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（LC、武智正晴）

〔結婚式場〕
マリベールスパイア
ハイダウェイ
グレイスガーデン アルベラ

〔葬儀会館〕
天山・枝松・プライベートホール緑（枝松）
道後・空港通・鷹子・土居田・三津
貸切ホールベルモニー結 松ノ木・吉藤
プライベートホール緑（吉藤）・川内
重信・松前・伊予

〔互助会〕
ベルモニー松山
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会　長
小倉　圭二

新年のごあいさつ
あけましておめでとうございます。
皆さまには輝かしい新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
昨年県内は西日本豪雨により大規模な災害が発生いたしました。
あらためて、被害を受けられた皆さんにお見舞い申し上げますととも
に、一日も早い復旧、復興を心よりお祈り申し上げます。
さて、今年は 5月に新しい元号が制定される節目の年となります。
我が明神丸も残り半年の航海となりましたが、新しい時代の波に乗り
遅れることなく進んでまいりたいと思っております。
昨年は予定されていた各事業も順調に消化され、今年もまだまだ重要
なアクトがたくさんありますので、全力で取り組んでまいります。
スローガンとして掲げています「和・絆・継承そして新たなる未来へ
ウィサーブ」引き続き会員間の交流を計り、絆を深め、歴史と伝統ある
活動、運営を継承して来年55周年事業を担われる山本副会長に良い形で
バトンタッチできるよう残り半年、会務運営に努めてまいりますので、
今後とも皆さんのご指導、ご支援賜りますようよろしくお願い申し上げ
ます。



お力になれることがあれば、
お気軽にお声掛けください。

松山市議会議員

上 田　貞 人
〒790-0036 松山市小栗1丁目2-18
TEL・FAX   089-961-4117
e-mail : ueda.v@aroma.ocn.ne.jp

（LC、冨士原裕）

（LC、上田貞人）

（LC、髙橋正人）

（LC、伊賀上竜也）
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新　宮　幸　孝計画・出席委員長新　年　例　会

平成最後の新年例会が １月 ８日㈫に国際ホテルで77名（出席率８2％）の参加で行われました。当日
は高瀬雅仙様のお箏と橋村岳遼山様の尺八による「春の海」のおごそかな演奏のあと小倉会長の挨拶、
今年還暦を迎えられる佃さん、伊賀上さん、原瀬さん、稲森さん、美濃さんの紹介を行い、そしてま
さにその日がお誕生日であった伊賀上さんの乾杯で新年会の懇親会が始まりました。その後、干支対
抗あっちむいてホイと新春お年玉争奪戦のゲームを開催し、一度は賞金を獲得して喜んでいただいた
あと、歴代テールツイスターの松浦さんの活躍？　によりみなさんにはドネーションをしていだだき
ました。本当にありがとうございました。
竹田さんの閉会挨拶、「また会う日まで」の合唱のあと、境さんのローアで閉会となりました。



〒791-0213 愛媛県東温市牛渕1880番地1
ディアス八木 A-102

Tel 089-964-8611  Fax 964-9829
H.P 090-7148-0735

miyoko38@triton.ocn.ne.jp

久 保　美 代 子

久保行政書士事務所

行政書士

Miyoko Kubo

許認可手続き

KUBO
OFFICE

（LC、高岡直樹）

汚水処理施設　保守点検
排水管洗浄
貯水槽清掃
環境機材販売
災害用備蓄トイレ販売

（LC、久保美代子）
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戸　梶　直　美セントラルアカデミー
平成最後のセントラルアカデミーは、クリ

スマスの夜に、税理士の近藤第二副会長を講
師にお招きし、スーパーアカデミックに、か
つ厳かに執り行われました。
講演内容は、「改正消費税制と事業承継税

制について～小説より面白い軽減税率！事業
承継税制の特例を使うべきか？～」と題し、
近藤先生が、消費税の難解な軽減税率と、適
格請求書保存方式について、また、平成30年
より要件が緩和されて使いやすくなった事業
承継税制について、わかりやすく説明してく
ださいました。実際に講習を受けると丸 １日
は十分かかる内容を、たった30分でまとめて

欲しいという無茶ぶりを快くお引き受けくださり、近藤先生、本当にありがとうございました。
そして、懇親会後半には、軽減税率クイズと題し、講演の復習も兼ねた、税金のセンスを問われる
クイズ大会に、みなさんに強制的に参加していただきました。以外に難しかったのが、水道水は軽減
税率（ ８％）の対象でしょうか？という問題。半分以上の方が軽減税率の対象と答えましたが、正解
は×。水道水は飲料に限らず、洗濯やお風呂や様々な用途に使われるので、 ８％の軽減税率の対象に
はならないのだそうです。えー、という抗議のブーイングもなんのその。国が決めた基準だから、ど
んなに不思議でも仕方がないので
す、ね、軽減税率って面白いで
しょ？と、言いながら、司会をし
ている我々も、なんだかなあ、と
思うところ満載の軽減税率クイズ
でした。
最後に、平成最後のアカデミー
にご参加いただき、皆様、誠に
ありがとうございました。新たな
年を迎え、今年も皆様の日常に
ちょっぴりアカデミックな一場面
をご提供できるよう、様々な催し
を企画してまいりたいと思います
ので、どうぞよろしくお願いいた
します。



（LC、藤本雅弘）（LC、高田健司）

愛媛工場：〒799-2661 愛媛県松山市勝岡町1163番地13
　　　　TEL.089-979-5200（代）FAX.089-979-5282
砥部工場：〒791-2132 愛媛県伊予郡砥部町大南148-1
　　　　TEL.089-968-2925　　FAX.089-968-2926
大阪本社：〒556-0016 大阪市浪速区元町3丁目10番18号
　　　　TEL.06-6649-0431（代）FAX.06-6649-0205

TEL089 941 1141（代）
〒790-8514 松山市南堀端町1番地

頭取 大 塚 岩 男
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１月の誕生人から一言…
廣江　和男 1948（昭和23年）1月30日生

古希を過ぎれば、一年がやけに早く感じる。
昨年には業界の役職も一つ減り、気分的にボォ～としており
ます。山歩きも島根県の三瓶山（雪山）で終わったが、この「腹
回り」を何とかしたいと思う。新年度から孫の入社も決まり、
もう少し気張ろうかと決意をあらたにしております。

伊賀上竜也 1959（昭和34年）1月 8日生

平成１0年 ９ 月に入会して早や ９回目の誕生日を迎えました。
いよいよ還暦を迎えます。
まして、今回は新年例会の当日が誕生日と重なりました。若
い頃に今の自分の年齢の相手に対して「このクソ親父が・・」
と思っていた自分が恥ずかしくなります。
今一度、自分を振返り謙虚な気持ちで還暦年を送ろうと思っ
ています。山本次年度の周年事業にも少しは役立てるよう頑
張ってまいります。本年も宜しくお願い致します。

山﨑　忠志 1963（昭和38年）1月 2日生

新年あけましておめでとうございます。
１月 2日で56歳になりました。私事によりしばらくの間休会

させて頂いておりましたが、昨年 7月より松山中央ライオンズ
クラブメンバーとしての活動を再開できる事となりました。
新たな年を迎え、気持ちを引き締めて、微力ではありますが
社会奉仕その他の活動に貢献していきたいと思っています。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

高橋　孝子 1963（昭和38年）1月22日生

謹賀新年。平成最後の誕生日、いよいよアラ還に突入（^_^;）
あらゆる面において変化の年‼
どこまで対応していけるか挑戦の年
人間力＆女子力（これは無理だと言われるけど）ＵＰに努め
ます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

内田　勝彦 1967（昭和42年）1月11日生

１１日で52になります。
昨年の １年がどれほど早かったか。瞬きするくらいの体感速
度で過ぎ去っていきました。これ、去年と同じ文章です（笑）
50超えた時、結構ショックでしたが、52だと何も感じません
ね．．．．年相応の大人の男性になれるよう、日々精進です。

武智　　慧 1983（昭和58年）1月27日生

今年で36歳になります。年男です。今年の干支は己亥という
ことで、地道にコツコツとまっすぐに邁進したいと思っており
ます。今年度は保健委員長という大役を受け、どうなることか
と思いましたが、皆々様のご協力を得て順調に保健活動ができ
ています。ここで気を抜かず、残りの活動もコツコツと頑張り
ます。今後も皆様からのご指導ご鞭撻のほど、何卒よろしくお
願い申し上げます。

佃　　浩三 1959（昭和34年）1月 1日生

元旦で還暦を迎え 2日に、やくよけ大師遍照院（へんしょ
ういん）で厄除祈願を受けました。還暦とは、60年で干支が一
回りして再び生まれた年の干支にかえることから、元の暦に戻
るという意味でこのように呼ばれています。今年は初心に戻り、
メンバー全員の方と交流を深め皆様に喜んでいただけるよう努
力しますので何卒宜しくお願いします。

原瀬　忠広 1959（昭和34年）1月19日生

あけましておめでとうございます。
今年は元号も変わり、新しい時代の幕開けとなります。
私自身、還暦を迎えることになり昭和・平成と続く三時代を
生きることとなるわけですが、あまり実感は湧いてきません。
子供の頃は還暦と聞くと、長く生きたご老人というイメージ
しかなかったわけですが、当事者になってみると隠居生活は夢
のまた夢で、目の前に突きつけられた課題をどうするかで精一
杯の状況です。今年もご指導のほど、よろしくお願いいたします。

戸梶　直美 1964（昭和39年）1月11日生

新年とともにお誕生日がやってきました。体の劣化はじわ
じわ感じてますが、心はまだまだ少女のままです。今年のテー
マは「愛」にしました。家族を愛し、職員を愛し、会社を愛し、
友人を愛し．．．そして自分も愛す年でありたいと思います。今
年も皆様と楽しく有意義なライオンズ活動ができますように
思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

渡部　　誠 1967（昭和42年）1月30日生

年が明けてすぐにまた一つ年をとる時期がやってまいりまし
た。私事ではありますが、昨年末より50肩（肩関節周囲炎）な
るものに悩まされており、日常生活で激痛に耐える毎日です。
睡眠にも影響があり、つらい日々を送っております。
とはいえ、ライオンズ活動には何ら影響はないと思いますの
で、今年は50肩との付き合いもほどほどにしながら頑張ってま
いりますので宜しくお願いします。

櫻井加乃子 1962（昭和37年）1月30日生

旧年中はいろいろと御交誼をいただき誠にありがとうござい
ました。皆様にとって希望溢れる一年となりますよう心からお
祈り申し上げます。人生山あり谷あり…
20１８年は 7月 7日、西日本豪雨災害で当社大洲店が１70セン
チの浸水に遭い復旧に向けて全力で頑張った一年でした。沢山
の方々からの援助と励ましが、頑張る力の源となりました。一
人では成しえない、たくさんの支えがあって今があること。こ
れからの人生においても感謝の心を忘れることなく進んで参り
たいと思っております。
本年もどうぞ宜しくお願い致します。

篠原　紀子 1967（昭和42年）1月 8日生

あけましておめでとうございます。5１歳の篠原です。除夜の
鐘、今まで、年末の慌ただしさの延長で少々highな気分で初詣
に行きその中で【聞】いていたのですが、今年は、音楽が流れ
る自宅の、唯一静まり返った座敷で【聴】きました。全く意識
せず聞こえてきた除夜の鐘に、耳を済ませてみました。澄み渡
る冷え切った空気の中、たまたまいた自分だけの空間になんと
もいえない響、感覚。事情があり出かけれないことに、少し腹
立たしさを持っていた中の、偶然。昨年末抱いていた、今年の
目標、そのあと少し変えました。思わないところで、偶然の喜
びがあれば^_^そんな一年にしたいと思います。大物の皆様の
中に、加わらせていただき、もうすぐ 6ヶ月。今後ともどうぞ
よろしくお願い申し上げます。
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理 事 会 だ よ り

例 会 だ よ り

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．新会員入会式　美濃欽也様【Ｐ 2】　　　　
　⑴　新会員・スポンサー前へ
　⑵　新会員略歴紹介　≫森会員会則委員長より略歴紹介
　⑶　ライオンバッジ贈呈　≫小倉会長
　⑷　新会員「ライオンズの誓い」　≫Ｌ美濃
　⑸　スポンサーの宣誓　≫Ｌ大川
　⑹　新会員あいさつ　≫Ｌ美濃
　⑺　会長歓迎あいさつ及び所属委員会の任命　≫小倉会長
6．還暦お祝い　Ｌ早川義仲　Ｌ井上　光
　　　≫代表してＬ井上よりお礼の挨拶
7．プログレスＭＪＦ献金ピンの贈呈
　　Ｌ兵頭好喜（13回目）　Ｌ森　和幸（ 6 回目）　Ｌ小倉圭二（ 3 回目）　Ｌ原瀬忠広（ 3 回目）
　　Ｌ宮川晶子（ 2 回目）　Ｌ太　亨哲（ 2 回目）　Ｌ加藤定伸（ 2 回目）
　　　≫代表してＬ兵頭より挨拶
８．2017−2018年度ＬＣＩＦ＄50寄付達成バナーパッチ贈呈
　　　≫原瀬前会長より挨拶
９．食事
10．幹事報告
11．委員会報告
　1　上半期「まごころ箱」について【Ｐ 3】…………………………………… 社会福祉委員会
　　　≫久保社会福祉委員長より報告
　2　第16回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新聞記事
　　　【Ｐ ４】………………………………………………………………………… 青少年育成委員会
　　　≫松岡青少年育成委員長より報告
　3　合同委員会について
　　① １月10日㈭「国際ホテル　TOH-KA-LIN」にて合同委員会
　　　……………………………………………………………………… 保健／教育・国際委員会
　　　≫武智（慧）保健委員長より報告
　　② １月15日㈫「笠組」にて合同委員会……… 会員・会則／計画・出席／青少年育成委員会
　　　≫新宮計画・出席委員長より報告
　4　 １月献血活動について……………………………………………………………… 保健委員会

実施日 実施時間 実施場所

平成3１年 １ 月１7日㈭ 14：00～17：00 愛媛大学
（松山市道後樋又10番13号）

※未定
１月下旬実施予定 キャンセル 松山大学

（松山市文京町 ４ - 2 ）

　　　≫武智（慧）保健委員長より報告
12．テールツイスターの活躍
　　　≫山田テールツイスター代理
13．ファイン･ドネーションの報告
　　　≫大西（千）会計
14．出席率の報告
　　　≫新宮計画・出席委員長
15．閉会ゴング
　　　≫小倉会長
16．‘また会う日まで’合唱
17．ローア
　　　≫加藤Ｌテーマー

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．会長あいさつ
　　　≫小倉会長
5．誕生祝い（ １月）…　
　　　　　　　Ｌ佃（ １ 日）、Ｌ山﨑（ 2 日）、Ｌ伊賀上（ ８ 日）、Ｌ篠原（ ８ 日）、Ｌ内田（11日）、
　　　　　　　Ｌ戸梶（11日）、Ｌ原瀬（19日）、Ｌ高橋（孝）（22日）、Ｌ武智（慧）（27日）、
　　　　　　　Ｌ廣江（30日）、Ｌ渡部（30日）、Ｌ櫻井（30日）
　　　≫代表してＬ渡部挨拶
6．還暦お祝い　Ｌ原瀬忠広　Ｌ伊賀上竜也　Ｌ佃　浩三
7．…審議事項
　⑴　上半期決算報告及び監査報告案について【Ｐ 2−Ｐ 7】………………… 会計・会計監査
　　　≫大西（千）会計より報告、永野監査役より監査報告………………………<審議>→<承認>
　⑵　創立記念例会決算書（案）について【Ｐ ８】……………………………… 計画・出席委員会
　⑶　 １Ｒ− 3Ｚ合同例会予算書（案）について【Ｐ ９】……………………… 計画・出席委員会
　　　≫新宮計画・出席委員長より報告……………………………<⑵・⑶一括審議>→<承認>
　⑷　第16回「松山中央ライオンズカップ中学生女子ソフトボール大会」決算書（案）について
　　　【Ｐ10】………………………………………………………………………… 青少年育成委員会
　⑸　松山中央ライオンズ杯…2019…オーレカップＵ−12　予算書（案）について
　　　【Ｐ11】………………………………………………………………………… 青少年育成委員会
　　　≫松岡青少年育成委員長より報告……………………………<⑷・⑸一括審議>→<承認>
　⑹　献血活動記念品中間決算書（案）について【Ｐ12】……………………………… 保健委員会
　　　≫宮川幹事より報告…………………………………………………………<審議>→<承認>
　⑺　336複合地区第65回年次大会登録料拠出について
　　　■日　時：2019年 5 月26日㈰
　　　■場　所：総社市スポーツセンター・きびじアリーナ
　　　■登録料：無料　
　　　■旅　費：＠17,140円× 5名＝85,700円
　　　■宿泊費：＠10,000円× 5名＝50,000円
　　　■参加者：次期五役（Ｌ山本宗宏　Ｌ早川義仲　Ｌ池田博英　Ｌ大西安子　Ｌ高橋孝子）
　　　≫宮川幹事より報告…………………………………………………………<審議>→<承認>
　⑻　 １Ｒ− 3Ｚからの次期地区委員選出について
　　　≫宮川幹事より報告…………………………………………………………<審議>→<承認>
８ ．その他
　　　≫宮川幹事より新年会の案内
９．報告事項　
　⑴　不在会員について　Ｌ加地雅臣………………………………………… 会員・会則委員会
　　　≫宮川幹事より報告
10．委員会報告
　　　≫特に無し
11．ファイン･ドネーションの報告
　　　≫大西（千）会計
12．出席率の報告
　　　≫新宮計画・出席委員長
13．閉会ゴング
　　　≫小倉会長

出席者：（ １Ｒ− 3ＺＣ）…Ｌ兵頭
　　　　（役員）Ｌ小倉、Ｌ原瀬、Ｌ山本（宗）、Ｌ近藤、Ｌ境、Ｌ宮川、Ｌ大西（千）、Ｌ加藤、
　　　　　　　　Ｌ太、Ｌ森（和）、Ｌ山本（幸）、Ｌ稲森、Ｌ松浦、Ｌ中岡、Ｌ池田、Ｌ武智（正）、
　　　　　　　　Ｌ丹下、Ｌ河本、Ｌ高橋（孝）、Ｌ藤本
　　　　（オブザーバー）Ｌ早川、Ｌ戸梶、Ｌ新宮、Ｌ武智（慧）、Ｌ松岡、Ｌ永野

〈 会 次 第 〉

１．開会宣言
2．出欠調査
　　　≫役員20名の出席を確認
3．会長あいさつ
　　　≫小倉会長
４．前回議事録の確認【Ｐ 2−Ｐ 3】
　　　≫宮川幹事より報告
5．幹事報告
　　　≫特に無し
6．会計報告（12月分収支明細表）【Ｐ ４−Ｐ ８】
　　　≫大西（千）会計より報告
7．審議事項
　⑴　上半期決算報告及び監査報告案について【Ｐ ９−Ｐ14】………………… 会計・会計監査
　　　≫大西（千）会計より報告、永野監査役より監査報告………………………<審議>→<承認>

　⑵　不在会員について　Ｌ加地雅臣………………………………………… 会員・会則委員会
　　　≫森（和）会員・会則委員長より報告…………………………………………<審議>→<承認>
　⑶　創立記念例会決算書（案）について【Ｐ15−Ｐ17】……………………… 計画・出席委員会
　⑷　 １Ｒ− 3Ｚ合同例会予算書（案）について【Ｐ18】……………………… 計画・出席委員会
　　　≫新宮計画・出席委員長より報告……………………………<⑶・⑷一括審議>→<承認>
　⑸　第16回「松山中央ライオンズカップ中学生女子ソフトボール大会」決算書（案）について
　　　【Ｐ19−Ｐ31】………………………………………………………………… 青少年育成委員会
　⑹　松山中央ライオンズ杯…2019…オーレカップＵ−12　予算書（案）について
　　　【Ｐ32−Ｐ34】………………………………………………………………… 青少年育成委員会
　　　≫松岡青少年育成委員長より報告……………………………<⑸・⑹一括審議>→<承認>
　⑺　献血活動記念品中間決算書（案）について【Ｐ35−Ｐ36】……………………… 保健委員会
　　　≫武智（慧）保健委員長より報告………………………………………………<審議>→<承認>
　⑻　336複合地区第65回年次大会旅費・宿泊費拠出について
　　　■日　時：2019年 5 月26日㈰
　　　■場　所：総社市スポーツセンター・きびじアリーナ
　　　■登録料：無料　
　　　■旅　費：＠17,140円× 5名＝85,700円
　　　■宿泊費：＠10,000円× 5名＝50,000円
　　　■参加者：次期五役（Ｌ山本宗宏　Ｌ早川義仲　Ｌ池田博英　Ｌ大西安子　Ｌ高橋孝子）
　　　≫宮川幹事より報告…………………………………………………………<審議>→<承認>
　⑼　 １Ｒ− 3Ｚからの次期地区委員選出について
　　　≫宮川幹事より報告、兵頭 １Ｒ− 3ＺＣより補足説明……………………<審議>→<承認>
８ ．その他
　　　≫特に無し
９．閉会

■第 7 回理事会 ● 2019年 1 月 7 日㈪　18：30～
● 於：ＡＮＡクラウンプラザホテル松山

■第1298回例会 ■第1299回例会● 2018年12月25日㈫　12：15～13：15
● 於：ホテルマイステイズ松山

● 2019年 1 月 8 日㈫　18：00～
● 於：国際ホテル松山本館
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わ け あ り ド ネ ー シ ョ ン

☆
☆

☆
☆
☆

☆

☆

☆
☆

☆

☆

☆
☆
☆
☆

☆
☆

☆

☆

☆

☆出席率　80％　☆ファイン　0円　☆ドネーション　331,000円

◆ 平成30年12月第 2 例会
Ｌ小倉　圭二　美濃さん入会おめでとうございます。本年度お世話になりました。
Ｌ山本　宗宏　美濃さん、ようこそ松山中央ＬＣへ！
Ｌ近藤　　猛　今年一年御世話になりました。
Ｌ境　　俊之　クリスマスイブの「イブ」とはイブニング（夜）という意味だそ

うです。（チコちゃんに叱られるより）
Ｌ宮川　晶子　美濃さん、入会おめでとうございます。
Ｌ兵頭　好喜　美濃さん入会おめでとうございます。
Ｌ丹下　靖憲　早川さん、井上さん還暦おめでとうございます。
Ｌ島田　省吾　今年もお世話になりました。
Ｌ山田　　哲　本日　テールツイスターでした。
Ｌ森　　和幸　美濃さん入会おめでとう。早川さん、井上さん還暦ですか。
Ｌ大川　耕三　美濃さんの入会を祝して
Ｌ原瀬　忠広　メリークリスマスです。美濃様御入会おめでとうございます。
Ｌ楠田　善久　美濃さん、入会おめでとうございます。
Ｌ廣江　和男　良い、お歳をお迎え下さい。
Ｌ吉田　文彦　今年もお世話になりました。
Ｌ池田　博英　美濃さんおめでとうございます。
Ｌ戸梶　直美　美濃さんご入会おめでとうございます。今夜のセントラルアカデ

ミー例会皆様どうぞよろしくお願い致します。
Ｌ大西千恵春　美濃欽也様入会おめでとうございます。ボランティア、ゴルフよ

ろしくお願いします。
Ｌ喜井　茂雅　美濃さん入会おめでとうございます。
Ｌ新宮　幸孝　美濃さん入会おめでとうございます。
Ｌ山本　幸治　美濃さん入会おめでとうございます。宜しくお願い致します。
Ｌ高橋　孝子　美濃さん！ご入会おめでとうございます。
Ｌ大政　大祐　今年 １年ありがとうございました。
Ｌ加藤　定伸　美濃様入会おめでとうございます。
Ｌ盛重　泰輔　今年 １年お世話になりました。
Ｌ竹田　祥一　来年も元気で生きられるかな？
Ｌ和泉　光浩　メリークリスマス‼
Ｌ中岡　富茂　美濃欽也様、ご入会おめでとうございます。
Ｌ坪内　宗士　近々海外旅行に行きます。無事をいのって。
Ｌ岩田　哲也　メリークリスマス
Ｌ小森谷ケララ　メリークリスマスしかありえません。
Ｌ宮道　　享　メリークリスマス
Ｌ井上　　光　Merry…Christmas　役員の方今年 １年お疲れ様でした。
Ｌ篠原　紀子　Bun…Natale！
Ｌ佐伯　裕子　メリークリスマス

Ｌ新崎　　勉　今年 １年皆様色々とお世話になりました。来年もよろしくお願い
致します。

Ｌ伊賀上竜也　美濃さん入会おめでとうございます。早川さん、井上さん還暦お
めでとうございます。

Ｌ永野　通夫　美濃さん入会おめでとうございます。
Ｌ光田　恵之　メリークリスマス
Ｌ河本　圭仁　今年もお世話になりました。
Ｌ髙橋　正人　新会員、入会おめでとうございます‼
Ｌ髙岡　重則　美濃様入会おめでとうございます。
Ｌ久保美代子　美濃さん、松山中央ライオンズへようこそ！よろしくお願いしま

す。
Ｌ木下　勝敏　美濃さんご入会おめでとうございます。
Ｌ櫻井加乃子　一年お世話になりました。
Ｌ土井　晴彦　美濃様御入会おめでとうございます。
Ｌ平尾　由紀　メリクリ！しょうげき！デビューの欽ちゃん、入会ありがとうご

ざいました。
Ｌ服部　　勲　美濃さん入会おめでとうございます。
Ｌ美濃　欽也　クラブ会員として努力してまいります。
Ｌ松岡　俊幸　美濃欽也さん、ご入会おめでとうございます。
Ｌ伊藤　　渉　セントラルアカデミー楽しみにしてます
Ｌ堀田　　学　今年もお疲れ様でした
Ｌ中野　泰誠　メリークリスマス！

☆出席率　84％　☆ファイン　900円　☆ドネーション　129,000円

◆ 平成31年 1 月第 1 例会
Ｌ小倉　圭二　あけましておめでとうございます。今年も宜しくお願い致します。
Ｌ原瀬　忠広　あけましておめでとうございます。還暦のお祝いありがとうござ

います。
Ｌ山本　宗宏　新年明けましておめでとうございます。
Ｌ宮川　晶子　あけましておめでとうございます。あと半分、がんばります。
Ｌ境　　俊之　今年は私の年亥年です。
Ｌ近藤　　猛　今年もよろしくお願いします。
Ｌ早川　義仲　新年あけましておめでとうございます。
Ｌ武智　正晴　早川さん井上さん還暦おめでとうございます。
Ｌ山田　　哲　あけましておめでとうございます。
Ｌ島田　省吾　今年もよろしくお願いします。
Ｌ兵頭　好喜　 １月生の皆さんおめでとうございます。
Ｌ丹下　靖憲　還暦の佃さん、伊賀上さん、原瀬さんおめでとうございます。新

年あけましておめでとうございます。
Ｌ大川　耕三　新年あけましておめでとうございます。
Ｌ大西千恵春　残り半分よろしくお願いします。
Ｌ池田　博英　明けましておめでとうございます。
Ｌ吉田　文彦　今年もよろしく
Ｌ廣江　和男　寒中、お見舞い申し上げます。
Ｌ楠田　善久　明けましておめでとうございます。
Ｌ伊藤　幸満　新年明けましておめでとうございます。
Ｌ加藤　定伸　還暦の皆様おめでとうございます。
Ｌ新宮　幸孝　今年もよろしくお願いします。
Ｌ村井　　剛　新年明けましておめでとうございます。
Ｌ野水　崇司　新年明けましておめでとうございます。
Ｌ田村　美恵　新年おめでとうございます。
Ｌ大政　大祐　あけましておめでとうございます。
Ｌ藤井　　滋　いつも欠席ですみません。
Ｌ竹田　祥一　良き年でありますように
Ｌ稲森　和行　皆さん、あけましておめでとうございます。
Ｌ長野　　剛　本年も宜しくお願い致します。
Ｌ盛重　泰輔　明けましておめでとうございます。今年 １年宜しくお願い致しま

す。
Ｌ和泉　光浩　明けましておめでとうございます。
Ｌ森田のり子　あけましておめでとうございます。
Ｌ高山　正志　20１９幕開けと！還暦の人達に！
Ｌ新崎　　勉　皆様新年明けましておめでとうございます。本年は 6回目の当り

年で頑張ります。
Ｌ宮道　　享　新年明けましておめでとうございます。
Ｌ佐伯　裕子　今年もすべての人にとって幸せな １年になりますように

Ｌ坪内　宗士　息子も帰省して家族そろって楽しいお正月でした
Ｌ篠原　紀子　あけましておめでとうございます。
Ｌ伊賀上竜也　今日は私の為に集まって頂きありがとうございます。
Ｌ河本　圭仁　本年もよろしくお願いします。
Ｌ永野　通夫　あけましておめでとうございます。
Ｌ伊藤　憲司　今年もよろしくお願いします。
Ｌ両田　　晃　あけましておめでとうございます。今年一年良き年でありますよ

うに
Ｌ渡部　　誠　あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
Ｌ光田　恵之　明けましておめでとうございます。御利用ありがとうございます。
Ｌ久保美代子　皆さん明けましておめでとうございます。
Ｌ髙岡　重則　正月早々カゼで大変
Ｌ木下　勝敏　明けましておめでとうございます。
Ｌ髙橋　正人　新年明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお

願いいたします。
Ｌ藤田　裕司　本年も宜しくお願い致します。
Ｌ藤本　雅弘　原瀬さん、伊賀上さん、佃さん還暦おめでとうございます。
Ｌ大西　知人　今年もよろしくお願いします。
Ｌ井澤　剛一　祝謹賀新年！今年のやる気に！
Ｌ服部　　勲　原瀬さん、伊賀上さん、佃さん還暦おめでとうございます。
Ｌ大西　安子　20１９年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い

します。
Ｌ美濃　欽也　新年20１９も飛びます。
Ｌ松浦　龍也　新年明けましておめでとうございます。
Ｌ太　　亨哲　本年もよろしくいおねがい申し上げます。
Ｌ松岡　俊幸　本年もよろしくお願い致します。
Ｌ堀田　　学　今年もよろしくお願い致します。
Ｌ米田衣美子　明けましておめでとうございます。今年も楽しく頑張ります。
Ｌ伊藤　　渉　あけましておめでとうございます。
Ｌ中　　周作　あけましておめでとうございます。
Ｌ中野　泰誠　新年例会
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【執行部から】
■�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。

■�愛媛マラソンボランティア
　実施日／平成3１年 2 月１0日㈰
　場　所／堀江小学校を過ぎた心臓破りの丘（復路）

◆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

今年初めての優勝をさせていただきました。
あいにくの雨の中でのゴルフでしたが、最近にな

いスコアで廻れ、たくさんのH.Cのおかげで、優勝
でき、有難うございました。 

夜の懇親会に行けず、連絡も有りませんでしたの
で、優勝した事を、一週間後に聞かされ、感激も、
いまいちでしたが、会長賞としていただいた「大皿」

大事に使わせていただきます。 

ゴルフコンペ成績
12/20㈭ サンセットＧＣ
優勝者からひとこと　早川  義仲

私の履歴書
氏　名　 上　田　貞　人
入会日　　　　2016年 8 月

Ｓ38年 6 月27日生（満55歳） 男

勤務先　松山市議会議員
私の学歴・職歴など（会社のアピールでもかまいません）

187㎝・88㎏。55歳となった今でも自分より大きい人と出会う事は滅多になく、お店で
は敷居やドアの入り口で頭をぶつけることもしばしば。

小さい頃から頭一つ大きかった私は、プロ野球選手になりたいと思い、小学 5 年生か
ら野球を始めました。雄新中・新田高校では、野球部に所属。投手として、甲子園を目
指し、野球漬けの毎日でしたが、残念ながら出場することは出来ませんでした。しかし、
卒業後この恵まれた身体もあり、夢であったプロ野球選手（西武ライオンズ）となり、
アメリカへの野球留学も経験させてもらいました。

5 年間、野球をさせてもらいましたが、肩を痛めて地元松山に帰ってきました。
丁度そのとき、㈱フジがスポーツ事業をたちあげるということで、25年勤務させてい

ただき、地域を豊かに、人を大切にという心を先輩方から教わりました。
そんな中、中村知事がたちあげた「志高塾」で勉強させてもらううちに、これからの

未来は、地域に力をつけなければ取り残されるという危機感から、松山市議会議員を目
指しました。

私なりに無謀なチャレンジばかりの半世紀でしたが、松山を元気にする為にお仕事さ
せていただける事に感謝し、＜みなさんの声をよく聞き、考え、行動し、わかりやすく
説明する＞ということをモットーにこれからも松山を元気にしていきたいと思います。
皆さん、お気軽に声をかけていただけたらありがたいです。

今後ともよろしくお願いいたします。

順位 氏名 OUT IN TOT HC NET

優勝
２
３

早川義仲
太　亨哲
両田　晃

48
３9
45

41
３8
45

89
77
90

19.0
　　5.0　
17.0

70.0
7２.0
7３.0

氏　名　 片　山　　　一
入会日　　　　2016年 6 月

Ｓ31年 7 月25日生（満62歳） 男

勤務先　五洋建設㈱
私の学歴・職歴など（会社のアピールでもかまいません）

片山一（かたやまはじむ）と申します。名前の読み方が珍しく、人からよく質問され
ますが、人からやらされるのではなく、「自らが始める」という意味を込めて両親が名
づけたようです。現実にその願いが果たされているかどうかは、いささか疑問ですが（笑）

広島に生まれ、大学まで広島で育ち、建設会社に入社して、原子力発電所工事、地下
鉄工事、土木の営業等を経験した後、松山に単身で赴任して、約 3 年近くが過ぎました。

四国は少子高齢化、過疎化の進展が早いスピードで進んでいると言われますが、私が
今思うのは、四国は本当に良いところで、特に松山は素晴らしい街だと思います。気候、
美味しい食事、自然、歴史的名所、インバウンド獲得に必要な項目が揃っており、しか
もそれが比較的コンパクトにまとまっています。

人の受け売りですが、「しんか」には、深化、新化、浸化の 3 つの要素があるそうです。
仕事、プライベートとも、今やっていることをより深堀りしていく「深化」、新しい分野、
例えば美味しい飲食店を新しく見つける「新化」、単なる会社生活に埋没するのではなく、
中央ライオンズ活動に代表される社会的な面に活動の幅を広げ、地域に密着していく「浸
化」、 3 つの「しんか」に今後も挑戦していきたいと思います。

後どのくらい松山に居られるかわかりませんが、松山中央ライオンズの皆様、今後と
も昼、夜問わず、よろしくお願いいたします。

表紙写真の解説
■道後温泉別館飛鳥乃湯泉

コンセプト
道後温泉は、3000年の歴史を持ち、日本最古の温泉と言

われており、その奥深い歴史には数々の物語があります。
飛鳥乃湯泉ではその物語を、愛媛が誇る伝統工芸や匠の技
で表現しており、歴史の深さを感じて頂きたいと思います。

飛鳥の庭
西暦596年、聖徳太子が伊予の湯に来られた当時の、「湯

の岡の碑文」に書かれているような「椿の森」をイメージ
して作られ、160本の椿が次々に咲き、「湯の川」には温泉
のお湯が流れ、当時の雰囲気を醸しています。

外観
聖徳太子や斉明天皇が来られた、飛鳥時代の建築様式を

取り入れ、特徴的な外観になっています。
泉質
20℃から55℃の温度が異なる18本の源泉から汲み上げた

湯を浴槽へ送る前に混ぜ合わせ、適温に調整。加温も加水
もしていないアルカリ性単純泉の湯質は肌にやさしく、湯
治や美容に最適で「美人の湯」と言われています。

■表紙の椿
八木繁一（1893～1980）邸の椿です。
明治26年越智郡波方村生まれ
教員として愛媛県師範学校に長年勤務し、多く

の優秀な理科教員を育てるとともに、愛媛県理科
教育研究会会長として、愛媛の理科教育に貢献し
ました。

オキチモズクやツバキカンザクラを発見したこ
とでも知られています。

松山市の市花として「椿の花」を提案したのも
繁一です。

2 月11日より萬翠荘にて第43回伊予つばき名花展
～萬翠荘展～が開催されます。
今年は「早咲き椿名花展」をテーマに開催されます。
開 催 日：2019年 2 月11日㈪～2019年 2 月17日㈰
開催時間： 9 ：00～17：00
　　　　　※最終日は15：00まで
入場無料


