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題字はクラブ会長の揮毫

 国際協会モットー 『We Serve ～われわれは奉仕する～』
　 ジョセフ ・プレストン国際会長テーマ 『Strengthen the PRIDE - 誇りを高める』
　 336-A地区ガバナースローガン 『「新たな気持ちで」 We Serve』
 キーワード 『ヴィジョン共有』
　 今治東ライオンズクラブ会長スローガン 『元気でいこう We Serve』
 キーワード 『楽しくやって何が悪い』
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例  会  報  告

11月第２例会 ● 連続例会出席表彰／委員会報告／東洋東南アジアライオンズフォーラム報告

連続例会出席表彰 50回 村瀬牧男/秋の受勲で黄綬褒章を受賞 日吉英夫
合同例会について/2R親善スポーツ大会参加依頼/子どもそば栽培体験/薬物乱用防止教室東予地区大会について/
ゴルフ同行会からのお願い
第53回東洋東南アジアライオンズフォーラム報告　井出幸彦

12月第１例会 ● 2R親善スポーツ大会結果報告／委員会報告／メンバー卓話

2R親善スポーツ大会結果報告／記念撮影／2014年度上半期を振り返って　野間道博
薬物乱用防止教室報告／子どもそば栽培体験経過報告／メンバー卓話　相続対策について　二宮秀介

12月第２例会 ● 2013〜2014年度年間会員増強プログラム勧誘目標達成バナーパッチ贈呈式／委員会報告／審議事項／報告事項

バナーパッチ贈呈　前会長　中村省司／上半期活動報告ならびに今後の予定報告　各委員会委員長
999回例会について　樫田憲和／ゾーンレベル会員委員会報告／諮問委員会報告/合同例会の協力要請　2Z-ZC 近藤徹也

11月第１例会
2014/11/06

11月第２例会
2014/11/20

12月第１例会
2014/12/04

12月第２例会
2014/12/18

今治国際ホテル
6℃

84.4%

事業資金獲得事業について／薬物乱用防止教室報告／今治西高定時制秋季運動会収支報告／
子どもそば栽培体験/タイ・チェンライ県に衣類を送ろう

11月第１例会 ● 早朝清掃例会／審議事項／委員会報告

市民の森 今治フラワーパーク
14.5℃

86.7%

今治国際ホテル
11.3℃

82.2%

今治国際ホテル
17.7℃

82.2%



年  男 ご 挨 拶

A  H A P P Y  N E W  Y E A R
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新 春 特 集

横田 康知 木村 弘宣

真木 一信

二宮 秀介

森田 恭治

渡辺 一夫

還暦を過ぎてより、2回目の年男となり、過

ぎ去った紅顔華麗な美少年たち？ を偲びつ

つ、改めて新年のご挨拶を申し上げます。

昭和18年春、太平洋戦争の真っ最中、旧制

中学の1年生として入学以来、勉強らしきは1

年間のみ。多感な美少年たちはお国の為に

と、勤労奉仕、学徒動員。クラスメートの内数

名は海軍甲種飛行予科練習生、その他軍人と

して入隊。やがて敗戦となり、学校は全焼し

た中での授業再開。昭和24年3月までの多感

な青春時代は終わりました。

戦後の新円体験、駐屯軍。生死を共にした

クラスメートの半数は既に去り、現在は友人

の分まで頑張っています。

本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　

新年あけましておめでとうございます。今

年も、どうか宜しくお願いいたします。

さて、私の本年の抱負も例年のとおりです。

1.仕事は常に深く静かに潜航し、イザの時

は羊の頭突きのごとく、強力な一撃にて

必ず勝とう！

2.受けた恩義は生涯忘れるな。

以上です。宜しくお願いいたします。

新年明けましておめでとうございます。

年男！ 還暦！ 遠い未来のことのように思

いながら、なんとなく過ごしてきた若かりし

日々。ライオンズクラブに入会させていただ

き、多くの方々との出会いがあり、いろいろな

体験をさせていただきました。最近、満足な活

動ができていないことを申し訳なく思いなが

らメンバーの皆様に感謝しています。

還暦を迎えるに当たり、健康で元気に仕事

も趣味も自分を見つめ直す年にしたいと

思っています。

年男の年に初の三役(会計)を務めさせて

いただくことになりました。今までクラブ内

行事以外、ほとんど不参加でしたので、すで

に来期の行事予定が徐々に入っている状態

に戸惑いを感じている次第です。

しかしながら何事も前向きに捕え、ライオ

ンズライフにおいても、仕事においても、私

生活においても向上していける様に工夫し

ていきたいと考えています。クラブ運営に付

きましては、メンバーの皆さんのご協力、ご

指導のもと、羊のイメージのごとく和気藹々

とした雰囲気を作れる様に努力して参りた

いと思います。

今年は年男「未年」なので、“未年”について

つぶやきたいと思います。ネットで調べると

未年とは「羊がいつも群れで行動するよう

に、単独で行う労働より、組織の中に居る方

が安心して個性を発揮できます」とうたわれ

ていました。まさにその通りだと思います。

ライオンズに入る動機も、孤立してたら何も

生み出せないというのが思いにありました

ので、今年もライオンズの中で個性を発揮で

きればと思います。

　

今治に来て、早や5か月が経ちました。仕事

面では、素晴らしいお客様や、働き者の部下

行員に恵まれ、とても充実しています。　引

き続き、率先垂範の姿勢を忘れず、皆の幸せ

を目指して頑張りたいと思っています。

ライオンズクラブでの活動につきまして

も、一生懸命に取り組みたいと思いますの

で、ご指導の程、よろしくお願い申し上げま

す。

還暦を過ぎてより、2回目の年男となり、過

ぎ去った紅顔華麗な美少年たち？ を偲びつ

つ、改めて新年のご挨拶を申し上げます。

昭和18年春、太平洋戦争の真っ最中、旧制

中学の1年生として入学以来、勉強らしきは1

年間のみ。多感な美少年たちはお国の為に

と、勤労奉仕、学徒動員。クラスメートの内数

名は海軍甲種飛行予科練習生、その他軍人と

して入隊。やがて敗戦となり、学校は全焼し

た中での授業再開。昭和24年3月までの多感

な青春時代は終わりました。

戦後の新円体験、駐屯軍。生死を共にした

クラスメートの半数は既に去り、現在は友人

の分まで頑張っています。

本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　

新年あけましておめでとうございます。今

年も、どうか宜しくお願いいたします。

さて、私の本年の抱負も例年のとおりです。

1.仕事は常に深く静かに潜航し、イザの時

は羊の頭突きのごとく、強力な一撃にて

必ず勝とう！

2.受けた恩義は生涯忘れるな。

以上です。宜しくお願いいたします。

新年明けましておめでとうございます。

年男！ 還暦！ 遠い未来のことのように思

いながら、なんとなく過ごしてきた若かりし

日々。ライオンズクラブに入会させていただ

き、多くの方々との出会いがあり、いろいろな

体験をさせていただきました。最近、満足な活

動ができていないことを申し訳なく思いなが

らメンバーの皆様に感謝しています。

還暦を迎えるに当たり、健康で元気に仕事

も趣味も自分を見つめ直す年にしたいと

思っています。

年男の年に初の三役(会計)を務めさせて

いただくことになりました。今までクラブ内

行事以外、ほとんど不参加でしたので、すで

に来期の行事予定が徐々に入っている状態

に戸惑いを感じている次第です。

しかしながら何事も前向きに捕え、ライオ

ンズライフにおいても、仕事においても、私

生活においても向上していける様に工夫し

ていきたいと考えています。クラブ運営に付

きましては、メンバーの皆さんのご協力、ご

指導のもと、羊のイメージのごとく和気藹々

とした雰囲気を作れる様に努力して参りた

いと思います。

今年は年男「未年」なので、“未年”について

つぶやきたいと思います。ネットで調べると

未年とは「羊がいつも群れで行動するよう

に、単独で行う労働より、組織の中に居る方

が安心して個性を発揮できます」とうたわれ

ていました。まさにその通りだと思います。

ライオンズに入る動機も、孤立してたら何も

生み出せないというのが思いにありました

ので、今年もライオンズの中で個性を発揮で

きればと思います。

　

今治に来て、早や5か月が経ちました。仕事

面では、素晴らしいお客様や、働き者の部下

行員に恵まれ、とても充実しています。　引

き続き、率先垂範の姿勢を忘れず、皆の幸せ

を目指して頑張りたいと思っています。

ライオンズクラブでの活動につきまして

も、一生懸命に取り組みたいと思いますの

で、ご指導の程、よろしくお願い申し上げま

す。
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河南タクシー㈲
常務取締役　平野　義文

〒794-0821 今治市立花町3-7-38
TEL25-1000　FAX32-1145

大型バスから車椅子専用軽

タクシーまで色々な車種を

取り揃えています。観光・

送迎などお気軽にご相談く

ださい。

㈱ ミ ツ ワ 物 産
代表取締役　広瀬　靖博

〒794-0813 今治市衣干町3-1-28
TEL22-7451　FAX31-6759

創業48周年！！包装、運搬、

保管用の資材、プラスチッ

クコンテナーの事なら何で

もご相談ください。

㈱ドリーマー
マネージャー　二宮　大輔

〒794-0036 今治市通町2-3-40
TEL33-7888　FAX32-8355

http://www.dreamer-net.co.jp

その「ひと ・ とき」に、心を

込めて…これからも心を込め

て、思い出彩るセレモニーを

皆様にお届けいたします。

㈲中村屋蒲鉾店
代表取締役　中村　省司

〒794-0015 今治市常盤町1-4-3
TEL22-1152　FAX25-0373

http://www.nakamuraya-shop.com/

素材と技が生きている瀬戸

内の自然が生んだ伝統の蒲

鉾。安心 ・ 安全 ・ しあわせ

をお届けする中村屋です。

いよ路サービス㈲
代表取締役　夏目　幹男

〒794-0059 今治市鯉池町1-1-22
TEL25-1919　FAX25-1920

訪問介護・障がい福祉（85名）

ケアマネージャー（6名）小規模

（15名）で、生活をトータルでサ

ポートしています。

野間労働衛生研究所
所　長　野間　道博

〒794-0006 今治市石井町1-1-71 野間歯科内
TEL32-8750　FAX32-8750

労働災害防止の為の診断、計

画立案、教育、指導をおこな

う労働衛生コンサルタントで

す。お気軽にご相談ください。

薬 物 乱 用 防 止 教 室 保健委員長　壷内　和彦

この東予大会での発表のお話が来た時にこれは滅多にないチャンスだと
思いお受けする事を決意いたしました。この場において3つの事をテーマに
内容を考えていき、使った事のないパワーポイントで15時間かけ資料を作成
しました。

❶参加している会場の人達に今治東ライオンズの活動を理解してもらう。
❷今治東ライオンズの対外的PR
❸クラブ内での薬物乱用防止教室の内容と知識の認知

活動内容と実績を説明し、明確な主旨と数字を記載する事により来場者お
よびクラブ員にきちんと活動を行っている事を伝える。そして寸劇により、
よりリアルに発表を演出する事にしました。この事により3のテーマを同時
に行えると考えました。

今回の発表では、まず会場の空気を読み、自分の個性を引き出した講演を
して、ペースをつかむことに専念し、話し方を工夫しました。そういった中、
今治東ライオンズクラブの皆がとても心強く頼もしいかという事、クラブ以
外の普段の個々活動がすべて繋がっている事、そして継続は大きな力を生み
出す事を感じました。

面白おかしく書かずに、まじめに書いちゃいましたが、こんな貴重な体験
をさせていただけて、委員会メンバーやクラブの皆に感謝感謝です！

11月28日(金) ● 清水小学校

12月1日(月) ● 常盤小学校

12月10日(水) ● 城東小学校

○参加メンバー
 ……………………… 14名
○講師
 …………… L 門田健一
○児童数
 ………… 6年生　77名

○参加メンバー
 …………………… 7名
○講師
 ……… L 篠宮博幸
○児童数
 …… 6年生　90名

○参加メンバー
 ………………………… 8名
○講師
 …………… L 壷内和彦
○児童数
 ………… 6年生　44名

伊予銀行 日吉支店
支店長　二宮　秀介

〒794-0015 今治市常盤町6-5-20
TEL23-1414　FAX32-3077
http://www.iyobank.co.jp/

昭和13年10月、今治商業

銀行日吉出張所として開

設。今治市内でも長い歴史

を誇る店舗です。

㈱　丸　五
代表取締役社長　箱崎　誠二

〒794-0018 今治市本町1-2-2
TEL32-0505　FAX22-0558
http://www.marugo05.com

創業明治10年。日本の伝統

衣裳『きもの』を通して、日

本文化、習慣など和の心を

伝えていきたいと思います。

東予地区大会11月26日(水) ● 愛らんど今治
その他、今治市内の小学校でも、薬物乱用防止教室が開かれました。



活 動 報 告

活 動 報 告

11月24日（月）しまなみアースランドのそば畑で小
学生20名、幼稚園児1名、保護者の方々15名、しまなみ
アースランドより1名、今治東ライオンズクラブより
18名の計58名でそばの収穫をおこないました。
種まきから、約3か月雨にも負けず、風にも負けず、

いのししさんの食料になることもなく、立派に育っ
た大切なそばの収穫です。
最初は皆初めての体験で、カマを持つ手も危なげ

でしたが、それもすぐ慣れ、ていねいに刈取り集めら
れ2時間程で作業を終えることができました。
そしてこの刈り取ったそばは、アースランドで自

然乾燥され、6日後の11月30(日)、脱穀、選別がおこな
われました。この日は、小学生13名、保護者の方々
10名、しまなみアースランドより1名、今治東ライオ
ンズより18名の計42名が参加しました。この日一番
子どもたちが盛り上がったのは、なんといっても唐

田窪　誠一郎
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そ
ば
栽

培

箕のでの選別作業です。唐箕とは上部のじょうごか
ら穀物を落下させハンドルを手で回して中のハネを
回し、その風の力で重い実は手前に落とし、不良な実

やゴミはその先に飛ばして、
選別をする為の農具です。
ですからハンドルを回す力
加減が難しいのですが、子ど
もたちの中には、勢いよく回
しすぎて、全部飛んで行って
しまうかと心配する程でし
た。
たくさんあった実の脱穀、

選別も皆でやればあっとい
う間に終わっていました。
こうして楽しく大盛り上が

りの中、選別されたそばの実
はそば粉に加工してもらい、
来年1月11日(日)皆でそば打
ちに挑戦し、美味しく食べる
予定ですので多くの皆さんの
参加をお待ちしております。

子どもそば栽培体験について
第一副会長

タイ・チェンライ県へ

衣類を送ろう

　　プロジェクト
10月27日に今治を出荷。
防寒着67ケース（120サイズ）、432kg
11月21日チェンライ着 各地より計483ケース

◎ご協力ありがとうございました。

10月27日に今治を出荷。
防寒着67ケース（120サイズ）、432kg
11月21日チェンライ着 各地より計483ケース

◎ご協力ありがとうございました。



２Ｒ 親 善 スポーツ大会

ゴ ル フ 同 好会

リーダーシ ッ プ 研 修 会 報 告

－ 7 －

去る11月30日、今治地区地場産業振興センターにて、
リーダーシップ研修会が開催され参加してきました。

講師を務められたのは、今治中央ライオンズクラブの
チャーターメンバーにしてクラブの生き字引、村上正郎
さんです。今なお、あと6年間は掛かる古文書の解読を
おこなっている最中だそうです。

講話は、戦時中の軍隊での経験談からクラウドコン
ピューティングの話まで多岐にわたり、聞き逃せない

内容ばかりでした。
ライオンズクラブは一般社会においてもリーダーで

あることが期待されているようです。わたしもそのこ
とを自覚し、失敗を恐れず常に全体を俯瞰し、継続と革
新のクラブ運営の担い手になるように努力していこう
と思わざるを得ない、御年91歳の村上さんが語られた有
意義な研修会でした。

リーダーシップ
研 修 会

ライオン・テーマー　阿部　国弘

ゴルフを楽しんでみませんか？

先日雑誌で読みましたが、失った20数年でゴルフ人口が減り（特に若者の
ゴルファー）、ゴルフ場の淘汰、クラブメーカーのブランド減少が顕著に見ら
れるようになってきたそうです。また著名ゴルファーからは、拘束時間が長
くプレーのあり方も考える時期に来ているそうです。例えば９ホールで完
了とか・・しかしそうなると、ゴルフ場の経営に問題が生じる可能性があり、
大変難しい岐路に立たされているのはご承知の通りです。

と、愚痴ばっかり言っても始まりませんので、取り敢えず「ゴルフを楽しん
でみませんか？」今治東ライオンズクラブのメンバーの中には、同好会に
入っている人と、プレーはしたことあるけど、お休み中の人等々いらっしゃ
います。先ずはプレーしてみませんか？

我々ゴルフ同好会では、来る5月17日（日）に「今治東ＬＣゴルフ大会」を企画
中です。ゴルフを通じて、全く違う一面が見えるかもしれません。とにかく
楽しくということを考えていますので、是非一緒にプレーしましょう！！

「ソフトバレーボール」
久保　智秀

11月23日、西条市総合体育館にて2R親善スポーツ大会が開催されました。2度目
の4連覇を目指し(もちろん親睦を図ることが主な目的です)参加いたしました。

今回は、リジョン内14クラブより21チームが参加して開催、もちろん我が東LCも
Aチーム、Bチームの2チームで参加です。3連覇中のAチームのメンバーは、毎週土
曜日の練習には欠かさず参加し頑張っています。という私もとりあえずAチームのメンバーに加えていただいていますが、今年練
習に参加できたのはなんと1回…　箱崎先輩からはレギュラー降格宣言を何度も告げられています。
ですが、一つ目標を持ちました。60歳までは現役(Aチーム)でプレーができるよう頑張りたいと思っています。まずは、前回追

い上げ虚しく私のサーブミスで試合終了となり逃した5連覇を、そして60歳現役優勝…　何より毎週欠かさず練習に参加している
　L.樫田、L.阿部夫婦を見習い、次回より練習に励みたいと思います。

来年のスポーツ大会・ 乞うご期待！！

髙橋　良幸

土 俵 際 …
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井上　昌樹 先日の第3回谷口昭太郎杯にて、な、なんと準優勝させて頂きました。
ありがとうございます。

樫田　憲和 先日の第3回谷口昭太郎杯、たくさんの方のご参加ありがとうござい
ました。来年は4卓でやりたいです。

壷内　和彦 今月の初めに玉突き事故で車につっこまれました。首の軟骨が１つ
つぶれ、買って3か月で廃車となりました。今は薬物を乱用しながら
がんばってます。

木村　弘宣 本日、第1回目の財務委員会の事業をおえる事ができました。何の苦
情もなく、協力して頂いた皆様に感謝いたします。

篠宮　博幸 第20回四万十ウルトラマラソン完走を記念してドネーションしま
す。次は3月22日のとくしまマラソンです。

菅波　 宏 去る11月4日開催の第3回谷口昭太郎杯で安見さんと、私の傘寿の祝
いをして頂き、その上皆様の温かい気配りで優勝させて頂きました。
いいよ(11月4日)でした。感謝。

近藤　徹也 今後行事よろしくお願い致します。
村瀬　牧男 11/15 ～ 11/19まで我が家で映画「ボクは坊さん」の映画ロケが行われ

ました。最近の映画づくりの裏・表を楽しませてもらいました。主演
は伊藤敦史と山本美月です。 

髙橋　良幸 先日開催されたゴルフ同好会と取切戦でダブル優勝しました。4か月
クラブをさわってなくても関係ない事がよくわかりました。

日吉　英夫 黄綬褒章を拝受しました。今日で結婚50年になりました。

平成26年 10月７日 ●第一例会

平成26年 11月20日 ●第二例会

平成26年 10月16日 ●第二例会
メンバー近況報告メンバー近況報告

田窪誠一郎 定時制運動会では、いくつかの種目に、出してもらえました。翌日よ
り肩・ヒザ・腰に違和感があります。スポーツ大会（バレー）は、出る
としたら命がけになりそうです。

阿部　国弘 前回の終活例会で出席率発表の前に起立の号令を掛けてしまいまし
た。申し訳ありません。

箱崎　誠二 先日の西高定時制運動会においてリレーを走ったところ、右太脚に
激痛が走り、なんと肉離れを起してしまいました。年には勝てない
と、痛感致しました。

片山　 昭 何名かの方にお願いした、リコーのネット利用促進キャンペーンで
全国1位になりました。

篠宮　博幸 本日は、盛大な壮行会を開催していただきありがとうございます。わ
たし的には、2週間後の「四万十ウルトラマラソン」の予行演習なので、
調整しながら走りたいと思います。ユンケル飲んでガンバリます！！

大澤　宅也 9月25日、今治西高定時制運動会では、競技に応援に大変ありがとう
ございました。

壷内　和彦 先日、大丸跡地で 3D マッピング、アイドルフェス。無事、日本初の物
事を2つこなせました。来てくれた皆様ありがとうございます。

壷内　和彦 先月、ひざの半月板の手術をし取り除きました。これで両足を取り除
きバランスが良くなった気がします。ご心配お掛けしました。

久保　智秀 50回連続出席と在籍20年のマイルストーン・シェブロン表彰をいた
だきました。連続出席は前回、途切れれましたが一から出なおし頑張
ります。 

篠宮　博幸 先日の今治シティマラソンのハーフの部無事に完走しました。会長
のユンケルや皆様の応援のおかげで、自己ベストを出すことができ
ました。次は四万十ウルトラマラソン完走めざして頑張ります。

井上　昌樹 久し振りに例会に参加させて頂きました。ありがとうございます。
髙橋　良幸 連続200回出席できました。
近藤　嘉男 省エネ車に買い換えました。
長野　隆一 今治シティマラソンで5kmの部に参加、完走しました。また、韓国珍島

へ2回目の訪問を致しました。約400年前の来島水軍を初めとする日
本軍との戦いの再現ショーを目のあたりにし、複雑な感情でしたが、
かつての時代に思いをはせることができました。

中村　省司 10月10日〜10月14日まで、来島保存顕彰会で韓国の珍島へ訪問して
まいりました。毎度のことながら、熱烈歓迎で、全羅南道の道知事・
珍島郡の郡主と面会し、意義深い訪問となりました。

門田　健一 前回の例会、欠席してすいませんでした。おかげさまで、10月5日（日）
に無事、次女が誕生致しました。これから一層頑張っていこうと思い
ます。

井出　幸彦 台風18号の最中に93才の父の戦友に会いに青森へ行って来ました。
何事もなく無事帰ってこれました。その際に「つがるライオンズクラ
ブ」50周年記念式典に出席させていただきました。

野間　道博 スポーツの秋。シティマラソンメンバーの健闘をお祝いして。リジョ
ンスポーツ大会の健闘を祈って。ドネーションします。

村瀬　牧男 韓国・珍島の鳴梁大捷祭に東ライオンズクラブの仲間5人と参加し
ました。日韓友好の希望の星は、また輝きを増しました。

近藤　嘉男 2R親善スポーツ大会にてBチームで出場し1勝しました。
大澤　宅也 11/24(月)そばの収穫、11/30(日)脱穀では皆様にはお世話になりました。
矢野　昭利 先日の第3回谷口昭太郎杯で『役満』をあがりました。〝ハコチャン〟

ありがとう。
田窪誠一郎 11/30、孫の体操教室の発表会がグリーンピア玉川でありました。いち

ばん輝いていました。
夏目　幹男 老人性？ 認知症状？ 3回連続で出席忘れていました。ゴメンナサイ。
山岡　将人 12/2 ～12/8まで、在ミャンマー日本大使館の仕事でミャンマーへ行き

ます。皆さんにはビルマと言ったほうが親しみやすいでしょう。大使
館の仕事なので現地女性とは一切接触しません。

安見　富雄 このたび、元気に傘寿と金婚式を迎えました。
２Ｒ親善スポーツ大会　Aチーム
篠宮、寺町、門田、久保、阿部、塚本、木村、箱崎
 11/23(日) 2R親善スポーツ大会にて、四連覇を達成しました。予選

リーグを2位で通過し、何とか決勝戦まで進み、昨年の相手西条Aチー
ムをフルセットの末に勝ち優勝できました。来年もガンバリます。

阿部　国弘 前回の例会の２Ｒ親善スポーツ大会ドネーション、Ａチームでウチの
奥さんだけ払っていなかったので、遅ればせながら、代理でドネー
ションいたします。

菅波　 宏 忘年会会場としてご利用いただき、ありがとうございました。
野間　道博 来年1月11日(日)2年越しのそばがやっとできそうです。“うまいそば”

を会員の方々にも味わっていただきたいと思います。ぜひ出席、お手
伝よろしくお願いいたします。

井出　幸彦 12/9の忘年理事会で恥ずかしい姿をお見せして申し訳ありませんで
した。

村瀬　牧男 「ユネスコ書き損じハガキ募集」にご協力ください。11枚で1人が1か
月学校に行けます。1枚からで結構です…。

渡辺　 望 ㈱渡辺建設が今治市より富田公民館新築工事で優良工事表彰を受け
ました(市長表彰)。愛媛県発注の多岐川砂防工事で優良工事県知事表
彰を受けました。

平成26年 12月４日 ●第一例会 平成26年 12月18日 ●第二例会

誕生日ドネーション 二宮　秀介（10/21）　　白石　浩二（10/24） 

 髙橋　良幸（10/27）　　山本　武志（10/28） 

 樫田　憲和（10/28）

誕生日ドネーション 近松　徹也（11/20）

 菅波　 宏 （12/7）　　 近藤　徹也（12/14）

 久保　智秀（12/16）　　寺町　陽（12/22） 

誕生日ドネーション 谷口　昭太郎（11/10）
 慶応生まれの祖父と明治生まれの祖母が共に82才でなくな
 りました。当時は皆様から大そう長生きされましたねと、云
 われましたが、私もその年令になりました。82才でこんなも
 のかという感じです。

箱崎　誠二（11/14）　　越智　祥文（11/17）　　近藤　嘉男（11/27）


