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We Serve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）

■ 少年剣道大会

松山城天守（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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（LC、山田　哲）
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新会員あいさつ

「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」

佃　　　浩　三青少年育成委員長松山中央ライオンズ杯2018オーレカップＵ
松山中央ライオンズ杯オーレカップ2018が、 ３月29〜３1日まで無事に盛大に開催されました。新小学 ６年生を対象

に県内外 8チームが参加し、日ごろの成果を発揮していました。
最終日には全チームの選手を混合にしたチームでミニゲームを行い、たくさんの選手同士が交流を深めました。
青少年育成委員会の新しいアクティビティとして充実した成果を出すことができたと思います。
また来年のどうぞよろしくお願いいたします。
最後に、個別に協賛いただいた企業の皆様、本当にありがとうございました。

この度、平成３0年 ３ 月1３日に、歴史と伝統ある松山中
央ライオンズクラブに入会させていただきました岩田哲
也と申します。
仕事は、ソニー生命保険株式会社で、「ライフプラン
ナー」をさせていただいております。
入会前から感じておりましたが、会員の方々の活発な
活動を拝見して、ただ驚いてばかりであります。
スポンサーになっていただいた兵頭さんは、尊敬が出

来る人生の大先輩として、いつも大変、お世話になり勉強をさせていただ
いております。
私のライオンズクラブのイメージは「奉仕活動」でしたが、中央ライオ
ンズクラブは、様々な集まりがあり、みんなが仲良く笑顔の多いお付き合
いをされております。
まだまだ、微力ではありますが、なるべく多くの活動に参加して、ライ
オンズクラブを少しでも盛り上げていけたら良いなと思っております。
また、入会の機会を与えて頂いた、すべての方々に感謝申し上げます。
今後は、楽しいライオンズクラブ活動を送りたいと望んでおります。メ
ンバーの皆様、ご指導をどうぞよろしくお願い申し上げます。

初めまして。この度松山中央ライオンズクラブに入会
させて頂きました株式会社ナカフードサービスの中周作
と申します。入会のきっかけは大川会員にお誘い頂いた
ことでした。弊社は経営理念として、少年少女のスポー
ツ文化振興と地域社会への貢献を掲げております。大川
会員からライオンズクラブの活動趣旨を丁寧にご指導頂
き、その内容に深く賛同し入会致しました。日程を見さ
せて頂くと様々な奉仕活動がありますが、私自身スポー

ツが好きなこともありますので、少年少女のスポーツ大会等に積極的に関
わっていきたいと思います。また私は29歳の時に事業承継し社長職に就い
て 8年目になります。経営者としてまだまだ至らぬ点、未熟な点が多くあ
りますので先輩経営者の皆様に学ばせて頂ければ有難く思います。松山中
央ライオンズクラブで多くのことを学び、人間的にも経営者としても成長
していく事をお約束してご挨拶に代えさせて頂きます。今後とも宜しくお
願い致します。

ソニー生命保険株式会社 株式会社ナカフードサービス岩田　哲也 中　　周作部長 代表取締役



営業管理部

取締役部長

株式会社 和光ビルサービス
松山市竹原町1丁目10番地16 〒790-0052
TEL（089）931-6631  FAX（089）932-4481
E-mail：k-takechi@wakobs.co.jp

武  智　 慧

（LC、米田衣美子）

松山市勝岡町266
(089)978-5080
二番町　姉妹店
百の獅子

カフェ＆ランチ
9：00～17：00

休日　日曜日・祭日

（LC、武智　慧）
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新　崎　　　勉市民・公衆委員長加藤嘉明公騎馬像建立記念祭りお茶会
去る ４月 8日㈰、第 7回「加藤嘉明公騎馬像建立記念祭りお茶会」を開催致しました。
今年度は、徳島で開催されました地区年次大会と松山お城祭りが奇しくも重なり合ったため、当ライオンズクラブ
の役員並びに多くの会員の皆様が、年次大会出席のため不在となりましたが、残った役員並びに会員の皆様のご協力
並びに関係各方面の皆様のご協力により無事終えることが出来ました。
直前の天候不良、松山お城祭りが例年より一週間遅れとなったことで、待望の桜の花は散っておりましたが、一方
で例年にない葉桜や椿の花の良さも加わりまた別の趣のあるお茶会となりました。事前にお城祭り実行委員会へのお
問い合わせを頂くなど「騎馬像前のお茶会」も定着して参りました。　
当日は、晴時々くもりで気温もやや低めでしたが、多くの市民の方々や県外海外を含めた旅行者の方々にお茶を
楽しんでいただくと共に、松山の歴史や文化に触れて頂くことが出来ました。四国遍路の途中で立ち寄って下さった、
オーストラリア（ブリスベン）からのお客様をはじめ多くの外国人観光客の皆様、また野志松山市長にもお立ち寄りを
賜り、例年のお城祭りへの協力への感謝の言葉をかけて頂くと共にお茶のお接待をお楽しんで頂きました。今後益々
郷土松山の歴史と文化が広く日本、そして世界に広がって欲しいものです。
ご指導、ご協力を賜りましたお茶の川嶋先生をはじめ原瀬会長、森前会長の奥様、各方面の多くの協力業者の皆様
方、そして役員はじめ会員の皆様、委員会のメンバーの皆様に心より感謝を申し上げます。終わりに、表方・裏方で
花と技を添えて頂きました女性会員の皆様本当にありがとうございました。



白 石 光 永
エグゼクティブ・ライフプランナー
部　長

プルデンシャル生命保険株式会社　松山支社　第三営業所

〒790-0003 松山市三番町4-9-6 NBF松山日銀前ビル 10F
TEL:089-947-8030　 FAX:089-947-8040
携帯電話:090-3460-4985
E-mail:mitsuhisa.shiraishi@prudential.co.jp

［カスタマーサービスセンター］
8:00～21:00（土日祝9:00～17:00）※元日除くお客様の声ホットライン  0120-810740

（LC、井澤剛一）

（LC、二神秀和）（LC、小森谷ケララ）

（LC、白石光永）
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河　本　圭　仁幹事第64回地区年次大会
第６４回地区年次大会が、 ４月 8日に徳島市のアスティとくしまで開催されました。前日のゴルフには20名、懇親会
には27名が、そして、当日の式典には３４名の参加を頂き、松山中央ライオンズクラブの圧倒的な存在感を誇りに感じ
た気がします。また、式典でのクラブ表彰は、群を抜く多くの受賞に背筋が伸びた気がしたのは、私だけではなかっ
たと思います。この、多くの受賞には各委員長さんを始めとするメンバーの功績であり、陰で支えてくれている事務
局の青木さんの功績であると思います。それから、今回懇親会をはじめ、何から何までお世話頂いた佃さん、ゴルフ
のお世話をして頂いた高橋さん、本当にありがとうございました。心から深く感謝致します。



（LC、坂本　茂）（LC、清水栄治）

金融商品仲介業者 登録番号関東財務局長（金仲）第7号
所属金融商品取引業者
株式会社SBI 証券

株式会社 リスクマネジメント・ラボラトリー　松山支店
〒790-0001 愛媛県松山市一番町１丁目9-4-2F
TEL.089-993-5232  FAX.089-993-5234  携帯電話 090-8892-1364
E-mail.sakamoto_s830@rml.co.jp  URL http://www.rml.co.jp/r_m_l/

投資信託、株式は
坂  本     茂
AFP（日本FP協会正会員）

まで、よろしくお願い致します。

Financial Adviser

Risk
Management
LaboratoryLMR
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4 月の誕生人から一言…

佐々木　勲 1956（昭和31年）4 月 7 日生

恥ずかしながら、申年ではありますが、６2年間馬齢
を積み重ねてまいりました。
一昔前なら、定年後悠々自適での生活であったかと
思いますが、今の現状はもう少しやらなければいけな
い事情があります。
今後とも宜しくお願い致します。

野水　崇司 1974（昭和49年）4 月 7 日生

４ 月 7 日で４４歳となりました。「大人になってきた
なぁ」とようやく思える年かと思いきや、まだまだ勉
強が足りていないと反省する今日この頃です。ライオ
ンズに入会させて頂き益々未熟さを感じていますが、
諸先輩方の導きを頂き、今年も成長の一年にしたいと
思っております。よろしくお願い致します�

太　　亨哲 1969（昭和44年）4 月16日生

ライオンズに在籍をさせていただいて、皆様に仲良
くしていただき、又色々な事を教えていただきながら
楽しいライオンズライフを過ごしてきました。
今年で４9歳を迎えるにあたり取り巻く環境が大きく
変化する１年になりそうです。
質素・倹約・地味・控え目という私のモットーをさ
らに胸に刻みながらますます精進していきたいと思っ
ております。楠田　善久 1973（昭和48年）4 月 2 日生

松山中央ライオンズに入会させて頂いて早くも 2回
目の誕生日を迎える事が出来ました。その間に様々な
方々と知り合い、色々な事を教えて頂きました。今後
ともよろしくお願いいたします。

宮道　　享 1968（昭和43年）4 月15日生

４ 月15日で50歳になりました。孔子の言葉に、五十
にして天命を知るとありますが、「これまでの人生を
振り返り、自分の役割とは何かを考えなさい」という
ことで、	 自分の人生に於いて最も重要なものは何か
を知るという歳になりました。	
家庭も、仕事も、ライオンズも天命を知り、日々精
進してまいりますので今後ともご指導の程宜しくお願
い致します。

高岡　直樹 1973（昭和48年）4 月16日生

皆様、お世話になります。この ４月で４5歳になります。
仕事多忙の為、なかなか例会、委員会共に欠席が多
いですが、今年度はなるべく出席できるよう努めます。

竹田　祥一 1935（昭和10年）4 月29日生

今年、 ４月29日に満8３歳を迎えることができました。
長い政治生活を終え、ほっとしておりますが、残さ
れた人生これからも「人の喜びのために」を生きがい
として、今後の人生を歩みたいと思っております。

髙岡　重則 1952（昭和27年）4 月26日生

６６歳になりました。
今の健康に感謝しいつ終焉を迎えようとも武士の如
く強い精神を持って潔く生きたいとおもってます。

大西千恵春 1956（昭和31年）4 月25日生

母「千代子」の「千」、父「めぐむ」の「恵」、そし
て春に生まれたので「大西千恵春」と名付けられて６2
年になります。還暦までにウォーキングで６1キロまで
絞った体もこの 2年で６7キロに。せっかく買っていた
オシャレな洋服も着ることが出来なくなりました。こ
のままでは、元の70キロに戻るのも時間の問題なので
今日からまた、６5歳までに６0キロを目指してウォーキ
ングの復活です。もちろん仕事もボランティアも精力
的に取り組みます。ただ、一つ気がかりなのは、痩せ
るとゴルフのスコアが悪くなるんですよね。
気のせいでしょうか？　どなたかアドバイスお願い
します�

和泉　光浩 1979（昭和54年）4 月 5 日生

先ずはサッカー大会の主催、協賛本当にありがとう
ございます�いよいよ３9歳です。３0代最後の一年を楽
しみながら過ごしたいと思います。３0代最後の 1年も
４0代に向けての準備をし、皆様に甘えさせていただき
ながら頑張ります。どうぞよろしくお願い致します�
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理 事 会 だ よ り

例 会 だ よ り

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 5Ｒ－ 2 Ｚこんぴらライオンズクラブ
　　　前地区ガバナー・地区名誉会議長　　真鍋　隆	様
　　　第一副会長　　　　　　　　　　　　森　　久	様
　　　会員委員長　　　　　　　　　　　　鉄川裕崇	様
　　　理　　　事　　　　　　　　　　　　苧坂博文	様
5 ．会長あいさつ　　≫原瀬会長より挨拶
６．新会員入会式　　中　周作	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．アワード贈呈
　　　メンバーズシップアドバンスメントキー賞受賞　　Ｌ松浦龍也
　　　100周年記念会員増強賞受賞　　　　　　　　　　　Ｌ山田　哲
8．「指名会」・・・次年度役員候補者発表　　≫吉田文彦指名委員長より発表
9．前地区ガバナー・地区名誉会議長あいさつ　　真鍋　隆	様
10．食事　　
　　　・「松山中央ライオンズ杯2018オーレカップＵ-12」の案内　　≫和泉委員より説明
　　　・会員交流員会の案内　　≫戸梶委員より説明
11．幹事報告
12．委員会報告　　≫各委員会から報告
　1　合同委員会について
　　　① ３月29日㈭「笠組」にて合同委員会	……………… 【財務委員会／市民・公衆委員会】
　2　委員会日程・場所変更について
　　　① ４月 5日㈭「サムライダイニング茶の間」⇒ ４月11日㈬「黒船SOBABURI」変更　
　　　…………………………………………………………………………… 【教育・国際委員会】
　　　② ４月 9日㈪「アイアングリル」⇒ ４月 5日㈭「道後松ちゃん」に変更
　　　…………………………………………………………………………… 【青少年育成委員会】
　　　③ ４月2３日㈪「けんしん」⇒	「かど福」に変更	…………………… 【ＭＣ・ＩＴ委員会】
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　　≫早川会計より報告
15．出席率の報告　　≫稲森計画委員長より報告
1６．閉会ゴング
17．‘また会う日まで’合唱
18．ローア

1．開会ゴング
2．国旗に敬礼
３．国歌及び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．次年度役員選挙会　　≫吉田指名委員長より報告	…………………………<審議>→<承認>
６ ．誕生祝（ ４月）Ｌ楠田（ 2 日）、Ｌ和泉（ 5 日）､ Ｌ佐々木（ 7 日）､ Ｌ野水（ 7 日）、
　　　　　　　　　Ｌ宮道（15日）､ Ｌ太（16日）､ Ｌ高岡（直）（16日）､ Ｌ大西（千）（25日）､
　　　　　　　　　Ｌ髙岡（重）（26日）、Ｌ竹田（29日）

7 ．審議事項
　⑴　新会員推薦について　　光田恵之	様
　　　≫大川会員会則委員長より報告……………………………………………<審議>→<承認>
　⑵　 1Ｒ－ ３Ｚ合同例会決算書（案）について
　　　≫稲森計画出席委員長より報告……………………………………………<審議>→<承認>
　⑶　2017年度中学生職場体験学習決算書（案）について
　　　≫森浩輔社会福祉委員長より報告…………………………………………<審議>→<承認>
　⑷　第 2回会員交流会予算書（案）について　
　　　≫兵頭会員交流委員長より報告……………………<審議>→<承認>　戸梶委員より案内	
　⑸　次期地区役員・委員研修会について
　　　≫河本幹事より報告…………………………………………………………<審議>→<承認>
　　　日　時：2018年 ４ 月29日㈰　1３時３0分〜
　　　会　場：今治国際ホテル
　　　登録料：10,000円（次期 1Ｒ－ ３ ＺＣ　Ｌ兵頭好喜）
　⑹　 1Ｒ合同引継会及びゾーンレベル会員委員会について
　　　≫河本幹事より報告…………………………………………………………<審議>→<承認>
　　　日　時：2018年 5 月25日㈮
　　　場　所：いよてつ会館
　　　登録料： 5 ,000円× 7名＝３5,000円
　　　（該当者：Ｌ森（和）、Ｌ兵頭、Ｌ原瀬、Ｌ小倉、Ｌ大川、Ｌ河本、Ｌ宮川）
　⑺　その他　　お茶会の報告　　≫原瀬会長より報告とお礼
8．食　事
9．会員スピーチ　　Ｌ服部　勲
10．報告事項
　⑴　退会届について　　Ｌ久米正信　　≫大川会員会則委員長より報告　　　　　　　　
11．委員会報告　　≫藤本保健委員長より報告	…………………………………<審議>→<承認>
　⑴　 ３月献血報告について　　　　　　　　　　　　　　　　　	　　　　　　　	　

実施日 実施場所 血液者数

平成３0年 ３ 月 8 日 ㈱愛媛銀行本店 受付29名　４00mL：25名　不採血 ４名

平成３0年 ３ 月 8 日 ㈱愛媛銀行電算センター 受付15名　４00mL：15名　不採血 0名

平成３0年 ３ 月 9 日 ㈱伊予銀行久米支店 受付12名　４00mL： 8名　不採血 ４名

平成３0年 ３ 月12日 ㈱伊予銀行本店 受付６６名　４00mL：６2名　不採血 ４名

平成３0年 ３ 月20日 ㈱伊予銀行事務センター 受付６４名　４00mL：5４名　不採血10名

平成３0年 ３ 月22日 ㈱伊予銀行本店 受付４３名　４00mL：４0名　不採血 ３名

平成３0年 ３ 月2３日 松山中央郵便局 受付1３名　４00mL：1３名　不採血 0名

　⑵　 ４月献血スケジュールについて

実施日 実施時間 実施場所

平成３0年 ４ 月1３日㈮ 13：00〜16：00 ㈱いよてつ高島屋
（松山市湊町 5 - 1 - 1 ）

平成３0年 ４ 月18日㈬ 10：30〜18：00 松山大学
（松山市文京町 ４ - 2 ）

平成３0年 ４ 月19日㈭ 10：30〜18：00 愛媛大学
（松山市道後樋又10-1３）

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　　≫稲森計画出席委員長より報告
15．閉会ゴング
1６．‘また会う日まで’合唱
17．ローア

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和泉、Ｌ山本（幸）、Ｌ松浦、
　　　　　　　Ｌ久保、Ｌ境、Ｌ武智（正）
　　　　（オブザーバー）Ｌ稲森、Ｌ森（浩）

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（ ３ 月分収支明細表）
　　　≫早川会計より報告
６．審議事項
　⑴　新会員推薦について　　光田恵之様
　　　≫大川会員会則委員長より報告……………………………………………<審議>→<承認>
　⑵　退会届について　Ｌ久米正信
　　　≫大川会員会則委員長より報告……………………………………………<審議>→<承認>
　⑶　 1Ｒ－ ３ Ｚ合同例会決算書（案）について
　　　≫稲森計画出席委員長より報告……………………………<審議>→<承認一部訂正あり>
　⑷　2017年度中学生職場体験学習決算書（案）について
　　　≫森浩輔社会福祉委員長より報告…………………………………………<審議>→<承認>

　⑸　第 2回会員交流会予算書（案）について
　　　≫兵頭会員交流委員長より報告……………………………………………<審議>→<承認>
　⑹　次期地区役員・委員研修会について
　　　≫河本幹事より報告…………………………………………………………<審議>→<承認>
　　　日　時：2018年 ４ 月29日㈰　1３時３0分〜
　　　会　場：今治国際ホテル
　　　登録料：10,000円（次期 1Ｒ－ ３ ＺＣ　Ｌ兵頭好喜）
　⑺　 1Ｒ合同引継会及びゾーンレベル会員委員会について
　　　≫河本幹事より報告…………………………………………………………<審議>→<承認>
　　　日　時：2018年 5 月25日㈮
　　　場　所：いよてつ会館
　　　登録料：5,000円× 7名＝35,000円
　　　（該当者：Ｌ森（和）、Ｌ兵頭、Ｌ原瀬、Ｌ小倉、Ｌ大川、Ｌ河本、Ｌ宮川）
　⑻　その他
7．報告事項
　　　≫河本幹事より報告
　⑴　L久米正信へお見舞金を支出した。
　⑵　L本宮薫へ香典を支出した。
8．その他
9．閉　会

■第10回理事会 ● 2018年 4 月 2 日㈪　18：30～
● 於：松山全日空ホテル

■第1280回例会 ● 2018年 3 月27日㈫　12：15～13：15
● 於：ホテルマイステイズ松山

■第1281回例会 ● 2018年 4 月10日㈫　12：15～
● 於：ホテルマイステイズ松山



7

わ け あ り ド ネ ー シ ョ ン

☆出席率　80％　☆ファイン　500円　☆ドネーション　112,000円

◆ 平成30年₃月第₂例会
Ｌ原瀬　忠広　中様御入会おめでとうございます。真鍋様はじめこん

ぴらライオンズの皆様例会訪問ありがとうございます。
Ｌ小倉　圭二　こんぴらライオンズの皆様例会訪問ありがとうござ

います。中さん入会おめでとうございます。
Ｌ河本　圭仁　こんぴらライオンズの皆さん、ありがとうございます。

中さん入会ありがとう。
Ｌ早川　義仲　中さん、入会ありがとうございます。
Ｌ森　　和幸　こんぴらＬＣ皆様例会訪問ありがとう。中さん入会お

めでとう。
Ｌ山本　幸治　こんぴらＬＣ皆様例会訪問ありがとうございます。
Ｌ吉田　文彦　梅花爛漫　お酒がうまい
Ｌ大川　耕三　中さんの入会を祝して
Ｌ服部　　勲　こんぴらライオンズの皆様例会訪問ありがとうござい

ます。
Ｌ松浦　龍也　中さんどうぞよろしくお願い申し上げます。
Ｌ廣江　和男　週末は、さくらが満開です。
Ｌ宮川　晶子　確定申告、やっと終わりましたぁ。
Ｌ丹下　靖憲　エイジシュートコンペお世話になりました。例会訪問

ありがとうございます。
Ｌ戸梶　直美　中周作さん、ご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　こんぴらライオンズの皆様いらっしゃいませ。
Ｌ大西　安子　中さん入会おめでとうございます。こんぴらＬＣの皆

様例会訪問ありがとうございます。
Ｌ永野　通夫　中さん入会おめでとうございます。
Ｌ加藤　定伸　中さん頑張りましょうね。
Ｌ新宮　幸孝　中さん入会おめでとうございます。
Ｌ中岡　富茂　中　周作様ご入会おめでとうございます。
Ｌ藤岡　久実　中さん入会おめでとうございます。
Ｌ和泉　光浩　サッカー大会御協力ありがとうございます。
Ｌ境　　俊之　こんぴらライオンズの皆様、例会訪問ありがとうござ

います。中さんおめでとう。
Ｌ橋本　和範　新会員中さん入会おめでとうございます。
Ｌ小森谷ケララ　中さん入会おめでとうございます。
Ｌ藤本　雅弘　 ３月ゴルフ委員会、優勝させて頂きました。有りがと

うございます。

Ｌ土井　晴彦　すっかり暖かくなりました�
Ｌ池田　博英　ひきつづき花粉ひどい
Ｌ伊賀上竜也　こんぴらライオンズの皆様ご苦労様です。
Ｌ宮道　　享　中さんご入会おめでとうございます。
Ｌ堀田　　学　年度末、お疲れ様です。
Ｌ久保美代子　いよいよ ４月、桜の時期です。
Ｌ伊藤　　渉　お花見の時期になりました。
Ｌ上田　貞人　選抜甲子園大会が開幕です。
Ｌ髙橋　正人　新入会員　入会おめでとうございます。
Ｌ坪内　宗士　この土日、桜がたいへんきれいでしたので。
Ｌ岩田　哲也　桜満開
Ｌ大政　大祐　中さんご入会おめでとうございます。
Ｌ木下　勝敏　中社長ご入会おめでとうございます。
Ｌ大西　知人　新入会おめでとうございます。
Ｌ平尾　由紀　騎馬像をぴかぴかに磨きました。あごのウラまであし

のウラまで�あ〜良い汗かいた�なんちゃって。
Ｌ新崎　　勉　桜の花も満開となりました。お城祭騎馬像前広場のお

茶会皆様のご協力お願い致します。
Ｌ太　　亨哲　お久しぶりでございます。
Ｌ盛重　泰輔　中さんご入会おめでとうございます。
Ｌ武智　正晴　中さん入会おめでとうございます。
Ｌ髙岡　重則　桜が満開で
Ｌ井上　　光　花粉症の方今しばらく頑張って下さい。
Ｌ松岡　俊幸　中　周作さん入会おめでとうございます。
Ｌ片山　　一　丹下さんエイジシュート記念コンペで15位でしたが当

日賞のキャディバッグを頂きました。丹下さんありが
とうございます。北海道ツアーに参加します。

Ｌ菅野　直也　中さん、新入会おめでとうございます。
Ｌ高橋　孝子　真鍋前地区ガバナー�お久ぶりです。例会訪問ありが

とうございます。

☆出席率　80％　☆ファイン　600円　☆ドネーション　117,000円

◆ 平成30年₄月第₁例会
Ｌ原瀬　忠広　地区年次大会出席頂いた皆様ありがとうございました。
Ｌ小倉　圭二　地区年次大会おつかれ様でした。
Ｌ山本　宗宏　年次大会参加の皆さんお疲れ様でした。
Ｌ近藤　　猛　地区大会、お茶会お疲れ様でした。
Ｌ河本　圭仁　年次大会、お茶会、本当にお世話になりました。あり

がとうございました。服部さんスピーチありがとうご
ざいました。

Ｌ早川　義仲　光田さん入会、お願いします。
Ｌ廣江　和男　ブラジル原産「イペー」の黄色い花に感激。
Ｌ松浦　龍也　先日年次大会参加者に皆様お疲れ様でした。 ４月お誕

生月の方おめでとうございます。
Ｌ山本　幸治　松山春まつりお茶会お手伝いご苦労様でした。
Ｌ吉田　文彦　年次大会御苦労様でした。
Ｌ竹田　祥一　 ４月29日に8３才の年を迎えます。悲しきもあり悲しき

もあり�
Ｌ森　　和幸　服部さんスピーチ楽しみです。
Ｌ服部　　勲　88ヶ所お遍路結願しました。
Ｌ丹下　靖憲　年次大会、松山中央ＬＣゴルフコンペ優勝しました。
Ｌ大西千恵春　お茶会、勉強になしました。
Ｌ戸梶　直美　野水さんおいしいお食事ありがとうございます。
Ｌ宮川　晶子　 8日、日曜日のお茶会、新崎委員長を初め、関係者の

皆様お疲れ様でした。
Ｌ加藤　定伸　地区年次大会おつかれ様でした。
Ｌ永野　通夫　服部さんスピーチありがとうございました。
Ｌ佐伯　裕子　花粉症が治まり、楽になりました。
Ｌ大西　安子　 ４月のお誕生月の皆様おめでとうございます。年次大

会、お城祭りお疲れ様でした。
Ｌ中岡　富茂　年次大会（徳島）お疲れ様でした。
Ｌ兵頭　好喜　 ４月生の皆さんおめでとうございます。
Ｌ新宮　幸孝　年次大会お疲れ様でした。
Ｌ高山　正志　年次大会の成功に�
Ｌ橋本　和範　年次大会おつかれでした。
Ｌ境　　俊之　服部さんスピーチありがとうございました。
Ｌ坪内　宗士　この土日、桜がたいへんきれいでしたので
Ｌ髙橋　正人　服部さん、すばらしい会員スピーチ、感動しました。

Ｌ久保美代子　お茶会お疲れ様でした。皆さん着物がステキでした。
Ｌ堀田　　学　お茶会お疲れ様でした。
Ｌ伊藤　　渉　お茶会お疲れ様でした。
Ｌ池田　博英　お城まつりイベントおつかれ様でした。
Ｌ藤本　雅弘　第６４回年次大会お疲れ様でした。
Ｌ両田　　晃　 ４月お誕生の皆さんおめでとうございます。
Ｌ小森谷ケララ　やっとヒートテックをしまいました。
Ｌ土井　晴彦　急に寒くなった日があって驚きました。
Ｌ伊賀上竜也　次年度の皆様、御苦労様です。
Ｌ村井　　剛　年次大会、松山まつり、お疲れ様でした。
Ｌ平尾　由紀　家の鍵はなくすと大変なことのなります�皆さんも気

を付けて下さいね。年次大会では大変お世話になりま
した。ありがとうございました。

Ｌ木下　勝敏　服部さん会員スピーチありがとうございました。
Ｌ大西　知人　「お茶会」盛況でした。
Ｌ井澤　剛一　リフォーム工事契約�感謝�またいい縁がありますよ

うに。
Ｌ新崎　　勉　一昨日の騎馬像前お茶会では皆様お世話になりました。

お陰様で無事終了する事が出来ました。
Ｌ大政　大祐　 ４月誕生月の方、おめでとうございます。
Ｌ合田　　礼　 ４月お誕生の皆様おめでとうございます。
Ｌ髙岡　重則　誕生月なので
Ｌ井上　　光　 ４月誕生日の方、おめでとうございます。
Ｌ武智　正晴　 ４月誕生日の皆さんおめでとうございます。
Ｌ松岡　俊幸　 ４月お誕生日のみなさん　おめでとうございます。
Ｌ高橋　孝子　年次大会お疲れ様でした。お茶会のお世話して頂いた

方々ありがとうございました。
Ｌ盛重　泰輔　年次大会お疲れ様でした。
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ゴルフコンペ成績
優勝者からひとこと
３/15㈭ エリエールゴルフクラブ松山

藤本 雅弘
ライオンズクラブに入会して、今年の７月でやっと５年になります。ゴ
ルフ委員会で優勝したいと言う気持ちが今まで強すぎたのか、約５年
間で準優勝が２回と残念な結果でした。今回は、４アンダーなので優
勝は無いと思ってのんきにしていましたら、携帯電話に委員長をはじめ
その他の方からも電話を頂いておりましたのに気付かずに車の中に置き
忘れていました。申し訳有りませんでした。
これからも無欲で頑張りたいと思います。素敵なワイングラス有難う
ございました。

アクティビティーの解説 これまでお城の概要や特徴、四国の城郭について説明してきましたが、残りの3回は我が松山城についてご紹介
していきたいと思います。まずは天守についてです。
松平家が築城した天守は天明4年（1784）の落雷による火災で焼失していまいます。その後、幕府から再建の許
可を得るのが難しかったこと、飢饉などで藩の財政がひっ迫したこともあり、今の天守が完成したのは焼失からな
んと68年後の嘉永5年（1852）です。これは維新のわずか16年前、ペルリ率いる艦隊が浦賀に入港した前年のことです。
この時代に果たして天守が必要だったかどうかは別として、現存12天守の内、正真正銘、最新の天守です。
江戸末期ということで構造的にもしっかりしたものになっています。本ページの断面図では、3階の外郭の柱が
同じ位置で1階まで下りていて、2階・1階は外に武者走りと称する廊下がついているのがおわかりいただけると
思います。これによって上階に行くに従って逓減し、威厳のある姿になっています。最新式の天守ということで、
内部は建具で仕切られ畳が敷かれ、天井が張られ床の間まで持っている、いわゆる居室化したしつらえになってい
ます。しかし、信長が築いた安土城もこのような御殿形式の天守だったことから、古い形を踏襲した天守であると
いうこともできます。
表紙は今年の桜に囲まれた天守の写真ですが、これからは新緑の美しい季節となります。こういった見方で天守
に是非登ってみて下さい。

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

松山城天守

当社は自動車販売、整備の会社です。今回は販売部門についてのお話をさせて頂きます。
当社の事業の軸である販売部門を、「軽自動車届出済未使用車専門店」という業態にシフトしたのは、 9年前の平
成20年 4 月です。当時私は大学卒業後、カーディーラー、損保会社に勤めた後に入社し １年が経った頃でした。その
頃の当社は、「車なら何でも売ります�」という形の中古車店と某自動車メーカーの新車販売店として運営しており
ましたが、他社や大手カーショップ等との差別化が図れず、売上も伸び悩んでおりました。
そんな中、当社が唯一強みを持っていた軽自動車販売を切り口に売上を伸ばす事ができないかと考えていた所、未
使用車専門店に切り替えようという話が上がりました。ただ、何でも販売する、という形から軽自動車だけに特化す
る、という事に対する不安やリスクも考えてしまい、悩むこともありましたが、当社代表からのバックアップもあり、
私が店長として「軽未使用車専門店ガリレオ」としてリニューアルしました。
オープンして １年、 2年と過ぎ業績を伸ばす事ができましたが、業績が横ばいの年が続いたりという事もありま
した。そこで出てくる問題はやはり「人」の問題で、人財育成等で悩む事も多くありました。そこで 6年前から新卒
採用にもチャレンジし、今では若いスタッフの活気も溢れ、少しずつですが社風も変わってきたように感じています。
これからも「人」を生かし、「人」で生きる会社にしていきたいと思います。


