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（LC、井上　光）

代表取締役　  

井　上　光
H i k a r u　I n o u e

本　　　 社  愛媛県松山市空港通2丁目15-16
　　　　　　TEL  089-932-8148
　　　　　　FAX  089-932-8048
　　　　　　MAIL  try＠sign-try.com
東京オフィス 東京都千代田区内神田3丁目2-1
　　　　　　喜助内神田3丁目ビル
　　　　　　TEL  03-5207-2864
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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」

毎年恒例の創立記念例会ですが、今年は少し趣を変えて余興をしない内容での企画となりました。
会長挨拶のあとは度々お世話になっております、松山市立子規記念博物館の竹田美喜館長に「子

規・漱石・極堂生誕150年―愚陀仏庵の52日―」と題して記念講演をして頂きました。冒頭に館長から、
松山中央ライオンズクラブの過去の記念事業で寄贈をさせて頂いた、正岡子規の坐像・夏目漱石の胸
像・正岡子規の銅像のお礼の言葉があり、お役に立てている事を実感いたしました。講演の中では子
規を中心とした52日間の ３ 人の関わり合いを、新聞記事・手紙のやりとり・文献等をスライドで説明
をして頂き、皆さん話に聞き入っておられました。帰り際に館長にお話を聞くと、小説「坊っちゃん」
の松山弁（方言）は極堂が添削？をしたそうです。

さて、食事と歓談を挟み例年の余興時間を割愛して、松山中央ライオンズの歴史についてＬ丹下靖
憲さんより、整理された資料とスライドで話をして頂きました。これはＣＮ55周年大会（2020.₅予定）
に向けて過去にどの様な周年事業をしてきたかの振り返りと、周年事業を体験していない新しい会員
の皆さんには何をどのように対応していくのかということを、知ってもらえたのではないかと思いま
す。

最後になりますが、企画をして頂きましたＬ新宮幸孝さんＬ兵頭好喜さん及び計画・出席委員会の
皆様に感謝申し上げます。

創立記念例会報告
稲　森　和　行計画出席委員長



お菓子の加工販売もしてます

（LC、髙橋孝子） （LC、森田のり子）
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去る11月19日、秋晴れの空のもと恒例の第19回石手川ダム上流域の河川清掃が行われました。ダ
ム上流域の地域住民の方、各種団体、国、県、市職員の方々を含め約610名の方々が参加されました。
我が中央ライオンズクラブからも25名が参加、市之出浄水場での出発式の後、当クラブの清掃場所で
ある「せせらぎ公園」に向かい、各自清掃道具を持ってそれぞれの持ち場の河川清掃を行いました。
今回19回目とあって、上流域の水質もかなり改善されているとの事。参加者の協力のお陰で今年も約
4 トン車一台分のゴミの収集が出来たとの事です。正に「その街に流れる水は、その街に住む人の文
化のレベルを示すものである」との言葉の重みを感じさせられたアクトでした。皆様ご協力有難うご
ざいました。

新　崎　　　勉市民・公衆委員長石手川ダム上流域の河川清掃



（LC、大西知人）（LC、菅野直也）

Natural
Features
Construction Work

T o m o h i t o  O h n i s h i

http://www.fudo-c.jp

大 西  知 人
代表取締役社長風土㍿

〒791-1102 愛媛県松山市来住町1344-1
Phone：（089）976-7311　FAX：（089）976-3279
Mail:t-ohnishi@fudo-c.jp
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東温ライオンズクラブCN35周年記念例会

世界糖尿病デー大街道街頭イベント

336－A地区1R－ 3 Z　第 2回ガバナー諮問委員会

11月12日、14時から東京第一ホテル松山にて東温ライオンズク
ラブのＣＮ３5周年記念例会に、原瀬会長と私の 2 名で参加致しま
した。決して会員数の多いクラブではありませんが、凛とした雰
囲気の中で記念例会の 1 時間はあっという間に終わり、親睦会に
移りました。親睦会では、クラブ別でダーツ大会も行われ、松山
中央ライオンズクラブとして私が参加しましたが、撃沈でした。
和やかで、温かい気遣いで居心地も良く、親睦会もまたたく間に
終わりましたが、他のクラブと接することは、自分の属するクラ
ブを知る上で、とても大切ではないかと、改めて感じさせられま
した。

11月19日、11時から世界糖尿病デーの一環で「みんなでブルー
サークル　糖尿病予防inえひめ」の大街道街頭イベントが開催さ
れました。この日はとても風が強くて寒い 1 日でしたが、イベン
トでは、血糖値、血圧、体脂肪率、筋力測定や、医師、看護師、
薬剤師、臨床検査技師、管理栄養士、理学療法士、歯科衛生士の方々
による健康相談が行われました。私も敵陣に乗り込む勢いで血圧、
体脂肪率を測定していただきましたが、案の定、健康相談の方へ
回されました。当クラブの会員の皆さんも通りがかりの方々へ声
掛けをし、多くの方が測定や相談に立ち寄ってくれました。これ
も、健康を気にかけている方が多い証ではないでしょうか。この
イベントで何より感動したのは、寒さに震えながらも懸命に相談
にのっているスタッフの方々の姿でした。本当に頭が下がる思い
で、寒い中ではありましたが、胸を熱くさせられました。参加し
てくださった皆さん、ありがとうございました。

12月 2 日、16時から第 2 回ガバナー諮問委員会が、いよてつ会館にて開催されました。松山中央ライオンズクラブ
からは、地区役員として森前会長と、原瀬会長、小倉第一副会長、大川会員委員長、私の 5 名で参加いたしました。
審議事項としては、第64回地区年次大会、2018年度 1 Ｒ－ ３ ＺＣの件、アワードの件、ＬＣＩＦの件等がありました。
第 1 回諮問委員会の時もそうでしたが、今回の諮問委員会に於きましても、参加して強く感じることは、如何に松山
中央ライオンズクラブが他クラブに注目されているかということです。司会進行役から意見を求められることも多く、
他クラブから驚きの声が多く発せられ、胸を張ってその場に居られることを、本当に誇りに思います。出来ることな
ら、この感じを会員全員に味わってもらいたいなといつも思います。幹事として貴重な経験をさせていただき、本当
にありがたく思います。



日新産業株式会社
ドライアイス・消火器

本社　松山 TEL（089）925-2700
今治営業所 TEL（0898）23-2776

（LC、片山　一）

（LC、土井晴彦） （LC、木下勝敏）

執行役員四国支店長

片　山　　　一
かた やま はじむ

（LC、本宮　薫）
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12月の誕生人から一言…
早川　義仲 1958（昭和33年）12月 ６ 日生

先日、59回目の誕生日を迎えました。
当日はたまたま教育国際委員会の日と重なり、サ

プライズで伊賀上委員長より「ケーキ」「シャンパン」
等を準備してもらっていて、委員の皆さんに祝って
もらいました。

思い出に残る誕生日となり、ありがとうございま
した。

来年は年男で還暦を迎えます。ライオンズ活動も
これから大変ですが、出来るかぎり積極的に参加し
ていきます。

今後共宜しくお願い致します。

井上　　光 1958（昭和33年）12月 9 日生

今年で59歳を迎えます。早いもので、ライオンズ
に入会して 2 年目を迎えました。

徐々にではありますが、皆様にも顔を覚えて頂け
たのではないかと思います。

また、ライオンズの歌も歌詞を見ずに歌えるよう
になりました�

これからもゴルフに奉仕活動に精進してまいりま
すので、今後ともご指導のほどよろしくお願い致し
ます。

境　　俊之 1947（昭和22年）12月 7 日生

満70歳、「古来希也」で節目の誕生日ではあります。
10年前、還暦の時の2007年の手帳を開いてみると、
真っ白で一行の感慨さえメモされていません。とは
言っても、道後の旅館で家族にお祝いの宴を持って
もらったことは、よく覚えています。

ライオンズクラブでは、古希は数え年のようで、
昨年お祝いしてもらいました。有難いことです。今
年は老妻と二人で、静かに食事をする予定です。元
気で共に生きて来られたことに心から感謝し、これ
からも労りあいながら生きて行きたいと思っていま
す。

小笠原英志 19６６（昭和41年）12月 1 日生

皆様いつもお世話になっております。12月無事に
誕生日を迎える事が出来ました。これまで、これと
言って大きな怪我も病気も無く過ごして来れました
が、半年前から五十肩になり、どんどんゴルフのス
コアも悪くなっております。

良い治療法をご存知の方どうかご一報くださいま
せ。

余談ですが先日笠組に藤井さんが来て下さいまし
た。本当にお元気で日本酒四合をぐいと呑み干し喜
んで帰って下さいました。お年は92才との事、化け
物か鉄人です（^^）

冨士原　裕 1975（昭和50年）12月22日生

誕生日を迎えて毎日慌ただしい日々をすごしてお
ります。一日一日を充実した日を過ごすべく準備段
取りをしっかりできるよう足元を確かめながら進ん
でいける一年にしていきたいと思います。

今後ともご指導賜りますよう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山本（幸）、Ｌ久保、Ｌ境
　　　　（オブザーバー）Ｌ稲森、Ｌ橋本、Ｌ伊賀上

₁．開会宣言
₂．出欠調査
　　　≫役員18人の出席を確認
₃．会長あいさつ
　　　≫原瀬会長より挨拶
₄．前回理事会議事録の確認
₅．会計報告（11月分収支明細表）
　　　≫早川会計より報告
₆．審議事項
　⑴　創立記念例会決算書（案）について
　　　≫稲森計画出席委員長より報告…………………………………………… <審議>→<承認>
　⑵　新年例会予算書（案）について
　　　≫稲森計画出席委員長より報告…………………………………………… <審議>→<承認>
　⑶　第３0回「国際平和ポスター」企画決算書（案）について　
　　　≫伊賀上教育国際委員長より報告………………………………………… <審議>→<承認>
　⑷　「石手川ダム上流域の河川等清掃」決算書（案）について
　　　≫河本幹事より報告………………………………………………………… <審議>→<承認>
　⑸　加藤嘉明公騎馬像廻り及び正岡子規像廻り剪定予算書（案）について
　　　≫河本幹事より報告………………………………………………………… <審議>→<承認>

　⑹　薬物乱用防止教育認定講師養成講座の受講について
　　　≫河本幹事より報告………………………………………………………… <審議>→<承認>
　　　■日　時：2018年₁月28日㈰　セミナー：1３：00～17：00
　　　■場　所：ウェルピア伊予
　　　■受講料：4,500円×₂名＝9,000円（受講者：Ｌ小倉圭二・Ｌ武智　慧）
　⑺　クラブＩＴ担当委員の選出について　
　　　Ｌ池田を推薦する。
　　　≫河本幹事より報告………………………………………………………… <審議>→<承認>
　⑻　地区役員事務局手当について（上半期分）
　　　≫河本幹事より報告………………………………………………………… <審議>→<承認>
₇．報告事項
　　1　第64回地区年次大会予備登録について
　　　　≫原瀬会長より報告
　　2　₁Ｒ-₃Ｚからの次期地区役員及び地区委員選出について　
　　　　₁Ｒ-₃ＺＣを当クラブより、選出することとなった。
　　　　≫原瀬会長より報告
₈．その他
　　ＭＪＦ献金可能な方は今月中にお願いしたい。
　　　≫原瀬会長より報告
₉．閉会

■第 6 回理事会 ● 2017年12月 4 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．アワード贈呈　
　　1　2016-2017年度100周年記念奉仕チャレンジ賞
　　2　クラブ100周年記念会員増強賞
　　3　会員満足度向上賞
　　4　100周年記念会員増強賞　　Ｌ太亨哲
₆．幹事報告
　　　≫河本幹事より報告
₇．委員会報告
　　1　委員会場所・日程変更について
　　　　≫各委員会より報告
　　　　・12月₇日㈭　「サムライダイニング茶の間」
　　　　⇒12月₆日㈬　18：30～「鉄板焼ダイニングドラミ」に変更
　　　　……………………………………………………………………………… 教育国際委員会
　　　　・12月15日㈮　18：30～「アイアングリル」
　　　　⇒「サムライダイニング銀しろがね」に変更　
　　　　……………………………………………………………………………… 社会福祉委員会
　　　　・12月25日㈪　「けんしん」 
　　　　⇒12月13日㈬　18：30～「サムライダイニング銀しろがね」に変更
　　　　…………………………………………………………………………… ＭＣ・ＩＴ委員会
　　2　12月献血活動予定について
　　　　≫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12月₅日㈫ 12：00～14：00 ＤＣＭダイキ株式会社　本社
（松山市美沢₁-₉-₁）

平成29年12月11日㈪ 15：30～17：30 松山大学
（松山市文京町₄-₂）

平成29年12月12日㈫ 13：00～17：00 愛媛大学
（松山市道後樋又10-13）

₈．ファイン･ドネーションの報告
　　　≫早川会計より報告
₉．出席率の報告
　　　≫稲森計画出席委員長より報告
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（12月）Ｌ小笠原（₁日）、Ｌ早川（₆日）、Ｌ境（₇日）、Ｌ井上（₉日）、Ｌ冨士原（22日）
　　　≫境さん挨拶
₆．プログレスＭＪＦ献金ピン及び楯の贈呈
　　ピン：Ｌ原瀬忠広（₂回目）
　　　≫原瀬会長挨拶
　　　楯　：Ｌ早川義仲（初　回）
　　　≫早川さん挨拶
₇．審議事項　
　⑴　創立記念例会決算書（案）について
　　　≫稲森計画出席委員長より報告…………………………………………… <審議>→<承認>
　⑵　新年例会予算書（案）について
　　　≫稲森計画出席委員長より報告…………………………………………… <審議>→<承認>
　⑶　第30回「国際平和ポスター」企画決算書（案）について
　　　≫伊賀上教育国際委員長より報告………………………………………… <審議>→<承認>
　⑷　「石手川ダム上流域の河川等清掃」決算書（案）について
　　　≫新崎市民公衆委員長より報告…………………………………………… <審議>→<承認>
　⑸　加藤嘉明公騎馬像廻り及び正岡子規像廻り剪定予算書（案）について
　　　≫新崎市民公衆委員長より報告…………………………………………… <審議>→<承認>
　⑹　薬物乱用防止教育認定講師養成講座の受講について
　　　小倉第₁副会長と武智慧さんが出席予定
　　　≫河本幹事より報告………………………………………………………… <審議>→<承認>
　　　■日　時：2018年₁月28日㈰　セミナー：13：00～17：00
　　　■場　所：ウェルピア伊予
　　　■受講料：4,500円×₂名＝9,000円（受講者：Ｌ小倉圭二・Ｌ武智　慧）
　⑺　クラブＩＴ担当委員の選出について
　　　池田さんにお願いする。
　　　≫河本幹事より報告………………………………… <審議>→<承認>　池田さんより挨拶
　⑻　地区役員事務局手当について（上半期分）
　　　≫河本幹事より報告………………………………………………………… <審議>→<承認>
₈．食事
₉．報告事項
　　1　第64回地区年次大会予備登録について
　　　　≫河本幹事より報告
　　2　₁Ｒ-₃Ｚからの次期地区役員選出について
　　　　当クラブより選出する予定である。
　　　　≫原瀬会長より報告
10．委員会報告
　　　　≫各委員会より報告
　　1　合同委員会について
　　　　・12月27日㈬　18：30～『笠組』で合同委員会 …………… 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 

■第1272回例会 ■第1273回例会● 2017年11月28日㈫　18：30～
● 於：ホテルマイステイズ松山

● 2017年12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　111,000円

◆ 平成29年11月第₂例会
Ｌ原瀬　忠広　無事に創立記念例会を迎えられ感謝です。
Ｌ小倉　圭二　竹田館長様講演ありがとうございました。
Ｌ河本　圭仁　計画出席委員会の皆さん、ご準備お世話になりました。
Ｌ早川　義仲　創立記念例会、おめでとうございます。
Ｌ吉田　文彦　創立記念例会一言だけしゃべります。
Ｌ大川　耕三　10月24日会員交流会の盛会に感謝して
Ｌ廣江　和男　松山中央創立5３周年例会を祝って
Ｌ山本　幸治　たくさんのアワードおめでとうございます。
Ｌ島田　省吾　5３回目の創立記念例会をお祝いして
Ｌ森　　和幸　創立記念例会・・・・一年は早いものです
Ｌ松浦　龍也　創立記念例会バンザイ�
Ｌ大西千恵春　竹田館長様　講話ありがとうございました。
Ｌ伊藤　幸満　だいぶさむくなりました。
Ｌ丹下　靖憲　創立記念例会　竹田館長ありがとうございました。
Ｌ仙波　重樹　竹田館長ありがとうございました。
Ｌ宮川　晶子　竹田様　講演ありがとうございました。
Ｌ佐々木　勲　創立記念おめでとうございます。
Ｌ藤岡　久実　創立記念例会に始めて参加いたします。
Ｌ中岡　富茂　今日、献血して来ました
Ｌ永野　通夫　竹田館長さん講演ありがとうございます。
Ｌ稲森　和行　祝　創立記念
Ｌ加藤　定伸　竹田館長ありがとうございます。
Ｌ佐伯　裕子　竹田館長、有難うございました。
Ｌ新宮　幸孝　竹田館長、講演ありがとうございました。
Ｌ兵頭　好喜　竹田先生、ありがとうございます。
Ｌ大西　安子　創立記念例会おめでとうございます。
Ｌ長野　　剛　竹田館長ありがとうございました。
Ｌ和泉　光浩　竹田様講演ありがとうございます。
Ｌ境　　俊之　太さんゴルフだけではなく、100周年記念会員増強賞

すごいです。
Ｌ本宮　　薫　創立記念例会記念講演竹田館長ありがとうございます。
Ｌ高山　正志　創立記念例会に�
Ｌ橋本　和範　100周年記念会員増強賞太さんおめでとう
Ｌ藤井　　滋　記念例会おめでとう
Ｌ両田　　晃　献血活動頑張りましょう
Ｌ濱田　聖子　長男　花園行き決定しました。ありがとうございます。
Ｌ土井　晴彦　遅刻してしまいました

Ｌ小森谷ケララ　入会して一年たちました
Ｌ喜井　茂雅　今日は暖かった
Ｌ池田　博英　かぜをひきませんように
Ｌ藤本　雅弘　大街道の献血活動、皆様有難うございます。
Ｌ森田のり子　創立記念開催おめでとうございます。
Ｌ坪内　宗士　スマホを買い換えました�
Ｌ髙橋　正人　丹下さん、「松山中央ライオンズの歴史」ありがとうご

ざいました。
Ｌ伊藤　　渉　今月で入会して 1 年になりました。よろしくお願いし

ます。
Ｌ久保美代子　太さんおめでとうございます。
Ｌ堀田　　学　お疲れ様です
Ｌ伊藤　憲司　創立記念例会に
Ｌ伊賀上竜也　日曜日、献血アクト行ってきました
Ｌ宮道　　享　創立記念例会おめでとうございます。
Ｌ伊藤　英樹　久しぶりの例会です
Ｌ米田衣美子　入会して 1 年になりました。ありがとうございます�
Ｌ平尾　由紀　献血行ってきました。ティッシュを必死でくばってき

ました�楽しかったでーす�
Ｌ大政　大祐　石手川清掃おつかれさまでした
Ｌ井澤　剛一　ボランティア充実感
Ｌ加地　雅臣　今年もあとわずかとなりました。
Ｌ村上　泰久　竹田館長講話ありがとうございました。
Ｌ高橋　孝子　久々に献血できました�
Ｌ盛重　泰輔　今年も残りあと 1 ヶ月ですね。
Ｌ井上　　光　創立記念例会開催おめでとうございます。
Ｌ髙岡　重則　11月も楽しく仕事が出来ました
Ｌ片山　　一　創立記念例会に参加するのは初めてかも？
Ｌ合田　　礼　太さん　増強賞おめでとうございます。
Ｌ太　　亨哲　竹田さん講演ありがとうございました。
Ｌ武智　正晴　ゴルフ委員会準優勝でした。残念。
Ｌ松岡　俊幸　ＣＮ55周年へ向け頑張りましょう

☆出席率　81％　☆ファイン　0円　☆ドネーション　121,000円

◆ 平成29年12月第₁例会
Ｌ原瀬　忠広　松山中央ライオンズカップ女子中学生ソフトボール大

会、皆様ご協力ありがとうございました。
Ｌ小倉　圭二　寒いです。風邪に気を付けて下さい。
Ｌ山本　宗宏　森浩輔さん社長就任おめでとう�
Ｌ近藤　　猛　女子ソフトボール大会無事終わりました。皆様ご苦労

様でした。
Ｌ河本　圭仁　池田さん、ＩＴ担当よろしく
Ｌ早川　義仲　誕生日のお祝いありがとうございました。
Ｌ松浦　龍也　12月お誕生日の皆様おめでとうございます。
Ｌ廣江　和男　冬、当来です。
Ｌ吉田　文彦　寒いです。風邪インフルエンザ気を付けて
Ｌ森　　和幸　12月 9 日女子ソフトボール大会すみませんでした。
Ｌ山本　幸治　ソフトボール欠席ですみません。
Ｌ丹下　靖憲　寒くなりました。身体に気を付けましょう
Ｌ宮川　晶子　寒くなりました。忘年会シーズンなので、毎日、仕事

にお酒に楽しく過ごしています。
Ｌ大西千恵春　誕生日おめでとうございます。早川さん娘さんに祝っ

てもらってうらやましく思います。
Ｌ戸梶　直美　足を扉にぶつけて骨折してしまいました。骨のモロく

なる年令の方、人ごとではありません。
Ｌ兵頭　好喜　12月生まれの皆さんおめでとうございます。
Ｌ新宮　幸孝　12月生まれの皆さんおめでとうございます。
Ｌ永野　通夫　ソフトボール天気が良くなによりでした。
Ｌ中岡　富茂　原瀬会長、早川会計、プログレスＭＪＦありがとうご

ざいます。
Ｌ大西　安子　12月お誕生月の皆様、ＭＪＦ献金受賞おめでとうござ

います。
Ｌ和泉　光浩　ソフトボール大会お疲れ様でした。
Ｌ橋本　和範　ソフトボール参加のみなさん、おつかれでした。
Ｌ高山　正志　寒波到来�女子ソフト無事終了
Ｌ境　　俊之　元気で満70歳を迎えることが出来ました。
Ｌ池田　博英　風が強いです。
Ｌ藤本　雅弘　大街道献血ルームでの当番皆様ご苦労様でした。
Ｌ濱田　聖子　無事お店移転オープンできました。

Ｌ小森谷ケララ　熱が出ましたが 1 日で治しました。
Ｌ土井　晴彦　本日も遅刻しましたー。スミマセン
Ｌ喜井　茂雅　境さん70歳おめでとうございます。
Ｌ伊賀上竜也　寒くなって来ました。皆さん風邪をひかないように
Ｌ村井　　剛　12月の誕生日の皆様、おめでとうございます。
Ｌ宮道　　享　12月お誕生日おめでとうございます。
Ｌ久米　正信　しばらくぶりです
Ｌ伊藤　英樹　さむいですね～
Ｌ米田衣美子　12月生れの方、早川さんお誕生日おめでとうございま

す。
Ｌ伊藤　　渉　献血活動おつかれさまでした。
Ｌ清水　栄治　久し振りですみません。
Ｌ髙田　健司　カゼなどひかれてませんか？
Ｌ大西　知人　寒さに負けないように�
Ｌ大政　大祐　ソフトボール大会おつかれさまでした。
Ｌ加地　雅臣　12月生まれの皆様おめでとうございます。
Ｌ新崎　　勉　11月19日の石手川ダム流域清掃アクトご協力ありがと

うございました。
Ｌ平尾　由紀　ソフトボールでは大変お世話になりました。あきちゃ

ん、ソフトは硬球ないんよ～♡
Ｌ松岡　俊幸　12月お誕生日のみなさんおめでとうございます。
Ｌ合田　　礼　12月お誕生月の皆様おめでとうございます。
Ｌ盛重　泰輔　本格的な寒さになってきました。
Ｌ髙岡　重則　会社の事務員に子供が生まれた
Ｌ井上　　光　皆さんインフルエンザ気を付けて下さい。
Ｌ高橋　孝子　ソフトボール大会お疲れ様でした。ふたりのうぐいす

嬢ありがとうございました。
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ゴルフコンペ成績
優勝者からひとこと
11/16㈭ チサンカントリークラブ北条

盛重 泰輔
HP36のおかげで優勝することができました。
当日は天気にも恵まれ、また同伴者の小笠原さん、武智(正)

さん、高橋孝子さんのおかげで大変楽しくプレーできました。
会長賞のカップ＆ソーサーも妻が大変喜んでいました。
ありがとうございました。
これからは、もう少し高いレベルで皆さんと競えるように練習

したいと思います。

アクティビティーの解説

高知城
今回はお隣の高知城をご紹介します。関ヶ原の戦い後、24万石を領して土佐に入封した山之内一豊に
よって築かれたお城で、松山城より1年早い慶長6年（1601）の起工と伝えられています。
現在の天守は、享保12年（1727）の城下町の大火からの延焼で焼失した20年後の享保12年（1747）に再
建されたものです。形式は明らかに「望楼型」です。現存12天守のうち、元和元年（1615）に建てられた
松本城以降に建てられたものは、高知城を除いてすべて「層塔型」です。享保の再建の時に、慶長の天
守に忠実に倣って建てられた「復古天守」だからなのです。そしてこの時代の本丸書院、納戸蔵、東多聞、
西多聞等、15棟もの建物（すべて国指定重要文化財）が残され、本丸全体が江戸期のままに保たれてい
る非常に貴重な遺構です。
追手門は先の大火の類焼を唯一まぬがれた建物でしたが、現在のものは享和元年（1801）に再建され
たものです（本ページの写真）。高知城の表門として柱や梁の木材も大きく堂々とした構えをしています。

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

1999年33才で自営業を始めました。それまで 2社コンピュータのソフト会社で勤務しましたが、
出張の多いサラリーマン生活でした。当時は娘 9才、息子 6才でしたので、出張が無いようにと
自営業を始めました。オフコンからWindowsの波もあり、順調に起業し法人になったのですが
2008年のリーマンショックには「ぼこぼこ」にされましたね（-_-;）。医療関連の仕事は安定して
いましたが、製造業、卸売業などは軒並み受注が無くなりました。幸い借金も無かったので、金
融機関と相談し借り入れた資金で「予約システム」を作りました。病院の時間指定予約、順番
待ち予約、レンタカーの予約など事業の拡張が出来たのもリーマンショックの「おかげ」だなと、
良い思い出になっています（^_^）v
現在はクラウド化等の波に乗り遅れないように積極的に様々な商品を取り扱っています。昔は 1企業すべてのプロ
グラムを作るスタイルでしたが、現在は様々なソフトの良いとこどりし、ソフト間をスムーズに連携するスタイルが
主流になっています。給与は〇〇奉行、会計は〇〇会計、売掛、買掛は□□大臣、在庫管理は特殊だからオーダーメー
ドで作り込み、営業支援はセールスフォース・・・など。「コンピュータの事なら何でもおまかせください」をキャッ
チフレーズに、お客様、地域社会の問題解決をしていきます（^_^）v。


