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兵　頭　好　喜愛媛県豪雨災害に対して松山市他市町村への高圧洗浄機寄贈の件
平成30年７月の西日本豪雨により、南予を中心に県内各地で、人的被害も含め甚大な被害が発生しました。被

災地においては、酷暑の中復旧活動が続き、避難生活を余儀なくされている方々が多数いるなど、不便な生活
が続いています。

そのため、ライオンズクラブ国際協会336－Ａ地区１Ｒ（加盟19クラブ）では、過去の被災地支援と同様に各
クラブ一人＠1000円の緊急支援を募り、１Ｒ内の被災地での、土砂除去や器具の洗浄など、消防団が活用でき
るように高圧洗浄機を寄贈しました。

８月６日　11時～　野志松山市長へ
　　　　　高圧洗浄機　19台目録

　松山贈呈参加者　１Ｒ・ＲＣ　　藤岡　　明
　　　　　　　　　１Ｒ・１ＺＣ　山田　公夫
　　　　　　　　　１Ｒ・２ＺＣ　澤田　有馬
　　　　　　　　　１Ｒ・３ＺＣ　兵頭　好喜他

　台数明細　　松山市　　　19台
　　　　　　　東温市　　　８台
　　　　　　　伊予市　　　９台
　　　　　　　松前町　　　７台
　　　　　　　砥部町　　　７台　　　合計50台

※金額　1,512,000円
　１Ｒ会員数　818名（７月１日現在）

兵　頭　好　喜1R3ZCとして思うこと
　ZCの役割とは、キャビネットからRCを通じ
て来る方針、通達をゾーン内の各クラブに分
かりやすく説明し、各クラブで実行して頂く
きっかけ作りの役割だと思っています。年度
毎に国際協会をはじめとする各クラブも役職
は交替をします。国際協会会長の方針のもと
地区ガバナー方針が示され、突然の方向転換

（内容によっては、え～意味ある～）が有った

りしますが、各クラブの活動や積極的な思い
を大切にしながら、少しでも方針に近づける
よう努力したいと思っています。今年度は、松
浦さん新宮さんとともに、伝統のある松山中
央ライオンズクラブの代表として名を汚さな
いよう一生懸命努めますので、会員の皆様に
はご支援とご協力をよろしくお願いいたしま
す。



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

（LC、早川義仲）

総 合 建 設 業

〒790-0942  松山市古川北2丁目22-22
TEL：089-961-4655  FAX：089-961-4656
E-mail:info@trial-emc.jp
URL:http://trial-emc.jp

代表取締役　一級建築士

早川　義仲

株式会社 トライアル

（LC、長野　剛）

3

池　田　博　英ＹＣＥ  夏季派遣  台湾
この度、YCEで台湾に留学させていただきました、池田博英の娘の池田安渚と申します。
皆様のおかげで、かけがえのない大変貴重な経験をさせていただきました。本当にありが

とうございました。
最初に父よりYCEの話を聞いた時は、色々負担していただいた上に、楽しく海外旅行がで

きるなんて、夢のような話だと、単純な私は喜んでしまいました。
現地でのスケジュールですが、２つのファミリーに一週間ずつホームステイさせていただ

き、その後、台湾に派遣されている派遣性20人程度が集まって一週間、合宿に参加させてい
ただきました。

ですので約三週間台湾に滞在させていただきました。
最初のファミリーは、首都の台北市（たいぺいし）から車で一時間程度の新竹市（しんちゅ

うし）というところです。
そのファミリーのお父さんは、レストランを経営されている方です。

そこには、レベッカという一つ年上の女の子がおり、とても仲良くしてもらいました。
毎日毎日、朝から観光地やショッピングに連れて行っていただきました。
特に台北動物園が広くて自然が豊かで素晴らしかったです。
朝ごはんは、レベッカが作ってくれて、昼夜は、毎日、ごちそうを食べに連れて行ってくれました。
レベッカのお母さんは、英語が話せないので、レベッカが英語に訳してくれるのですが、あまりにたく

さん話しかけてくれるので、レベッカが途中で嫌になってくるのが面白かったです。
別れ際には、またぜひ台湾に来て会いに来てほしいといっていただき、感激しました。
お土産も山程いただいてしまいました。
次のファミリーは、そこから車で10分程のところで隣の市の竹北市（ちゅうぺいし）です。
お父さんは何かの会社を経営されている方とのことですが、なんの会社かは聞きそびれてしまいました。
そこには、エニーという同じ年の大学生の女の子がいました。彼女は、英語も日本語も話せて、ピアノ

もサックスもできるとても多才な、すごく明るい子でした。
ご両親が忙しいので、エニーが他の留学生もさそって、グループでバスや電車を使って色々なところに

遠出しました。観光施設に行ったり、山にバギーで登ったりもしました。ここでも一日も休むことなく遊
びにいきました。

みんなでデザートを食べに行ったのですが、マンゴーのたっぷりかかった台湾式のかき氷が最高に美味
しかったです。

ライオンズの例会にも２回参加させていただきました。
新竹市と竹北市のそれぞれの市長さんにもご挨拶することができました。
例会は中国語でしたので、全く理解できずちんぷんかんぷんでしたが、急に紹介されたり、知らないお

じさんに「お前、スピーチ考えてきたか？」とカタコトの日本語でいわれたりしてすごく慌てました。
ホームステイの最終日には、お別れのパーティを開いてくださって、私の名前の入ったケーキを用意し

てくださり、エニーはサックスを演奏してくれました。
感動してウルウルしてしまいました。
そして次の日から、台湾に派遣された20人の日本人と、現地のホームステイ先の若者が集ってユースキャ

ンプが開かれました。
みんなでバスに乗って、台湾全土を移動しながら寺院や史跡等あちこち回りました。
夜はホテルに泊まってみんなと親睦を深めました。
実はこの頃になると夜は少しホームシックになってしまいました。
最後の夜は、お別れパーティが開かれ、余興でグループでダンスを踊ることになり、あせ

りました。
滞在中苦労したことは全くなかったのですが、日本では、食事を残さないのが美徳ですが、

台湾ではいっぱい頼んで残して持ち帰る、という習慣がありそれを知らなかった私は、必死
で完食しようとして辛かったです。

台湾の人は皆さんとても親切で、やさしくもてなしてくださって、もう感謝しかありません。
こうして、約三週間の台湾の生活が無事終わりました。楽しい思い出ばかりで名残惜しかっ

たです。
飛行機で日本に着き、空港に迎えに来てくれた父を見て、現実に引き戻されました。
今回、このような素晴らしい機会を与えてくださった皆さんに深く感謝いたします。あり

がとうございました。
この経験を生かして、社会人として活躍し、恩返しできるよう頑張りたいと思います。



（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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９月の誕生人から一言…
大川　耕三 1949（昭和24年）₉月29日生
ライオンズクラブに入会して14回目の誕生日を迎え、70

歳の大台が目前となりました。この６年間、第三副会長か
ら始まり昨年の会員会則委員長まで６年間のローテーショ
ンが終わり、今年は比較的余裕がありますので、松山中央
ライオンズクラブの真骨頂のアクティビティにこれまで以
上に参加しようと思っているこの頃です。みなさんには今
後ともお付き合いいただきますようお願いいたします。

森　　和幸 1955（昭和30年）₉月12日生
今年で、63歳になりました。自分でも不思議な感じがし

ています。私生活では孫が二人も誕生し、我が家の土日は
大変賑やかになりました。仕事上ではライオンズのお役も
終わり少し落ち着けるかなと思っていましたが、年回りで
しょうか「愛媛県LPG協会」の副会長と松山支部長を受け
ることとなり忙しく過ごしています。もうしばらく健康に
も気を付け頑張りたいと思います、今後ともよろしくお願
いいたします。

大西　安子 1958（昭和33年）₉月12日生
　還暦を迎えます。いよいよ、ついに！慶ばしくもとう

とう・・感も否めず、微妙～な心境の今日この頃です。が、
とにかく元気（過ぎる？）で幸せな毎日に感謝しつつ、後
10年は仕事も遊びも現役で頑張っていきたいと願っていま
す。健康第一ですが、何より大切なのは家族や友達、仲間
の存在が不可欠なので、私の宝物として生涯の信頼関係を
築いていきたいです。何歳になっても探究心を忘れず、驕
らず素直に！常にチャレンジャーの精神で若々しく、いつ
までもかわいい女性でありたいです☆

高山　正志 1954（昭和29年）₉月21日生
乙女座で21日で、64歳になります。人生あと平均余命で

20年です。
健康に留意して、過去出来なかった事、今している事、

今後してみたい事など悔いのない日々・時間を過ごしてい
きたいものです。

ＬＣの方々、会社の先輩・後輩、家族また、今までに知
り得た方々に感謝すると共に、今後も大切にお付き合いを
していきたいと思います。

私の今の課題は、体重減に取り組む事です。

菅野　直也 1957（昭和32年）₉月₈日生
暑い夏が過ぎ、生まれた当時は涼しかったであろう９月

に入り61回目の誕生日を迎えることになりました。
今年も暑い暑いと同じ事を何度言ったのだろうと考える

と、去年と少しも成長していない自分がそこにいることに
気づかされます。

せめて心のありようだけでも少しは成長したいと願う今
日この頃です。

韓　　雪峰 1961（昭和36年）₉月₂日生
９月２日で57歳になりました。
最近仕事が忙しくて、例会、委員会、ゴルフも欠席が多

いので、ちょっと落ち着きましたら、また積極的に会に参
加します。

今後ともよろしくお願いいたします。

新　宮　幸　孝第二例会  納涼会
今年度、最初の夜間例会である納涼例会を８月28日に伊予鉄高島屋にて開催いたしました。
当日はまず、通常例会を７Ｆキャッスルルームで行い、その後会場を８Ｆスカイドームに移して、納涼例会（ビア

ガーデン）を行いました。
会場移動の際のエスコートがうまくいかなかったり、当初、ビアガーデンの席は自由席としていたのを急遽委員会別

に座っていただいたりとドタバタはありましたが、宮川幹事考案の宝探しゲームやじゃんけん大会で盛り上がり、会
員皆様の親睦は図れたのではないかと思います。

例会出席率もなんとか80％を維持することができ、感謝しています。
最後になりますが、菅野さんをはじめ伊予鉄高島屋の皆様には打ち合わせから当日会場準備まで大変お世話になり

ました。ありがとうございました。



（LC、大川耕三） （LC、大西安子）
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高原政彦さんも今月のお誕生人です。

佐伯　裕子 1962（昭和37年）₉月21日生
早いものでライオンズに入会し10年、私が社長業を任さ

れて10年。
振り返りますと様々な経験を活動を通じてさせて頂きま

した。
人との出会い・また交流は私に取りまして何にも代えが

たい貴重な財産だと思っております。
これからも、無理をせず一歩一歩良い出会いを求めてラ

イオンズの活動と社業に邁進していきたいと思います。

平尾　由紀 1963（昭和38年）₉月29日生
年々誕生日が早いです。
幸せな時代に生まれて感謝することができる年になりま

した。
ご恩返しが出来る人生の後半戦でありたいと考えます。

堀田　　学 1974（昭和49年）₉月28日生
44歳になります。開業してから４週間後、開業後最初に

迎えた誕生日は11年前で、33歳でした。次にゾロ目となる
11年後の55歳をどのように迎えるのか分かりませんが、ラ
イオンズクラブの活動を通じて少しでも人として成長して
いければと思います。今後もよろしくお願いいたします。

合田　　礼 1978（昭和53年）₉月₉日生
松山中央ライオンズに入会して初めての誕生日を迎えま

した。
去年の10月に入会しましたので、早いもので後少しで１

年が経ちます。
私より先輩ばかりですが、自分よりエネルギーのある方

がたくさんいらっしゃるなと思います。
今年で40歳になりますが、先輩方に負けないよう、仕事

も遊びもライオンズクラブの活動も頑張っていこうと思い
ます。今後ともよろしくお願い致します。

八束智恵美 1977（昭和52年）₉月30日生
６月に入会させていただいたばかりで、今年で41回目の

誕生日を迎えます。
まだまだ勉強させていただくことばかり。
多くの出会いに感謝し、早く皆様に覚えていただけるよ

う、まずは参加することから！
今後ともよろしくお願い致します。

伊藤　　渉 1981（昭和56年）₉月23日生
今月で37歳になり、ライオンズ歴も３年をむかえようと

してます。たくさんの飲み会に参加していたせいかおなか
がポッコリとしてきました。体を鍛えなおそうと思いま
す。」

仙波　得伸 1974（昭和49年）₉月19日生
今年で44歳になります。公私共に疲れてしまった時期が

あって会員の皆さん大変ご無沙汰をしています。不在会員
となって約２年、松山中央ライオンズクラブ活動とは少し
縁遠くなりました。その間、新入会されている方もたくさ
んいらっしゃいますね。

唯一、クラブ活動と関連のある「中学生職場体験学習」
では、11月13日・14日の２日間、旭中学校の生徒５名を受
け入れます。

以上、近況報告です。よろしくお願いいたします。

伊藤　英樹 1963（昭和38年）₉月₇日生
またひとつ歳を重ねますが、いつまでも初心を忘れず

「We Serve」の精神で頑張って参ります。

武智　正晴 1967（昭和42年）₉月28日生
今年で51歳になります。50代の大台に乗り、長く続けら

れる何かを始めなければと昨年11月から「弓道」を習い始
めました。的に当てる事ばかりに気を取られ、時にフォー
ムが崩れ筋肉痛になる事もしばしば！　ゴルフも、力むと
とんでもない事になります。何事も自然体が一番……　力
まず心穏やかに過ごしていこうと思います。

白石　光永 1968（昭和43年）₉月23日生
９月の誕生日でいよいよ50歳となります。
織田信長は敦盛の舞が好きで、その中の一節で〔人間

五十年、下天のうちを比ぶれば、夢幻の如くなり〕という
一節があります。

これからは、２回目の人生がスタートすると考えて、よ
り一層充実したものにしていきたいと思います！

髙橋　正人 1970（昭和45年）₉月₆日生
９月６日で48歳になります。
私は、これまで、寒い冬よりも暑い夏の方が好きでした。

しかし、今年は、夏の暑さに耐え難きを覚えて、自分の年
を意識しました。　まあ、その暑さが尋常ではなかったの
かもしれませんが・・・。

毎年、年をとることは避けられない以上、年相応に年を
とりたいと考えている今日この頃です。

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

日時：2018年９月３日㈪　18時30分～
場所：松山全日空ホテル ４Fオパールルーム

出席者：（１R-３ZC）　Ｌ兵頭
　　　　（役員）　Ｌ小倉、Ｌ近藤、Ｌ境、Ｌ宮川、Ｌ大西（千）、Ｌ加藤
　　　　　　　　Ｌ森（和）、Ｌ稲森、Ｌ松浦、Ｌ中岡、Ｌ池田、Ｌ河本
　　　　　　　　Ｌ平尾、Ｌ高橋（孝）
　　　　（オブザーバー）　Ｌ早川、Ｌ戸梶、Ｌ新宮、Ｌ伊藤（憲）、Ｌ加地、Ｌ松岡

〈 会 次 第〉
１．開会宣言
２．出欠調査　≫役員14名の出席を確認
３．会長あいさつ
４．前回議事録の確認　【Ｐ２－Ｐ３】　≫宮川幹事より報告
５．会計報告（８月分収支明細表）【Ｐ４－Ｐ９】　≫大西（千）会計より報告
６．審議事項
　⑴　内規改正について　【Ｐ10】……………………………………………………………………………会員・会則委員会
　　　≫森（和）会員会則委員長より報告…………………………………………………………………… <審議>→<承認>
　⑵　第16回愛媛県小・中学生ゴルフ大会決算書（案）について【Ｐ11－Ｐ12】 ………………………青少年育成委員会
　　　≫松岡青少年育成委員長より報告…………………………………………………………………… <審議>→<承認>
　⑶　第42回愛媛県中予地区少年柔道錬成大会予算書（案）について【Ｐ13－Ｐ14】 …………………教育・国際委員会
　　　≫伊藤（憲）教育・国際委員長より報告 ……………………………………………………………… <審議>→<承認>
　⑷　小児糖尿病対策への支援決算書（案）について【Ｐ15－Ｐ16】 ……………………………………………保健委員会
　　　≫宮川幹事より報告…………………………………………………………………………………… <審議>→<承認>

　⑸　2018年度石手川ダム上流域の河川等清掃予算書（案）について【Ｐ17】 …………………………市民・公衆委員会
　　　≫加地市民・公衆委員長より報告…………………………………………………………………… <審議>→<承認>
　⑹　2018-2019年度「会員交流会」予算書（案）について【Ｐ18】 ………………………………………………会員交流会
　　　≫高橋（孝）会員交流会実行副委員長より報告……………………………………………………… <審議>→<承認>
　⑺　NPO法人日本アイバンク運動推進協議会会費12,000円納入について　【Ｐ19】
　　　≫宮川幹事より報告…………………………………………………………………………………… <審議>→<承認>
　⑻　１Ｒリーダーシップ（指導力育成）研究会開催について
　　■と　き：10月13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大西安子、Ｌ栗山純造、Ｌ藤本雅弘）
　　　≫宮川幹事より報告…………………………………………………………………………………… <審議>→<承認>
　⑼　１Ｒ第１回新会員オリエンテーションについて
　　■日　時：10月21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×11名＋会長（会長欠席の場合は第一副会長）　　　
　　（対象者：Ｌ小倉、Ｌ髙田、Ｌ冨士原、Ｌ濱田、Ｌ堀田、Ｌ合田、Ｌ中、Ｌ櫻井、Ｌ八束、Ｌ篠原、Ｌ光田、Ｌ中野）
　　　・今回予定者12名　　36,000円
　　　≫宮川幹事より報告…………………………………………………………………………………… <審議>→<承認>
７．その他：リジョンからの次期キャビネットに対する協力依頼の件
　　　≫小倉会長より報告　兵頭１Ｒ-３ＺＣより補足説明
８．報告事項：無し
９．閉会

■第 ３ 回理事会 ● 2018年 ９ 月 ３ 日㈪　18：３0～
● 於：松山全日空ホテル　４Fオパールルーム

１．開会ゴング　≫小倉会長
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　≫小倉会長
５．メンバーズシップ　キー賞受賞　　Ｌ大西千恵春　≫Ｌ大西（千）挨拶
６．委員会報告
　　１）８月献血結果について………………………………………………………………………………………保健委員会

実施年月日 実施場所 献血者数
平成30年８月21日 株式会社　愛媛銀行　本店 受付50名　400mL：48名　不採血２名
平成30年８月21日 愛媛銀行　電算センター　 受付17名　400mL：15名　不採血２名

　　２）９月献血活動について　

実施日 実施時間 実施場所

平成30年９月11日㈫ 14︰30～17︰00 松山中央郵便局
（愛媛県松山市三番町３丁目５－２）

平成30年９月13日㈭ 　９︰00～11︰00 ニッシン・グルメビーフ㈱
（愛媛県松山市勝岡町1163－13）

平成30年９月28日㈮ 13︰00～16︰00 ㈱いよてつ高島屋
（愛媛県松山市湊町５丁目１－１）

　　　　≫武智（慧）保健委員長より １）２）一括報告
　　３）家族例会について……………………………………………………………………………………計画・出席委員会
　　　　≫新宮計画・出席委員長より報告
　　４）委員会場所・日程変更について　　　
　　　①９月７日㈮　「けんしん」 ⇒「笠　組」に変更 …………………………………………………………保健委員会
　　　　　≫武智（慧）保健委員長より報告
　　　②９月12日㈬　「旬彩和酒庵かぶき」⇒「マリベールスパイア」に変更 ………………………計画・出席委員会
　　　　　≫新宮計画・出席委員長より報告
　　　③９月14日㈮　「テラッツァ」⇒「四川飯店」に変更 ………………………………………………社会福祉委員会
　　　　　≫久保社会福祉委員長より報告
　　　④９月21日㈮　⇒９月20日㈭　笠組に変更…………………………………………………………ＭＣ・ＩＴ委員会
　　　　　≫和泉ＭＣ・ＩＴ副委員長より報告
７．幹事報告　≫宮川幹事より報告
　　１）松山北ライオンズクラブチャリティゴルフ大会について
　　　　　10月16日㈫　道後ゴルフ倶楽部
　　２）松山城山ライオンズクラブチャリティゴルフ大会について
　　　　　10月30日㈫　道後ゴルフ倶楽部
　　３）インターネット例会接続方法（ＬＩＮＥ）について
　　４） ９月第一例会（９月11日㈫）に松山南ＬＣ会長大

おお

木
き

和
かず

民
ひと

様、第二副会長 開
ひらき

忠
ただ

和
かず

様が例会訪問されます。
８．その他　≫宮川幹事、新宮計画・出席委員長より懇親会のゲーム説明
９．ファイン･ドネーションの報告　≫大西（千）会計
10．出席率の報告　≫新宮計画・出席委員長
11．閉会ゴング　≫小倉会長

１．開会ゴング　≫小倉会長
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．ゲスト紹介　≫宮川幹事　　　　　
　　ライオンズクラブ国際協会336－Ａ地区
　　　松山南ライオンズクラブ　　会長　大

おお

木
き

　和
かずひと

民様　　　松山南ライオンズクラブ第二副会長　開
ひらき

　 忠
ただかず

和様
５．会長あいさつ　≫小倉会長
６．新会員入会式　　　光

みつ

田
た

恵
けい

之
し

様　中
なか

野
の

泰
たいせい

誠様　【Ｐ３】　　　　
　⑴　新会員・スポンサー前へ
　⑵　新会員略歴紹介　≫森（和）会員・会則委員長より紹介
　⑶　ライオンバッジ贈呈
　⑷　新会員「ライオンズの誓い」　≫Ｌ光田、Ｌ中野
　⑸　スポンサーの宣誓　≫Ｌ太、Ｌ丹下
　⑹　新会員あいさつ　≫Ｌ光田、Ｌ中野
　⑺　会長歓迎あいさつ及び所属委員会の任命　≫小倉会長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　≫Ｌ光田（教育・国際委員会）、Ｌ中野（青少年育成委員会）
７．誕生祝（９月）≫代表してＬ八束挨拶
　　Ｌ韓（２日）、Ｌ髙橋（正）（６日）、Ｌ伊藤（英）（７日）、Ｌ菅野（８日）、Ｌ合田（９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）、Ｌ八束（30日）
８．還暦御祝　Ｌ大西安子　≫Ｌ大西（安）挨拶
９．古希御祝　Ｌ大川耕三　≫Ｌ大川挨拶
10．松山南ライオンズクラブ会長あいさつ　≫大

おお

木
き

　和
かずひと

民様
11．ＹＣＥ台湾派遣報告とお礼　≫池

いけ

田
だ

　安
あん

渚
な

様　　
12．審議事項　
　⑴　第16回愛媛県小・中学生ゴルフ大会決算書（案）について【Ｐ４】 ………………………………青少年育成委員会
　　≫松岡青少年育成委員長より報告……………………………………………………………………… <審議>→<承認>
　⑵　第42回愛媛県中予地区少年柔道錬成大会予算書（案）について【Ｐ５】 …………………………教育・国際委員会
　　≫伊藤（憲）教育・国際委員長より報告 ………………………………………………………………… <審議>→<承認>
　⑶　小児糖尿病対策への支援決算書（案）について【Ｐ６】 ……………………………………………………保健委員会
　　≫武智（慧）保健委員長より報告………………………………………………………………………… <審議>→<承認>
　⑷　2018年度石手川ダム上流域の河川等清掃予算書（案）について【Ｐ７】 …………………………市民・公衆委員会
　　≫加地市民・公衆委員長より報告……………………………………………………………………… <審議>→<承認>
　⑸　2018-2019年度「会員交流会」予算書（案）について【Ｐ８】 ………………………………………………会員交流会
　　≫高橋（孝）会員交流会実行副委員長より報告………………………………………………………… <審議>→<承認>
　⑹　NPO法人日本アイバンク運動推進協議会会費12,000円納入について　【Ｐ９】
　　≫宮川幹事より報告……………………………………………………………………………………… <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
　　　■と　き：10月13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大西安子、Ｌ栗山純造、Ｌ藤本雅弘）
　　≫宮川幹事より報告……………………………………………………………………………………… <審議>→<承認>
　⑻　１Ｒ第１回新会員オリエンテーションについて
　　　■日　時：10月21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×11名＋会長（会長欠席の場合は第一副会長）　　　
　　　（対象者：Ｌ小倉、Ｌ髙田、Ｌ冨士原、Ｌ濱田、Ｌ堀田、Ｌ合田、Ｌ中、Ｌ櫻井、Ｌ八束、Ｌ篠原、Ｌ光田、Ｌ中野）
　　　　・今回予定者12名　　36,000円
　　　　　≫宮川幹事より報告……………………………………………………………………………… <審議>→<承認>
　⑼　その他　
13．食事
14．幹事報告　≫１Ｒ名簿の説明、９月第２家族例会の案内
15．委員会報告
　１）内規改正について　【Ｐ10】 ……………………………………………………………………………会員・会則委員会
　　≫森（和）会員会則委員長より報告
　２）合同委員会について
　　　・９月28日㈮　18時30分～「笠組」にて合同委員会　　　財務／市民・公衆委員会　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　≫加地市民・公衆委員長より報告
16．テールツイスターの活躍　≫太テールツイスター
17．ファイン･ドネーションの報告　≫大西（千）会計
18．出席率の報告　≫新宮計画・出席委員長
19．閉会ゴング　≫小倉会長
20．‘また会う日まで’合唱　
21．ローア　≫加藤Ｌテーマー

■第12９0回例会 ■第12９1回例会● 2018年 8 月28日㈫　18：３0～18：50
● 於：いよてつ髙島屋７階 キャッスルルーム

● 2018年 ９ 月11日㈫　12：15～1３：15
● 於：ホテルマイステイズ松山　３Fドゥエミーラ
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☆出席率　86％　☆ファイン　600円　☆ドネーション　197,000円

◆ 平成３0年 8 月第 2 例会
Ｌ小倉　圭二　ナイター例会よろしくお願いします。
Ｌ山本　宗宏　大西千恵春さんメンバーシップキー賞受賞おめでとう！
Ｌ近藤　　猛　毎日暑いです。
Ｌ境　　俊之　本日会社の給料日でした。家内より小遣いをもらいました。千恵

春さんキー賞おめでとう。
Ｌ宮川　晶子　納涼例会のご参加、皆様ありがとうございます。
Ｌ大川　耕三　大西さんキー賞受賞おめでとう更なる高みをめざして
Ｌ丹下　靖憲　ＣＮ55第１実行委員会打合せよろしく！
Ｌ早川　義仲　納涼例会楽しみです。
Ｌ武智　正晴　千恵春さんメンバーシップキー賞受賞おめでとうございます。
Ｌ原瀬　忠広　宮川さん、浴衣がおにあいです！
Ｌ森　　和幸　納涼例会楽しみましょう
Ｌ吉田　文彦　ゴルフ例会山本副会長賞ゲット
Ｌ伊藤　幸満　まだ々あついです
Ｌ戸梶　直美　納涼例会で暑さを吹きとばしましょう
Ｌ池田　博英　池ちゃんです！
Ｌ喜井　茂雅　髙島屋で迷ってしまった。
Ｌ楠田　善久　浴衣いいですね。
Ｌ大西千恵春　キー賞ありがとうございました。
Ｌ新宮　幸孝　納涼例会出席ありがとうございます。
Ｌ山本　幸治　楽しい納涼例会になりますように
Ｌ村井　　剛　残暑厳しいですが、ご自愛下さい。
Ｌ田村　美恵　夜の例会もいいですね！
Ｌ太　　亨哲　納涼例会です
Ｌ加藤　定伸　本日は楽しみましょう！！
Ｌ仙波　重樹　ゴルフ優勝しました
Ｌ和泉　光浩　台風が思いの外たいした事なく良かったです
Ｌ森田のり子　残暑に負けず頑張りましょう！
Ｌ稲森　和行　まだまだ暑いですね
Ｌ中岡　富茂　富士山に登ってきました
Ｌ岩田　哲也　残暑お見舞い申し上げます。
Ｌ武智　　慧　道後ＧＣの月例杯で優勝しました
Ｌ篠原　紀子　サマーキャンプ参加途上、大洲の街の復活すごいと思いました。
Ｌ井上　　光　納涼例会楽しみましょう
Ｌ新崎　　勉　災害や酷暑の夏を高校野球で乗り越えたと思いましたが、まだま

だ暑い日です。頑張りましょう。
Ｌ坪内　宗士　納涼例会のビールがおいしい（だろう）ということで
Ｌ宮道　　享　暑さに負けずがんばりましょう
Ｌ小森谷ケララ　今後、夜の例会も楽しみです。
Ｌ永野　通夫　あついです

Ｌ河本　圭仁　女性の方のすばらしいゆかた姿！ごちそうさまでした。
Ｌ両田　　晃　10数年ぶりのビアガーデンです。
Ｌ渡部　　誠　暑い日がつづいていますが納涼例会ありがとうございます。
Ｌ山﨑　忠志　大西さんメンバーシップキー賞受賞おめでとうございます
Ｌ菅野　直也　本日はスカイビアガーデンをご利用頂き誠にありがとうございま

す。是非楽しいひとときをお過し下さい。
Ｌ髙橋　正人　毎日、暑い日が続きます・・・。
Ｌ久保美代子　今日は楽しく飲みましょう
Ｌ髙岡　重則　酒が飲めるゾー
Ｌ藤岡　久実　女性陣の浴衣姿素敵です
Ｌ合田　　礼　大西さんキー賞受賞おめでとうございます
Ｌ木下　勝敏　大西さんキー賞受賞おめでとうございます
Ｌ櫻井加乃子　久しぶりの浴衣です。
Ｌ服部　　勲　大西さんメンバーズシップ受賞おめでとうございます
Ｌ片山　　一　皆さん、浴衣姿がとても素敵です
Ｌ大西　知人　納涼例会を楽しみましょう
Ｌ大西　安子　納涼例会、楽しませていただきます。
Ｌ井澤　剛一　今年の暑さ！乗りきれそう　感謝
Ｌ土井　晴彦　今年初のビアガーデンです！
Ｌ松岡　俊幸　お盆が過ぎても毎日暑いですね
Ｌ堀田　　学　納涼例会楽しみにしています
Ｌ伊藤　　渉　献血活動おつかれさまでした
Ｌ米田衣美子　この暑さもあと少しと残りの夏を乗り切りましょう
Ｌ松浦　龍也　第33回中島トライアスロン　３：04：38で無事完走しました！

☆出席率　80％　☆ファイン　0円　☆ドネーション　168,000円

◆ 平成３0年 ９ 月第 1 例会
Ｌ小倉　圭二　大木会長、開第二副会長、例会訪問ありがとうございます。大西

さん大川さんおめでとうございます。
Ｌ山本　宗宏　ようこそ南ライオンズ様
Ｌ近藤　　猛　光田さん、中野さん入会おめでとうございます。
Ｌ境　　俊之　光田さん、中野さん、入会おめでとう。誕生日を迎えられた16名

の皆様おめでとう
Ｌ宮川　晶子　光田さん中野さん入会おめでとうございます。
Ｌ山田　　哲　９月おたんじょう日おめでとうございます。
Ｌ武智　正晴　９月の誕生日の皆さんおめでとうございます。
Ｌ森　　和幸　光田さん、中野さん入会おめでとう。
Ｌ早川　義仲　光田さん、中野さん、入会ありがとうございます。
Ｌ原瀬　忠広　光田様、中野様、御入会おめでとうございます。
Ｌ兵頭　好喜　光田さん中野さん入会おめでとうございます。大西さん大川さん

おめでとうございます。
Ｌ丹下　靖憲　光田さん、中野さん、入会おめでとうございます。スポンサーと

してもよろしくお願いします。
Ｌ喜井　茂雅　大西安さん誕生60祝
Ｌ戸梶　直美　光田さん、中野さんご入会おめでとうございます。
Ｌ楠田　善久　大西さん還暦大川さん古希おめでとうございます。
Ｌ森　　浩輔　光田さん、中野さん入会おめでとうございます。
Ｌ大西千恵春　光田恵之様、中野泰誠様入会おめでとうございます。
Ｌ廣江　和男　光田さん、中野さんの入会を祝って
Ｌ吉田　文彦　涼しくなりました
Ｌ大政　大祐　光田さん中野さんご入会おめでとうございます。
Ｌ高橋　孝子　安ちゃん！！かんれきおめでとうございます。いつまでもその若

さとびぼうを保ってね。
Ｌ仙波　重樹　今年は暑かったですね
Ｌ山本　幸治　松山南、大木様開様例会訪問ありがとうございます。
Ｌ加藤　定伸　中野さん光田さん入会おめでとうございます。
Ｌ新宮　幸孝　光田さん、中野さん入会おめでとうございます。
Ｌ田村　美恵　大木会長、開第二副会長ありがとうございます。
Ｌ太　　亨哲　入会おめでとうございます。
Ｌ森田のり子　９月の大勢の誕生日の方々おめでとうございます。
Ｌ高山　正志　大勢の誕生人に
Ｌ長野　　剛　光田さん中野さんご入会おめでとうございます。
Ｌ和泉　光浩　光田さん中野さんご入会おめでとうございます。
Ｌ稲森　和行　光田さん中野さんご入会おめでとうございます。
Ｌ盛重　泰輔　朝、晩涼しくなりました

Ｌ新崎　　勉　大川耕三さんの古希、大西安子さんの還暦を心よりお喜び申し上
げます。

Ｌ中岡　富茂　光田恵之様、中野泰誠様入会ありがとうございます。
Ｌ武智　　慧　光田さん、中野さん入会おめでとうございます。
Ｌ井上　　光　地震台風被災された方頑張って下さい。（早川さんにゴルフで勝っ

た）
Ｌ篠原　紀子　秋ですね。酷暑越えのお疲れ出ませんように。
Ｌ藤岡　久実　光田様、中野様入会おめでとうございます。
Ｌ合田　　礼　光田さん、中野さん入会おめでとうございます。
Ｌ韓　　雪峰　新会員ご入会おめでとうございます。
Ｌ髙岡　重則　やっと涼しくなりますねネ
Ｌ藤田　裕司　少し秋らしくなりました
Ｌ藤本　雅弘　光田さん、中野さん入会おめでとうございます。
Ｌ渡部　　誠　光田さん、中野さん入会おめでとうございます。
Ｌ岩本　　透　先日の台風の後を福井に車で行ってドツボでした
Ｌ光田　恵之　これからよろしくお願いします。
Ｌ河本　圭仁　安ちゃん還暦、大川さん古希心からおめでとうございます。
Ｌ伊賀上竜也　光田さん、中野さん入会おめでとうございます。
Ｌ菅野　直也　光田さん、中野さん新入会おめでとうございます。
Ｌ大西　安子　光田さん、中野さん入会おめでとうございます。還暦がきました。

皆様と出会えて幸せです。
Ｌ土井　晴彦　光田さん、中野さん入会おめでとうございます。
Ｌ片山　　一　大分、涼しくなりました。１Ｒの名簿をいただいて中央ライオン

ズの組織力を再確認致しました。
Ｌ大西　知人　新入会おめでとうございます。
Ｌ井澤　剛一　もう秋！暑さ峠すぎて！
Ｌ佃　　浩三　光田恵之様、中野泰誠様入会おめでとうございます。
Ｌ上田　貞人　光田さん、中野さん入会おめでとうございます。
Ｌ伊藤　　渉　誕生月の方々おめでとうございます。
Ｌ松浦　龍也　新入会おめでとうございます。今後共宜しくお願いします。
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中野　泰誠　入会させて頂きました。宜しくお願いします。
Ｌ米田衣美子　新会員の光田さん、中野さん、入会ありがとうございます。よろ

しくお願いします。
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■�出欠届けは可能な方は出来る限りメールの利用にご協力下さい。
　※お申し込みは、幹事または事務局まで。
■�各種予定はホームページをご覧ください。
　 クラブの各種予定は、ホームページに迅速に反映されています。

是非、ご確認下さい。

■�10月アクト��石手川清掃　実施日／平成30年10月21日㈰
■�愛媛県中予地区少年柔道錬成大会　実施日／平成30年10月14日㈰
■会員交流会　実施日／平成30年10月15日㈪

◆発　行／毎月₁回・年１２回
◆例会場／ホテルマイステイズ松山
　　　　　TEL 089‐9１3‐２580
◆例会日／毎月・第₂、第₄火曜日
◆クラブ事務局／
　〒７90‐000１
　松山市一番町₄丁目1‐₅ ISSEIビル₃F
　TEL 089‐9１3‐１６3２

◆会　長／小倉　圭二
◆幹　事／宮川　晶子
◆MC・IT委員長／高山　正志
◆印　刷／不二印刷㈱
◆配布先／県、 市、 マスコミ各社、
　　　　　銀行各社
　　　　　姉妹・友好クラブほか

ゴルフコンペ成績
８ /24㈮ 久万カントリークラブ
優勝者からひとこと　仙波  重樹

私の履歴書
氏　名　 伊　藤　　　渉
入会日　　　　2016年11月

Ｓ56年９月23日生（満37歳） 男

勤務先　太陽ホーム株式会社
私の学歴・職歴など（会社のアピールでもかまいません）
大学を卒業後、父が不動産業を営んでいたせいか私も同じ不
動産業界に入り、マンション販売会社に勤務しておりました。
当時は第６次マンションブームが終わり、マンション不況の
時代であったと思われます。青田売りで売れるマンションも
ありましたが、私の売っていたマンションは待っててもお客
さんは来ず、広告をうっても問い合わせはなく、電話営業、
飛び込み営業をしてました。その後、父の営んでる「太陽ホー
ム㈱」に入社させてもらい、現在に至っています。景気に左
右されがちな業種ですが、どのような景況感でもぶれること
なくしっかりと仕事をしていく所存でございます。今後とも
よろしくお願いします。

氏　名　 大　政　大　祐
入会日　　　　2016年10月

Ｓ48年６月16日生（満45歳） 男

勤務先　株式会社 OVE Enterprise
私の学歴・職歴など（会社のアピールでもかまいません）
松山北高校を卒業し、神戸の甲南大学に進学しました。大学では、経済学
を専攻しておりましたが、‘’勉強‘’というよりはむしろ‘’遊び‘’を学んだ大学
時代だったと思います。
その後、株式会社フジに就職し、‘’小売業‘’の勉強をさせていただきました。
そこで商品の仕入れ販売、販促を徹底的に学びました。そして４年半の小
売りの勉強期間を経て、2001年に‘’飲食業‘’を広島県廿日市市にて起ち上げ
ました。
金なし、経験なし、人脈無し、土地勘なし、背負う物無し、の無謀ともい
われた無し無し状態で始めたのですが、今思えば、その時の経験が今も生
きているんだなと実感させられることが多くあります。
現在は、松山市内に４店舗、道後に３店舗、広島に１店舗と展開しており
ます。まだまだ小さな会社ですが、愛情とエネルギーをいっぱい注いで、
皆に愛される会社やお店になれるよう頑張っていきたいと思っておりま
す。
これからもよろしくお願いいたします。

表紙写真の解説 ■右句碑
　御立ちやる可御立ちやれ新酒菊の花おたちやるかおたちやれしんしゅきくのはな
 夏目漱石
　夏目漱石明治28年に病気療養のために愚陀佛庵に滞在していた子規が、体調
が回復したため10月に上京が決まった。送別会で漱石が「御立ちやる可御立ち
やれ新酒菊の花」と励まし、子規は「行く我にとどまる汝に秋二つ」とこたえた。
子規は、これが最後の帰省となり、漱石は翌年に熊本の第五高等学校教授となっ
て松山を去った。句碑は愛媛県立松山東高等学校敷地内にあり、先に建立され
ていた子規の「行く我に～」の碑にこたえる形で、平成13年に同窓会長退任記
念として建立されている。

■左句碑
　行く我にとゞまる汝に秋二ついくわれにとどまるなれにあきふたつ 正岡子規
　明治28年の句。『寒山落木』巻四に所収。子規が病気療養のため愚陀佛庵に
滞在したのち、東京へ発つときに、漱石から送られた別離の句にこたえて詠ん
だもの。漱石着任後100年にあたる平成6年に建立された。漱石の「御立ちやる
可御立ちやれ新酒菊の花」の句碑は、平成13年に追って建立されている。

■明教館
　愛媛県指定有形文化財（建造物）、昭和44年２月18日指定
　松山藩の藩学校舎の一棟、講堂である。
　建造規模は桁行17.7m梁間12.75m、木造平屋建、入母屋造、桟瓦葺である。
　『寛政の改革』を行った叔父松平定信の訓育を受けた松平松山藩第11代藩主定通が、「倹約の
励行」、「殖産興業」「文武の奨励」等の藩政改革の一つとして、文政11（1828）年、代官町（二番
町）に藩学明教館を設置した。
　明教館は、北に武道場、南に学問所を持つ2,500坪に及ぶ施設であった。
　太平洋戦争末期の昭和20年（1945年）７月26日午後11時過ぎから、松山市はアメリカ空軍爆撃
機B29の百二十機余りの空爆を受け、松山市旧市街は全焼、本校も明教館を除いて全ての校舎
が焼失した。
　その時、この明教館を焼失から救ったのが、当時松山中学二年生（後に松山東高等学校第一
期生となる）の防空要員だった。深夜十一時半から翌朝二時頃まで襲いくる焼夷弾を避けなが
ら、明教館を直撃したニ発、周辺に数発の焼夷弾が落下した中を数名の教員と約四十名の防空
要員とが消火活動に務め、プールの水を手押しポンプで汲み上げて、この明教館を死守した。

暫く、優勝には縁が無くて、今年度は春ごろには優勝するぞと思っており
ましたところ、２回目のゴルフ委員会で優勝する事が出来ました。
同伴者の境さん、佐々木さん、大西（千）さんのおかげでリラックスできス
ムーズにPLAYする事ができました。ありがとうございました。
あと、今回は色々な局面でゴルフの女神が微笑んでくれたおかげで、ＰＡ
Ｒが８個もとれました。
私はもう優勝戦線から消えますので、皆様、優勝めざして頑張ってください。
来月からもよろしくお付き合いのほどお願い申し上げます。

順位 氏名 OUT IN TOT HC NET

優勝
２
３

仙波重樹
吉田文彦
大川耕三

45
41
40

45
4２
３9

90
8３
79

２8.0
1２.0
8.0

6２.0
71.0
71.0


