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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）

■ 石手川の清掃
■ 中学生女子ｿﾌﾄボｰﾙ大会

宇和島城天守（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
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「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」

稲　森　和　行計画・出席委員長

家 族 例 会

第72回 国民体育大会（愛媛国体）の会期前競技が行われ、道後温泉別館 飛鳥乃湯泉が開館をした ９ 月26日㈫に、Ｌ
武智正晴さんのマリベールスパイアで今年度の家族例会が出席者総数147名で行われました。

例会が終わり会員とご家族の皆様には、懇親会場へ移動を頂きました。会場では原瀬会長のご令嬢の原瀬万梨子さ
ん（バイオリン）と、万梨子さんのご友人で第2９代 戸田公会長のお孫さんの木藤麻衣子
さん（フルート）のお二人による、普段はあまり聴くことのない素晴らしい音楽でお出迎
えをして頂き、プログラムの中でもクラッシック演奏をして頂きました。

今年のメインの演目はフラメンコです。床にはコンパネを敷き、床を傷つける事のな
いように十分に注意をして、約 2 ヶ月に及ぶ四役の皆様の練習成果を見せて頂きまし
た。練習初日から考えると、先生に褒められて皆さん上手になられていたのでビックリ
です。

次にエストゥディオ・ラ・フェンテの皆さんによるフラメンコとギター演奏を見せて
頂きましたが、やはり迫力のある情熱的な踊りに圧倒されました。参加の皆さんも普段
はあまり食べる事がないであろう、美味しいスペイン風料理を召し上がりながら静かに
見ていらっしゃいました。

お手紙コーナーでは、Ｌ高橋孝子さんの御主人よりの面白く温かみのあるお手紙を聞
かせて頂き良いご夫婦だと思っていたところ、代読をしていたＬ宮川晶子さんが感動を
されたのか声を震わせながら読まれていたのが印象的でした。また、Ｌ新崎勉さんから
奥様へのお手紙では、普段は言われていないであろう苦労をかけた事への感謝の気持ち
が綴られていて感動をいたしました。

最後になりますが、今年度の家族例会は原瀬会長よりのテーマ「スペイン」を柱に、
ご家族の皆様に楽しんで頂けるようにＬ中岡富重さんＬ藤岡久美さんを中心に、計画・
出席委員会の皆様に食事・演目等を考えて頂きました。ご苦労さまでした。また、マリ
ベールスパイアのスタッフの皆様のご協力にも感謝をいたします。本当にありがとうご
ざいました。



（LC、戸梶直美） （LC、山口雄次）
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第55回　愛媛県高等学校定時制通信制中予地区生徒生活
　　　　体験発表大会 伊賀上　竜　也教育・国際委員長

９ 月21日㈮、第55回愛媛県高等学校定時制通信制中予地区生徒
生活体験発表大会が松山南高等学校体育館において開催されまし
た。我が松山中央ＬＣにとりまして長年続く大事なアクティビ
ティーであります。

松山東高、松山南高、松山工業、松山商業、そして未来高校の
5 校の代表者が歩んできたそれぞれの困難や体験をどうやって乗
り越えて来たか、自分自身の正直な言葉で真摯に語りました。今
回の優秀賞には、松山東高 2 年次の安田有里さん、松山工業高 1
年次の長谷川望美
さん、未来高 ３ 年
次の花岡里帆さん
の ３ 名が選ばれ10
月24日に開催され
る県大会に進まれ
ます。

今回の大会も 5
名のうち 4 名が女
性であり 1 名の男
子生徒も圧倒され

そうな勢いでした。
そして松山中央ＬＣからは本年は非常に多くのメン

バーにご参加頂きました。
原瀬会長、小倉第一副会長、近藤第三副会長、河本

幹事、私に伊藤副委員長、さらに加藤前教育国際委員
長、そして委員会メンバーと非常に賑やかな参加を頂
きました。

表彰式におきましては、近藤第三副会長が感想を含
めた挨拶を延べ、 ３ 名の優秀賞の方々に賞状と記念品
を手渡されました。

例年、素晴らしい発表を聞かせて貰っているが、日
程の調整が付けば是非、県大会にも発表を見学に行き
たいと正直思わせてくれた大会であり、皆さん素晴ら
しかったです。

次年度以降も多くのメンバーの参加を期待しており
ます。



（LC、盛重信二）（LC、山本宗宏）

盛重 信二
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藤　本　雅　弘保健委員長臓器移植普及推進運動

平成2９年10月 ９ 日㈪ＡＭ11：00～エミフルＭＡＳＡＫＩにおきまして、臓器移植普及キャンペーン
が開催されました。

松山中央ライオンズクラブからは、保健委員長：
藤本、保健副委員長：坂本、二名が参加しました。

このキャンペーンは、愛媛県腎臓病患者連絡協議
会・えひめ移植者の会、愛媛県医療対策課そしてラ
イオンズクラブ会員の総勢約20名が参加しました。

当日は、施設内 ８ ヶ所に分かれて（臓器提供意思
カードのリーフレット）等を2,000名の方々へ配布し
ました。

皆さん良く話しを聞いてくださり臓器提供意志表
示カードを受け取って頂きました。

沢山の方々へ臓器移植に対する意識の喚起を促す
とても有意義なキャンペーンでした。



代表取締役

E-mail sasaki-i1newbuild@xvb.biglobe.ne.jp

（LC、村上泰久）

（LC、佐々木勲）（LC、山本幸治）

（LC、池田博英）
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10月の誕生人から一言…
仙波　重樹 1956（昭和31年）10月29日生

今年で生まれて61回目、ＬＣに入会して15回目の
誕生日を迎えます。

15年前にクラブに入会した時は、平均年齢に達し
てなかったと思いますが、おそらく今はもう超えて
いると思います。世の中は少子高齢化と言われてい
ますが、クラブは若い会員が入会され、順調（？）に、
世代交代しているようです。

私も無事に還暦を超えましたので、次の古希まで
は健康に留意し、クラブ活動に貢献したいと思って
おりますので、今後とも、よろしくお願いいたしま
す。

大西　知人 1963（昭和38年）10月17日生

10月17日で54歳になります。毎日雑用に追われ、
気が付くと一年が過ぎていました。これからの一年
は、次の10年に向けた青写真を、じっくりと考える
一年にしたいと思います。

中央ライオンズクラブの皆様におかれましては、
引き続きご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し
上げます。

村上　泰久 1971（昭和46年）10月22日生

46になります。
若い時とは違う忙しさを楽しんでいます。
たった一度の人生、どれだけ気付いてどれだけ感

動するか。
価値高く活かしたいなと思います。

最近10年日記を始めました。

橋本　和範 1957（昭和32年）10月 7 日生

10月 7 日とうとう60歳になりました。子供のころ
は60歳と聞くと年寄りと思っていました、自分がい
ざなると人として成長していないなと実感していま
す。

女房が ３ 年前に亡くなり、やっと最近これから先
の事を考えれるようになりました。

第 2 の人生のスタートなので、健康に気を付け、
仕事も後継者を育て早く引けるように頑張ります。

岩城　孝幸 1970（昭和45年）10月 1 日生

月日が経つのは早いもので、今年の ９ 月で入会し
て ９ 年目に入りました。これまで、委員会の活動や
アクティビティーに参加することで多くの出会い
に恵まれ、また、諸先輩方から学ぶことも多々ござ
いました。まだまだ至らぬところもありますが、今
後も様々な活動や仕事を通じて社会に奉仕できれ
ばと思います。

小森谷ケララ 1981（昭和56年）10月₁日生

３6歳になりました。夏にあったＢＢＱアクトでは
「おじさん、サツマイモ焼いてや。」と言っている子
供がいまして『誰の事を言ってるんだこのお子様
は』と思っていたら自分のことでした。一般的には
すっかりおじさんのようです。しかし若い人と話を
合わせるのは得意と思っていたのですが、あるパー
ティでは散々な目に。いつも20歳前後の若い女の子
を中心に僕のトークはバカ受けなのですが、これは
サービスの対価としてセット料金とドリンク代を
お支払いしているからのようです。学びの深い 1 年
となりました。
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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森（浩）、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
　　　≫原瀬会長より挨拶
₄．前回議事録の確認
₅．会計報告（₉月分収支明細表）
　　　≫早川会計より報告
₆．審議事項
　⑴　新会員について　合田礼様
　　　≫大川会員委員長より報告…………………………………………………………… <審議>→<承認>
　⑵　10月第二例会外部卓話予算書（案）について
　　　≫稲森計画委員長より報告…………………………………………………………… <審議>→<承認>
　⑶　「石手川ダム上流域の河川等清掃」予算書（案）について
　　　≫新崎市民公衆委員長より報告……………………………………………………… <審議>→<承認>
　⑷　「ライオンズデー労力アクティビティ」予算書（案）について
　　　≫新崎市民公衆委員長より報告……………………………………………………… <審議>→<承認>
　⑸　中学生職場体験学習予算書（案）について
　　　≫森社会福祉委員長より報告………………………………………………………… <審議>→<承認>

　⑹　ＬＣＩＦ献金額について（20ドル） 　
　　　≫河本幹事より報告。下半期の会費と同時に請求する。………………………… <審議>→<承認>
　⑺　ＧＭＴ・ＦＷＴ研修会について
　　　≫河本幹事より報告…………………………………………………………………… <審議>→<承認>
　　　■と　き：2017年10月₈日㈰　1３：00～17：00
　　　■場　所：四国中央市役所福祉会館
　　　■登録料：2,000円×₃名＝　6,000円
　　　■交通費：4,200円×₃名＝12,600円
　　　　（対象者：会長、会員委員長、ＬＣＩＦコーディネーター）
　⑻　東温ライオンズクラブＣＮ３5周年記念例会について
　　　≫河本幹事より報告…………………………………………………………………… <審議>→<承認>
　　　■開催日：2017年11月12日㈰　14：00～17：00
　　　■場　所：東京第一ホテル松山　11Ｆスカイブリリアン
　　　■登録料：10,000円×₂名（会長・幹事）＝20,000円
　⑼　ホームページ更新について
　　　≫河本幹事より報告…………………………………………………………………… <審議>→<承認>
　　　■契約満了日：2017年10月11日
　　　■継続利用料金：2３,３2８円（₁年間）
　⑽　クラブ入会パンフレット作成について
　　　≫河本幹事より報告。実状に合ったものに変更する……………………………… <審議>→<承認>
　　　　単価2３6円×500部＋消費税（₈％）＝127,440円
₇．幹事報告
₈．閉会

■第 4 回理事会 ● 2017年10月 2 日㈪　18：30～
● 於：松山全日空ホテル

₁．開会ゴング
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．幹事報告
　　　≫河本幹事より報告
₆．委員会報告
　　1　委員会場所変更について
　　　　①10月₅日㈭　サムライダイニング茶の間　➡　「イルバンコ」に変更
　　　　……………………………………………………………………………………… 教育・国際委員会
　　　　②10月11日㈬　アイアングリル　➡　「笠組」に変更
　　　　……………………………………………………………………………………… 青少年育成委員会
　　2　₉月献血結果
　　　　≫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₉月14日 ニッシン・グルメビーフ㈱ 受付20名　400mL：17名　不採血₃名

平成29年₉月20日 松山中央郵便局 受付24名　400mL：23名　不採血₁名

　　3　10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10月₂日㈪ 14：30～17：30 松山大学
（松山市文京町₄-₂）

平成29年10月₄日㈬ 12：00～17：00 松山東雲女子大学松山東雲短期大学
（松山市桑原₃-₇）

平成29年10月13日㈮ 12：30～16：00 ㈱いよてつ高島屋
（松山市湊町₅-₁-₁）

平成29年10月18日㈬ 11：30～13：00
14：00～18：00

愛媛大学
（松山市道後樋又10-13）

₇．その他
₈．ファイン・ドネーションの報告
　　　≫早川会計
₉．出席率の報告
　　　≫稲森計画委員長
10．閉会ゴング

₁．開会ゴング
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
　　　≫原瀬会長より挨拶
₅．誕生祝（10月）Ｌ岩城（１日）、Ｌ小森谷（１日）、Ｌ橋本（７日）、 Ｌ大西（知）（17日）、Ｌ村上（22日）、
　　　　　　　　　Ｌ仙波（重）（29日）
₆．還暦御祝　Ｌ橋本和範
₇．審議事項
　⑴　新会員について　合田礼様
　　　≫大川会員委員長より報告…………………………………………………………… <審議>→<承認>
　⑵　10月第二例会外部卓話予算書（案）について
　　　≫稲森計画委員長より報告…………………………………………………………… <審議>→<承認>
　⑶「石手川ダム上流域の河川等清掃」予算書（案）について
　　　≫新崎市民公衆委員長より報告……………………………………………………… <審議>→<承認>
　⑷　「ライオンズデー労力アクティビティ」予算書（案）について
　　　≫新崎市民公衆委員長より報告……………………………………………………… <審議>→<承認>
　⑸　中学生職場体験学習予算書（案）について
　　　≫森社会福祉委員長より報告………………………………………………………… <審議>→<承認>
　⑹　ＬＣＩＦ献金額について（20ドル）
　　　≫原瀬会長より報告　今期は20ドルだが、来期には50ドルになりそうだ。…… <審議>→<承認>
　⑺　ＧＭＴ・ＦＷＴ研修会について
　　　≫原瀬会長より報告…………………………………………………………………… <審議>→<承認>
　　　■と　き：2017年10月₈日㈰　13：00～17：00
　　　■場　所：四国中央市役所福祉会館
　　　■登録料：2,000円×₃名＝　6,000円
　　　■交通費：4,200円×₃名＝12,600円
　　　　（対象者：会長、会員委員長、ＬＣＩＦコーディネーター）
　⑻　東温ライオンズクラブＣＮ35周年記念例会について
　　　≫河本幹事より報告…………………………………………………………………… <審議>→<承認>
　　　■開催日：2017年11月12日㈰　14：00～17：00
　　　■場　所：東京第一ホテル松山　11Ｆスカイブリリアン
　　　■登録料：10,000円×₂名（会長・幹事）＝20,000円
　⑼　ホームページ更新について
　　　≫河本幹事より報告…………………………………………………………………… <審議>→<承認>
　　　■契約満了日：2017年10月11日
　　　■継続利用料金：23,328円（₁年間）
　⑽　クラブ入会パンフレット作成について
　　　≫河本幹事より報告…………………………………………………………………… <審議>→<承認>
　　　　単価236円×500部＋消費税（₈％）＝127,440円
₈．食　事
₉．幹事報告
　　　≫特になし
10．委員会報告
　　1　第54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の報告について
　　　　≫伊賀上教育国際委員長より報告・・・市内₅校の参加があった。
　　2　平和ポスター展示会並びに選考会について
　　　　≫伊賀上教育国際委員長より報告・・・第₂例会で展示する。
　　3　委員会場所変更、合同委員会について
　　　　≫河本幹事より報告　
　　　　①10月13日㈮　アイアングリル　⇒　「笠組」に変更
　　　　　……………………………………………………………………………………… 社会福祉委員会
　　　　②10月23日㈪　けんしん　⇒　「サムライダイニング茶の間」に変更
　　　　　…………………………………………………………………………………… ＭＣ・ＩＴ委員会
　　　　③10月27日㈮　「サムライダイニング銀－しろがね－」にて合同委員会
　　　　　…………………………………………………………………………… 財務／市民・公衆委員会
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
　　　≫早川会計より報告
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

■第1268回例会 ■第1269回例会● 2017年 9 月26日㈫　18：00～
● 於：マリベールスパイア

● 2017年10月10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　81％　☆ファイン　700円　☆ドネーション　129,000円

◆ 平成29年 9 月第₂例会
Ｌ原瀬　忠広　計画委員会の皆様本当にありがとうございました。心

より感謝です。
Ｌ小倉　圭二　家族例会、計画委員会の皆様ご苦労様です。
Ｌ山本　宗宏　本日の家族例会楽しみにしています。
Ｌ近藤　　猛　今日は暑かったです。家族例会ですずみましょう
Ｌ河本　圭仁　家族例会、本当に皆さんありがとうございました。
Ｌ早川　義仲　計画委員会の皆さん、家族例会の準備ありがとうござ

いました。
Ｌ大川　耕三　家族例会の準備、計画委員会に感謝
Ｌ吉田　文彦　楽しい家族例会です。
Ｌ森　　和幸　家族例会楽しみにしています。
Ｌ松浦　龍也　家族例会おめでとうございます。
Ｌ服部　　勲　計画委員会の皆様家族例会ご苦労様です。
Ｌ廣江　和男　今日は暑い。�
Ｌ山本　幸治　楽しい家族例会ありがとうございます。
Ｌ宮川　晶子　ファン原瀬は、本当はドンファン一座です。家族例会

お疲れ様です。
Ｌ冨永　　実　計画委のみなさんごくろうさまです。
Ｌ丹下　靖憲　家族例会おめでとうございます。
Ｌ伊藤　幸満　家族例会たのしみです。
Ｌ大西千恵春　家族例会にカンパイ
Ｌ仙波　重樹　御家族の皆様出席ありがとうございます。
Ｌ戸梶　直美　家族例会の大成功を祝って
Ｌ大西　安子　家族例会、皆様のおかげで無事終えることができまし

た。ありがとうございました。
Ｌ永野　通夫　ご家族の皆さま　いつもお世話になります。
Ｌ稲森　和行　家族例会の成功を祈って�
Ｌ中岡　富茂　家族例会、ご協力ありがとうございます。
Ｌ兵頭　好喜　おめでとうございます。
Ｌ藤岡　久実　家族例会で大役の司会をさせて頂きます。きんちょう

してます。
Ｌ新宮　幸孝　家族例会おつかれ様です。
Ｌ高山　正志　家族例会に�すがすがすい天気�
Ｌ藤井　　滋　皆さんお元気そう　カンパイ
Ｌ境　　俊之　 2 回連続でウマゲット。有難う。今回は橋本さん、大

政さんサンキュウ
Ｌ山田　　哲　家族例会は楽しいですね

Ｌ和泉　光浩　橋本さんゴルフ委員会　優勝おめでとうございます。
Ｌ藤本　雅弘　11月12月の献血活動よろしくお願い致します。
Ｌ小森谷ケララ　先日のゴルフ委員会はベストスコアでした。
Ｌ両田　　晃　家族例会準備お疲れ様でした。楽しみです。
Ｌ池田　博英　計画委員会おつかれさま
Ｌ猪子　真司　家族に感謝�
Ｌ土井　晴彦　カゼをひいている人がいますので、健康管理に気をつ

けます�
Ｌ濱田　聖子　長男が国体に出場します�ありがとうございます。
Ｌ村井　　剛　 ９ 月の誕生日の皆様おめでとうございます。
Ｌ米田衣美子　本日は、楽しみにしてまいりました。（^^）
Ｌ伊藤　憲司　家族例会に
Ｌ岩本　　透　家族例会おめでとうございます。
Ｌ藤田　裕司　本日は楽しい会をありがとうございます。
Ｌ堀田　　学　今月4３歳になります。
Ｌ坪内　宗士　三男の誕生日を迎えましたので
Ｌ伊藤　　渉　家族例会よろしくお願いします。
Ｌ森　　浩輔　12月の職場体験学習の受入れのご協力ありがとうご

ざいます。
Ｌ加地　雅臣　国体が成功しますように
Ｌ大政　大祐　初めての家族例会参加です。楽しみです。
Ｌ新崎　　勉　今日は、待ちにまった家族例会です。皆で楽しくやり

ましょう。
Ｌ木下　勝敏　祭りの風が吹き始めました。ワッショイ
Ｌ村上　泰久　家族例会ありがとうございます。
Ｌ髙岡　重則　秋晴れの素晴らしい天気に
Ｌ盛重　泰輔　家族例会楽しみにしています。
Ｌ二神　秀和　家族例会、楽しみましたよ。
Ｌ井上　　光　ゴルフ大会預り金返納致します。
Ｌ片山　　一　 2 回目の家族例会、今年も 1 人で参加。来年は埼玉の

娘をくどくぞ�
Ｌ松岡　俊幸　まだまだ暑い日が続きますね
Ｌ佃　　浩三　武智正晴様、会場、食事等いつもありがとうございま

す。
Ｌ高橋　孝子　計画出席のみなさま、楽しい企画ありがとうございま

す。
Ｌ武智　正晴　家族例会おめでとうございます。

☆出席率　81％　☆ファイン　0円　☆ドネーション　139,000円

◆ 平成29年10月第₁例会
Ｌ原瀬　忠広　橋本和範様、還暦おめでとうございます。
Ｌ小倉　圭二　橋本さん還暦おめどうございます。
Ｌ山本　宗宏　晴天の中、国体閉会式ができて何よりです。
Ｌ近藤　　猛　まだまだ暑いです。
Ｌ河本　圭仁　橋本さん還暦おめでとうございます。
Ｌ早川　義仲　橋本さん還暦おめでとうございます。
Ｌ山本　幸治　橋本さん還暦おめでとうございます。
Ｌ吉田　文彦　エヒメ国体大成功�
Ｌ服部　　勲　橋本さん還暦おめでとうございます。
Ｌ廣江　和男　秋祭も終り、次は地区運動会、年明けて「どんと焼」

です。（町内の行事）
Ｌ大川　耕三　橋本さん還暦を祝って
Ｌ森　　和幸　橋本さん還暦おめでとう？地方祭の日の生まれなんで

すね
Ｌ大西千恵春　橋本さん還暦おめでとうございます。仲間になりまし

たね。
Ｌ戸梶　直美　橋本さん還暦おめでとうございます。
Ｌ丹下　靖憲　橋本さん還暦おめでとうございます。
Ｌ宮川　晶子　今日はセントラルアカデミーの日です。1８：３0～ここ

で開催します。お待ちしております。
Ｌ新宮　幸孝　橋本さん還暦おめでとうございます。
Ｌ兵頭　好喜　10月生の皆さん、橋本さんの還暦　おめでとうござい

ます。
Ｌ加藤　定伸　橋本さん還暦おめでとうございます。
Ｌ永野　通夫　橋本さん還暦おめでとうございます。
Ｌ藤岡　久実　橋本様還暦おめでとうございます。
Ｌ中岡　富茂　橋本和範さん還暦おめでとうございます。
Ｌ大西　安子　10月お誕生月の皆様、橋本さん還暦　おめでとうござ

います。
Ｌ境　　俊之　蝉が鳴きそうな熱さに乾杯
Ｌ高山　正志　国体の天皇杯 2 位に�
Ｌ和泉　光浩　大政さん新店オープンおめでとうございます。
Ｌ橋本　和範　還暦御祝ありがとうございました。
Ｌ両田　　晃　橋本さん還暦おめでとうございます

Ｌ藤本　雅弘　毎月の献血活動みなさん有りがとうございます
Ｌ土井　晴彦　体調管理気を付けています�
Ｌ喜井　茂雅　今日は晴天、秋晴れです。
Ｌ伊藤　　渉　小森谷さんお誕生日おめでとうございます。
Ｌ堀田　　学　セントラルアカデミー楽しみにしています。
Ｌ森　　浩輔　職場体験の受入先がだいたい決まりました。ご協力あ

りがとうございました。
Ｌ久保美代子　橋本さんおめでとうございます。体育の日ですね。
Ｌ伊藤　憲司　橋本さん還暦おめでとうございます。
Ｌ久米　正信　国体陸上桐生選手速かったです。
Ｌ村井　　剛　10月の誕生日の皆様おめでとうございます。
Ｌ楠田　善久　橋本様還暦おめでとうございます。
Ｌ伊賀上竜也　お誕生日の皆さん、橋本さん、還暦おめでとうござい

ます。
Ｌ加地　雅臣　橋本さん還暦おめでとうございます。10月生まれの皆

様おめでとうございます。
Ｌ木下　勝敏　橋本さん還暦おめでとうございます。
Ｌ井澤　剛一　健康も秋　充実感ありがとう
Ｌ新崎　　勉　国体もいよいよ今日が閉会式です。秋晴れの日々と楽

しみたいものです。
Ｌ大政　大祐　入会いらい、ずっと工事をしていた新店がたやっと完

成しました。明日オープンします。
Ｌ片山　　一　先日、原瀬会長のお嬢様も演奏されたコンサートを観

にいき、汚れていた心が洗われました。
Ｌ松岡　俊幸　10月お誕生日のみなさんおめでとうございます。
Ｌ佃　　浩三　橋本和範様還暦おめでとうございます。
Ｌ井上　　光　おめでとう
Ｌ菅野　直也　愛媛国体で頑張られて選手も皆様お疲れ様でした。
Ｌ太　　亨哲　永野さんシニアチャンピオンがんばれ�
Ｌ盛重　泰輔　先日のコンペで馬が当たりました�
Ｌ武智　正晴　10月 2 日高円宮絢子様、10月 5 日秋篠宮眞子様、来県

時、弊社結婚式場アルベラで昼食を召し上がっていた
だきました。10月中にもう一度宮家にお越し頂けます。
名誉なことです。
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ゴルフコンペ成績
優勝者からひとこと

９/21㈭ 奥道後ゴルフクラブ

５年ぶりに優勝しました、この何年か２位は何回かありましたがいつ
も少しの差で２位止まりでした。
その日メンバーの大川さん、高岡さんが上手なので良い緊張感で、

また戸梶さんがやさしく飴をくれてニコニコ廻ってくれたのが良いスコア
につながり優勝できました。
写真に戸梶さんが横でにっこり笑っているのが微笑ましいです。

橋本 和範

今回からは四国のお城を見ていきたいと思います。まずは愛媛県の宇和島城。西に宇和島湾をのぞむ海
抜80ｍの城山に建てられた平山城です。名築城家と言われた藤堂高虎の最初の居城としても有名です。今
は埋め立てられて道路となっている外堀は不等辺五角形で、敵に四角形と誤認させて、残る一方に血路を
ひらくという遠謀が秘められていました。
天守は後に入場した伊達氏が築いたもので、本丸の平地に基礎となる石垣を築き、その上に建てられた

「単立式」天守です。建てられた寛文5年（1665）の頃は、幕府の力が強くなり築城の許可を得るのが難しく、
許されてもこのような小振りのものしか建てられなかったようです。壁は漆喰塗籠めで、三層の屋根は隅
を反らせ、各階に唐破風や千鳥破風を備えとても優美です。前回ご紹介した彦根城天守と雰囲気が似てい
ます。でも石落しや、鉄砲や矢を放つための狭間も備えず、天下泰平時代の典型的な天守と言えます。
麓の上り立ち門は、天守の他では唯一江戸時代の遺構。形式は薬医門で、軒巴瓦には伊達家の家紋であ

る九曜が見られます。
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

上り立ち門

私は昭和52年 4 月 1 日に名鉄観光サービス㈱へ入社し松山営業所に配属されました。
あれから41年、一度の転勤も無く松山支店で勤務をしています。入社した当時の松山営業所は成績が上がらない赤字営業所でした
が、昭和58年から 9年連続予算達成、翌々年から10年連続予算達成と他支店からも注目される支店となりました。
入社して 4年目頃、弊社の橋本常務からペンタゴン方式（アメリカの国防総省）の教えがあり 5つの柱を持つことを目標としまし
た。一般法人・教育・組織・宗教・大会関係です。その後、当時の犬飼社長より営業所の五点セットの教えがありこの事が出来れば
必ず予算達成が出来ると社員全員の共通の認識となりました。
営業所をよくするエネルギーのもと五点セット。第一は毎週、毎月の仕事の目標や予算、手段方法など全員共通の理解があること。
第二は相互信頼。第三は相互援助。第四は意見の対立や相違を上手に解決すること。第五番目、一人一人が営業所のメンバー、自分
の職場に誇りを持ち、家族や友達に自慢できることが沢山あるか。
会社の業績は、ウチの会社に誇りを持つ人の数に比例して向上する。
予算達成が厳しくなった時や、五点が揃わなくなった時、何度も繰り返しこの営業所の五点セットを全員で読み連続予算達成する
ことが出来ました。
思い出に残る仕事は、平成15年度全国在宅介護支援センター研究大会（5300名）平成21年・第14回全国トラック運送事業者大会（1500
名）2011年・マカオ航空チャーター便（ザベネチアンホテルがオープンした年）企画書作成・業者選定・パンフレット作成・下見打合せ・
集客など膨大な時間と動力がかかりましたが大成功に終えることが出来たことや、松山工業高等学校の修学旅行（来年同行で35回の
添乗）同じ学校の修学旅行、身に余る光栄で感謝しています。
苦しかった事は、日常茶飯事で大問題も沢山（公表できない）ありましたが苦しさの先に楽しさがあると思っています。


