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会長スローガン
2017年～2018年

『感動と共感、革新を継続しウィサーブ』
 さらなるステージへの挑戦

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）

■ 瓦漆喰
　（裏面に解説有）

■ 献血活動

ライオンズクラブ国際協会 336ｰA地区・1R－3Z
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会長就任挨拶

幹事就任挨拶

会計就任挨拶

「We Serve」われわれは奉仕する
●国際協会モットー

「新世紀・明日につなごう　奉仕の輪」
●336−A地区　ガバナーズ  スローガン

●ガバナーズ  キーワード

「初　心」

「感動と共感、革新を継続しウィサーブ」
さらなるステージへの挑戦

今年度、輝かしい歴史と伝統を誇る松山中央ライ
オンズクラブ54代会長を拝命し、その責任と使命の
重大さに身の引き締まる思いを致しております。歴
代会長はじめ会員の皆様の長きに渡る献身的な奉仕
活動へのご尽力に対し、心より感謝申し上げます。
森、前会長から引き継いだ「革新の精神」を継続す
るために、本年度のスローガンを「感動と共感、革
新を継続しウィサーブ」とさせていただきました。
アクティビティを通して会員一人ひとりが何をす
べきかの意思を持ち、行動し、感動を共感できるク
ラブ運営をしていきたいと思います。また、様々な

事業内容を見極め、改善、創造、行動力をもって、
「継続的」「長期的」な視点で捉えて、誰もが参加し
易い環境を整え、達成感ある「社会奉仕活動」の実
現を目指していき、さらなるステージへと挑戦し続
けていきたいと思います。今年度も奉仕の精神を胸
に、社会に明るい未来、明るい笑顔のために私たち
が出来ることをクラブ会員が共に創造し、真摯に活
動していきたいと考えております。
ライオンズクラブのモットーであり、国際会長の
テーマでもある「ウィ・サーブ」の精神を持って、こ
の一年間を全うしたいと思いますので、何卒、皆様
の温かいお力添えを重ねてお願い申し上げ、会長就
任のご挨拶とさせていただきます。

原　瀬　忠　広第54代会長

この度は、原瀬会長の元、会計の大役をさせて頂
くことになりました、早川です。
力不足とは思いますが、一年間宜しくお願い致し
ます。
先日、引継ぎの監査があり、通帳と銀行印を渡さ
れ、責任の重みを感じております。
又、預金残高の額を見ますと、我が松山中央ライ
オンズクラブの凄さ、100名を超える会員数の凄さに
驚いております。

今年度は、急遽、原瀬会長が引き受けて下さった
事で、歴史が刻まれました。
本当に微力ですが、河本幹事、永野テーマ、大西
テールツイスターと共に、一年間全力で原瀬会長を
支えて行く決意をしております。そして、全会員の皆
さんのご協力が無ければ運営は出来ませんので、尚
一層の皆さんのご協力で「ニッポンチャレンジ」原
瀬丸に風を送って下さい。
皆さん、一年間宜しくお願いします。

早　川　義　仲

ついに始まった�これが今の正直な気持ちです。
2002年に入会させていただいてから今まで、ずっと
中央ライオンズのメンバーに支えられてここまで来
ることができました。ただ、私自身この幹事という
大役のお話が来たとき、不安MAXではありました。
が、原瀬会長、早川会計、永野テーマ―、大西テー
ルツイスターを始めとする素晴らしい役員、委員長
が揃いました。これでは何の言い訳もできんぞ�っ
て感じでスタートラインに立ちました。そして、そ
こでスタートラインに立ってこそ見える景色に、気

付くことができました。とてもよく見えたもの、そ
れは、全メンバー一人ひとりの温かい心でした。歴
代の幹事が₁年間の大役を終えた後、ビールを最高
に旨そうに飲んでいたのを、今までずっと見てきま
した。七つの海の航海後に、皆で飲む酒の最高の味
を思い浮かべ、今、ちょっとニヤついています。ス
タートを切った今、もう一切不安はありません。今
からはワクワクするのみ�この一年間、どうか宜し
くお願い致します。

河　本　圭　仁2017～2018年度幹事

就　任　挨　拶



〒790-0056　松山市土居田町342-1
TEL 089-911-6121　FAX 089-911-6221

〒791-0054  松山市空港通３丁目９－31
TEL（089）972-2555　FAX（089）971-8270

（LC、高山正志）

（LC、仙波重樹）（LC、大西千恵春）

（LC、稲森和行）
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財務委員長就任挨拶

会員会則委員長就任挨拶

テールツイスター就任挨拶

ライオンテーマー就任挨拶
15年ぶりにテーマーに就任することとなりました。15年
前の役員は会長故盛重二郎さん、幹事森和幸さん、会計丹
下さん、テールツイスター故岡内さん、ＰＲ・ＩＴ委員長
が、会長の原瀬さんというメンバーでした。大変充実した
₁年間で楽しい思い出がたくさんあります。　
今年度は₂度目のテーマーとして、メンバーの皆様が待

ち遠しくなるような例会の準備、運営ができればいいな
あ、と思っています。少しでもクラブのお役に立てるよう
に会長、幹事を補佐しがんばります。どうぞよろしくお願
いいたします。

今年度テールツイスターの大役を仰せつかりました大西でござ
います。
錚々たる歴代の役員の方々には器も能力も劣るイレギュラーな

キャスティングの私ですが、この愛する松山中央ライオンズクラ
ブ会員相互の友好を深め、感動を共感できるような例会の演出家
になれるよう熱き心で挑みます。微力ですが全力で邁進する所存
でございます。

ドネーションは決して強制でも徴収でもありません。事業費と
いう各委員会のアクトに衣替えして、見知らぬ誰かの力になるか
も知れません。善意の目標として、もし皆様が例会後「いい時間
だった」と感じてお志しにご協力くだされば幸いです。112の風に
なってニッポンチャレンジしよう�
これからの一年間、皆様の温かいご力添えを心よりお願い申し

上げます。

今期原瀬会長の下で会員会則委員長を務めることにな
りました。₁年間よろしくお願いします。今期会員会則委
員会は、①新会員10名以上の増強、②新会員が早くクラブ
に馴染むための援助・共育、③内規の適切な運用と更なる
改善に取り組んでまいります。原瀬丸はニッポンチャレン
ジ号というヨットですが、ヨットは風がなければ動きませ

ん。原瀬会長がしっかり張った帆で風を受け止め快適な航
海ができますよう、私たち一人一人が大きな風を巻き起こ
そうではありませんか。委員長として、会員会則委員会が
クラブの要の委員会であるとの自覚をもち、ニッポンチャ
レンジ号をしっかり支えてまいります。₁年間のみなさま
のご協力をお願いいたします。

皆様こんにちは。この度原瀬会長のもと財務委員長を仰
せつかることになりました佐々木です。

恥ずかしながら、入会して早くも18年目になります。在
席年数は「充分」です。能力は「不充分」です。

やる気は「出来るだけ頑張ります」。前委員長の早川さ
んを見習って楽しい委員会にしたいと思います。

永　野　通　夫

大　西　安　子

大　川　耕　三

佐々木　　　勲



（LC、佐伯裕子）（LC、小倉圭二）

松山市千舟町7丁目12番地12 TEL 089-945-1231
FAX 089-941-5857

http://www.saiki-bm.com
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池　田　博　英

伊　藤　幸　満

喜　井　茂　雄

前　計画出席委員長

前　青少年育成委員長

前　社会福祉委員長

お 別 れ 例 会

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

第43回松山市少年剣道錬成大会

最高の委員会メンバーに恵まれたおかげで、大禍なく（？）ようやくゴールテープを切ることができました。
この一年間は、常に例会のことが頭の隅にありまして、段取りが上手くいかなかったり、企画がどんズベリしてい

る悪夢を見たりしました。
まだまだやれたかな、と思う部分も後悔として無くはありませんが・・・・
何より最後の最後まで、森会長には無理難題を押し付けてしまいましたが、さすがの持ち前のバイタリティでクリ
アしていただきました。
森会長、宮川さんのデュエットが素敵でしたね。皆さん本当にありがとうございました。

第43回松山市少年剣道錬成大会が愛媛県武道館にて₆月25日に開催され第三副会長山本さん、青少年育成委員会副
委員長の佃さんと共にメダルの贈呈に行って来ました。山本さんは挨拶のなかでお父さん、お母さん、先生、練習仲
間に感謝の思いをとの言葉を述べ、約300名の少年剣士は真剣な眼差しで聴き入りさすが日本の武道だなと感心いた
しました。

平成2９年₆月20日火曜日、愛媛県下の障害児・者がスポーツを通じて交流を行うこ
とにより、相互の連帯意識及び社会性を身に着けるとともに、一般社会の理解と認識
を高めることを目的に、愛媛県総合運動公園体育館にて愛媛県知的障害者福祉協会が
主催するレクリエーションバレーボール大会が開催されました。松山中央ライオンズ
クラブでは、小倉第二副会長が開会式に出席し、例年通り大会への後援をし、盾とメ
ダルの贈呈をしました。



（LC、小笠原英志） （LC、伊藤幸満）
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７月の誕生人から一言…
丹下　靖憲 1943（昭和18年）₇月20日生
74回目の誕生日を迎えます。
健康でいられる今、両親に感謝です�
あと少し₄～₅年はゴルフを楽しみ、エージシュートに

出会えたら最高�と同時に、ライオンズライフも楽しみな
がらと思っています。
後しばらくお付き合いの程宜しくお願いいたします。

片山　　一 1956（昭和31年）₇月25日生
松山中央ライオンズクラブの会員に加えていただき、早

や一年余り、ブラックサンタのいでたちで大街道を練り歩
いたり、ゴルフ委員会では、森前会長をはじめ、吉田先輩、
大川先輩の洗礼を受けたり、松山に転勤する前には想像し
ていなかった様々な経験をさせていただきました。
おそらく、新年度もさぞかし、にぎやかな一年となるこ

とでしょう。

盛重　泰輔 1969（昭和44年）₇月₄日生
今年で48歳になりました。妻の誕生日には娘₂人からプ
レゼントやら手紙やら贈られてたのに今年の私の誕生日に
は全く何もありませんでした。
家族例会のサプライズは何だったんだろうと一晩考え、
ラジオ人生相談にも思わず電話しそうになりました・・・
来年はおめでとうの一言でももらえるように今年からは
家族サービスに努めたいと思います。

島田　省吾 1929（昭和₄年）₇月₂日生
2017-1929（生）＝88歳になりました。
先日買った体重体組成計は、体重のほか体脂肪率、内臓
脂肪、体年齢などが表示されますが、体重計に乗ったとこ
ろ、体年齢が38歳と示され、予期せぬ数字に驚いたり、に
んまりしたり、、、、疑ってみたり、、、、
何はともあれ、老老であることを自覚して、周囲の方々
に迷惑をかけないように余生を送りたいと思います。

新崎　　勉 1947（昭和22年）₇月₄日生
いよいよ70歳、古稀を迎えました。幸いにも大した病を
得ることも無く健康に過ごして参りました。お陰様で「ご
隠居すれば」というお誘いを断り仕事に頑張っております
（何？頑張らざるを得ないのだろう�）。21世紀を迎え、ま
た、人生100年時代が目前に来ています。今後自己管理を
行き届かせ、残された30年をどう生きるかと考えたとき、
まだまだ色々と楽しみ、究明（？）しなければならないこと
が沢山残っています。皆様これまで本当にありがとうござ
いました。今後ともどうかよろしくお願い致します。

喜井　茂雅 1965（昭和40年）₇月₆日生
今年も無事年を重ねることができました。結婚して25年、
一番末っ子が二十歳（成人）、私にとっては節目の年であり
ます。52歳、あと何年この世に居させていただけるのか？
人生のイベントはまだまだ続きがあります。子供の就職・
結婚・出産、還暦・喜寿・米寿・卒寿、金婚式など、一つ
でも多くのイベントを経験したいと思っています。今後と
もよろしくお願いいたします。

伊藤　幸満 1967（昭和42年）₇月26日生
松山中央ライオンズクラブに入会して早くも10年になり

ました。色んな職業の方々と知り合うことができ友達も増
えました。今年で50歳になり歳を感じますが、まだまだ未
熟者だと皆さんと接して痛感します。今期からゴルフ委員
会に₈年ぶりに入会しますが、お手柔らかにお願いします。

濱田　聖子 1974（昭和49年）₇月₃日生
松山中央ライオンズクラブの一員にさせていただき、初

めての誕生日を迎えました。
40代に突入し、年々早く感じる時の移り変わりに、また

誕生日が来たのか�と、若いスタッフを見てうらやましい
と思うこともありますが、私は私なりに、これからも楽し
く、たくましく、自由な発想で、また多くの人とのご縁を
大切に、人生を楽しんでいきたいと思っております。
今後ともよろしくお願いいたします。

平成2９年₆月１3日、松山空港ビル、松山全日空ホテル、ホテルＪＡＬシ
ティー松山、子規堂、一興（立花店・砥部店・久万の台店）、笠組のご協力
により、当松山中央ライオンズクラブが常設させていただいている「まご
ころ箱」の下半期集金分を松山市社会福祉協議会へ寄付するために、当ク
ラブ森会長が愛媛新聞社へ赴き贈呈させていただきました。

喜　井　茂　雄前　社会福祉委員長まごころ箱募金活動
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理 事 会 だ よ り

例 会 だ よ り

出席者（役員）Ｌ原瀬、Ｌ森（和）、Ｌ小倉、Ｌ山本（宗）、Ｌ近藤、Ｌ河本、Ｌ早川、Ｌ永野、Ｌ大西（安）、Ｌ大川、Ｌ吉田、
　　　　　　　Ｌ兵頭、Ｌ宮川、Ｌ村上、Ｌ伊藤（英）、Ｌ和泉、Ｌ山本（幸）、Ｌ松浦、Ｌ池田、Ｌ久保、Ｌ境、Ｌ武智（正）
　　　　（オブザーバー）Ｌ稲森、Ｌ橋本、Ｌ森（浩）、Ｌ藤本、Ｌ佃

₁．開会宣言
₂．出欠調査　≫役員22人全員の出席を確認
₃．会長あいさつ
₄．前回準備理事会議事録の確認【Ｐ₃－Ｐ₅】
₅．理事会の任務について【Ｐ₆－Ｐ₇】
₆．審議事項
　　　準備理事会の仮承認事項の本審議
　⑴　2017－2018年度方針（スローガン）について【Ｐ₈－Ｐ24】
　　　≫原瀬会長より報告…………………………………………………………………………………… <審議>→<承認>
　⑵　委員会構成について【Ｐ25－Ｐ27】≫河本幹事より報告………………………… <審議>→<一部訂正して承認>
　⑶　財務委員会に対する指示について　≫河本幹事より報告………………………………………… <審議>→<承認>
　　①　会費納入時期及び金額について
　　　　　　前　期：78,000円
　　　　　　後　期：77,000円
　　②　取引銀行について→阿波銀行・伊予銀行・愛媛銀行
　⑷　年会費の配分について　≫河本幹事より報告……………………………………………………… <審議>→<承認>
　　　　　　運営費：83,000円
　　　　　　会食費：72,000円
　⑸　予算書（案）について【別紙】　≫早川会計より報告………………………………………………… <審議>→<承認>
　⑹　₁Ｒ－ＹＣＥ・ライオンズレオ・国際関係委員（Ｌ森和幸）予算について　270,000円
　　　≫森前会長より報告…………………………………………………………………………………… <審議>→<承認>
　⑺　例会の日時、場所決定について【Ｐ28】　≫河本幹事より報告…………………………………… <審議>→<承認>
　　①　場所について
　　　　特別例会を除いて、『ホテルマイステイズ松山』とする。
　　②　ナイター例会について
　　　　次の例会をナイター例会（18：00又は18：30～…21：00）とする。
　　　　【家族例会】　　₉月26日㈫　【創立記念例会】　　　　11月28日㈫
　　　　【新年例会】　　₁月₉日㈫　【₁Ｒ－₃Ｚ合同例会】₂月16日㈮
　　　　【お別れ例会】₆月26日㈫
　⑻　理事会の日時、場所決定について【Ｐ29】　≫河本幹事より報告………………………………… <審議>→<承認>
　　①　日時について　₁月₁日㈪を₁月₅日㈮に変更
　　②　場所について　例外を除いて従来通り、『松山全日空ホテル』とする。
　⑼　理事会後の懇親会について　≫河本幹事より報告………………………………………………… <審議>→<承認>
　　　₃ヵ月に一度程度会食を行うこととする。　会費：5,000円

　⑽　事務局員給与支給について　≫河本幹事より報告………………………………………………… <審議>→<承認>
　　　当面従来通りとするが、地区委員関連用業務等の増加が予想されるため、勤務の実態を見ながら対応をする。
　⑾　名刺作成について　≫河本幹事より報告…………………………………………………………… <審議>→<承認>
　　　会長、前会長、第₁副会長、第₂副会長、第₃副会長、幹事、会計、会員委員長、
　　　計画･出席委員長、ＭＣ・ＩＴ委員長、事業委員長₅名
　　　名刺台紙12箱（₁箱100枚）×＠1,620円＝19,840円
　　　名刺印刷合計1200枚×＠22.09＝26,500円×消費税₈％＝28,620円
　　　☆詳細：名刺印刷（会　長　150枚）×₁名＝150枚
　　　　　　　名刺印刷（各役員　100枚）×₇名＝700枚
　　　　　　　名刺印刷（各委員長　50枚）×₇名＝350枚　合計48,460円

　⑿　会員交流委員会について（年₂回開催予定）　≫兵頭委員長より報告…………………………… <審議>→<承認>
　⒀　愛媛アイバンク賛助会費　₁口10,000円【Ｐ31】　≫河本幹事より報告… ……………………… <審議>→<承認>
　⒁　松山市青少年育成市民会議会費について　正会員会費：10,000円【Ｐ32】
　　　≫河本幹事より報告…………………………………………………………………………………… <審議>→<承認>
　⒂　ライオンズ手帳表紙変更について　≫河本幹事より報告………………………………………… <審議>→<承認>
　⒃　「ダメ。ゼッタイ」国連支援募金運動への協力について【Ｐ33－Ｐ34】
　　　例年通り、例会時に保健委員会メンバーが募金を集める（₁人500円目安）
　　　≫河本幹事より報告…………………………………………………………………………………… <審議>→<承認>
　⒄　2017-2018年度国際会長のテーマ・336-Ａ地区ガバナースローガン・会長スローガン懸垂幕制作について
　　　3,000円×₃枚＋消費税720円＝9,720円　≫河本幹事より報告……………………………………… <審議>→<承認>
　⒅　2017-2018年度「ありがとうメッセージ」企画予算書（案）について【Ｐ35－Ｐ37】……………………教育・国際委員会
　　　≫河本幹事より報告…………………………………………………………………………………… <審議>→<承認>
　⒆　第30回「国際平和ポスター」企画予算書（案）について【Ｐ38－Ｐ39】……………………………教育・国際委員会
　　　≫河本幹事より報告…………………………………………………………………………………… <審議>→<承認>
　⒇　第15回愛媛県小・中学生ゴルフ大会予算書（案）について【Ｐ40－Ｐ41】…………………………青少年育成委員会
　　　≫佃委員長より報告…………………………………………………………………………………… <審議>→<承認>
　�　₂月第二例会日の変更について　≫河本幹事より報告…………………………………………… <審議>→<承認>
　　　■第二例会2018年₂月27日㈫→…2018年₂月16日㈮　₁Ｒ－₃Ｚ合同例会とする。
　�　小児糖尿病対策への支援事業について【Ｐ42】　≫原瀬会長より報告…………………………… <審議>→<承認>
　�　「オーレカップＵ-12」の後援について　≫和泉委員長より報告………………………………… <審議>→<承認>
　�　₁Ｒ運営資金納入について【Ｐ43】　≫河本幹事より報告………………………………………… <審議>→<承認>
　　　＠100円×12ヶ月×112名（会員数）＝134,400円（2017/₇/…₁現在）
₆．その他　≫河本幹事より報告
　　1　₁Ｒ－₃Ｚ　ＲＣ・ＺＣ例会訪問予定について　≫河本幹事より報告
　　　　日程第一希望：８月第二例会（₈月22日㈫）
　　　　第二希望：₈月第一例会（₈月₈日㈫）
　　2　ライオンズクラブ国際協会336-Ａ地区　₁Ｒ地区役員・委員一覧・₁Ｒクラブ三役一覧【Ｐ44】
₇．閉会

■第₁回理事会 ● ２０１7年₇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ヒム斉唱
₄．会長あいさつ
　　　⇒森会長より挨拶
₅．2016-2017年度　年次報告【Ｐ₂－Ｐ₅】
　　　⇒森会長より報告
　　　⇒松浦幹事より稲森計画出席副委員長へ司会交代
₆．会長アワードの贈呈
　　☆₁年間例会純出席100％賞　35名
　　　Ｌ池田、Ｌ石居、Ｌ和泉、Ｌ伊藤（憲）、Ｌ稲森、Ｌ大川、Ｌ大西（千）、Ｌ大西（知）、Ｌ大西（安）、Ｌ小倉、
　　　Ｌ河本、Ｌ加地、Ｌ木下、Ｌ境、Ｌ坂本、Ｌ佐々木、Ｌ島田、Ｌ太、Ｌ高橋（孝）、Ｌ丹下、Ｌ戸梶、Ｌ冨永、Ｌ中岡、
　　　Ｌ永野（通）、Ｌ新崎、Ｌ服部、Ｌ早川、Ｌ兵頭、Ｌ廣江、Ｌ松浦、Ｌ松岡、Ｌ宮川、Ｌ森（和）、Ｌ山本（宗）、
　　　Ｌ吉田　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（アイウエオ順）
　　　⇒森会長より記念品授与、代表して松岡さんより一言
₇．ガバナーズアワード個人表彰　
　1　会員優秀賞（在籍50年以上）　
　　　Ｌ島田省吾　Ｌ吉田文彦
　　　⇒森会長より記念品授与、島田さん、吉田さんより一言
　2　若獅子賞（本年度40歳未満で入会）　
　　　Ｌ村井　剛　Ｌ伊藤　渉　Ｌ小森谷ケララ　Ｌ田村美恵
　　　⇒森会長より記念品授与、代表して小森谷さんより一言
₈．役員交代引継行事
　①　役員のあいさつ…………………………………………………………………………………会員委員長　Ｌ服部　勲
　　　⇒服部会員委員長より挨拶
　②　現役員に対し謝辞………………………………………………………………………………第一副会長　Ｌ原瀬忠広
　　　⇒原瀬第一副会長より現役員への謝辞
　③　五役バッジ引継、記念品贈呈……………………………………………………………………………………新旧役員
　　　⇒新旧五役が壇上にて旧より新へバッチ引継、新より旧へ記念品贈呈
　④　役員記念品贈呈……………………………………………………………………………………………………退任理事
　　　⇒森会長より退任理事へ記念品贈呈、代表して伊藤憲司さんより一言
　⑤　委員長記念品贈呈………………………………………………………………………………………………退任委員長
　　　⇒森会長より退任委員長へ記念品贈呈、代表して武智PRIT委員長より一言
₉．ファイン・ドネーションの報告
　　　⇒中岡会計より報告（懇親会中に発表）
10．出席率の報告
　　　⇒池田計画出席委員長より報告
11．閉会ゴング
12．ゴング、クラブ旗引継
　　　⇒森会長、松浦幹事と原瀬第一副会長、河本次期幹事によるゴング及びクラブ旗引継式

₁．開会ゴング　≫原瀬会長
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．会長就任あいさつ　≫原瀬会長より挨拶
₅．五役及び委員長紹介並びに新委員長代表あいさつ　≫代表して大川会員会則委員長より挨拶
₆．審議事項
　⑴　₆月第二例会（お別れ例会）決算書（案）について
　　　≫池田前計画委員長より報告………………………………………………………………………… <審議>→<承認>
　⑵　第43回松山市少年剣道練成大会決算書（案）について
　　　≫伊藤幸満前青少年育成委員長より報告…………………………………………………………… <審議>→<承認>
　⑶　「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」決算書（案）について
　　　≫喜井前社会福祉委員長より報告…………………………………………………………………… <審議>→<承認>
　⑷　前年度決算および監査報告　
　　　≫中岡前会計より説明、富永前会計監査より監査報告…………………………………………… <審議>→<承認>
　⑸　2017－2018年度方針（スローガン）について
　　　≫原瀬会長より説明…………………………………………………………………………………… <審議>→<承認>
　⑹　委員会構成について　≫河本幹事より報告………………………………………………………… <審議>→<承認>
　⑺　財務委員会に対する指示について　≫河本幹事より報告………………………………………… <審議>→<承認>
　　①　会費納入時期及び金額について
　　　　　　前　期：78,000円
　　　　　　後　期：77,000円
　　②　取引銀行について→阿波銀行・伊予銀行・愛媛銀行
　⑻　年会費の配分について　≫河本幹事より報告……………………………………………………… <審議>→<承認>
　　　　　　運営費：83,000円
　　　　　　会食費：72,000円
　⑼　予算書（案）について　≫早川会計より説明　第₂例会での審議とする

　⑽　₁Ｒ－ＹＣＥ・ライオンズレオ・国際関係委員（Ｌ森和幸）予算について　270,000円
　　　≫河本幹事より報告…………………………………………………………………………………… <審議>→<承認>
　⑾　例会の日時、場所決定について　≫河本幹事より報告…………………………………………… <審議>→<承認>
　　①　場所について
　　　　特別例会を除いて、『ホテルマイステイズ松山』とする。
　　②　ナイター例会について
　　　　次の例会をナイター例会（18：00又は18：30～…21：00）とする。
　　　　【家族例会】　　₉月26日㈫　【創立記念例会】　　　　11月28日㈫
　　　　【新年例会】　　₁月₉日㈫　【₁Ｒ－₃Ｚ合同例会】₂月16日㈮
　　　　【お別れ例会】₆月26日㈫
　⑿　理事会の日時、場所決定について　≫河本幹事より報告………………………………………… <審議>→<承認>
　　①　日時について　₁月₁日㈪を₁月₅日㈮に変更
　　②　場所について　例外を除いて従来通り、『松山全日空ホテル』とする。
　⒀　理事会後の懇親会について　≫河本幹事より報告………………………………………………… <審議>→<承認>
　　　₃ヵ月に一度程度会食を行うこととする。　会費：5,000円
　⒁　事務局員給与支給について　≫河本幹事より報告………………………………………………… <審議>→<承認>
　　　当面従来通りとするが、地区委員関連用業務等の増加が予想されるため、勤務の実態を見ながら対応をする。
　⒂　名刺作成について　≫河本幹事より報告…………………………………………………………… <審議>→<承認>
　　　会長、前会長、第₁副会長、第₂副会長、第₃副会長、幹事、会計、会員委員長、
　　　計画･出席委員長、ＭＣ・ＩＴ委員長、事業委員長₅名
　　　名刺台紙12箱（₁箱100枚）×＠1,620円＝19,840円
　　　名刺印刷合計1200枚×＠22.09＝26,500円×消費税₈％＝28,620円
　　　☆詳細：名刺印刷（会　長　150枚）×₁名＝150枚
　　　　　　　名刺印刷（各役員　100枚）×₇名＝700枚
　　　　　　　名刺印刷（各委員長　50枚）×₇名＝350枚　合計48,460円

　⒃　会員交流委員会について（年₂回開催予定）　≫兵頭委員長より説明…………………………… <審議>→<承認>
　⒄　愛媛アイバンク賛助会費　₁口10,000円　≫河本幹事より報告…………………………………… <審議>→<承認>
　⒅　松山市青少年育成市民会議会費について　正会員会費：10,000円
　　　≫河本幹事より報告…………………………………………………………………………………… <審議>→<承認>
　⒆　ライオンズ手帳表紙変更について　≫河本幹事より報告………………………………………… <審議>→<承認>
　⒇　「ダメ。ゼッタイ」国連支援募金運動への協力について　≫河本幹事より報告………………… <審議>→<承認>
　　　例年通り、例会時に保健委員会メンバーが募金を集める（₁人500円目安）
　�　2017-2018年度国際会長のテーマ・336-Ａ地区ガバナースローガン・会長スローガン懸垂幕制作について
　　　3,000円×₃枚＋消費税720円＝9,720円　
　　　≫河本幹事より報告…………………………………………………………………………………… <審議>→<承認>
　�　2017-2018年度「ありがとうメッセージ」企画予算書（案）について
　　　≫伊賀上教育国際委員長より報告…………………………………………………………………… <審議>→<承認>
　�　第30回「国際平和ポスター」企画予算書（案）について　
　　　≫伊賀上教育国際委員長より報告…………………………………………………………………… <審議>→<承認>
　�　第15回愛媛県小・中学生ゴルフ大会予算書（案）について
　　　≫佃青少年育成委員長より報告……………………………………………………………………… <審議>→<承認>
　�　₂月第二例会日の変更について　≫河本幹事より報告…………………………………………… <審議>→<承認>
　　　■第二例会2018年₂月27日㈫→…2018年₂月16日㈮　₁Ｒ－₃Ｚ合同例会とする。
　�　小児糖尿病対策への支援事業について　≫原瀬会長より報告…………………………………… <審議>→<承認>
　�　「オーレカップＵ-12」の後援について　≫河本幹事より報告…………………………………… <審議>→<承認>
　�　₁Ｒ運営資金納入について　≫河本幹事より報告………………………………………………… <審議>→<承認>
　　　＠100円×12ヶ月×112名（会員数）＝134,400円（2017/₇/₁現在）
₇．食事
₈．幹事報告　≫河本幹事より報告
　⑴　₁Ｒ－₃Ｚ　ＲＣ・ＺＣ例会訪問予定について　
　　　　　日程第一希望：₈月第二例会（₈月22日㈫）
　　　　　　　第二希望：₈月第一例会（₈月₈日㈫）
　⑵　ライオンズクラブ国際協会336-Ａ地区　₁Ｒ地区役員・委員一覧・₁Ｒクラブ三役一覧【Ｐ29】
₉．委員会報告
　　1　₇月献血活動予定　≫藤本保健委員長より報告　

実施日 実施時間 実施場所

平成29年₇月₅日㈬ 10：30～13：00
14：00～18：00

愛媛大学
場所：愛媛大学　大学会館前

（松山市文京町₃）

平成29年₇月13日㈭ 10：30～13：00
14：00～17：30

松山大学
場所：₈号館西側共同練習場
（松山市文京町₄－₂）

　　2　委員会日程場所変更について　≫佃青少年育成委員長より報告
　　　　・₇月10日㈪　アイアングリル⇒…₇月21日㈮　「松ちゃん」に変更……………………………青少年育成委員会
10．テールツイスターの活躍　≫大西安子テールツイスター
１1．ファイン・ドネーションの報告　≫初回のため今回の発表はない。
12．出席率の報告　≫稲盛計画委員長
13．閉会ゴング
14．‘また会う日まで’合唱
15．ローア　≫永野テーマー

■第１２6２回例会

■第１２63回例会

● ２０１7年₆月２7日㈫　１8：3０～
● 於：ホテルＪＡＬシティ松山

● ２０１7年₇月１１日㈫　１２：１5～１3：１5
● 於：ホテルマイステイズ松山
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わ け あ り ド ネ ー シ ョ ン
◆ 平成２9年₆月第₂例会
Ｌ森　　和幸　一年間大変お世話になりありがとうございました。心より感謝申し上げ

ます。
Ｌ原瀬　忠広　森さん一年間お疲れ様でした。次年度は御指導の程宜しくお願いします。
Ｌ小倉　圭二　森会長、役員の皆様おつかれ様でした。
Ｌ山本　宗宏　森内閣の皆さん本当にお疲れ様でした。
Ｌ松浦　龍也　皆様本年度一年間大変お世話になりました。ありがとうございました。次

年度原瀬会長頑張って下さい。
Ｌ中岡　富茂　₁年間お世話になりました。
Ｌ山本　幸治　森会長お疲れ様でした。
Ｌ島田　省吾　森会長さんをはじめ役員の皆様ご苦労さまでした。
Ｌ丹下　靖憲　森丸一年間ご苦労様でした。
Ｌ服部　　勲　一年間お世話になりました。
Ｌ大川　耕三　“いずも”の無事の入港を祝って
Ｌ藤井　　滋　どなたも久しぶりごめんなさい
Ｌ兵頭　好喜　森（いずも）丸の役員の皆さんおつかれ様でした。ありがとうございま

した。
Ｌ早川　義仲　森さん、役員委員長の皆さん、おつかれ様でした。
Ｌ大宿　有三　森会長、山田さんご苦労様でした。
Ｌ佐々木　勲　皆様一年間大変御苦労様でした。
Ｌ竹田　祥一　森会長御苦労さんでした。
Ｌ大西　安子　森会長、役員の皆様一年間お疲れさまでした。素晴しい運営に心から感

謝致します。有難うございます。
Ｌ宮川　晶子　森会長をはじめ、₅役委員長、理事、他役員の皆様一年ご苦労様でした。
Ｌ稲森　和行　森会長及び役位の方々、おつかれさまでした。
Ｌ池田　博英　一年間おつかれ様でした。
Ｌ高山　正志　森会長他皆さんご苦労でした。
Ｌ山田　　哲　₁年間ありがとうございました。
Ｌ盛重　泰輔　森会長₁年間お疲れ様でした。
Ｌ河本　圭仁　役員の皆様、各委員の皆様一年間本当にお世話になりました。
Ｌ太　　亨哲　一年間ありがとうございました。
Ｌ和泉　光浩　₁年間80％ありがとうございました。
Ｌ橋本　和範　森会長他役員のみなさんおつかれさまでした。
Ｌ木下　勝敏　今年度も大変お世話になりました。
Ｌ両田　　晃　森会長役員の皆さん一年間大変おつかれさまでした。
Ｌ長野　　剛　森会長おつかれ様でした。
Ｌ岩本　　透　森さん₁年間ありがとうございました。
Ｌ境　　俊之　森丸の無事帰港を祝福します。
Ｌ加地　雅臣　執行部の皆様御苦労様でした。
Ｌ武智　正晴　₁年間ありがとうございました。
Ｌ永野　通夫　役員のみなさん、₁年間おつかれさまでした。
Ｌ大西　知人　一年間お疲れ様でした。
Ｌ大西千恵春　皆様、お疲れ様でした。

Ｌ小森谷ケララ　大西委員長おつかれさまでした。
Ｌ佐伯　裕子　森会長、一年間お疲れさまでした。
Ｌ新宮　幸孝　一年間おつかれ様でした。
Ｌ宮道　享　　お誕生日おめでとうございます。
Ｌ大政　大祐　₁年間ありがとうございました。
Ｌ伊賀上竜也　皆さま、一年間お疲れ様でした。
Ｌ加藤　定伸　一年間ありがとうございました。お疲れ様�
Ｌ久米　正信　お別れ例会おめでとうございます。
Ｌ戸梶　直美　森丸の皆様おつかれ様でした。
Ｌ冨永　　実　五役もみなさんごくろうさまでした。
Ｌ井上　　光　森さんおつかれ様でした。
Ｌ土井　晴彦　一年間おつかれさまでした。
Ｌ藤田　裕司　ゴルフ委員会御参加ありがとうございました。
Ｌ堀田　　学　お疲れ様でした。来期もよろしくお願いします。
Ｌ藤岡　久実　一年間お疲れ様でした。
Ｌ楠田　善久　一年間おつかれ様でした。
Ｌ喜井　茂雅　一年間ありがとうございました。
Ｌ新崎　　勉　森会長₁年間ご苦労様でした。又会員の皆様ご協力ありがとうございま

した。
Ｌ仙波　重樹　一年間ありがとうございました。
Ｌ平尾　由紀　会長大変お疲れ様でした。この一年、上品で知的な中央ライオンズを作っ

て頂きました。各役員、委員長の皆様の涙なしでは語れないご苦労に頭
が下がります�（笑）

Ｌ久保美代子　森会長を中心とする役員の皆様お疲れ様でした。何事もなくて良かった
ですね。

Ｌ山之口智章　皆様、大変お世話になりました。松山中央ライオンズの益々の御発展を
祈念致します。ありがとうございました。

Ｌ上田　貞人　執行部のみなさん大変おせわになりました。
Ｌ井澤　剛一　リフォーム受注契約なる。
Ｌ高橋　孝子　森内閣₁年間お疲れ様でした。
Ｌ村井　　剛　₁年間皆様有難うございました。
Ｌ米田衣美子　森会長おつかれ様でした�
Ｌ小笠原英志　皆様一年間ありがとうございました。
Ｌ伊藤　　渉　一年間おつかれさまでした。
Ｌ松岡　俊幸　五役、委員長のみなさん１年間お疲れ様でした。
Ｌ廣江　和男　森丸の無事、着岸を祝って�
Ｌ吉田　文彦　森内閣御苦労様
Ｌ佃　　浩三　森会長松浦幹事役員皆様おつかれ様でした。
Ｌ韓　　雪峰　森会長、役員の皆様１年間お疲れ様でした。
Ｌ森田のり子　お別れ例会お疲れさまでした。
Ｌ伊藤　幸満　おわかれ例会、₁年ありがとうございました。

☆出席率　83％　☆ファイン　0円　☆ドネーション　348,000円

☆出席率　89％　☆ファイン　1,800円　☆ドネーション　151,000円

◆ 平成２9年₇月第₁例会
Ｌ原瀬　忠広　出航です。一年間宜しくお願いします。
Ｌ小倉　圭二　原瀬内閣ご活躍を祈念して
Ｌ近藤　　猛　日本チャレンジの船出を祝して
Ｌ河本　圭仁　どうか皆さん一年間宜しくお願いします。
Ｌ早川　義仲　一年間、会計をさせていただきます。宜しくお願いします。
Ｌ服部　　勲　原瀬丸の出航をお祝い申し上げます。
Ｌ吉田　文彦　原瀬丸の出航を祝って
Ｌ廣江　和男　原瀬丸の船出を祝って。
Ｌ山本　幸治　原瀬会長₁年間宜しくお願いします。
Ｌ松浦　龍也　原瀬会長頑張って下さい�
Ｌ島田　省吾　原瀬丸の出港を祝って
Ｌ大川　耕三　原瀬丸・ニッポンチャレンジ頑張れ�
Ｌ大西千恵春　原瀬会長、出航おめでとうございます。
Ｌ伊藤　幸満　今年一年よろしくおねがいします。
Ｌ冨永　　実　五役のみなさんがんばって下さい。
Ｌ丹下　靖憲　原瀬丸出航無事を願って一年間よろしくお願いします。
Ｌ宮川　晶子　原瀬会長、ヨットもスマートで素敵です。₁年間頑張ってください。
Ｌ佐々木　勲　役員の方々御健闘、財務委員会の皆様宜しくお願いします。
Ｌ戸梶　直美　日本チャレンジ出航おめでとうございます。
Ｌ加藤　定伸　原瀬会長おめでとうございます。
Ｌ稲森　和行　日本チャレンジ出航おめでとうございます。
Ｌ永野　通夫　₁年間よろしくお願いします。
Ｌ藤岡　久実　今日から一年が始まります。頑張ります。
Ｌ中岡　富茂　新しい出発に感謝
Ｌ兵頭　好喜　原瀬丸の役員さん₁年間よろしくお願いします。
Ｌ佐伯　裕子　原瀬会長をはじめ、役員の方宜しくお願いします。
Ｌ大西　安子　ふつつか者のテールツイスターですが、₁年間全力でがんばりますので、

どうぞ宜しくお願いします。
Ｌ新宮　幸孝　あるコンペでまたまた馬があたりました。
Ｌ松本　政清　原瀬会長就任お目出とうございます。
Ｌ長野　　剛　原瀬会長が健康に過ごせますように
Ｌ山田　　哲　大西テールツイスターがんばって下さい。
Ｌ高山　正志　夏に原瀬丸に無事出航を祈り
Ｌ和泉　光浩　本年度もよろしく御願い致します。
Ｌ橋本　和範　原瀬会長₁年間よろしくお願いします。
Ｌ境　　俊之　夏来るニッポンチャレンジの船出かな
Ｌ猪子　真司　新年度スタートよろしくお願い致します。
Ｌ森田のり子　原瀬会長₁年間よろしくお願いします。

Ｌ小森谷ケララ　新年度もよろしくお願いします。
Ｌ藤本　雅弘　皆さん献血活動₁年間よろしくお願いします。
Ｌ池田　博英　出航おめでとうございます。
Ｌ土井　晴彦　₁年間よろしくお願いします。
Ｌ濱田　聖子　大変な仕事も₁つクリアしたので�
Ｌ森　　浩輔　社会福祉委員会の皆様、₁年間よろしくお願いします。
Ｌ髙橋　正人　新体制発足おめでとうございます。今年度もどうぞよろしくお願い致し

ます。
Ｌ伊藤　　渉　本年度もよろしくお願いします。
Ｌ堀田　　学　今期もよろしくお願いいたします。
Ｌ久保美代子　原瀬丸の出港、おめでとうございます。安ちゃん、ドネーション頑張っ

てね。
Ｌ田村　美恵　一年またよろしくお願いします。
Ｌ楠田　善久　今期もよろしくお願いします。
Ｌ渡部　　誠　一年間よろしくお願いします。
Ｌ米田衣美子　やっちゃん�がんばってＮｅ♡
Ｌ伊賀上竜也　新役員の皆様頑張って下さい。
Ｌ宮道　　享　渡部さん、委員会での食事お持ち帰りありがとうございます。
Ｌ伊藤　英樹　役員、委員長の皆様よろしくお願いします。
Ｌ村井　　剛　渡部さん完食ありがとうございます。
Ｌ村上　泰久　原瀬丸出航おめでとうございます。
Ｌ大政　大祐　今年度もよろしくお願いします。
Ｌ井澤　剛一　ＧＯＬＦ100切り安定（₃回続）
Ｌ大西　知人　今年度もよろしくお願いします。
Ｌ木下　勝敏　原瀬会長、宜しく御願い致します。
Ｌ新崎　　勉　原瀬会長及び役員の皆様、今年₁年よろしくお願い致します。
Ｌ井上　　光　高橋さんゴルフベストスコア更新おめでとう
Ｌ片山　　一　私も中央ライオンズ₂年目を迎えました。今年も楽しくにぎやかな₁年

になりそうです。
Ｌ武智　正晴　原瀬丸出航おめでとうございます。₁年間よろしくお願い致します。
Ｌ太　　亨哲　₁年間よろしくお願い致します。
Ｌ盛重　泰輔　原瀬会長、₁年間宜しくお願い致します。
Ｌ菅野　直也　原瀬会長よろしくお願いします。
Ｌ松岡　俊幸　本年度もよろしくお願いします。
Ｌ高橋　孝子　原瀬丸、出航おめでとうございます。安ちゃん₁年間がんばってね～♡

♡
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ゴルフコンペ成績
優勝者からひとこと 木下 勝敏

６/10㈯ 道後ゴルフ倶楽部

このたびは同ネット年齢差優勝というラッキーな喜びを味わう
ことができ本当にうれしく思います。（新宮さんゴメン）
下手ではありますがゴルフ人生においてこのような大きいコン

ペでの優勝は初めてです。
パートナー（服部さん、大川さん、二神さん）にもめぐまれ、なに

よりもハンディキャップに後押ししてもらいこの栄誉にたどり着きま
した。皆さんありがとうございました。

2012年の「愛媛の古建築」に続いて2度目の投稿となり。今回は「城郭について」と題して、四国のお城を中心に
いろいろなことをご紹介したいと思います。一年間どうぞよろしくお付き合い下さい。
「城」とは敵に攻め込まれた際の防御拠点として設けられた建造物です。また、食糧や武器の備蓄場所でもあり、
城主の住居であり、政治の拠点でもあり、というようにいろいろな役目を担っていました。現在、遺されたり復元
されている天守はどれも優美で美しい建物ばかりですが、中世のお城はそうではなかったようです。頑丈で早く建
てる、ということが責務だったようですが、残念ながらそれらで現存するものはありません。そして近世になると、
城の様子は様変わりしてきます。きちんとした矩形の石垣を築き、もちろん構造的な強さは要求されますが、より
高く大きく、そして優美かつ勇ましくなっていきます。藩主の権威を誇示するとともに、城下の人々のよりどころ
として発展していくわけです。これは電報によく似ているかと…。正確で安い通信手段から、お祝いの気持ちや弔
意を伝えるために豪華になり、表紙は押し花などで飾られ、中には開くと音楽が流れるものまであります。
表紙の写真は平成の大改修前の姫路城です。2009年の9月から6年半の歳月をかけて行われましたが、最初と最
後の1年ずつは足場の組み立てと解体に費やされました。足場が解体されて元の雄姿が現れた時には、屋根が真っ
白に見えるのでびっくり。「白鷺城」ならぬ「白過ぎ城」との冗談もささやかれたくらいです。これは瓦を押える漆喰
の白のためで、5年も経つと、風雨にさらされて瓦と同様の灰色になってきます。

愛媛県建築士会　文化財・まちづくり委員会　委員長　花岡　直樹

アクティビティーの解説

瓦漆喰

私は１８年前病院で理学療法士として勤めていました。介護保険制度が創設されるという事で脱サラし会社を作った
のですが、その当時はそういった法人は〇〇園とか××荘という名前ばかりでしたので、ベストケアなどというカタ
カナの会社は胡散臭く思われ、どこに営業に行っても門前払いでした。冷たい世間の風が身に沁みました。
また、介護ブームで求人すれば応募であふれる状態でしたので、介護保険が始まる半年前から１３人のヘルパーを採
用し、事業開始に向けて毎月勉強会と食事会を行っていました。みんなから「頑張ります」「新しい会社だからやり
がいあるね」と言ってもらって、良い社員が集まってよかったと思っていました。それが制度開始₂か月前頃からヘ
ルパーの争奪合戦が始まり、知り合いから誘われたなどと一人、二人と辞退者が出て、結局₂人しか残りませんでし
た。人の言葉は信用できないのだと悔しく思いました。
資金は資本金と実家を担保にした国民生活金融公庫からの借り入れで３５００万円調達していましたが、経営が素人の
私には資金繰りの計画の当てが外れて、₁年後には通帳に３６万円しかなくなったときは夜も眠れない日が続きました。
お金が無くて悩むことはこれほど辛いことなのだとわかりました。
何とか乗り切りながら、この₇月₂日で創業１８年になりました。まだまだ辛いことはありましたが、しかし会社を
去るときにはすべて良い思い出ばかりになっていることだと思います。


