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We Serve 92017.
№ 576

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）

■ 臓器移植推進
■ ライオンズデー清掃
■ 少年柔道錬成大会 彦根城天守（裏面に解説有）

ライオンズクラブ国際協会 336ｰA地区・1R－3Z



2

「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」

ＭＣ・ＩＴ副委員長就任挨拶

社会福祉副委員長就任挨拶

計画・出席副委員長就任挨拶

財務副委員長就任挨拶

会員会則副委員長就任挨拶
会長が終わり、今年はのんびりかなと思っていまし

たがなんとローテーションで「地区委員」「LCIFコー
ディネーター」も拝命することになりました。会員会
則もある意味ローテーションではありますが、クラブ
の要の委員会です。小倉副会長の時の委員長になりま

すが、今年いっぱい大川委員長について勉強してまい
ります。どうぞよろしくお願いいたします。

今年度、財務委員会副委員長を仰せつかりました戸
梶直美です。

佐々木委員長の「財務委員長は誰でもできる�」と
いう域に達するよう、そして「細かいこと言うな�」
という指示の下、今年一年お勉強させていただこうと

思っております。
どうぞよろしくお願い致します。

今年度、計画・出席副委員長になりました新宮です。
運営委員会は初めてのことなので、わからないこと

やとまどいも多いのですが、今年一年間稲森委員長の
補佐をしっかりとやっていきたいと思います。

皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。

メインは、毎月の会報を充実させる。各委員会のアク
ティビティを内外の人達へ告知する。この目標を日々
頭において行動しています。また、委員長より、指示
があった諸案件についても、的確に実行できるよう頑
張る所存です。各委員会の皆様には、お願いすること

が多々あり、気を悪くすることがあるかもしれません
が、一年間よろしくお願いします。

私は2010年₉月入会ですが、保健委員会と市民公衆
委員会しか経験がありません。

社会福祉委員会の役割を、森浩輔委員長の下で₁年
間しっかりと勉強させてもらいますので、よろしくお
願いします。

森　　　和　幸

戸　梶　直　美

新　宮　幸　孝

高　山　正　志

久　保　美代子

就　任　挨　拶



TEL 089-948-9199  FAX 089-948-9190

（LC、廣江和男）

（LC、長野　剛）（LC、服部　勲）

大栄倉庫産業株式会社
〒791-8058 松山市海岸通１４５５-１１
TEL 089-952-1122　FAX 089-952-1124

Email:daiei-soko@mist.ocn.ne.jp

生産と消費を結ぶ倉庫業

（LC、村井　剛）
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青少年育成副委員長就任挨拶

市民・公衆副委員長就任挨拶

教育・国際副委員長就任挨拶

保健副委員長就任挨拶
来年度保険委員長に就任予定の坂本です。代々の保

険委員長が尽力されてきました献血活動の伝統をしっ
かりと踏襲し、皆様のご協力を仰ぎ、献血活動等のア
クトに邁進したく思っております。

委員会の皆様のご協力がなければ、成り立たない活

動となります。
何卒宜しくお願い致します。

本年度 教育・国際副委員長を仰せつかりました伊藤
です。

皆様ご存じの通り、この委員会は年度が始まってか
ら約半年がかなり忙しい委員会です。

伊賀上委員長の足を引っ張らない様に、皆様のご協

力を賜りながら副委員長、そして来年度委員長とやり
遂げたいと思いますので、宜しくお願い致します。

今年度、市民・公衆副委員長に就任いたしました加地
です。2011年₉月に入会し、初めての副委員長就任と
なりました。ライオンズ事業活動につきましてもまだ
まだ理解できてはいませんが、今年₁年は、新崎委員
長の背中をみて委員会活動を理解するよう努力し、来

年につなげたいと思います。何かとご迷惑をおかけす
ることがあろうかと思いますが、諸先輩方、委員会の
皆様、会員の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。

この度、副委員長に就任させて頂きました松岡です。
松山中央ライオンズクラブに入会してまだ₁年半の私
が大役を仰せつかりまして恐縮しております。事業活
動や内容についてまだまだ詳しく理解できておりませ
んが、佃浩三委員長を支え、副委員長として懸命に頑

張ってまいります。皆様のご指導・お力添えをいただ
きますようお願い申し上げます。委員会のメンバーの
方々と一緒に、松山中央ライオンズクラブとして、青
少年の育成において地域社会へ貢献できるよう努めて
まいりますので、よろしくお願いいたします。

坂　本　　　茂

伊　藤　憲　司

加　地　雅　臣

松　岡　俊　幸



（LC、程野裕貴）（LC、松本政清）

〒790-0011　松山市千舟町４丁目５番地４
TEL （089）921-5338 ㈹ 　FAX（089）933-8688
E-mail：shikoku-japan@shirt.ocn.ne.jp

損保ジャパン日本興亜代理店
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新会員あいさつ

第３８回愛媛ブルーランドサマーキャンプに参加して 原　瀬　忠　広

このたびは、歴史ある松山中央ライオンズクラ
ブに入会させていただき、ありがとうございます。
私は愛媛で生まれ愛媛で育ちましたが、その後、
学校や仕事の都合で永らく愛媛を離れて暮らして
おりました。その間も地元愛は絶ちがたく、₅年
前に現在の職場との出会いを得て、40年ぶりにふ
るさとへ戻ってくることができました。

本業である銀行業においても「ふるさとの発展
に役立つ銀行」との経営理念を掲げ、地方創生に努力しております
が、このたび仲間に入れていただいたライオンズクラブの活動にお
きましても様々なお仕事の方々と交流しながら、地元のために微力
ながら力を尽くして参る所存です。

今後ともよろしくお願いいたします。

この度は松山中央ＬＣに入会させて頂きありが
とうございます。石を通じて社会に貢献できる
こと、出逢った方々に感動して頂けるお墓づくり
を目指して30年余りとなります。ライオンズクラ
ブを通して、より多くの皆様のお役に立てるよう、
もうひと踏ん張りさせて頂きますので、今後とも
よろしくお願いいたします。

この度、松山中央ライオンズクラブに入会させ
て頂きました野水崇司と申します。

1974年₄月₇日生まれの43歳寅年です。生まれ
は新潟県上越市という小さな戦国武将「上杉謙信
公」の山城があった春日山、「この下に高田あり」
と冬には立札を立てたといわれる平野部では群を
抜く豪雪地帯の高田、松前船等日本海を渡る多く
の船が寄港する直江津、人口は18万人程度という

₃つの地域が合併した街で生まれ育ちました。
様々なご縁を頂き、前職は鹿児島へ。桜島を望む海沿いホテルで

の勤務で、桜島の降灰と台風の被害に悩まされましたが、とても思
い出深い素晴らしい経験をさせて頂きました。

今回の松山勤務もとても楽しみに参りました。
お会いする方皆様が「松山は良い所ですよ」と口を揃えて仰います。
気候・風土・人情。すべてを十分に楽しみ、松山のファンになり

たいと思います。
まだまだ勉強不足の身でありますので皆様のご指導を賜りながら

一日でも早く、松山に慣れて参りたいと思っております。どうぞよ
ろしくお願い致します。

株式会社愛媛銀行

株式会社石材振興会

ホテル マイステイズ松山 坪内　宗士

髙岡　重則

野水　崇司 取締役部長

常務取締役

支配人

今年度の新規事業となる、小児Ⅰ型糖尿病への支
援事業である愛媛ブルーランドサマーキャンプが₈
月10日〜13日に松山市野外活動センターレインボー
ハイランドにおいて開催されました。

このキャンプはインスリン注射をしている糖尿
病の子供たちへの教育支援を目的に毎年開催され
ており、当クラブは保健委員会を中心に12名がボラ
ンティアスタッフとして初参加させて頂きました。
キャンプ最終日にキャンパーの子供達とスタッフ合
わせ100名を超えるバーベキュー大会を当クラブが
主催し、成功裏に終えることができ、子供達や医療
スタッフからも多くの感謝の言葉をいただきました。
また多くの食材をご提供いただきました、コープえ
ひめの大川会員委員長、ニッシングルメビーフの藤
本保健委員長にはお力添えいただき、心より感謝申
し上げます。



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

（LC、大川耕三） （LC、太　亨哲）
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９月の誕生人から一言…

白石光永さんも今月のお誕生人です。

大川　耕三 1949（昭和24年）₉月29日生
今月の誕生日で68歳となり古希に手が届くようになりま

した。“加齢と闘わず自然に生きよ”という言葉があります
が、これに敢えて逆らい、朝晩のウォーキング₂時間、ス
トレッチを心がけ、若い皆さんたちに置いて行かれないよ
うに頑張っているこの頃です

森　　和幸 1955（昭和30年）₉月12日生
松山中央ＬＣに入会して、もう22回目の誕生日、早いも

のだなと感じています。入会当初は例会、委員会にかかわ
らず凄く回りに気を遣い何事も一生懸命やっていたような
気がします。最近は慣れか甘えかそんな気遣いができてい
ない様に思えます。誕生日を機に初心に帰って出直します。

大西　安子 1958（昭和33年）₉月12日生
59歳・・という響きがどこか50歳代にしがみつき感が痛

いので、今年から年齢を聞かれた時は迷わず？潔く？60歳、
還暦です�とこたえてます。

思えば、いつの間にかあっという間にこんなイイ年に
なってしまったんだな〜と、感慨深さも一入ですが、同時
にこんなに多忙で充実した50代が訪れるとは、₇年前の私
（中央ＬＣ入会前）では到底想像し得なかったことです。私
と関わって頂けた皆様のおかげだと、心より感謝してます。
これからも、生涯現役�めざして頑張ります☆

佐伯　裕子 1962（昭和37年）₉月21日生
突然に年を聞かれると、さばを読むつもりではなくても

（自分の年齢を覚えていないため）実年齢よりも若く言って
しまっていたのですが、GoGoの年になりました。

最近、心がけていることは断捨離です。何事（物）も溜め
込まずスッキリとした人生を過ごせたらと思っております。

平尾　由紀 1963（昭和38年）₉月29日生
たしか中央の女子内ではヤングでナイスなギャルだった

はずの私ですが、気が付けば、どしたんそれ、それどうな
らい。の年齢に突入しているのではと自覚させられる誕生
日がやってまいりました。

でも私、手相を見たらきっとすごく長生きするらしいの
で皆様と長ーいお付き合い頂けましたら幸いです。

堀田　　学 1974（昭和49年）₉月28日生
43歳になります。昨年、同級生に久しぶりに会う機会が

続き、時の流れをしみじみと感じました。ここ₃、₄年は、
まさに厄年といった日々でしたが、それも糧にして頑張っ
ていきたいと思います。₅月に入会させていただき、まだ
まだ分からないことだらけですが、よろしくお願いいたし
ます。

伊藤　　渉 1981（昭和56年）₉月23日生
今月で36歳になりました。最近時間が過ぎるのが早く感

じるようになりました。
諸先輩方に聞くと、もっと早く感じるようになると言わ

れました。多くの方が身をもって光陰矢の如しということ
を感じているのだなと思います。お酒の飲みすぎには気を
付け、一年、一月、一週間、一日を大切に過ごしていきた
いと思います。これからもよろしくお願いします。

高山　正志 1954（昭和29年）₉月21日生
私は、1954年₉月21日生れの63歳になります。会社人生

も終わりが来ようとしています。これからの人生を松山中
央ライオンズと家族に捧げて、ゆっくりとした時間で過ご
していきたいと思います。

菅野　直也 1957（昭和32年）₉月₈日生
この世に生を受け60年間息災で過ごせたことに感謝して

おります。松山中央ライオンズクラブに入会させて頂き、
はや一年と少しが経ちました。

引き続き皆様のご指導をお願い致します。
趣味のボウリングは、新年度より₁ゲームの公式ハンデ

が増え＋10となります。
嬉しくもあり、恥ずかしくもありです。

韓　　雪峰 1961（昭和36年）₉月₂日生
今月₂日で56歳になりました。先日₅歳の娘を連れてゴ

ルフショップへ買い物に行った時に店員さんに、お孫さん
ですか？と聞かれまして、ちょっとショックでした。でも、
気持ちはまだ30代です。娘が成人まであと15年ぐらい仕事
を頑張らないといけないと思います。

中央ライオンズクラブに入会して、そろそろ₂年になり
ますが、たくさんの知り合いができてとても楽しいです。
今後もよろしくお願いします。

伊藤　英樹 1963（昭和38年）₉月₇日生
54歳。体力・知力・視力・忍耐力、様々な衰えを感じな

がら毎日過ごしております（*_*）
またひとつ歳を重ねましたが、初心を忘れず「We 

Serve」の精神で頑張って参りますので、今後とも宜しく
お願い致します。

武智　正晴 1967（昭和42年）₉月28日生
今年で50歳、半世紀生きた事になります。小学生の頃、“歳

とったおじさん”って思ってた50歳位の大人と今の自分を
比較し、私はまだまだ若々しい�と思ってましたが、先日
の血液検査で、尿酸値・中性脂肪値・肝臓関係値が凄く蝕
まれており、数字は正直だなと感じました（笑）これからは
健康第一で頑張ります。

髙橋　正人 1970（昭和45年）₉月₆日生
今年で47歳になります。髪の毛だけ見ると（と言っても、

髪の毛が少ないので見えないかもしれませんが…。）上に
見られがちですが、まだ47歳です。私にとって、昨年ライ
オンズに入会することは一つのチャレンジでした。入会後、
エネルギッシュな諸先輩方とお話しさせていただき、チャ
レンジを続けていくことが必要なのではないかと感じる今
日この頃です。皆様、今後ともよろしくお願いいたします。
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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藤本、Ｌ伊賀上、Ｌ佃

₁．開会宣言
₂．出欠調査
　　　≫役員20人の出席を確認
₃．会長あいさつ
　　　≫原瀬会長より挨拶
₄．前回議事録の確認　
₅．会計報告（₈月分収支明細表）
　　　≫早川会計より報告
₆．審議事項
　⑴　第15回愛媛県小・中学生ゴルフ大会決算書（案）について…………………………………………青少年育成委員会
　　　≫佃青少年育成委員長より報告……………………………………………………………………… <審議>→<承認>
　⑵　第55回愛媛県高等学校定時制通信制中予地区生徒生活体験発表会予算書（案）について………教育・国際委員会
　　　≫伊賀上教育国際委員長より報告…………………………………………………………………… <審議>→<承認>
　⑶　2017-2018年度「ありがとうメッセージ」企画決算書（案）について ……………………………教育・国際委員会
　　　≫伊賀上教育国際委員長より報告…………………………………………………………………… <審議>→<承認>
　⑷　第41回愛媛県中予地区少年柔道錬成大会予算書（案）について……………………………………教育・国際委員会
　　　≫伊賀上教育国際委員長より報告…………………………………………………………………… <審議>→<承認>
　⑸　小児糖尿病対策への支援決算書（案）について………………………………………………………保　健　委　員　会
　　　≫藤本保健委員長および原瀬会長より報告………………………………………………………… <審議>→<承認>
　⑹　2017-2018年度「会員交流会」予算書（案）について ………………………………………………会　員　交　流　会
　　　≫兵頭委員長より報告………………………………………………………………………………… <審議>→<承認>
　⑺　₁Ｒリーダーシップ（指導力育成）研究会開催について
　　　≫河本幹事より報告…………………………………………………………………………………… <審議>→<承認>

　　　■と　き：10月14日㈯　13：30〜17：00　
　　　■場　所：いよてつ会館₃Ｆ　アイビスホール
　　　■登録料：3,000円×₃名＝9,000円（Ｌ戸梶直美、Ｌ伊藤憲司、Ｌ伊賀上竜也）
　⑻　₁Ｒ第₁回新会員オリエンテーションについて
　　　≫河本幹事より報告…………………………………………………………………………………… <審議>→<承認>
　　　■日　時：10月22日㈰　13：30〜17：00
　　　■場　所：いよてつ会館₅Ｆ　クリスタルホール
　　　■登録料：3,000円×10名＋会長（会長欠席の場合は第一副会長）　　　
　　　　（対象者：Ｌ原瀬、Ｌ髙田、Ｌ桑原、Ｌ冨士原、Ｌ井澤、Ｌ久米、Ｌ濱田、Ｌ堀田Ｌ髙岡、Ｌ野水、Ｌ坪内）
　　　　・今回予定者11名　33,000円
　⑼　ＧＭＴ・ＦＷＴ研修会について
　　　≫河本幹事より報告…………………………………………………………………………………… <審議>→<承認>
　　　■と　き：₉月16日㈯　13：00〜17：00　
　　　■場　所：徳島県立総合福祉センター
　　　■登録料：2,000円×₂名＝　4,000円
　　　■交通費：8,800円×₂名＝17,600円（対象者：会長、会員委員長は出席できないため河本幹事が出席予定）
　⑽　ＣＮ55周年大会委員会について　
　　　≫原瀬会長より報告　歴代会長会で大会委員長を丹下さんに決定。…………………………… <審議>→<承認>
　⑾　地区合同アクティビティ「四国の子どもたちにライフジャケットを贈ろう」事業への参加意向について
　　　≫原瀬会長より報告　一人2000円拠出する方向でキャビネットへ報告………………………… <審議>→<承認>
　⑿　名刺作成追加について
　　　≫河本幹事より報告　高山ＭＣ副委員長分………………………………………………………… <審議>→<承認>
　　　　名刺台紙₁箱（₁箱100枚）＠1,620円 
　　　　名刺印刷代100枚＝1,500円×消費税₈％＝1,620円　　合計3,240円
　⒀　その他　
₇．報告事項
　　　≫河本幹事より報告
　1　松山城山ＬＣチャリティゴルフコンペについて
　　　■と　き：11月₉日㈭　■場　所：高原ゴルフ倶楽部　　　
₈．その他
₉．閉会

■第₃回理事会 ● ２０１7年₉月₄日㈪　１8：3０～
● 於：松山全日空ホテル

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．ゲスト紹介　　ライオンズクラブ国際協会336－Ａ地区
　　　　　　　　　₁Ｒ－ＲＣ　　吉田　　稔様
　　　　　　　　　₁Ｒ－３ＺＣ　大野　健夫様
₅．会長あいさつ
　　　≫原瀬会長
₆．新会員入会式　髙岡重則様　坪内宗士様　野水崇司様　　　　　　
　⑴　新会員・スポンサー前へ
　⑵　新会員略歴紹介
　⑶　ライオンバッジ贈呈
　⑷　新会員「ライオンズの誓い」
　⑸　スポンサーの宣誓
　⑹　新会員あいさつ
　⑺　会長歓迎あいさつ及び所属委員会の任命　
₇．₁Ｒ－ＲＣあいさつ　　吉田　　稔様
₈．₁Ｒ－₃ＺＣあいさつ　大野　健夫様
₉．食事　　　　　　　　　　　 　
10．委員会報告
　⑴　家族例会について
　　　≫稲森計画委員長より報告　　　　　　　　　　　 　　　　    　
　⑵　委員会場所変更、合同委員会について　　　
　　　①₉月₇日㈭　サムライダイニング茶ノ間　⇒　「サムライダイニング忍」に変更
　　　≫佃教育国際委員長より報告
　　　②₉月19日㈫　「笠組」にて合同委員会
　　　≫稲森計画委員長より報告　　
　⑶　₉月献血活動について
　　　≫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₉月14日㈭ ₉：00〜11：00 ニッシン・グルメビーフ㈱
（松山市勝岡町1163-13）

平成29年₉月20日㈬ 15：30〜17：00 松山中央郵便局
（松山市三番町₃-₅-₂）

11．幹事報告
　　　≫河本幹事より報告
　　1　松山道後ＬＣ第39回チャリティゴルフ大会について
　　　　10月19日㈭　道後ゴルフ倶楽部
　　2　砥部ライオンズクラブチャリティゴルフ大会について
　　　　10月25日㈬　松山ゴルフ倶楽部　　　
12．テールツイスターの活躍
　　　≫大西安子テールツイスター
13．ファイン･ドネーションの報告
　　　≫早川会計　　　　
14．出席率の報告
　　　≫稲森計画委員長
15．閉会ゴング
16．‘また会う日まで’合唱
17．ローア
　　　≫永野テーマー

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
　　　≫原瀬会長より挨拶
₅．誕生祝（₉月）Ｌ韓（₂日）、Ｌ髙橋（正）（₆日）、Ｌ伊藤（英）（₇日）、Ｌ菅野（₈日）、Ｌ森（和）（12日）、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｌ大西（安）（12日）、Ｌ佐伯（21日）、Ｌ高山（21日）、Ｌ白石（23日）、Ｌ伊藤（渉）（23日）、
　　　　　　　　　Ｌ武智（正）（28日）、Ｌ堀田（28日）、Ｌ大川（29日）、Ｌ平尾（29日）
₆．還暦御祝　　　　Ｌ菅野直也
₇．ご令嬢誕生祝い　Ｌ長野　剛　　　　
₈．審議事項　
　⑴　第15回愛媛県小・中学生ゴルフ大会決算書（案）について…………………………………………青少年育成委員会
　　　≫佃青少年育成委員長より報告……………………………………………………………………… <審議>→<承認>
　⑵　第55回愛媛県高等学校定時制通信制中予地区生徒生活体験発表会予算書（案）について………教育・国際委員会
　　　≫伊賀上教育国際委員長より報告…………………………………………………………………… <審議>→<承認>
　⑶　2017-2018年度「ありがとうメッセージ」企画決算書（案）について ……………………………教育・国際委員会
　　　≫伊賀上教育国際委員長より報告…………………………………………………………………… <審議>→<承認>
　⑷　第41回愛媛県中予地区少年柔道錬成大会予算書（案）について……………………………………教育・国際委員会
　　　≫伊賀上教育国際委員長より報告…………………………………………………………………… <審議>→<承認>
　⑸　小児糖尿病対策への支援決算書（案）について………………………………………………………保　健　委　員　会
　　　≫藤本保健委員長および原瀬会長より報告………………………………………………………… <審議>→<承認>
　⑹　2017-2018年度「会員交流会」予算書（案）について ………………………………………………会　員　交　流　会
　　　≫兵頭委員長及び大川副委員長より報告…………………………………………………………… <審議>→<承認>
　⑺　₁Ｒリーダーシップ（指導力育成）研究会開催について
　　　≫河本幹事より報告…………………………………………………………………………………… <審議>→<承認>
　　　■と　き：10月14日㈯　13：30〜17：00　
　　　■場　所：いよてつ会館₃Ｆ　アイビスホール
　　　■登録料：3,000円×₃名＝9,000円（Ｌ戸梶直美、Ｌ伊藤憲司、Ｌ伊賀上竜也）
　⑻　₁Ｒ第₁回新会員オリエンテーションについて
　　　≫河本幹事より報告…………………………………………………………………………………… <審議>→<承認>
　　　■日　時：10月22日㈰　13：30〜17：00
　　　■場　所：いよてつ会館₅Ｆ　クリスタルホール
　　　■登録料：3,000円×10名＋会長（会長欠席の場合は第一副会長）　　　
　　　　（対象者：Ｌ原瀬、Ｌ髙田、Ｌ桑原、Ｌ冨士原、Ｌ井澤、Ｌ久米、Ｌ濱田、Ｌ堀田、Ｌ髙岡、Ｌ野水、Ｌ坪内）
　　　　・今回予定者11名　33,000円
　⑼　ＧＭＴ・ＦＷＴ研修会について
　　　≫河本幹事より報告…………………………………………………………………………………… <審議>→<承認>
　　　■と　き：₉月16日㈯　13：00〜17：00　
　　　■場　所：徳島県立総合福祉センター
　　　■登録料：2,000円×₂名＝　4,000円
　　　■交通費：8,800円×₂名＝17,600円（対象者：会長、会員委員長は出席できないため河本幹事が出席予定）
　⑽　ＣＮ55周年大会委員会について
　　　≫山本第₂副会長より報告　歴代会長会で大会委員長を丹下さんに決定。…………………… <審議>→<承認>
　　　　丹下さんより挨拶
　⑾　地区合同アクティビティ「四国の子どもたちにライフジャケットを贈ろう」事業への参加意向について
　　　≫原瀬会長より報告　一人2000円拠出する方向でキャビネットへ報告………………………… <審議>→<承認>
　⑿　名刺作成追加について
　　　≫河本幹事より報告　高山ＭＣ副委員長分………………………………………………………… <審議>→<承認>
　　　　名刺台紙₁箱（₁箱100枚）＠1,620円 
　　　　名刺印刷代100枚＝1,500円×消費税₈％＝1,620円　　合計3,240円
　⒀　その他　
₉．食事
10．幹事報告
　　　≫河本幹事より報告
　　1　松山城山ＬＣチャリティゴルフコンペについて【Ｐ11】
　　　　■と　き：11月₉日㈭　■場　所：高原ゴルフ倶楽部　　
11．委員会報告
　　1　家族例会について
　　　　≫稲森計画委員長より報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　2　₈月献血結果報告
　　　　≫藤本保健委員長より報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　   

実施年月日 実施場所　　 献血者数

平成29年₈月18日 ㈱愛媛銀行　本店　　　　 受付31名　400mL：28名　不採血₃名

平成29年₈月18日 ㈱愛媛銀行　電算センター 受付13名　400mL：10名　不採血₃名

　　3　合同委員会について
　　　　・₉月28日㈭　18：30〜アイアングリル
　　　　≫新崎市民公衆委員長より報告　　　　　　　　　　
　　4　委員会場所変更について
　　　　≫橋本ＭＣ委員長より報告
　　　　・₉月25日㈰　18：30〜「けんしん」→「かど福」に変更
12．テールツイスターの活躍
　　　≫大西テールツイスター
13．ファイン･ドネーションの報告
　　　≫早川会計より報告
14．出席率の報告
　　　≫稲森計画委員長より報告
15．閉会ゴング
16．‘また会う日まで’合唱　
17．ローア

■第１２66回例会 ■第１２67回例会● ２０１7年₈月２２日㈫　１２：１5～１3：１5
● 於：ホテルマイステイズ松山

● ２０１7年₉月１２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

☆出席率　80％　☆ファイン　700円　☆ドネーション　138,000円

◆ 平成２9年₈月第₂例会
Ｌ原瀬　忠広　ＲＣ吉田様、₃ＺＣ大野様、例会訪問有難うございま

す。₃名の新会員の皆様入会ありがとうございます。
Ｌ小倉　圭二　吉田さん大野さん例会訪問ご苦労様です。
Ｌ山本　宗宏　吉田ＲＣ、大野₃ＺＣ様ようこそ松山中央ＬＣへ
Ｌ近藤　　猛　髙岡さん、坪内さん、野水さん入会おめでとうござい

ます。
Ｌ河本　圭仁　吉田様、大野様例会訪問ありがとうございました。₃

名の方入会おめでとうございます。
Ｌ早川　義仲　₃名の新会員の皆様さんありがとうございます。
Ｌ廣江　和男　髙岡さん、坪内さん、野水さん入会を祝って。
Ｌ山本　幸治　₁Ｒ役員の皆様例会訪問ありがとうございます。
Ｌ大川　耕三　髙岡さん、坪内さん、野水さん入会を祝し
Ｌ服部　　勲　新会員の皆様御入会おめでとうございます。
Ｌ松浦　龍也　新会員の皆様よろしくお願い申し上げます�
Ｌ吉田　文彦　歓迎ＲＣ、ＺＣ様
Ｌ森　　和幸　新入会おめでとう。ＲＣ、ＺＣ例会訪問ありがとうご

ざいます。
Ｌ宮川　晶子　委員会の名を借りたほぼ連日の飲み会。とっても楽し

いです�
Ｌ戸梶　直美　髙岡さん、坪内さん、野水さん入会おめでとうござい

ます。どうぞよろしくお願い致します。
Ｌ大西千恵春　戸梶さん、個人レッスンありがとうございました。髙

岡さん入会おめでとうございます。
Ｌ丹下　靖憲　新会員の方々入会おめでとうございます。
Ｌ伊藤　幸満　入会おめでとうございます。
Ｌ新宮　幸孝　髙岡さん、坪内さん、野水さん入会おめでとうござい

ます。
Ｌ大西　安子　新会員ご入会おめでとうございます。吉田さん大野さ

ん例会訪問ありがとうございます。
Ｌ加藤　定伸　髙岡さん、坪内さん、野水さんよろしくお願いします。
Ｌ兵頭　好喜　髙岡さん、坪内さん、野水さん入会おめでとうござい

ます。
Ｌ中岡　富茂　髙岡重則様坪内宗士様野水崇司様ご入会おめでとう

ございます。
Ｌ永野　通夫　新会員の皆様入会おめでとうございます。
Ｌ本宮　　薫　髙岡様坪内様野水様入会おめでとうございます。
Ｌ山田　　哲　₃名の新会員様入会ありがとうございます。
Ｌ和泉　光浩　大西安子さん優勝ありがとうございます。
Ｌ白石　光永　髙岡さん、坪内さん、野水さん入会おめでとうござい

ます。

Ｌ橋本　和範　新会員のみなさんおめでとうございます。
Ｌ高山　正志　夏の終りの健康に�
Ｌ境　　俊之　安ちゃん、千恵春さん、よく走ってくれてありがとう。

おかげで馬ゲットです。
Ｌ小森谷ケララ　小児糖尿のアクトは勉強になりました。
Ｌ土井　晴彦　朝晩ようやくしのぎやすくなりました。
Ｌ森田のり子　実は今回も　入会おめでとうございます。
Ｌ池田　博英　夏ももう一息
Ｌ武智　　慧　髙岡さん、坪内さん、野水さん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両田　　晃　大西安子さんゴルフ優勝おめでとうございます。
Ｌ村井　　剛　新入会員の皆様ありがとうございます。
Ｌ伊賀上竜也　新入会員さんおめでとうございます。
Ｌ岩本　　透　たまにしか出席できんですみません。
Ｌ伊藤　英樹　新会員のみなさんおめでとうございます。
Ｌ楠田　善久　新会員の皆さん入会おめでとうございます。
Ｌ久保美代子　ゲストのお二人、ようこそ松山中央ライオンズにおこ

しいただきありがとうございます。
Ｌ伊藤　　渉　献血活動おつかれさまでした。
Ｌ堀田　　学　お疲れ様です。
Ｌ小笠原英志　Ｗ、大西さんありがとう
Ｌ井澤　剛一　₈/17ゴルフ委員会すごく楽しい₁日でした。
Ｌ大政　大祐　暑さもおちついてきました。現場作業も楽になりまし

た。
Ｌ大西　知人　新入会おめでとうございます。
Ｌ新崎　　勉　残暑お見舞い申し上げます。宮崎先輩のご冥福を心よ

りお祈り申し上げます。
Ｌ武智　正晴　髙岡さん、坪内さん、野水さん入会おめでとうござい

ます。　
Ｌ高橋　孝子　ゴルフ委員会、安ちゃん優勝おめでとう�
Ｌ菅野　直也　新入会員の皆様よろしくお願いします。
Ｌ松岡　俊幸　髙岡重則さん野水崇司さん坪内宗士さん　入会おめで

とうございます。
Ｌ太　　亨哲　髙岡さん、坪内さん、野水さん入会おめでとうござい

ます。

☆出席率　85％　☆ファイン　700円　☆ドネーション　131,000円

◆ 平成２9年₉月第₁例会
Ｌ原瀬　忠広　森さん、大西さん皆様お誕生日おめでとうございます。
Ｌ小倉　圭二　菅野さん、長野さんおめでとうございます。
Ｌ山本　宗宏　長野さん、お嬢様誕生おめでとうございます。
Ｌ近藤　　猛　取水制限が始まりました。もう少し雨よふれ�
Ｌ河本　圭仁　菅野さん還暦おめでとうございます。長野　剛さん可

愛いいお子さんおめでとうございます。
Ｌ早川　義仲　菅野さん、長野さんおめでとうございます。
Ｌ大川　耕三　菅野さん還暦おめでとうございます。
Ｌ吉田　文彦　石手川ダムに恵の雨
Ｌ山本　幸治　少し秋の気配がして来ました。
Ｌ松浦　龍也　₉月お誕生の皆様おめでとうございます。
Ｌ服部　　勲　菅野さん還暦おめでとうございます。
Ｌ廣江　和男　松山はもっと降って欲しい�
Ｌ森　　和幸　誕生日、御祝ありがとうございます。
Ｌ竹田　祥一　国体（愛媛）で愛媛選手の優勢を�
Ｌ丹下　靖憲　菅野さん還暦おめでとうございます。長野さん令嬢誕

生おめでとうございます。
Ｌ伊藤　幸満　たくさんの方々お誕生日おめでとう。
Ｌ仙波　重樹　涼しくなりましたね。
Ｌ宮川　晶子　10月10日はセントラル・アカデミーの例会開催を予定

しています。皆様ふるって御参加下さい。
Ｌ大西千恵春　安子さん馬が当たりました。同枠　藤田さん－前会長

森さん〔大西〕
Ｌ中岡　富茂　菅野直也様、還暦おめでとうございます。
Ｌ兵頭　好喜　₉月生の皆さん、菅野さん、長野さんおめでとうござ

います。
Ｌ新宮　幸孝　₉月生まれの皆さんおめでとうございます。
Ｌ加藤　定伸　菅野さん長野さんおめでとうございます。
Ｌ永野　通夫　菅野さん還暦おめでとうございます。
Ｌ藤岡　久実　₉月生まれの方がたくさんいらっしゃいました。おめ

でとうございます。

Ｌ大西　安子　お誕生日メッセージをありがとうございました。
Ｌ境　　俊之　長野剛さんお嬢さんの誕生おめでとう。でも信じられ

んなァ。
Ｌ長野　　剛　長野さんご令嬢誕生おめでとうございます。
Ｌ和泉　光浩　長野さんお子さん誕生おめでとうございます。
Ｌ高山　正志　誕生月祝に�
Ｌ橋本　和範　長野さん、菅野さんおめでとうございます。
Ｌ山田　　哲　森さん大西さんお誕生日おめでとうございます。
Ｌ藤本　雅弘　献血活動、ご協力毎月ありがとうございます。
Ｌ猪子　真司　桐生君₉秒台日本人初おめでとう
Ｌ池田　博英　秋になりましたね
Ｌ米田衣美子　家族例会楽しみにしてます�
Ｌ宮道　　享　お誕生日おめでとうございます。
Ｌ伊賀上竜也　誕生日、還暦、ご令嬢誕生皆様おめでとうございます。
Ｌ伊藤　　渉　涼しくなってきました。秋を感じます。
Ｌ久保美代子　いつ涼しくなるのでしょう。疲れた
Ｌ坪内　宗士　息子の進学が決まりました。
Ｌ大西　知人　国体を盛り上げましょう。
Ｌ新崎　　勉　もうすぐ秋です。愛媛国体が始まります。皆んなで応

援しましょう。
Ｌ韓　　雪峰　菅野さん還暦御祝い
Ｌ盛重　泰輔　菅野さん還暦おめでとうございます。
Ｌ菅野　直也　愛媛国体の出場選手にエールを贈ります。
Ｌ井上　　光　₉月誕生日の方おめでとう
Ｌ太　　亨哲　₉月お誕生日の方おめでとうございます。
Ｌ髙岡　重則　ドネーションの意味が分かった為
Ｌ松岡　俊幸　₉月お誕生日のみなさん、おめでとうございます。
Ｌ佃　　浩三　₉月誕生日の皆様おめでとうございます。
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ゴルフコンペ成績
優勝者からひとこと 大西 安子

８/17㈭ 久万カントリークラブ

皆様こんにちは！
いつもお世話になっております。苦節７年、やっと（HD39で）優勝さ
せて頂きました。
今まで三度の準優勝はあったものの、スコアは低下していく一方で
少々テンションダウンではありましたが、高橋孝ちゃんが初の女性委員
長で頑張ってたから参加だけでも・・という無欲の勝利でした。
当日は服部さん、喜井さん、韓さんと同組でまったり癒されながらの

ゴルフも楽しかったです。
会長賞のバカラで小粋にブランデーロック♪を嗜みたいです（＾＾）

愛媛県で天守閣を有するお城といえば、川之江城、今治城、松山城、大洲城、宇和島城が挙げられます。
このうち江戸時代に建てられたものは松山城と宇和島城の2棟だけで、それ以外は昭和期以降の復元です。
さて、江戸時代またはそれ以前に建てられて現在まで保存されている天守のことを「現存天守」と言いま
すが、全国に12棟あるだけです。思ったより少ないのではないでしょうか。古いとされている順にご紹介
すると、犬山城（愛知県）、彦根城（滋賀県）、姫路城（兵庫県）、松江城（島根県）、丸岡城（福井県）、松本城（長
野県）、丸亀城（香川県）、宇和島城（当県）、備中松山城（岡山県）、高知城（高知県）、弘前城（青森県）、松山城（当
県）です。 3分の1の4棟が四国にあり、しかも2棟あるのは愛媛県だけで、大いに自慢できると思います。
表紙の写真は彦根城天守です。屋根が幾重にも重なり花頭窓を持つなど、武装建築とは思えないくらい
の優美な姿を見せています。このページの写真は松江城天守です。2015年に重要文化財から国宝に昇格し
ました。松山城天守は現存12天守のうち一番新しく、明治維新のわずか16年前のものです。もちろん国の
重要文化財ですが、国宝になるにはまだまだ時間がかかりそうです。

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

現存12天守

松江城天守

大学卒業後、全く異業種の建設会社を経て24歳の年に入社し、葬祭₆年、互助会₇年、冠婚₃年を経験後、平成
19年11月（40歳）に代表取締役に就任致しました。現場16年間で得た経験は今思えば私の会社経営の礎となっていま
す。当時葬儀の仕事といえば、₃Ｋ  ₅Ｋと言われていた時代で、朝は早く夜は遅く、特に私は後継者という立場上
なかなか休日も取れない日々が続いていました。自宅には宿直を除いては帰宅していましたが幼かった長女とは食事
や睡眠の時間が噛み合わず、寝顔ばかり見ていた様に思います。₅年後長男が県立中央病院で産まれた時も、白衣を
着、寝台車で葬儀受注用の無線とカバンを持ちいつでもご遺体のお迎えに行ける状態で妻の病室に居たのも懐かしい
想い出です。それからのち互助会事業部に移動し最初に立上げた仕事が、今ではどこでも開催している葬祭見学会の
実施でした。互助会の会員勧誘活動は一件一件戸別訪問し会員加入して戴く活動で私も₇年間外廻りをしていました
が、やはり「ひと目でわかる葬祭見学会」の名の通り、同じ加入して戴くなら実際に会館に来て戴き、商品を手に取
り見て戴くのが一番と思い、始めました。30歳の時でした。その後冠婚事業部では初の仕出しセンターの立上げ、衣
裳センターの立上げ、結婚情報センターであるアンテナショップ開店など新たな試みを続け今に至っております。₄
年前に松山に越すまでは高松から年間₅万キロのペースで四国を車で移動してましたが今では空いた時間で飲みに行
ける様になりました（笑）。これからは健康には十分注意し頑張っていきます。


