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We Serve会長スローガン
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『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）

■ ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝバﾚｰボｰﾙ大会
■ 松山市少年剣道錬成大会

松山城天守　放水銃の放水試験
（裏面に解説有）
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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」

退　任　挨　拶

お陰様を持ちまして、今年度の会長として無事に終えることが
できました。皆様に厚く御礼を申し上げます。
「感動と共感、革新を継続しウィサーブ」とスローガンを掲げさ

せて頂き、皆様のご支援ご協力により多くのアクティビティーを
恙なく遂行できたと思います。会員増強も、目標を持ってスター
トさせて頂きましたが、 ４ 名の純増となり、クラブの力を衰退さ
せることなく次年度の小倉会長に引き継ぎができると感じており
ます。

青少年育成事業の松山中央ライオンズ杯U-12カップや保健事業
の小児糖尿病ブルーキャンプへの支援などの新事業もあり、各委
員長さんには大きなご負担となったことを、心苦しく思っており
ます。特に献血推進事業については、通年を通して積極的な活動
をして頂き、多大な成果を得ることができました。書ききれない
程、沢山の事業がございましたが、皆様のご支援ご協力に感謝申

し上げます。
又、嬉しいことに336A地区年次大会に於いて「ガバナー特別賞」

をはじめ多くの賞を頂きました。皆様方にすばらしい活動をして
頂いた結果だと感謝申し上げます。

これからは一人のメンバーとして、松山中央ライオンズクラブ
発展の為に会員の皆様と共に奉仕活動に頑張ってまいりたいと思
います。

特に一年間ご苦労をお掛けした、河本幹事並びに早川会計、事
務局の青木様に厚く感謝を申し上げますと共に、ご指導・ご鞭撻
を頂きましたメンバー全員に厚く御礼申し上げ、退任のご挨拶と
させて頂きます。

一年間本当にありがとうございました。

「河もっちゃん、良かったなあ、幹事の役が回ってきたよ。ほん
と良かったわい。」今は亡き清水さんの、如何にも吉報を届けに来
たというような言葉に、「あっ、ありがとうございます。」と慌て
て発した言葉から副幹事ライフがスタートしました。そして、原
瀬会長、早川会計、永野テーマ―、大西テールツイスター、そし
て、各理事の方々、委員長の方々と共に、 1 年間幹事をさせてい
ただき本当に幸せだったと感じています。副幹事期にはいろいろ
ありましたが、私自身に於いて決して無駄な事は一つも無かった
と確信しています。理事会も例会も本当に楽しく、 1 年間がアッ

という間でした。こんな私に幹事の大役を任せていただいた皆様
に、心から深く感謝しております。名残は尽きませんが、今静か
に目を閉じ、杯に酌まれる誰かからの最高の酒を待つことにしま
す。大好きな松山中央ライオンズクラブの皆様、心から、ありが
とうございました。

昨年 ７ 月より一年間、原瀬会長、河本幹事の元で会計という大
役をさせていただきました。当初予算組みから色々な方に教えて
いただき有難うございました。今までは、予算など気にした事も
なく、ライオンズ活動をしていましたが、実際に2,000万を超える
予算を作りますと、お金の動きが良く分かり、大変良い経験をさ
せていただきました。そして、会長、幹事と共に一年間、大きな
問題も無く終わることが出来、安堵しております。これも心優し

い会員の皆様のお陰だと感謝しております、本当に一年間有難う
ございました。 

原瀬会長のもと、テーマーの大役を務めさせていただきました。
テーマーは会長、幹事を補佐し、例会がスムーズに進行できる

ようお手伝いすることが仕事ですので、例会場へはいつも11時過
ぎには行くようにしていました。ところが、会長は毎回、それよ
りも早く会場に到着し、準備をされており、頭の下がる思いでし
た。ほんとによく行動される会長、幹事さんでしたので、テーマー
としては大変楽をさせていただきました。感謝しております。

また、支えていただいたメンバーの皆さんにも、心よりお礼申
し上げます。

一年間大変ありがとうございました。

会長退任挨拶

幹事退任挨拶

会計退任挨拶

ライオンテーマー退任挨拶

早　川　義　仲

永　野　通　夫

原　瀬　忠　広第54代会長

河　本　圭　仁幹事
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原瀬会長のもと、この一年、全力疾走で駆け抜けました�　あ
と一カ月、なんとか無事に任務を終えますようにと、日々祈る毎
日です。思えば、壇上の私はあがり症に加え話下手、言葉を噛ん
だり言い間違えたり、極めつけは【時間潰し】の大失言までやら
かして…来賓の方々や会員の皆様の笑いにどれだけ救われたこと
か。こんな、自他共に認めるポンコツな私を支え、応援して頂い
た皆様に心より感謝申し上げます。

お陰様で、ドネーションの予算額も無事クリアしましたが、皆様

の温かい善意には、毎回頭の下がる思いでいっぱいでした。テー
ルツイスターの活躍とはいかず、しくじりばかりの一年でしたが、
私にとっては宝物のような数々の経験、達成感、そして何よりも
松山中央ライオンズクラブの強固な連帯感に感動と共感を得られ
た素晴らしい一年でした。

この場をお借りして、共に歩ませて頂いた会長はじめ役員の
方々、多大なご協力を頂いたクラブの皆様に御礼申し上げます。

本当に有難うございました。

テールツイスター退任挨拶 大　西　安　子

戸　梶　直　美第15回セントラルアカデミー例会
５ 月30日、第1５回セントラルアカデミー例会が開催されました。今回は、坊ちゃん劇場で上演中の「よろこびのうた」

の主役、ドイツ軍楽隊の若き兵士役の四宮貴久様に「ブロードウェイの商業的成り立ち」と題してご講演いただきま
した。まず、アメリカでの俳優組織の形成やブロードウェイの興行収入の推移、ブロードウェイ作品のその後につい
て等スライドで写真を交えてわかり易く説明して頂き、舞台や映像からは知り得ないことを教えて頂きました。引き
続き、食事を交えながら、俳優への道　実践講座では、まず、男女がお互いに「こんにちは」という一言を繰り返し
繰り返し発声し、その一言でも、立場、心境、距離等において伝わり方が随分違うことを学びました。そして、次に「愛
してる」という言葉を、相思相愛、片思い、同性愛…とバリエーション豊かに表現しあい盛り上がりました。やけに
照れる丹下さん、迫りまくる平尾さん、実は男好きと思わせる〇〇さん、とお腹の皮がよじれ、シワが増え、涙が出
るほど笑わせていただきました。お食事もホテルマイステイズ松山様が演劇に寄せて凝りに凝ったメニューの意味付
けとお料理を準備してくださいました。野水さん始め皆様ありがとうございました。お忙しい中ご出席の皆様、どう
もありがとうございました。そして、アカデミーはいつも参加して損はさせない企画を準備しておりますので、これ
からもどうぞよろしくお願いいたします。



（LC、橋本和範）（LC、永野通夫）
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安心をお届けします

永野　通夫
松山市朝生田町２−４−６
TEL　089-913-0866
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高　橋　孝　子ゴルフ委員長ゴルフ委員会遠征を終えて
５ 月1７日～19日二泊三日の予定で北海道ゴルフ遠征を企画しました。
現地集合・羽田集合、一泊二日と様々な形で、3７名という多数の方にご参加いただきました。
当日朝 ７ 時半、「誰かいない人～」佃さんの声…常習犯の宮川さんにみんなの目が集まる「居た�」仙波さん「居た�」

喜井さん「居る�」誰？足りない…ひゃ～まさかの新宮さん…寝坊…やってしまいましたね。飛行機もとれず夜に合
流決定�

ブッルクスカントリークラブ、広大なのにフェアウエイまぁまぁ狭い。強風にも見舞われＯＢ続出、慣れないけど
2 人乗りカートも楽チン・快適（*^_^*）少しアクシデントもありましたが、何とか終了。優勝は伊賀上さん、準優勝
吉田さん、ベスグロ丹下さん、さすがのメンバーです。ホテルに向かうバス中、宮川さん倒れる、安ちゃんと太さん
が狭いバスの中で介抱、ホテルに着くや否や救急車で搬送、後は任せてと佐々木副委員長もフォローしてくれた。サッ
ポロビール園に行った人も気持ちの上で盛り上がれない、宮ちゃん大丈夫？仕事から解放された宮ちゃんの緊張の糸
が切れてしまったようで、検査も異常なし、点滴して元気になった。皆様、ご心配おかけしました。

その夜、付き添ってた女子たちに会長から寿司桶の差し入れ、宮ちゃんも少し食べれたし、明日はゴルフやめて体
安めてね（それが間違いだったことに後から気づく）

翌日、ザノースカントリークラブ。有名ゴルフ場でゴルフしたいとスタートしたものの大雨と強風でボールも飛ば
ない、気温も ５ ℃ほど、寒い…ハーフ終わって希望者のみプレイすることにしたら、31名中26名リタイヤ、この日だ
けのゴルフ遠征だった方、申し訳なかったですね<ｍ（_ _）ｍ>新宮さんが来たら雨…歌詞が作れそう。

翌日も雨のためゴルフもやめて全員観光に、井澤さんが段取りしてくれた観光コースへレッツゴー。ニッカ余市工
場での試飲ウイスキー、自分のも人のも飲むわ飲むわ宮川さん、休ませ過ぎましたとやや反省気味の戸梶さん。

千歳空港でお土産買って一路松山へ～の前に北海道最後だからと余市ハイボール飲むわ飲むわ宮川さん・・・これ
が元気になった証ですね。

ハプニングとアクシデントと盛りだくさんの遠征で、でも佐々木副委員長始め井澤さん千恵春さんと多くの方に助
けていただいて、全員揃って帰ってくることができました。

ほんとに皆様ご無事で何よりでした。ありがとうございました。



（LC、濱田聖子） （LC、堀田　学）
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6月の誕生人から一言…

山本　幸治 1946（昭和21年）6 月26日生

朝、目が覚めるとニッコリと笑う。今日一日この
笑顔崩さない様にしようと約束し一日が始まる。そ
して、また一年が経ってしまった。今年こそモット
いい笑顔を�

二神　秀和 1956（昭和31年）6 月 7 日生

今年で62歳になりました。
昨年から、ライオンズの行事に出れなかったです

が、 ７ 月でインドネシアでの事業活動が終了します
ので、 8 月以降はどんどん例会、ゴルフへ参加して
いきます。これからは、一日一日を大切に過ごして
いきたいと思ってます。

皆様、今後ともよろしくお願いします。

山口　雄次 1963（昭和38年）6 月25日生

皆様のご指導､ そして皆様のおかげによりまして、
元気で５５歳を迎える事が出来ました。

５6歳に向かって仕事もプライベートも常に目的意
識をはっきりと持ちより良い結果に結びつけたいと
思います｡

河本　圭仁 1967（昭和42年）6 月14日生

松山中央ライオンズクラブに入会し、早1５回目の
誕生日を迎えることができました。この1５年間には、
今までの人生に於ける最大の窮地も含まれています
が、今、こうやって思い出の一つとして静かに思い
起こすことができるのも、松山中央ライオンズクラ
ブのメンバーの方々に支えられてきたからであると
思っています。ゆっくりと、この1５年間を振り返る
こと、それは、極上の酒を味わうに似た心地に感じ
ます。どうか、これからもよろしくお願い致します。

上田　貞人 1963（昭和38年）6 月27日生

6 月2７日で、５５歳になります。
早朝の犬の散歩。仕事の合間に、時間をみつけて

のトレーニング。
いつまでも野球のユニフォームの似合う身体を目

指して、頑張ります。
中央ライオンズのメンバーに入れて頂いて 3 年と

なります。
チームの一員として、今後ともご指導よろしくお

願いいたします。

大政　大祐 1973（昭和48年）6 月16日生

今月誕生日を迎え４５歳となりました。
毎年毎年が勝負の年にはなりますが、少しずつで

も前に進んでいけるよう頑張っていきます。
また、ライオンズに入会して 2 回目の誕生月を迎

えました。
日頃から、皆様には大変お世話になっております。

ありがとうございます�
これからもよろしくお願いします。

吉田　文彦 1939（昭和14年）6 月11日生

クラブより傘寿のお祝いをいただき有難いことで
ある。戦前に生まれ、この年令まで存命のこと、嬉
しいし御先祖やクラブメンバーに感謝感謝である。

これからも好物の日本酒を少々？嗜み、メンバー
の足手纏にならない様にしたいと思う。

木下　勝敏 1950（昭和25年）6 月 1 日生

また一つ齢を重ねます。68歳になったという実感
がわきませんがこれが現実です。当たり前のように
過ぎていく毎日が有難く自分の周りのすべてのもの
に感謝なしではいられません。過ぎ行く日々を「もっ
たいない一日」と思いコツコツとその場その時を全
身全霊で駆け抜けたいと思います。今後ともよろし
くお願い致します。

坂本　　茂 1960（昭和35年）6 月25日生

2５日で５8歳になります。還暦まであと 2 年しかな
いのか、と感慨にふける毎日です。

東京から松山に転勤し、移住して、早1７年が過ぎ
ようとしております。まさに光陰矢の如しだなと、
過去を思い返すときに感じます。皆様今後とも宜し
くお願い致します。

栗山　純造 1972（昭和47年）6 月29日生

大病や大ケガをすることなく思秋期（俗語）の４6
歳に突入することになり、周りの方（特に妻）に感
謝・感謝です。平成30年度は市民・公衆の副委員長
に就任いたします。驕ることなく健康に気をつけな
がらこの役を全うしたいと思います。そして次へ繋
がる年にしたいです�

本宮　　薫 1970（昭和45年）6 月20日生

誕生月に入会して、はや 2 年が経ちました。
松山中央ライオンズクラブの会員の皆様には、い

つも笑顔と元気を頂き、絆を感じて、大変ありがた
く存じます。これからも周囲をあっと言わせる名人
のみなさまに囲まれながら、松山中央ライオンズク
ラブのアイドルになれるよう頑張ります�　これか
らもご指導ご鞭撻のほど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
2 ．国旗に敬礼
3 ．国歌及び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　　　　　　
6 ．食事
７ ．内部卓話　　Ｌ合田礼　Ｌ藤岡久実　　　　　　　　　　　　　　　　　
8 ．委員会報告
　1　委員会場所変更について　
　　　・ 6 月 ７ 日㈭
　　　「サムライダイニング茶の間」→「スペインバル　バソデオロ」に場所変更　　　　　
　　　……………………………………………………………………………… 教育・国際委員会
9 ．テールツイスターの活躍
　　　≫大西テールツイスター　　　　　　　　　　　　　　　　　
10．ファイン･ドネーションの報告
　　　≫早川会計より報告
11．出席率の報告
　　　≫稲森計画出席委員長より報告
12．閉会ゴング 
13．‘また会う日まで’合唱
14．ローア

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 ．新会員入会式　　櫻井加乃子様　　　
　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　
6 ．誕生祝（ 6 月）Ｌ木下（ 1 日）、Ｌ二神（ ７ 日）、Ｌ吉田（11日）、Ｌ河本（14日）、
　　　　　　　　　Ｌ大政（16日）、Ｌ本宮（20日）、Ｌ山口（25日）、Ｌ坂本（25日）、　　　　
　　　　　　　　　Ｌ山本（幸）（26日）、Ｌ上田（27日）、Ｌ栗山（29日）
7 ．傘寿御祝　　Ｌ吉田文彦
8 ．審議事項　　　　　　　　　　　　
　⑴　新会員について　　八束智恵美様　篠原紀子様
　　　≫大川会員会則委員長より報告…………………………………………… <審議>→<承認>
　⑵　献血活動記念品決算書（案）について
　　　≫藤本保健委員長より報告………………………………………………… <審議>→<承認>
　⑶　第38回福祉のつどいレクリエーションバレーボール大会後援決算書（案）について
　　　≫久保社会福祉副委員長より報告 <審議>→<承認>　　　　　　　　　　　　　　　　
　⑷　第44回松山市少年剣道錬成大会決算書（案）について
　　　≫佃青少年育成委員長より報告…………………………………………… <審議>→<承認>
　⑸　第58回東洋・東南アジアフォーラム協力金について　
　　　≫河本幹事より報告………………………………………………………… <審議>→<承認>

　　　 1 期目：２０１８年６月末までに1,000円×クラブ正会員数（2018年 2 月末の会員数）
　　　■会員113名×1,000円＝113,000円
　⑹　夏季派遣、受け入れオリエンテーション及び第5回委員会開催について
　　　≫河本幹事より報告………………………………………………………… <審議>→<承認>
　　　■日　時： 6 月10日㈰　14：00～
　　　■場　所：道前キャビネット準備事務局
　　　　　　　　西条市通所介護センターまほろば 2 階・会議室
　　　■登録料：1,000円× 2 名＝2,000円（Ｌ森（和）、Ｌ小倉）※池田さんは派遣家族の為不要
　　　■交通費：3,200円× 3 名＝9,600円（Ｌ森（和）、Ｌ小倉、Ｌ池田）
　⑺　地区委員事務局手当について（下半期分）
　　　≫河本幹事より報告………………………………………………………… <審議>→<承認>
　⑻　その他
9 ．食事
10．報告事項　
　　1　不在会員（Ｌ山﨑忠志）について
　　　　≫大川会員会則委員長より報告
　　2　退会届について　　Ｌ鹿島竜也
　　　　≫大川会員会則委員長より報告
　　3　 6 月26日㈫　18時30分からのお別れ例会は、ネクタイ着用でお願いします
11．委員会報告
　　　≫藤本保健委員長より報告
　　1　 ５ 月献血活動結果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

実施年月日 実施場所 献血者数

平成30年 ５ 月2４日 松山赤十字病院 受付64名　400mL：58名　不採血 6 名

平成30年 ５ 月28日 愛媛大学 受付29名　400mL：22名　不採血 ７ 名

平成30年 ５ 月30日 松山大学 受付47名　400mL：41名　不採血 6 名

　　2　 6 月献血活動予定

実施日 実施時間 実施場所

平成30年 6 月1５日㈮ 12：00～14：00 DCMダイキ株式会社　本社
（松山市美沢 1 丁目 9 − 1 ）

平成30年 6 月19日㈫ 14：30～18：00 松山大学
（松山市文京町 ４ - 2 ）

平成30年 6 月22日㈮ 14：30～18：00 愛媛大学
（松山市道後樋又10-13）

　　3　 ７ 月献血活動予定

実施日 実施時間 実施場所

平成30年 ７ 月 ５ 日㈭ 10：30～13：00
14：00～18：00

松山大学
（松山市文京町 ４ - 2 ）

平成30年 ７ 月12日㈮ 10：30～13：00
14：00～18：00

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村上、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佐々木、Ｌ稲森、Ｌ藤本、Ｌ戸梶、Ｌ大西（千）

1 ．開会宣言
2 ．出欠調査
　　　≫役員21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（ ５ 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　　八束智恵美様　篠原紀子様
　　　≫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鹿島竜也
　　　≫大川会員会則委員長より報告…………………………………………… <審議>→<承認>
　⑶　内規一部改正について
　　　≫大川会員会則委員長より報告…………………………………………… <審議>→<承認>
　⑷　献血活動記念品決算書（案）について
　　　≫藤本保健委員長より報告………………………………………………… <審議>→<承認>

　⑸　第38回福祉のつどいレクリエーションバレーボール大会後援決算書（案）について
　　　≫久保社会福祉副委員長より報告…………………… <審議>→<承認>（一部確認が必要）
　⑹　第44回松山市少年剣道錬成大会決算書（案）について
　　　≫河本幹事より報告………………………………………………………… <審議>→<承認>
　⑺　第58回東洋・東南アジアフォーラム協力金について
　　　≫河本幹事より報告………………………………………………………… <審議>→<承認>
　　　 1 期目：2018年 6 月末までに1,000円×クラブ正会員数（2018年 2 月末の会員数）
　　　■会員113名×1,000円＝113,000円
　⑻　夏季派遣、受け入れオリエンテーション及び第 ５ 回委員会開催について
　　　≫河本幹事より報告………………………………………………………… <審議>→<承認>
　　　■日　時： 6 月10日㈰　14：00～
　　　■場　所：道前キャビネット準備事務局
　　　　　　　　西条市通所介護センターまほろば 2 階・会議室
　　　■登録料：1,000円× 2 名＝2,000円（Ｌ森（和）、Ｌ小倉）※池田さんは派遣家族の為不要
　　　■交通費：3,200円× 3 名＝9,600円（Ｌ森（和）、Ｌ小倉、Ｌ池田）
　⑼　地区委員事務局手当について（下半期分）
　　　≫河本幹事より報告………………………………………………………… <審議>→<承認>
　⑽　その他　
　　　当クラブの紹介パンフレットについて
　　　≫大川会員会則委員長より報告　　
７ ．報告事項
　1　不在会員（Ｌ山﨑忠志）について　　来季より復帰されることとなった。
8 ．閉会

■第12回理事会 ● 2018年 6 月 4 日㈪　18：30～
● 於：松山全日空ホテル

■第1284回例会 ● 2018年 5 月22日㈫　12：15～13：15
● 於：ホテルマイステイズ松山

■第1285回例会 ● 2018年 6 月12日㈫　12：15～13：15
● 於：ホテルマイステイズ松山
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☆出席率　80％　☆ファイン　200円　☆ドネーション　134,000円

◆ 平成30年₅月第₂例会
Ｌ原瀬　忠広　北海道ゴルフ遠征お疲れ様でした。宮川さん、さわぎ

すぎない様に�
Ｌ小倉　圭二　合田さん、藤岡さん卓話ありがとうございます。
Ｌ山本　宗宏　ゴルフ委員会北海道遠征お疲れ様でした。
Ｌ近藤　　猛　合田さん、藤岡さん卓話ありがとうございます。
Ｌ河本　圭仁　合田さん、藤岡さん卓話ありがとうございました。
Ｌ早川　義仲　合田さん、藤岡さん卓話ありがとうございます。
Ｌ廣江　和男　熊谷守一展を鑑賞しました�
Ｌ松浦　龍也　合田くん、藤岡さん内部卓話頑張って下さい。
Ｌ山本　幸治　暑くなりました。体調管理を�
Ｌ吉田　文彦　高橋さん佃さん遠征ゴルフお世話になりました。
Ｌ森　　和幸　合田さん藤岡さん卓話ありがとう
Ｌ大西千恵春　高橋委員長、北海道ありがとうございました。ゆっく

りできた 3 日間でした。
Ｌ戸梶　直美　合田さん卓話ありがとうございます。
Ｌ宮川　晶子　札幌ではお騒がせしました。失礼しました。
Ｌ丹下　靖憲　北海道（ゴルフ遠征）楽しかった
Ｌ佐伯　裕子　ゴルフ遠征北海道行けなくて残念でした。
Ｌ加藤　定伸　合田さん藤岡さん卓話おつかれ様
Ｌ新宮　幸孝　ゴルフ遠征、雨男すみませんでした。
Ｌ兵頭　好喜　合田さん、藤岡さん卓話ありがとうございます。
Ｌ程野　裕貴　合田さん、藤岡さん卓話ありがとうございます。
Ｌ藤岡　久実　卓話、緊張致しました。
Ｌ中岡　富茂　田植えしました。
Ｌ永野　通夫　北海道行ってきました。
Ｌ大西　安子　ゴルフ遠征お疲れ様でした。合田さん、藤岡さん卓話

ありがとうございます。
Ｌ和泉　光浩　ゴルフ遠征お疲れ様でした。
Ｌ高山　正志　あと 1 ヶ月�
Ｌ橋本　和範　藤岡さん合田さん卓話ありがとうございます。

Ｌ境　　俊之　まだ完全復調には至らず。でも楽しい北海道の旅でし
た。高橋委員長ありがとう

Ｌ池田　博英　暑くなってきましね
Ｌ小森谷ケララ　そろそろ夏服にかえてみます
Ｌ土井　晴彦　早起き頑張っていきたいです。
Ｌ伊賀上竜也　内部卓話ご苦労様です。
Ｌ伊藤　　渉　暑くなってきました。
Ｌ堀田　　学　お疲れ様です。
Ｌ坪内　宗士　所用で遅れました。すみません
Ｌ大政　大祐　北海道遠征のみなさまおつかれさまでした。いきた

かったです�
Ｌ大西　知人　ゴルフ委員会お土産ありがとうございます。
Ｌ井澤　剛一　北海道遠征�楽しい 3 日間でした感謝
Ｌ木下　勝敏　合田さん、藤岡さん卓話ありがとうございます。
Ｌ新崎　　勉　暑い日が続くようになって参りました。今年の夏も元

気で乗り越えましょう
Ｌ髙岡　重則　楽しい北海道でした。
Ｌ松岡　俊幸　合田さん、藤岡さん内部卓話ありがとうございました。
Ｌ盛重　泰輔　ゴルフ委員会　遠征お疲れ様でした。
Ｌ太　　亨哲　新宮さん　遅刻ｗｗｗ
Ｌ高橋　孝子　ゴルフ遠征お疲れ様でした。みなさま無事に帰れてよ

かったです。今日は、母になって30回めの記念日です。
息子とご飯食べにいきます。

Ｌ合田　　礼　卓話ありがとうございました。

☆出席率　80％　☆ファイン　600円　☆ドネーション　102,000円

◆ 平成30年₆月第₁例会
Ｌ原瀬　忠広　櫻井様ご入会おめでとうございます。
Ｌ小倉　圭二　櫻井さん入会おめでとうございます。
Ｌ山本　宗宏　吉田さん、傘寿おめでとうございます。
Ｌ近藤　　猛　櫻井さん入会おめでとうございます。
Ｌ河本　圭仁　さあ、いよいよでございます。
Ｌ早川　義仲　櫻井さん入会ありがとうございます。
Ｌ服部　　勲　米朝首脳会談の成功を祈る
Ｌ松浦　龍也　櫻井さん入会おめでとうございます。 6 月お誕生日の

方おめでとうございます。
Ｌ廣江　和男　櫻井さんの入会を祝って�
Ｌ大川　耕三　櫻井さん入会おめでとうございます。
Ｌ山本　幸治　櫻井様入会お目出とうございます。
Ｌ吉田　文彦　感謝、感謝、感謝
Ｌ森　　和幸　櫻井さん入会ありがとうございます。
Ｌ伊藤　幸満　櫻井さん、入会おめでとうございます。
Ｌ戸梶　直美　櫻井さん入会おめでとうございます。これからもどう

ぞよろしくおねがいします。
Ｌ宮川　晶子　櫻井さん、入会おめでとうございます。安ちゃん、テー

ルツイスターもうちょっとだね�
Ｌ丹下　靖憲　櫻井さん入会おめでとうございます。吉田さん傘寿御

祝いおめでとうございます。
Ｌ兵頭　好喜　 6 月生の皆さん櫻井さんお目でとうございます。
Ｌ新宮　幸孝　 6 月生まれの皆さんお誕生日おめでとうございます。
Ｌ加藤　定伸　櫻井さん入会おめでとうございます。
Ｌ永野　通夫　櫻井さん入会おめでとうございます。
Ｌ佐伯　裕子　米朝会談の成功と世界が平和になりますように
Ｌ中岡　富茂　櫻井加乃子さんご入会ありがとうございます。
Ｌ藤岡　久実　新会員の皆様今後ともよろしくお願い致します。
Ｌ大西　安子　櫻井さんご入会おめでとうございます。 6 月誕生月の

皆様おめでとうございます。
Ｌ境　　俊之　吉田さん、お元気で傘寿を迎えられ誠におめでとうご

ざいます。
Ｌ和泉　光浩　村井さんお久しぶりです。
Ｌ高山　正志　米朝会談に�
Ｌ山田　　哲　 6 月生まれの方、おめでとうございます。
Ｌ藤本　雅弘　櫻井さんご入会おめでとうございます。

Ｌ池田　博英　梅雨ですね
Ｌ土井　晴彦　あと 1 回となりました。おつかれさまでした。
Ｌ森田のり子　櫻井さんご入会おめでとうございます。
Ｌ喜井　茂雅　櫻井さんご入会おめでとうございます。
Ｌ村井　　剛　 6 月の誕生日の方おめでとうございます。
Ｌ堀田　　学　お疲れ様です
Ｌ久保美代子　櫻井さん入会おめでとうございます。
Ｌ坪内　宗士　母の誕生日、妻の誕生日、結婚記念日が立て続けにき

ますので。
Ｌ伊藤　　渉　残すところお別れ例会だけとなりました。
Ｌ櫻井加乃子　入会しました。
Ｌ岩田　哲也　ありがとうございます。
Ｌ木下　勝敏　吉田さんおめでとうございます。
Ｌ井澤　剛一　インターネットラジオ収録、順調�感謝
Ｌ髙田　健司　はやく梅雨が明けますように�
Ｌ新崎　　勉　皆様今年度も間もなく終わりです。健康に気を付けて

頑張ります。
Ｌ松岡　俊幸　 6 月お誕生日のみなさんおめでとうございます。
Ｌ片山　　一　 3 名の御入会、おめでとうございます。しかも全員女

性、御活躍をお祈りします。
Ｌ菅野　直也　早く夏が来て欲しいです。
Ｌ髙岡　重則　梅雨でも楽しい毎日です
Ｌ合田　　礼　 6 月お誕生月の皆様おめでとうございます。
Ｌ高橋　孝子　今年度のゴルフ委員会が無事に終わりました。 1 年間

ありがとうございました。
Ｌ佃　　浩三　青少年育成委員会の皆様、 1 年間御協力頂きましてあ

りがとうございました。
Ｌ盛重　泰輔　今年度、最後のゴルフ委員会優勝できました。ありが

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
５/17㈭ 北海道ブルックスＣＣ

伊賀上竜也
絶好の天候を期待して５月17日～19日まで中央ライオンズゴル

フ委員会の北海道遠征に参加しました。初日の委員会は北海道
ブルックスＣＣにおいて、吉田先輩をはじめメンバーに恵まれ、そ
の上ハンデにも恵まれ念願の優勝を果たす事が出来ました。
今後も可能な限り参加して再度の優勝を目指したいと思います。
最後に宮川さん、仕事のし過ぎにはご注意を。

アクティビティーの解説
一年間にわたってお城についていろいろな角度から紹介してまいりましたが、今回が最終回です。松山城の3回目
として平成26年度から29年度にかけて施工された、本丸防災設備工事についてご紹介したいと思います。
松山城の素晴らしさにつてはこれまでご説明した通りですが、もし火災に合った時、木造建築ゆえに大きな被害を
受けることが予想されます。比高約100メートルの山の上ですので、基本的に水はありませんし、消防隊が到着する
までかなりの時間かってしまいます。そこで火災の早期発見、初期消火を目的に炎感知器と、一人でも操作できる消
火栓をすべての櫓や門をカバーできるように配置しました。炎感知器は、防犯も兼ねセンサーライトと監視カメラと
三点セットで設けました。4か所の水槽には計600トンの水を貯え、消火ポンプで地中の配管を通じて消火栓に水を送
ります。一番大切な天守を守るために、東西2か所に放水銃を設けました。その他地震による石垣の倒壊など、あら
ゆる災害に備えて避難器具や救助用の設備も各所に設け、消防車や救急車が本丸広場に容易にアプローチできるよう
に、緊急車両用道路の整備も行いました。
多額の費用を投じで設置した防災設備ですので、日ごろの点検や訓練をきちんと実施し、いざという時にはその役
目を十分に発揮してほしいと思いますが、一番いいのは一度も使われずにその寿命を終えることではないかと思いま
す。いずれにしても遠い将来まで、松山城が松山の人々のシンボル、誇りとして守られていって欲しいと願ってやみ
ません。
拙い話しかできなかったかもしれませんが、一年間読んでいただきどうもありがとうございました。

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

松山城防災

皆さま、いつもお世話になっております。
お陰様で今年で25周年を迎える事が出来ました。開業当初はビルの三階の十坪ほどの小さな居酒屋からスタートし

毎日忙しくさせて頂き、その後現在の場所へ移転しました。
お店が大きくなる事は大変不安でしたが本当に毎日てんてこ舞いの忙しさでした。飲食業で当たるとこんなにも儲
かるものかと私自身も軽く天狗になりつつ毎年新店舗を出しそこでも利益が上がり、とうとう本当の天狗になってし
まい現場からも少しずつ離れて行き毎晩二番町で呑んだくれて、さんざん豪遊させて頂きました�
しかし天狗の鼻に反比例するように売り上げも下がってきて遂に赤字に転落、私自身の年収も24万円まで下げるこ
とになりまさに天国から地獄へと一気に落ちてしまう経験を致しました。ちょうどその頃にライオンズに入会させて
いただきました。自分自身の気持ちは最悪の状態でしたが、しかし色々な人との出会いの中で落ち込んでいる暇もな
いぞと自分に喝を入れる事ができ現在に至ってます。
振り返ると私も52歳、人生の半分を笠組で過ごさせて頂きました。良い事苦しい事沢山経験してきました。後残り
が何年あるか分かりませんが「良い事の方」が少し多いくらいの人生になるよう頑張って行きたいと思います。
今後ともよろしくお願い致します。


