Ｌ伊藤　英樹　山田さんキー賞おめでとうございます。
Ｌ戸梶　直美　アカデミーへたくさんの方の御参加ありがとうござい

ました。
Ｌ井上　　光　₆月の誕生日の方おめでとうございます。
Ｌ喜井　茂雅　奥さんへ　祝銀婚式
Ｌ楠田　善久　喜井さん銀婚式おめでとうございます。
Ｌ本宮　　薫　幸せがいっぱいお誕生日です。ありがとうございます。
Ｌ村井　　剛　グランドチャンプになれました�皆様のおかげです。

本当に有難うございました。
Ｌ新崎　　勉　今月お誕生月をお迎えの皆様おめでとうございます。
Ｌ井澤　剛一　ゴルフ100切可能になった
Ｌ廣江　和男　梅雨入りしましたが、一雨欲しいです。
Ｌ伊藤　　渉　喜井さん銀婚式おめでとうございます。
Ｌ松岡　俊幸　₆月お誕生日の皆様おめでとうございます。
Ｌ片山　　一　ホテルＪＡＬシティ松山運営終了、誠にさみしい限りです。
Ｌ佃　　浩三　喜井茂雅様銀婚式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「盛重泰輔」さんです。
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ゴルフコンペ成績
高橋 孝子優勝者からひとこと

５/19㈮ 玉名カントリークラブ

　遠征ではいいスコアが出たことが無かったのですが、今回玉

名カントリークラブで優勝することができました。吉田大先輩

のアドバイスとゆるきゃら安ちゃんの癒

しで楽しくラウンドできた結果です。参

加した女子が優勝・準優勝で花を持た

せてくれたような…ステキなgentlemanの

皆様、ありがとうございました。

アクティビティーの解説アクティビティーの解説
「ありがとうメッセージハガキ」事業

　本事業は、小学校の生徒の皆さんに、葉書のやり取りを通して楽しみや喜びなどを伝える力や、コミュ
ニケーション力を育む力を付けて貰うことを目的としたもので、日ごろの感謝の気持ちを込めて身近な
人たちに「はがき」を送ってもらおうと、（昨年度実績では）、全12小学校を対象に暑中見舞い用はがき「か
もめ～る」3,600枚の贈呈を行っているもので、当クラブの継続事業として実施をして参りました。

昭和44年₇月₄日生まれの今年48歳になる年男です。

松山中央ライオンズに入会し、₁年半が経ちました。

今年からはもう少し積極的にゴルフも含めアクティビティ

等に参加できればと思っております。

趣味は野球で肩を壊してからプレーはほとんどしていませ

んが現在は監督として携わっています。いろいろな場面での

状況判断・選手起用等、常に勉強させてもらっています。

今後とも宜しくお願いいたします。


