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就

任
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計画・出席委員長就任挨拶

稲

森

和

行

今年度、原瀬会長の下で計画・出席委員長をさせて頂

席率80％以上となっておりますので、この流れを壊す

きます稲森です。当委員会は年間の例会及び特別例会

ことのないように私も微力ではありますが努力をいた

を計画し、会員の皆様が多数参加して頂けるようにす

します。なお、今年の特別例会も楽しく親睦が出来る

ることが役割だと思っています。幸いなことに、ここ

ような内容にしたいと思っていますので、皆様のご協

数年の計画・出席委員長さんの努力によりまして、出

力をよろしくお願い申し上げます。

ＭＣ・ＩＴ委員長就任挨拶

橋

私はパソコンは素人で河本幹事から話があった時、
私では難しいと思いましたが、前委員長の武智さん、不
二印刷さんがいるので何とかなるかと引き受けました。
武智さんは早くから資料を引き継いでくれ、またポイ

本

和

範

の協力を得て立派な会報誌を作るように努力しますの
でよろしくお願いします。
最後に原瀬会長始め五役、各委員長のみなさんとお
別れ例会で良い₁年だったと言えるように頑張ります。

ントも丁寧に教えてくれました。ＭＣ・ＩＴ委員の方

社会福祉委員長就任挨拶

森

浩

輔

₃年ぶり₂回目の委員長を仰せつかる事になりまし

ビという事で、安心して委員会運営にあたれると思い

た森です。今回急遽ご指名を頂いたのですが、お声掛

ます。微力ではありますが、頑張りますのでよろしく

け頂いた当初は果たして自分で良いのだろうかと正直

お願い致します。

戸惑いもありました。しかし、前回市民公衆委員長を
務めさせて頂いた際と同じく、久保副委員長とのコン

保健委員長就任挨拶

藤

本年度・保健委員長を仰せつかりました藤本です。松

本

雅

弘

皆様のご協力の程宜しくお願い申し上げます。

山中央ライオンズクラブのアクトの中でも重要な位置
をしめる献血活動、他クラブと圧倒的に献血人数に差
が有り毎年2000名近い受付人数を確保しています。歴
代の委員長様同様、頑張ってまいりますので一年間・

教育・国際委員長就任挨拶

伊賀上

2010年に入会して₇年になります。10年以上前は別
のクラブに所属をしておりました関係で全くの初心者
とは言いませんが、中央では初めての委員長職です。
原瀬会長率いる日本チャレンジ号が一年間無事故で
帰港出来ますよう頑張ってまいります。委員会の皆さ

●国際協会モットー

「We Serve」われわれは奉仕する
●336−A地区

ガバナーズ スローガン

「新世紀・明日につなごう 奉仕の輪」
●ガバナーズ キーワード

「初 心」
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竜

也

ん、倶楽部の皆さん、ご協力を宜しくお願い致します。

市民・公衆委員長就任挨拶

新

本年度、原瀬会長の下で市民・公衆委員長を仰せつ
かりました新崎です。前任の高橋委員長の後を引き継

崎

勉

会活動にして行きたいと思います。どうか皆様方の暖
かいご支援とご協力をお願い申し上げます。

ぎ、市民の皆様のお役に立てるアクトに精一杯取り組
んで参ります。不慣れではありますが、委員の皆様・
会員の皆様方のお力添えを賜りながら、有意義な委員

青少年育成委員長就任挨拶

佃

今年度、原瀬会長のもと青少年育成委員長を務めさ
せていただく事になりました佃です。

浩

三

委員会のメンバーは、スポーツ万能の面々で中央Ｌ
Ｃ最強のメンバーとなっています。

アクトは、第15回愛媛県小・中学生ゴルフ大会、第

全員参加で熱心な活動が出来る委員会にしたいと

15回松山市中学生女子、オーレカップＵ-12、第44回松

思っていますので、皆様のご協力・お力添えを何卒よ

山市少年剣道練成大会があります。

ろしくお願い申し上げます。

ありがとうメッセージはがき

教育・国際委員長 伊賀上

竜

也

特別支援学校₆校と市内小学校₆校を対象に、松山中央ライオンズクラブの名前入り郵便はがき（かもめーる）を各校生徒
₁名に₁枚を贈呈して、周囲の親しい方に日頃の感謝を込めた葉書を出してもらおうという事業です。
松山中央郵便局郵便部副部長の玉井浩一様が担当で、₇月10日より13日の₄日間、同行の上で各学校に郵便葉書を贈呈し
てまいりました。
原瀬会長には暑い中を₂度も同行頂き無事に全ての学校訪問を終了致しました。
総数3556枚を各校各生徒代表及び校長先生に手渡す中で、生徒さんから精一杯の感謝の言葉を頂き、その思いを是非周り
の方にはがきで伝えて下さいとお話をしました。
それぞれの先生方からも素晴らしい事業をさらに発展させて継続して下さいと要望も受け、,次年度も引き続き更に枚数
が増やせるようにお願いしたいと思います。
しかしながら昨年と違い、今年の猛暑は・・・・・。

近藤税理士事務所
有限会社 ケイアールシー
税理士

近

藤

猛

事務所／〒791‑8036 松山市高岡町127‑8
TEL（089）973‑7577 FAX（089）973‑7559
E-mail kondou01@s5.dion.ne.jp
自 宅／〒791‑8036 松山市高岡町743‑17
TEL（089）973‑6603
E-mail kondou@s5.dion.ne.jp
（LC、森

和幸）

（LC、近藤
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猛）

「アイバンク会費」について

保健委員長 藤

本

雅

弘

この度は公益社団法人愛媛アイバンク賛助会費を納入頂き誠に有難うございます。「アイバンク」とは、死後（心肺停止後）眼球
を提供して頂き角膜移植待機患者に斡旋する公的機関で、各都道府県において活動を行っています。その中で「愛媛アイバンク」は、
目の不自由な方に愛の光を贈る為に眼球登録者制度を設けております。
角膜の寿命は160年とも200年とも言われております。あなたの愛でもう一人の人生の明るい夢と未来が開けます。登録の際に年
齢制限は特に無く、近視や白内障が有っても十分移植が可能です。感染症・角膜移植・内眼手術の既往のある眼球は使用が制限さ
れます。
アイバンクにご登録のお申し込みやお問い合わせは「愛媛アイバンク 電話番号₀₈₉－₉₁₃－₇₇₈₆」にお願いします。
また愛媛アイバンクは設立３０年を迎えますが、この事業は財団基金の利息と善意の寄付金で運営している為、昨今の超低金利に
より運用利息収入が減少している事も有り、資金の確保に苦慮しています。そこで皆様の賛助会費における援助がとても重要にな
ります。法人会費は一口年額１０，０００円、個人会費は一口１,000円という事です。
皆様の温かいご支援を頂けますようお願い申し上げます。

「ダメ。ゼッタイ。」普及運動街頭パレード

保健委員長 藤

本

雅

弘

浩

三

₇月１２日水曜日１５時４５分～１７時３０分、愛媛県中予保健所
等が主催する「ダメ。セッタイ。」街頭パレードに参加さ
せて頂きました。これは薬物乱用防止啓発活動の一環とし
て、当クラブの重要なアクティビティーの₁つになります。
当日は一番町大街道入口より銀天街市駅前まで警察音楽
隊を先頭に、高校生・大学薬学部生・薬剤師会・各ライオ
ンズクラブなど関係団体総勢500名の華やかなパレードと
なり、通行人の方々へ啓発資料とティッシュを配布しなが
ら薬物乱用防止を呼び掛けました。
毎年、同じ事を決まった通りに呼びかけ続ける事が大切
だと感じました。昔と違って簡単にインターネットなどで
薬物が手に入る昨今です。目立つアクションを起こして子
供たちが誘惑に負けないようアピールしていきたいと思い
ました。
また、国連支援募金にもご協力頂きましたこと、重ねて
心よりお礼申しあげます。

第15回愛媛県小・中学生ゴルフ大会

青少年育成委員長 佃

今年で第１５回となりました愛媛県小・中学生ゴルフ大会、
松山中央ＬＣが協賛・後援をして₇回目の大会が₈月₁日
エリエールゴルフクラブ松山にて開催されました。
小・中学生男女あわせて２９名（₉組）の参加となり、松山
中央ＬＣとしては、原瀬会長をはじめ総勢２５名の参加でお
手伝いをさせていただき無事終了することが出来ました。
第₁回大会では、プロゴルファー松山英樹の参加実績も
あり若手ゴルファーの登竜門的な大会でもあります。小学
生の優勝は、６６（₆アンダー）中学生の優勝は、６８（₄アンダー）とレベルが高く、将来が楽しみです。これからも松山中央ＬＣ一員
として愛媛県のジュニアゴルファーの育成に何かひとつでも協力をさせていただきたい気持ちが一層強くなった今大会でした。

株式会社
株式会社
株式会社
代表取締役
本

（LC、兵頭好喜）

社

日米石油（石 油 卸 部 門）
竹田石油（石 油 小 売 部 門）
竹田ビル（不動産賃貸部門）

竹田

祥一

〒790-0045
愛媛県松山市余戸中６丁目４番 30 号
TEL（089）971-1661 ㈹
FAX（089）971-1056
（LC、竹田祥一）
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８月の誕生人から一言…
徳永

昭夫

小倉

1929（昭和₄年）₈月25日生

米寿が過ぎ、体力・気力の減退を感じます。
診療は息子と交代で楽になりました。月刊医学雑誌購読、
蔵書再読して知力を保持していますが、
近頃は中国古典「老
子」の「無爲自然」の思想に共感を覚えて来ました。
「はるかなる 少年の日よ 蝉の声」

加地

雅臣

久実

1962（昭和37年）₈月31日生

池田

栄治

博英

1964（昭和39年）₈月₂日生

五十数回も誕生日を迎えるともはや微塵も感慨がありま
せん。
心はあまり変化を感じないのですが、身体的にはあちこ
ちの劣化を認めざるをえません。
とはいえ、まだまだペースダウンもできる立場にありま
せんので、心身ともに元気を保ちつつ一生懸命がんばりま
す。

1965（昭和40年）₈月25日生

最近、自分の年齢は忘れようとしている私ですが、年齢
だけは確実に重ねていっているのは現実です。ライオンズ
歴₁年未満の未熟者ですが、諸先輩方のようにいつまでも
エネルギッシュで充実した₁年を過ごすことができればと
思っております。これからもご指導のほどよろしくお願い
いたします。

清水

1952（昭和27年）₈月11日生

今年で65歳を迎えます。
先日免許証の書き換えに行った際、次回の更新は高齢者
講習で教習所に行かなければならないと知りました。
そういえば、市役所からも介護保険加入の通知が届き、
否応なしに高齢者の仲間入りを果たす事となりました。
ですが、クラブの先輩はお酒にゴルフにとバリバリ元気
な方がたくさんおられ、私ももう一度ギアを入れ替えて無
理のないよう、身体と相談しながら頑張って参りたいと思
います。

55回目の誕生日を迎えます。今年結婚した長男に子供が
できます。とうとう「おじいちゃん」になってしまいます。
肩関節周囲炎（五十肩）、手根管症候群と診断され、体にも
ガタがきていますが、孫になめられないようにまだまだ頑
張ろうと思います。皆様、今後ともよろしくお願いいたし
ます。

藤岡

圭二

伊藤

憲司

1967（昭和42年）₈月₈日生

早いもので、ついに50代に突入してしまいました。
ライオンズに入会させてもらってから早くも₇年経過し
ております。
ここ最近白髪も目立ち始め、立派な老眼にもなりました
がまだまだ気持ちだけは若いままなので、その気力で40代
の時とはまた違った時間の使い方や没頭できる事を模索し
てみようと思います。

1968（昭和43年）₈月27日生

年々年を取るのが早くなっていきます。早いもので49歳
になります。
日々衰えていく私と、₃歳になり日々大きく素早くなる
息子との勝負は厳しくなる一方です。10歳若いカラダを手
に入れるため、より一層精進せねばと誓いを新たにいたし
ました。

田村

美恵

1979（昭和54年）₈月13日生

入会して₈ヶ月、楽しむことに夢中になるばかりでまだ
何の役にも立てておりません（汗）
諸先輩方の良い年の重ね方を見習い、今日の一日を大切
に何事も勉強して参ります。
至らないところばかりですが今後ともご指導賜りますよ
うお願い申し上げます。

米田衣美子さんも₈月の誕生人です。

〒791-1114
愛媛県松山市井門町392-1
TEL : 089-909-5120
FAX : 089-909-5121
（LC、冨永

実）

（LC、松浦龍也）

特に
（医薬品在庫管理システム・診療予約システム）
など

（LC、丹下靖憲）

（LC、中岡富茂）
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理 事 会 だ よ り
■第₂回理事会

● ２０１7年₈月₇日㈪ 18：3０～
● 於：松山全日空ホテル

⑾

₁Ｒ－₃Ｚ第₁回ガバナー諮問委員会及び第₁回ゾーンレベル会員委員会参加・登録料について
■日 時 2017年₉月₉日㈯ ゾーンレベル委員会受付（会員委員長） 15：00～16：00
諮 問 委 員 会
16：00～18：00
■場 所 いよてつ会館₃Ｆ
■登録料 会長・第一副会長・幹事・会計（6,000円×₄名）
会員委員長
（7,000円）
合計31,000円
≫河本幹事より報告…………………………………………………………………………………… <審議>→<承認>
⑿ ₁Ｒ－₁Ｚ・₂Ｚ・₃Ｚ第₁回ガバナー諮問委員会及び第₁回ゾーンレベル会員委員会参加・登録料について
■登録料 ＹＣＥ・ライオンズレオ・国際関係委員 Ｌ森和幸
₁Ｚ・₂Ｚ・₃Ｚ（＠6,000円×₃回分）
合計18,000円
≫河本幹事より報告…………………………………………………………………………………… <審議>→<承認>
⒀ 松山南ライオンズクラブ結成40周年記念式典のご案内について
■日 時：10月21日㈯ 式典17：00～
■場 所：いよてつ髙島屋
■登録料：10,000円×₂名（会長・幹事）＝20,000円
≫河本幹事より報告…………………………………………………………………………………… <審議>→<承認>
⒁ 定期預金について ≫早川会計より報告…………………………………………………………… <審議>→<承認>
①伊予銀行定期預金（周年事業 年間積立）
・・・・・・50万
②愛媛銀行定期預金（周年事業 年間積立）
・・・・・・50万
③阿波銀行定期預金（周年運営 年間積立）
・・・・・＠5,000×会員数
④阿波銀行定期預金（姉妹提携 年間積立）
・・・・・＠4,000×会員数
⒂ その他
特になし
₇．報告事項 ≫河本幹事より報告
⑴ ライフジャケットについて【Ｐ21－Ｐ25】 ≫ゾーンレベルの合同アクトの予定
⑵ ₈月第二例会への例会訪問について
ご来訪者：₁Ｒ－ＲＣ吉田稔様
₁Ｒ－₃ＺＣ大野健夫様
⑶ ₈月22日㈫の歴代会長会について
⑷ 事務局夏期休暇について
₈月14日㈪～₈月16日㈬まで
₈．その他
理事会会場の変更について
≫河本幹事より報告
₉．閉会

出席者（役員）Ｌ原瀬、Ｌ森（和）、Ｌ小倉、Ｌ山本（宗）、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和泉、Ｌ山本（幸）、Ｌ松浦、Ｌ池田、Ｌ久保、Ｌ境
（オブザーバー）Ｌ稲森、Ｌ橋本、Ｌ藤本、Ｌ新崎
₁．開会宣言
₂．出欠調査 ≫役員19人の出席を確認
₃．会長あいさつ
₄．前回議事録の確認 【Ｐ₃－Ｐ₄】
₅．会計報告（₇月分収支明細表）【Ｐ₅－Ｐ₉】 ≫早川会計より報告
₆．審議事項
⑴ 退会届けについて Ｌ内海由美子……………………………………………………………………会員・会則委員会
⑵ 新会員について 髙岡重則様 野水崇司様 坪内宗士様【Ｐ10】
… ………………………………会員・会則委員会
≫大川会員委員長より報告…………………………………………………………………………… <審議>→<承認>
⑶ 2017年度 家族例会予算書（案）について【Ｐ１１】
… ………………………………………………計画・出席委員会
≫稲森計画委員長より報告…………………………………………………………………………… <審議>→<承認>
⑷ 献血活動記念品予算書（案）について【Ｐ12－Ｐ14】
… ………………………………………………保 健 委 員 会
⑸ 小児糖尿病対策への支援予算書（案）について【Ｐ15】
… ……………………………………………保 健 委 員 会
≫藤本保健委員長より報告…………………………………………………………………………… <審議>→<承認>
⑹ 「中古眼鏡回収事業」予算書（案）について【Ｐ16】
…………………………………………………市民・公衆委員会
≫新崎市民公衆委員長より報告……………………………………………………………………… <審議>→<承認>
⑺ ＮＰＯ法人日本アイバンク運動推進協議会会費12,000円納入について【Ｐ17】
≫河本幹事より報告…………………………………………………………………………………… <審議>→<承認>
⑻ 第65回手足の不自由な子どもを育てる運動」に係る資金募集について【Ｐ18－Ｐ19】
₂ＷＡＹフォルダー＠200×₁人₂枚×112名＝44,800円
≫河本幹事より報告…………………………………………………………………………………… <審議>→<承認>
⑼ 愛媛いのちの電話後援会費について団体年会費：10,000円【Ｐ20】
≫河本幹事より報告…………………………………………………………………………………… <審議>→<承認>
⑽ 地区ガバナー公式訪問について
■日 時：₉月₃日㈰ 13：00～17：00
■場 所：ウェルピア伊予 銀河の間
■登録料：＠2,500×₆名＝15,000円
（該当者：地区委員・会長・第一副会長・幹事・会計・会員委員長）
≫河本幹事より報告…………………………………………………………………………………… <審議>→<承認>

例
■第１264回例会

会

だ

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ヒム斉唱
₄．会長あいさつ ≫原瀬会長より挨拶
₅．誕生祝（₇月）Ｌ島田（₂日）Ｌ濱田（₃日）Ｌ新崎（₄日）Ｌ盛重（₄日）Ｌ喜井（₆日）Ｌ丹下（20日）Ｌ片山（25日）
Ｌ伊藤（幸）（26日）
₆．100周年記念会員増強賞受賞 ≫代表してＬ大川より挨拶
ゴールド 100周年ライオン賞 Ｌ大川耕三
シルバー 100周年ライオン賞 Ｌ早川義仲 Ｌ武智正晴 Ｌ戸梶直美
₇．2016～2017年度会員増強アワード優秀賞受賞 ≫森前会長会長より挨拶
₈．審議事項
⑴ 予算書（2017.₇～2018.₆）について
≫河本幹事より説明、第一例会より₂週間異議がなかったので【承認】
₉．食事
10．内部卓話 Ｌ本宮 薫
11．委員会報告
1 委員会日程場所変更について
①教育国際委員会 ₈月₃日㈭「サムライダイニング茶ノ間」⇨「サムライダイニング銕」に変更
≫河本幹事より報告
②会員会則委員会 ₈月14日㈪「笠組」⇨₈月18日㈮「笠組」に変更
≫大川委員長より報告
③計画出席委員会 ₈月15日㈫「笠組」⇨₈月23日㈬「マリベールスパイア」に変更
≫稲森委員長より報告
2 ₆月・₇月献血結果報告 ≫藤本保健委員長より報告

実施日

実施場所
ＤＣＭダイキ㈱本社

受付30名

400mL：30名

不採血₀名

平成29年₆月28日

松山大学

受付49名

400mL：41名

不採血₈名

平成29年₆月29日

愛媛大学

受付45名

400mL：39名

不採血₆名

実施日

実施場所

実施結果

平成29年₇月₅日

愛媛大学

受付₆名 400mL：₄名 不採血₂名
※雨天のため中止（午前中のみ実施）

松山大学

受付70名

平成29年₇月13日
3

₈月献血活動予定

不採血₉名

≫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₈月18日㈮

₉：00～14：00
（休憩：11：00～12：00）

㈱愛媛銀行本店
（松山市勝山町₂-₁）

平成29年₈月18日㈮

15：00～17：00

㈱愛媛銀行電算センター
（松山市福音寺町389-₁）

● 2017年₈月₈日㈫ 12：15～
● 於：ホテルマイステイズ松山

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．会長あいさつ ≫原瀬会長
₅．誕生祝（₈月）Ｌ池田（₂日）Ｌ伊藤（憲）（₈日）Ｌ小倉（11日）Ｌ田村（13日）Ｌ米田（20日）Ｌ徳永（25日）
Ｌ藤岡（25日）Ｌ清水（27日）Ｌ加地（31日）
₆．₁Ｒ－ＹＣＥ・ライオンズレオ・国際関係委員任命状授与 ≫森和幸委員より挨拶および説明
₇．審議事項
⑴ 新会員について 髙岡重則様 野水崇司様 坪内宗士様【Ｐ₃】…………………………………会員・会則委員会
≫大川会員委員長より報告…………………………………………………………………………… <審議>→<承認>
⑵ 2017年度 家族例会予算書（案）について【Ｐ₄】……………………………………………………計画・出席委員会
≫稲森計画委員長より報告…………………………………………………………………………… <審議>→<承認>
⑶ 献血活動記念品予算書（案）について【Ｐ₅】…………………………………………………………保 健 委 員 会
≫藤本保健委員長より報告…………………………………………………………………………… <審議>→<承認>
⑷ 小児糖尿病対策への支援予算書（案）について【Ｐ₆】………………………………………………保 健 委 員 会
≫藤本保健委員長より報告…………………………………………………………………………… <審議>→<承認>
⑸ 「㆗古眼鏡回収事業」予算書（案）について【Ｐ₇】…………………………………………………市民・公衆委員会
≫新崎市民公衆委員長より報告……………………………………………………………………… <審議>→<承認>
⑹ ＮＰＯ法人日本アイバンク運動推進協議会会費12,000円納入について【Ｐ₈】
≫河本幹事より報告…………………………………………………………………………………… <審議>→<承認>
⑺ 第65回手足の不自由な子どもを育てる運動」に係る資金募集について【Ｐ₉－Ｐ10】
₂ＷＡＹフォルダー＠200×₁人₂枚×112名＝44,800円
≫河本幹事より報告…………………………………………………………………………………… <審議>→<承認>
⑻ 愛媛いのちの電話後援会費について団体年会費：10,000円【Ｐ11】
≫河本幹事より報告…………………………………………………………………………………… <審議>→<承認>
⑼ 地区ガバナー公式訪問について ≫河本幹事より報告…………………………………………… <審議>→<承認>
■日 時：₉月₃日㈰ 13：00～17：00
■場 所：ウェルピア伊予 銀河の間
■登録料：＠2,500×₆名＝15,000円
（該当者：地区委員・会長・第一副会長・幹事・会計・会員委員長）
≫河本幹事より報告…………………………………………………………………………………… <審議>→<承認>
⑽ ₁Ｒ－₃Ｚ第₁回ガバナー諮問委員会及び第₁回ゾーンレベル会員委員会参加・登録料について
■日 時 2017年₉月₉日㈯ ゾーンレベル委員会受付（会員委員長） 15：00～16：00
諮 問 委 員 会
16：00～18：00
■場 所 いよてつ会館₃Ｆ
■登録料 会長・第一副会長・幹事・会計（6,000円×₄名）
会員委員長                
  （7,000円）
合計31,000円
≫河本幹事より報告…………………………………………………………………………………… <審議>→<承認>
⑾ ₁Ｒ－₁Ｚ・₂Ｚ・₃Z第₁回ガバナー諮問委員会及び第₁回ゾーンレベル会員委員会参加・登録料について
■登録料 ＹＣＥ・ライオンズレオ・国際関係委員 Ｌ森和幸
₁Ｚ・₂Ｚ・₃Ｚ（＠6,000円×₃回分）
合計18,000円
≫河本幹事より報告…………………………………………………………………………………… <審議>→<承認>
⑿ 松山南ライオンズクラブ結成40周年記念式典のご案内について
■日 時：10月21日㈯ 式典17：00～
■場 所：いよてつ髙島屋
■登録料：10,000円×₂名（会長・幹事）＝20,000円
≫河本幹事より報告…………………………………………………………………………………… <審議>→<承認>
⒀ 定期預金について
①伊予銀行定期預金（周年事業 年間積立）・・・・・・50万
②愛媛銀行定期預金（周年事業 年間積立）
・・・・・・50万
③阿波銀行定期預金（周年運営 年間積立）
・・・・・＠5,000×会員数
④阿波銀行定期預金（姉妹提携 年間積立）
・・・・・＠4,000×会員数
≫早川会計より報告…………………………………………………………………………………… <審議>→<承認>
⒁ その他
特になし
₈．食
事
₉．幹事報告 ≫河本幹事より報告
⑴ 退会届けについて Ｌ内海由美子
⑵ ライフジャケットについて【Ｐ12－Ｐ16】 ≫ゾーンレベルの合同アクトの予定
⑶ ₈月第二例会への例会訪問について
ご来訪者：₁Ｒ－ＲＣ吉田稔様
₁Ｒ－₃ＺＣ大野健夫様
⑷ ₈月22日㈫の歴代会長会について ≫原瀬会長より報告
⑸ 事務局夏期休暇について
₈月14日㈪～₈月16日㈬まで
10．委員会報告
①「ダメ。ゼッタイ。
」国連支援募金について… ………………………………………………………保 健 委 員 会
₇月第一例会：27,902円を募金しました。
≫藤本保健委員長より報告
②委員会場所変更について
・₈月25日㈮ 笠組 ⇨「道後温泉 ふなや」に変更……………………………………………財 務 委 員 会
≫佐々木財務委員長より報告
11．テールツイスターの活躍 ≫大西テールツイスター
12．ファイン･ドネーションの報告 ≫早川会計
13．出席率の報告 ≫稲森計画委員長より報告
14．閉会ゴング
15．’また会う日まで’合唱
16．ローア

実施結果

400mL：61名

り

■第１２65回例会

● 2017年₇月25日㈫ 12：15～13：15
● 於：ホテルマイステイズ松山

平成29年₆月₆日

よ

4 「ダメ。ゼッタイ。
」普及運動街頭パレードの報告 ≫藤本保健委員長より報告
₇月12日㈬ 15：45～17：00 参加者23名
5 ありがとう葉書贈呈報告について ≫河本幹事より報告
12．幹事報告 ≫河本幹事より報告
1 松山白鷺ライオンズクラブ第15回チャリティーゴルフ大会開催について
■と き：₉月₈日㈮
■ところ：道後ゴルフ倶楽部
2 第13回「語り伝えたい 美しい日本語暗唱コンテスト」応募のご案内
■と き：10月29日（日）
■ところ：愛媛ＣＡＴＶ大手町₅階
3 ライオンズ手帳と会員証について
①会員証にご自分の名前をご署名下さい。
②訂正：井澤剛一さん携帯番号「080-2217-5023」
13．テールツイスターの活躍 ≫大西安子テールツイスター
14．ファイン・ドネーションの報告 ≫早川会計
15．出席率の報告 ≫稲森計画委員長
16．閉会ゴング
17．‘また会う日まで’合唱
18．ローア ≫永野テーマー

6

わ け あ り ド ネ ー シ ョ ン
◆ 平成２9年₇月第₂例会

Ｌ橋本
Ｌ和泉
Ｌ松本
Ｌ高山
Ｌ本宮
Ｌ坂本

Ｌ原瀬
Ｌ早川
Ｌ山本
Ｌ小倉

忠広 本宮さん、楽しい卓話ありがとうございます。
義仲 本宮さん、卓話ありがとうございます。
宗宏 （遅ればせながら）原瀬丸の出航を祝って
圭二 大川さん、早川さん、武智さん、戸梶さんおめでとう
ございます。
Ｌ近藤
猛 本宮さん卓話ありがとうございます。
Ｌ河本 圭仁 各賞を受賞されました方々、おめでとうございます。
Ｌ森
和幸 遅ればせながら、原瀬丸の出航を祝して
Ｌ吉田 文彦 酷暑元気でガンバりましょう
Ｌ山本 幸治 お暑うございます。本宮さん、卓話ありがとうござい
ます。
Ｌ服部
勲 会員増強アワード受賞者の皆様おめでとうございます。
Ｌ廣江 和男 今年は北アルプス行きを断念しました。
Ｌ大川 耕三 今期も10名以上の増強めざして
Ｌ松浦 龍也 ₇月お誕生日の方々おめでとうございます。
Ｌ大西千恵春 本宮さん楽しい卓話ありがとうございます。
Ｌ戸梶 直美 これからも会員増強がんばります。
Ｌ宮川 晶子 一昨日、生まれて初めて熱中症になりました。びっく
りしました。皆様も体調管理には充分気をつけてくだ
さい。
Ｌ伊藤 幸満 みなさん、暑い中倒れない様に
Ｌ仙波 重樹 暑いですね。
Ｌ丹下 靖憲 暑いですね…体調管理気を付けましょう
Ｌ加藤 定伸 ₅回目の馬いただきました。太チャンありがとう
Ｌ程野 裕貴 久ぶりの参加で新鮮な気持です。
Ｌ中岡 富茂 本宮 薫さん卓話ありがとうございます。
Ｌ佐伯 裕子 熱中症に注意しましょう
Ｌ永野 通夫 本宮さん卓話ありがとうございます。
Ｌ新宮 幸孝 ₇月生まれの皆さん、おめでとうございます。
Ｌ兵頭 好喜 ₇月生の皆さんおめでとうございます。
Ｌ大西 安子 ₇月お誕生月の皆様おめでとうございます。本宮さん
卓話をありがとうございます。
Ｌ境
俊之 手をつなぎプールへ急ぐ子等夏深し

Ｌ小森谷ケララ
Ｌ池田 博英
Ｌ土井 晴彦
Ｌ喜井 茂雅
Ｌ楠田 善久
Ｌ宮道
享
Ｌ伊藤 英樹
Ｌ堀田
学
Ｌ久保美代子
Ｌ小笠原英志
Ｌ伊藤
渉
Ｌ新崎
勉
Ｌ韓
Ｌ大政
Ｌ大西
Ｌ木下
Ｌ盛重
Ｌ武智
Ｌ松岡
Ｌ佃

☆出席率

◆ 平成２9年₈月第₁例会
Ｌ原瀬

忠広

Ｌ小倉
Ｌ山本
Ｌ近藤

圭二
宗宏
猛

Ｌ河本 圭仁
Ｌ早川 義仲
Ｌ島田 省吾
Ｌ森
和幸
Ｌ山本 幸治
Ｌ松浦 龍也
Ｌ竹田 祥一
Ｌ服部
勲
Ｌ廣江 和男
Ｌ吉田
Ｌ大川
Ｌ宮川

文彦
耕三
晶子

Ｌ伊藤 幸満
Ｌ丹下 靖憲
Ｌ大西千恵春
Ｌ大西 安子
Ｌ新宮
Ｌ中岡
Ｌ加藤
Ｌ兵頭

幸孝
富茂
定伸
好喜

Ｌ永野
Ｌ山田
Ｌ橋本
Ｌ高山
Ｌ和泉
Ｌ境

通夫
哲
和範
正志
光浩
俊之

和範
光浩
政清
正志
薫
茂

雪峰
大祐
知人
勝敏
泰輔
正晴
俊幸
浩三

80％

Ｌ藤本 雅弘
Ｌ両田
晃
Ｌ小森谷ケララ
Ｌ森田のり子
Ｌ池田 博英
Ｌ猪子 真司
Ｌ土井 晴彦
Ｌ濱田 聖子
Ｌ久米 正信
Ｌ村井
剛
Ｌ楠田 善久
Ｌ米田衣美子

森さん、ＹＣＥ・ライオンズレオ・国際委員の任命よ
ろしくお願いします。
台風は無事通り過ぎました。
台風がそれて何よりです。
台風は恵の雨となりました。もう少し降ってほしかっ
たですね。
台風、何事もなくて良かった・・・・
済美高校ガンバレ
曾孫が生まれました
₈月誕生日の皆さんおめでとうございます。
森さん、₁Ｒお役ご苦労様です。宜しく御願いします。
₈月お誕生日の方々おめでとうございます
今年の夏のアツサ体にこたえます。
森さん₁Ｒ－ＹＣＥ地区委員₁年間御苦労様です。
台風はこれくらいでいい玉川ダムはもう少し降って
欲しかった。
台風でも松山には慈雨
ニッポンチャレンジ順調に航海できています。
近頃、みんながスマホですが、私はまだガラケーです。
小さくて使いやすくて手放せません。ガラケー最高
ね。久保ちゃん。
台風たいした事なくてよかったです。
台風₅号県内水がめちょっと安心
馬があたりません。全てのコンペで。
暑い夏、もう一息がんばりましょう。₈月お誕生月の
皆様おめでとうございます。
₈月生まれの皆さんおめでとうございます。
₈月生まれの皆さんお誕生おめでとうございます。
森さん 頑張って
森和幸さんおめでとうございます。
（₁Ｒ－ＹＣＥレオ）
済美高校がんばって下さい。
池田さんお察しします。
台風たいしたことなかってよかった
台風が愛媛に被害がない事
台風たいした事なくて良かったです。
台風₅号さん恵みの雨をありがとう松山限定。被災さ
れた皆さんごめん。

Ｌ久保美代子
Ｌ堀田
学
Ｌ伊藤
渉
Ｌ平尾 由紀
Ｌ大西
Ｌ井澤
Ｌ新崎

知人
剛一
勉

Ｌ木下
Ｌ松岡
Ｌ菅野
Ｌ盛重
Ｌ佃

勝敏
俊幸
直也
泰輔
浩三

Ｌ井上
Ｌ高橋
Ｌ片山

光
孝子
一

Ｌ太

亨哲

☆出席率

7

80％

本宮さん卓話ありがとうございます。
暑いです熱中症に気を付けましょう
島田さんお誕生日お目出とうございます。
猛暑に負ケズ！ウィサーブ
初内部卓話のチャンスありがとうございます。
丹下さん、新宮さん、宇和島花火ありがとうございま
した。
松大の献血はたくさんの学生さんが来てくれました。
暑いです
暑い日が続きますが、体調に気を付けましょう
52歳になりました。
₇月生まれの方、おめでとうございます。
₇月お誕生日おめでとうございます。
本宮さん卓話ありがとうございます。
お疲れ様です
暑くて大変ですが、今日はうなぎを食べて頑張りま
しょう
本宮さん卓話ありがとうございます。
喜井さんお誕生日おめでとうございます。
暑中お見舞い申し上げます。又本日70才の誕生日お祝
いありがとうございます。
₇月八名の方々誕生日おめでとうございます。
今日も元気です
夏本番、熱中症に気を付けましょう
本宮さん卓話ありがとうございます。
本宮さん内部卓話ありがとうございます。
本宮さん内部卓話ありがとうございます。
₇月お誕生日みなさんおめでとうございます。
₇月誕生日の皆様お誕生日おめでとうございます。

☆ファイン

700円

☆ドネーション

127,000円

₈月誕生日のみなさん、おめでとうございます。
₈月お誕生日の皆さんおめでとうございます。
お盆前の仕事のピークで忙しいです。
新会員さん入会おめでとうございます。
台風一過無事で何より
済美 頑張れ
台風の被害もなく、よかったです。
感謝する事ありました
₇月25日休みました
₈月誕生日の皆様おめでとうございます。
₈月生まれの方おたん生日おめでとうございます。
お祝 ありがとうございます。年齢ストップさせたい
です。
暑さに負けず頑張りましょう
暑いですが、頑張ります。
まだまだ暑くなりますが、がんばりましょう
末広がりの縁起のよい日ですね。出会いを求めて今夜
も頑張る
お盆休みは事故等に気を付けて
リフォーム直営工事完成引渡済
暑さと台風いよいよ夏本番となって来ました。お体を
大切に
誕生祝の皆様おめでとうございます。
₈月お誕生日のみなさんおめでとうございます。
松山の水不足この雨で一息ついて欲しいです。
毎日、暑いですね。
第15回愛媛県小・中学生ゴルフ大会が終了しました。
参加いただいた皆様お疲れ様でした。
₈月生まれの方、おめでとうございます。
台風一過暑くなりました。
小中学生のゴルファーのプレーに影響されました。お
じさんゴルファーも頑張ります。
ゴルフ委員会 優勝

☆ファイン

7,110円

☆ドネーション

133,000円

会社経営で
苦労した事、うまくいった事。
このコーナーは会社経営で苦労した事やうまくいった事を語ってもらうコーナーです。今回のゲストは「加藤定伸」さんです。
１．ブリヂストンマンとしてのスタート
1987年 私を含めて₂名という小さな小さなカーショップを立ち上げました。
最初は金もなく、タイヤラック（タイヤを陳列する棚）も中古を譲ってもらい、女房と一緒にペンキ塗りをしたり、借家の店
内の壁紙や床も自分たちで張ったり、１０００日営業という₁日も休み無しで働いてみようと頑張ってみたりと、楽しい（当
時は）スタートを切りました。バブル景気ということもあり、順調に売り上げを伸ばし社員も増やすことができました。
₂．転機（父が経営する現在の会社を）
２００１年父が体を壊し、ブリヂストン直営の会社を継ぐことになりました。
今までの「お店」と「会社」では、全くもって経営の仕方が違い、戸惑うことばかりでしたが、家族の協力や良いスタッフ
に恵まれたりと、助けられ、株を少しずつ引き受けることもでき、現在のブリヂストン直系会社にすることができました。
₃．ピンチ（なんてこったぁ）
私のエゴ、傲慢、勉強不足により、２０１２年私の会社の規模では、大事件となりうることを起こしてしまいました。
多くは語れませんが（恥ずかしくて）Ｌメンバーには本当に心の支えになってもらいました。サンキュー
₄．現在
社員２６名、年商○億円、₅拠点での営業をさせてもらっております。ブリヂストンタイヤショップとして四国最大のショッ
プになりました。昨年、創業４０周年記念として社員の家族全員を連れて、グアムへ社員家族旅行に行くことができました。
リサイクル部門の大型ダンプを購入の際には、社員の中学生の娘さんにトラアート（城北運送久米社長のお仕事の一つ）のデ
ザインもしてもらえました。
小さな企業のオヤジとして社員の家族と共にあるということは、大変幸せな事だと思い、これからも頑張ってまいります。
₅．未来
平成元年生まれの息子をブリヂストンに修行に出しております。現在、京都にてセールスマンをしており、数年後には松山
に戻り、私と共に仕事をする予定です。スマートな事業継承がこれからの私の仕事になりますかね

アクティビティーの解説

お城の天守閣

お城といえば天守閣。松山城でも海抜132ｍの勝山山頂に堂々とそびえ立っていて、城下町のどこからでも見る
ことができます。松山のシンボル、といっても過言ではありません。今回はその天守の構造について見てみたいと
思います。
天守は、我が国の建築史上、初めて可能にした高層建築です。三・四・五層と屋根が重なり、上層に行くほど逓
減しバランスのいいどっしりした構えをしています。どれも一見同じように見えますが、構造的には大きく二つに
分類されます。その一つが「望楼型天守」です。このページの図は織田信長が築いた安土城（天正 年）の立面図ですが、
よく見ると大きな 階建ての館の入母屋屋根の上に飛び出した形で上層が乗っているのがわかります。物見櫓よう
に見えることからこの名がつけられました。
次に表紙の写真をご覧ください。こちらは徳川三代将軍家光が寛永15年に建てたとされる「江戸城寛永度天守」
の復元ＣＧ画像です。
大屋根は見当たらず、
一層から順に五層まで積み重ねたように見えます。このような構造を「層
塔型天守」と言います。天守をより高く、大きくという願望から60年ほどで構造的にこれだけの発展を遂げたので
すから驚きです。今度各地のお城を訪ねた時には、
「望楼型」あるいは「層塔型」のどちらに当てはまるか、という視
点で天守を見るのも面白いと思います。
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

ゴルフコンペ成績
７/20㈭ エリエールゴルフクラブ松山

優勝者からひとこと

太

亨哲

皆様いつもお世話になります。昨年あまり参加できなかったの
が功を奏したのかどうか解りませんが、16のHDをフル活用して
数年ぶりの優勝をさせていただきました。当日はメンバーに恵ま
れたこと、天気が良かったこと、委員長が良かったこと、会長が
わざわざゴルフ場においで頂いたこと、懇親会がすばらしかった
こと等、私の優勝のために皆様がご協力いただいたことに・・・感
謝・・・

お知らせ

【執行部から】
■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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