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『 We Serve 〜われわれは奉仕する〜』
『 Dignity. Harmony. Humanity.(命の尊厳と和）』
『｢感謝｣｢感動｣｢感激｣の気持ち、心で We Serve』
『入魂』
『＂ありがとう＂ 感謝の心で We Serve』
『伝える』
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退任のあいさつ
会

長

田窪

誠一郎

昨年の７月に会長に就任してから、早

ゾーン内においては、越智ゾーンチェアパーソンを中心に３

いものであっという間に 1 年が経とうと

クラブの会長、会計さんとの会を毎月おこない話し合う中、各
クラブのアクティビティを訪問したり、同好会に参加することが
できました。
又、リジョン内の各種会合や周年の式典などにも数多く参
加させていただきました。
こうして振り返ってみると、私自身クラブに対して何もできな
かったのに、ただただ楽しませてもらった 1 年間だったようで
申し訳なく思っていますが、この経験で学んだことを無駄にせ
ず、
今後のライオンズ活動に活かしていきたいと考えています。
最後になりましたが、髙橋幹事、木村会計はじめ、すべての
メンバーのみなさまに助けていただき本当に「" ありがとう "
感謝の心で We serve」
の 1 年であったことを心から感謝し、ま
た次年度の箱﨑会長のご健闘をお祈りし、退任の挨拶とさせ
ていただきます。
ありがとうございました。

しています。
振り返るとハラハラ、ドキドキ、ワクワ
クの 1 年間でした。いくつもの思い出が
ありますが、西高定時制の運動会最後
のリレーは、3 年生の大逆転の走りに感動し、卒業式、入学式そ
して校内生活体験発表会では生徒さんの言葉に胸が熱くなり
ました。
薬物乱用防止教室では、犯人役が板につき、認定講師講習
会で、いつもの＂鼻・メガネ・ひげ＂をつけ、挨拶をさせていた
だきました。
半島四国八十八か所ウォーキングは、昨年より上り坂が長く、
きつくなったように感じられました。
家族例会で行った、大島の潮流体験では、心配していた雨も
あがり、上天気で能島に上陸できてホッとしました。
リジョンのソフトバレーではＡチームの優勝で胴上げされ、
身も心も宙に舞いました。
会員の増強については、増員とはなりませんでしたが、女性会
員として尼田さんをはじめ３名の方々が入会をしてくれました。

幹

事

髙橋

良幸

早くも、退任挨拶を書く時期がきま
した。昨 年４月の年次 大会が出 発点
で、それから１年あまりの時間が過ぎま
した。過去に青年会議所や商工会議
所青年部で、それなりの「役」
を受け実
行してきましたが、いつも思っていたの
は、六曜や土曜日・日曜日の巡り合わせでした。アクティビティ
や会議・会合は、土・日曜日に多く開催され、可能な限り参加・
出席できるように調整をしてみましたが、はてさて… 例会運
営・理事会運営では、みなさんのご協力のもと、何とか開催で
きましたでしょうか？
幹事という大役を受けさせて頂きましたが、何分にも力不足
は明らかでしたが、五役の皆さんやメンバーのみなさんの温か
い心で、何とかやりきることができたのではないでしょうか。ご
指導、ご鞭撻、本当にありがとうございました。今後は自分自身
の「分」を心がけ、活動していきたいと思います。次年度は抜け
殻にならないように、今から気を付けるようにします。良い経験
でした。
ありがとうございました。

ライオン・テーマ―

夏目

幹男

28 年７月からの「テーマー」引き受け
予定でしたが、知らない間に身売りさ
れ、前倒しの引き受けとなり、アッという
間に 1 年が経とうとしています。
流れに乗っかりユラユラと務めました
が、周りの人たちの助けにより、数多く
の失敗、失言とドネーションを残しながらも次のエースに引き継
ぐことができそうだなと感じています。
本当に、
無事役目を終わらせていただき、
ありがとうございました。
また、数多くの失敗ゴメンナサイ。
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会

計

木村

弘宣

長かったような短かったような 1 年
間でした。
田窪会長をはじめ髙橋幹事、その他
のメンバーのみなさんに支えていただ
いて、なんとか今期を終えることができ
ます。
昨年度までは、今治東ライオンズ
クラブ内の行事やアクティビティ以外、参加したことがなかった
のですが、年次大会、他クラブの周年式典等に参加したり、会計
の立場からクラブの活動や運営を見ることができ、非常に勉強
になりましたし、
沢山の楽しい思いもさせていただきました。
今後も新しい発見や楽しみを求めて、がんばっていきたいと
考えています。
１年間、
本当にありがとうございました。

テール・ツイスター

本宮

光朗

今日は何の日？ とりあえず調べてみ
る。面白そうな事柄があれば少し掘り下
げて色々調べてみる。そして自分なりに
問題を作ってみる。月に２回が段々しん
どくなり、余裕があるときに何問か考え
てもみた。せっかく作っていっても時間
がなく流れることも。今日は何の日のテーマでは次回には使え
ない。こんな繰り返しの１年間でした。色々と調べるので結構
物知りになったかも？
会員のみなさまからは多額のドネーション、ファインを徴収
させて頂いたことお礼申し上げます。為になる例会、楽しい例
会のお手伝いが少しはできたかなと思っています。1 年間ツイ
スターの時間にお付き合いいただき、ありがとうございました。

今治西高定時制校内生活体験発表会
青少年育成委員長

真木

一信

保健委員長

１年を振り返ってみて、あっという間
だったというのが第一印象です。みなさ
んに助けていただいて委員長の退任を
させていただくことができます。
青少年育成委員長として活動させて
いただいて、非常に楽しい経験をさせ
ていただきました。
西高定時制・あすなろ学園のみなさんと触
れ合うことができ、貴重な経験だったと思います。
西高定時制
の運動会では、今治東ライオンズクラブ大勢のメンバーで運動
会を盛り上げることができましたし、あすなろ学園の夏祭り、ボ
ウリング大会では、あすなろの子どもたちとのさわやかな一時
を楽しむことができました。
１年間本当にありがとうございました。

環境・社会福祉委員長

山岡

将人

環境・社会福祉委員長として皆様の
ご指導を受けながら、なんとかこなせ
てきました。
「過去の事業を見直す」という田窪会
長からの指示により、笠松山・大三島
の植樹後の状況がどうなっているか、
追跡調査の必要がありました。当時、私は今治東ライオンズク
ラブに所属しておりませんでしたので、場所の特定のため、過
去の写真を見せていただき、皆さんが大変な苦労をして植樹し
たのがわかりました。
現地では、樹々がたくましく育っており、自然のもつ生命力に
驚きました。まだ 10 年 20 年と回復には年月が必要でしょうが、
きっと緑の豊かな山になることでしょう。
「温故知新」学ぶことの多い一年でした。ありがとうございま
した。

樫田

憲和

財務委員長は新年度前の予算作成と
事業資金獲得が主な仕事ですが、予算
作成は前会計木村さんと塚本さんに助
けてもらって何とかできましたが、事業
資金獲得の方は、あーだこーだ考えるだ
けで具体的に何も決めれず、そのうち田
窪会長からも、それとなくプレッシャーがかかるようになり、結
局東北復興支援の物品購入になってしまいました。商品を選ぶ
時も悩んだ挙句に石巻焼きそばに。決め手はネットで拝見した、
島金商店の社長さんの優しそうなお顔と、何より私自身が焼き
そば大好きなことでした。メンバーのみなさん、沢山のお買い上
げ、
本当にありがとうございました｡

秀彦

退任にあたり一言、お礼の挨拶を申
し上げます。顧みますれば、８月９日の
献血協力事業にはじまり、２月 23 日の
近見小学校の薬物乱用防止教室まで、
合わせて 11 回のアクティビティを盛大
にとりおこなうことができました。全て
会員のみなさまのご協力の賜物と感謝
しております。
ありがとうございました。

出席委員長

渡辺

健三

『この号が出る頃に、最終例会 100％
達成の万歳三唱がケーオーホテルを揺
るがす事態になり、会員諸氏大いに慌
てた』
という夢を見ました。
田窪会長以下、五役の皆さんご苦労
さまでした。本当に至らない委員長で
したが、みなさんの支えのおかげで 1 年を終えることができま
した。只々、感謝しかありません。実感として今治東ライオンズ
クラブは、楽しく温かい。
どうかこの後もこの空気が続きますよ
うに！！
合 掌

計画委員長

阿部

国弘

今年の計画委員会は、夏の大島探
索、いつもの今治国際ホテルから場所
を変えておこなった冬の新年例会と、
ご夫婦、ご家族で参加してもらえる機
会を増やしてみましたが、いかがでし
たでしょうか？ いずれにしても、メン
バーみなさんのご協力の上に成り立っていた計画委員会でし
た。あとは最終例会を残すのみです。最後のご協力をお願い申
し上げますとともに、
心より感謝を申し上げます。

会員委員長

財務委員長

田中

近藤

嘉男

会員委員長という大役を引き受け、
はや１年が経とうとしています。会員
委員会ならびに会員みなさまに多大な
ご迷惑をお掛けしたかと思います。退
会防止及び会員増強特別委員会にて
アンケート調査に際し、クラブに対して
の感想と提案をいただきありがとうございました。来期の参考
にしてもらえたら幸いです。
本当にこの１年間、会員委員会にご協力いただきましてあり
がとうございました。
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地区年次大会報告
2016.4.17

地区年次大会式典報告
計画委員長

2016.4.17

地区年次大会報告

阿部 国弘

副幹事

平野 義文

４月17日(日)に高知県立県民文化ホールで、第62回ラ

あれはまだ残暑厳しい時期でした。中村会長の会計を務め

イオンズクラブ国際協会336-A地区年次大会が開催さ

ていた２期前に蕎麦を作るアクティビティがありました。苦

れ、今治東ライオンズクラブから総勢16名で参加してき

労して育てた蕎麦畑が無残にもイノシシによる獣害を受け、

ました。

蕎麦畑は壊滅状態になりました。

大会式典で表彰された内容ならびに個人は以下のと
おりです。
地区ガバナーズアワード
薬物乱用防止活動賞
国際交流賞
同好会優勝賞
会報優秀賞
例会出席優秀賞
書き損じはがき収集賞

金賞
金賞
金賞
銀賞
銅賞
銅賞

ＭＪＦ現状報告
6回

井出幸彦

地区年次大会出席努力賞
30回出席
15回出席
10回出席
5回出席

そんな辛い思いを胸に今回、336-A地区年次大会は土佐の高
知。代議員と言うこともありメンバー７名と共に高知の旅と

横田康知
井出幸彦
門田健一
髙橋良幸

その後、恒例により、ガバナーエレクトが選任されま
した。来期のガバナーは5R2Z こんぴらライオンズクラ
ブの真鍋隆さんです。年齢は59歳です。合わせて、次期

なりました。高知に泊まるにあたり、行きたい店が一軒。無
理を言って数か月前から予約を取り、万全の態勢でイノシシ
にリベンジするため、
いざ高知へ。
お店の名前は
「ヌックス ・ キッチン」
ジビエ料理の名店です。
20時の予約に合わせスケジュールをきっちり立てて、ホテル
からひろめ市場の横を通り店に到着。入口には、かわいらし
い鹿のアニマルクラウンがお出迎え。席に座ってメニューを
見るとどれも美味しそう！ 迷ったあげくお店の方のおすす
めメニューと言うことに(笑)。料理はイノシシとシカの燻
製、イノシシベーコン、ひよこ豆のサラダにシカレバーのパ
テ。臭みなど一切なく食欲も絶好調！ その後、ハンバーグ、
血のソーセージ、シカのローストに皮付きイノシシ５時間低
温ローストなどなど、締めにカレーのボロネーゼ。デザート
にはニュージーランドのデザート
「バブロバ」
でゲームセット。
イノシシへの恨みも忘れ、至福の時を過ごすことができまし
た。一言
「美味しかったです！」
翌日代議員は指名会選挙、代議員分科会、代議員総会を終

のスローガン「 100周年、
夢と誇り・笑顔と絆で We Serve 」

え、当日参加のメンバーと合流し大会式典、ガバナー晩餐会と

ならびにキーワード
「挑む」
が発表されました。

続きました。慌ただしく時は過ぎましたが充実した２日間で

記念すべき、福岡での国際大会開催と創立100周年を
控え、クラブの活性化、女性会員の推進、会員増強そして
指導力育成に引き続き注力されていくようです。
会場を移しておこなわれた、ガバナー晩餐会にも全員

した。
次回は香川県琴平町。今から様々なプランを考えておりま
すのでメンバーのみなさま、一緒に琴平にいきましょう！！
きっと楽しい旅ですよ(^^)。

で参加し、現ガバナーの慰労と次期ガバナーの就任をお
祝いしました。

サンセイ石油㈱
代表取締役

山岡

将人

新 京 自 動 車
代表取締役

山本

武志

〒799-1527 今治市長沢甲1252-1
TEL48-0158 FAX48-2630

〒794-0072 今治市山路411-1
TEL23-5581 FAX23-5592

便利で親切なガソリンスタン
ドです。パート ・ アルバイト
さん募集しております。一緒
に楽しく働きましょう。

昭和58年６月開業。仕事内
容は新車 ・ 中古車販売車
検、整備、鈑金塗装全般を
取り扱っております。
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合同例会報告・あすなろ学園交流ボウリング大会

あすなろ学園交流ボウリング大会

2016.3.12

真木

青少年育成委員長
インフルエンザが流行している中、あすなろ学園さんと

一信

謝を述べてくれました。心に残る温かいものでした。

のボウリング大会がおこなわれました。少し心配したんで

後日、
子どもたちから感謝の手紙が届けられ、
一枚一枚目

すが、当日の朝、あすなろ学園さん
（総勢63名）
の元気な笑顔

を通しましたが、子どもたちがボウリング大会を楽しめた

を見て少しほっとしました。今治東ライオンズクラブのメ

こと、
また来年もやりたいなどの意見などいただき、
この交

ンバーからも14名が参加して、にぎやかなボウリング大会

流が意味あるひとときになったことを嬉しく思います。参

となりました。田窪会長が欠席していたため、青少年育成

加していただいたメンバーのみなさん、
お疲れ様でした。

副委員長の本宮さんの挨拶とともにゲームがスタートしま
した。インフルエンザでダウンした塚本さんの代役に尼田
さんが、さらに井出さんご夫婦が飛び入りで参加してくだ
さり、充実したメンバーで楽しむことができました。最初
から最後まで、
笑い声が絶えないボウリング大会で、
あっと
いう間に２ゲームが終了しました。ゲーム終了後、美味し
いお弁当をみんなでいただきました。閉会式では、あすな
ろ学園さん代表の挨拶で、来週卒園する男子生徒さんが感

第44回合同例会に参加して

2016.3.5

尼田
昨年７月にライオンズク

純子

とつにし、
同じ方向へ進んでいる」
ことを肌で感じました。

ラブ入会し、初めての合同

また、
ＦＣ今治、
岡田オーナーのお話の中にも
「チームワー

例会。どんな方とお会いで

クはお互いを認め合う事が大事」
とありましたが、
まさにラ

きるか、どんなお話が聞け

イオンズクラブは互いに認め合い、
愛情をもって家族のよう

るかと、ライオンズクラブ

な友好の輪を作っていると感じまし

１年生である緊張感とともに、ワクワクドキドキ期待に胸

た。私はこのようなライオンズクラ

を膨らませて席につきました。

ブの家族の一員として温かく迎え入

開会ゴングが鳴り、国歌、ライオンズヒム斉唱、黙祷など

れていただいた事に感謝と誇りを持

厳かな雰囲気で次第が進む中で、会長はじめご臨席の方々

ち、
これからも先輩方に精一杯つい

のお話を伺いながら、
「年代や業種もさまざまなこんなにも

ていきたいと思います。
ライオンズクラブのみなさま、ど

多くの方々が一堂に会し、所属するクラブは違っていても
ライオンズクラブの指針にのっとって、皆さんが思いをひ

うぞよろしくお願いいたします。

㈲四国ホームズ

今治蒼社郵便局
㈲コピー商会
横田

代表取締役
局

長

渡辺

一夫

康知

〒794-0027 今治市南大門町3-2-5
TEL32-9398 FAX32-9398

〒794-0058 今治市蒼社町1-3-46
TEL22-4217 FAX31-8657

渡辺

健三

〒794-0015 今治市常盤町5-2-34
TEL22-1322 FAX22-8484
http://www.shikoku-holmes.com

さあみなさん、相続対策を始
めましょう！精神誠意のお手
伝いをさせていただきます。
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㈱ 渡 辺 建 設
代表取締役

渡辺

望

〒799-1506 今治市東村3-1-3
TEL48-6138 FAX47-2428

昭和38年の法人化以来、総
合建設業として安全安心を第
一とし、地域社会や顧客から
信頼されるよう努めています。

半島四国健康ウォーク・早朝例会・新居浜ひうちＬＣ20 周年行事
2016.4.23

半島四国88か所健康ウォーク
寺町

去る４月23日(土)、第３回目となる半島四国88か所
健康ウォークを開催いたしました。
旧波方フェリー乗り場を出発し、ゴールの長泉寺ま
で起伏に富んだ10㎞強のコースを、道中各所に設けら
れた接待所で温かなおもてなしをいただいたり、小さ
なお堂や祠に祀られた石仏に手を合わせながら、ゆっ
くりしたペースで巡りました。
今回もあすなろ学園、今治明徳短期大学、今治西高

2016.5.6

陽

定時制から多数のみなさんにご参加いただき、当クラ
ブからはご夫婦や子どもさん連れの参加も多く見ら
れ、郷土の文化に触れつつ、心地よい汗を流していた
だけたのではないでしょうか。
最後にひと言。メンバーが固定してきた感がありま
すので、まだ参加したことのない方
は、来期はぜひ参加してみてはいか
がでしょうか。

早朝例会
ゴールデンウィーク明けの５月６日(金)、今年度１度限りの
早朝清掃例会をおこないました。
心配された天気も何とか持ちこたえ、おのおの心を込めて
市民の森、藤棚周りを清掃しました。その後、例会をおこな
い、集合写真を撮影し散会しました。
この日は、ごほうびにギターズさんの菓子パンと缶コーヒー
が配られました。早朝例会でおみやげが出たのは久しぶりだ
そうです。お昼ごはんに美味しくいただきました。

2016.3.27

新居浜ひうちライオンズクラブ20周年記念式典
会 計

去る３月27日(日)、新居浜ひうちライオンズクラブさん
の20周年記念式典に三役で出席させていただきました。
式典の冒頭に、ヘレンケラーのライオンズクラブの国
際大会でのスピーチが上映されました。実際の本人の映
像ではないということですが、迫力のあるスピーチに感
動しました。そしてなんと言っても、＂盲人の為に暗闇と
闘う騎士になってくれませんか＂とのフレーズに心が震え
るのをおぼえました。ライオンズクラブの存在意義、ライ
オン一人一人の資質について考えさせられました。
記念事業においても、日頃より地域に密着した活動を
展開されており、健全育成の分野や障害者支援の分野
に凄く力を注がれているのがわかりました。
また、祝宴においてはアトラクションとして自前のバン
ドメカボリックスバンドによる生演奏が会場の雰囲を和
ませてくれました。それとは対照的な地元のダンスチー
ム＂浜っ鼓☆弾☆ＤＡＮ＂による太鼓と鳴子を使った元

木村

弘宣

気で勇ましいダンスもあ
り、マグロの解体ショーも
ありで、見 所の多い 演出
で楽しませていただきま
した。ただ残念だったの
は解体されたマグロのトロ
「新居浜市役所ＨＰより」
の部分を食べることがで
きなかったことです。我々のテーブルに配られてきたお
皿には、マグロの赤身となぜかハマチの刺身でした。非
常に残念でした。
今年度、５クラブの周年事業に出席させていただきま
した。どのクラブもおもてなしの気持ちが良く伝わって
くる、すばらしい内容でした。今治東ライオンズクラブ
を代表して楽しませていただきましたことを感謝いたし
ます。ありがとうございました。この経験をわがクラブ
のときに、活かしていけたらと考えています。

－ 6 －

会員委員会より アンケート結果
設問 1 ライオンズクラブの事を知っていましたか

アンケート調査について
今年度は会員特別委員会を４回おこないました。
実施された退会防止アンケート調査において回答及
び提案をいただきありがとうございました。今回は残
念ながら会員増強にはつながりませんでしたが、どう
か来期につなげていただきたいと思います。下記を
参考によろしくお願いします。

設問3 ライオンズクラブに入会してよかったですか
芳しくない 0
良くも悪くもない

3

良かった

17

設問5 ライオンズクラブの雰囲気はどうですか

全然知らなかった

義理と人情で無理やり入会した

4

名前程度は知っていた

9

活動などよく知っていた

7

設問４ その理由を簡単にお答えください。
*良かったと答えた理由
・ 他業種の人と出会える。
・ 飲み会など例会以外の集まりも楽しい。
・ 多くの人と接することで、
世界が広がった。
・ 人の輪が広がった。
・ 良いことも悪いことも多くを学べる。
・ 多くの仲間ができた。

芳しくない 0
良くも悪くもない

3

非常にいい

17

設問6 ライオンズクラブで新しい友人ができましたか
まだ挨拶程度だ

2

飲食程度の友人ができた

2
16

大変いい友人ができた

設問7 古参の先輩ライオンズとの関係はどうですか
何か壁があり寄り付きにくく話しにくい
まだ挨拶程度だ

設問2 入会の動機は

*良くも悪くもないと答えた理由
・ 時間に縛られる。
・ 自営業なので、
いろいろな人との面識がで
きて良かったと思うが、
仕事面や家庭面で
はプラスになっていないように感じる。
*その他
・ ここ１、
２年にこれからクラブを牽引して
いく人が、
役職を前に退会してしまったこ
とが残念。
・ クラブ行事、
委員会活動が余りに多く、
仕
事との両立が難しい。
・ 委員長を引き受け委員会を運営していくに
は、
委員に気心を知り、
自分と一緒に動いて
くれる人がいるかが全てかもしれない。

1

自分の世間を広げたかった

7
4

興味があり社会奉仕がしたかった

設問8

設問７の、解答③の何か壁があり話し
にくいに○をした方 その原因は？

余りクラブ内で話しをする機会がない

3

考え方や話題が合わない

0

先輩は高飛車で話にくい

0

設問9

ライオンズクラブには各役職がたくさんあり
ますが その役職をあなたにと依頼があれば

なるべくやりたくない

4

依頼があれば引き受ける

13
3

積極的に就いて勉強したい

設問10 ライオンズクラブに友人・知人の勧誘について
2

今はその気はない
これと思う人がいれば勧誘する

16

積極的に勧誘したい

設問11

2

設問１０の、解答③の今はその気がないに
○をした方 その原因は？

めんどくさいから

0
20

周りに勧める人がいない

5

打ち解けていい勉強になっている

9

ライオンズクラブに興味がないから

14

0

アンケートまとめ
１、クラブの運営についての改善点があれば教えてください。
・ 意見を言いやすい環境にしてほしい。
・ 改善点があげられるように勉強したい。
・ 委員会の活性化
・ 継続事業がほとんどで、委員会での事業検討会や理事会での検
討会がない。
・ クラブが活性化していた時代と現在との違いを検討すると自
ずと改善点が見つかる。
・ 委員会案件を審議する際に、委員会でしっかり詰めた案件を出
すべきではないだろうか。
・ いつも決まったメンバーがアクティビティに出席している。
クラブに対する意識はそれぞれ異なると思うが、アクティビ
ティに参加しないのはいかがなものか。
・ 例会中の私語を慎む。
・ ベテラン会員との交流も大切。
・ 委員会をやっていないので、事業の把握ができない。世代の
ギャップも感じている。
・ 委員会の連帯意識の向上と、メンバーの意識の共有がなければ
ならないと思う。
・ 新しい会員を中心に、コミュニケーションを増やす努力をする。
打ち解けやすい環境をつくる。

・ 委員会が開催されないのは議題がないから。会長、幹事、委員長
はもっと議題を提供するようにすればよいと思う。

２、クラブのアクティビティで、新しいアイデアがあれば教えて
ください。

・ 空手大会
・ 障がい者支援活動
（障がい者スポーツ支援）。
・ 新規アクティビティを考えるより現状のアクティビティの充
実を図ったほうがよい。
・ お年寄りを対象にしたアクティビティ。

３、退会防止に役立つと思われる提案があれば教えてください。
・ 新入会員を中心に数名でも良いのでコミュニケーションをと
ることのできる機会をつくる。
・ 横のつながりを強く持ち、認め合うことが大切だと思う。
・ 飲みニケーション。
・ メンバー相互の交流。
・ 楽しい例会。

－ 7 －

ドネーション

メンバー近況報告
平成28年 ３月17日
田中 秀彦

門田 健一
真木 一信

夏目 幹男
木村 弘宣
篠宮 博幸

大澤 宅也

山岡 将人
近藤 嘉男
白石 浩二

髙橋 良幸
田窪 誠一郎
中村 省司
本宮 光朗
山内

誓

●第二例会

去る３月12日、
あすなろ学園交流ボウリング大会にお
いて、不覚にも優勝という栄誉にあずかりました。あ
りがとうございました。それにしてもアベレージ160
で優勝とは、
ショボ過ぎます。
あすなろ学園ボウリング大会で２位になり、
賞品をい
ただきました。
子どもに絵本が買えてよかったです。
あすなろ学園ボウリング大会に多数(16名)、ご参加い
ただきありがとうございました。
総勢66名で交流を深
めることができました。
久しぶりに例会次第、
間違えました。
ゴメンナサイ。
緊
張感持ちます。
安波さんご入会、おめでとうございます。よろしくお
願いします。
３月10日付で今治市教育委員会、
教育委員となりまし
た。
何もわからず引き受けたので勉強しながらがんば
ります。また、３月13日の鳥取マラソン2016でフルマ
ラソン自己ベストの４時間５分29秒でゴールしまし
た。
次は、
サブ４(４時間)をねらいます！
！
本日、
日吉中学校の卒業式がありました。
田窪会長、
福
本さんにも出席していただき、
ありがとうございまし
た。
長時間ご苦労さまでした。
肺炎になり、
タバコをやめることができました。
合同例会にて掃除機が当たりました。
第106回バドミントン全英オープン大会で、女子シン
グルスで奥原選手が39年ぶり、女子ダブルスで高橋・
松友組が38年ぶりに優勝しました。
バドミントン関係
者としては、
大変価値あることで、
嬉しいことです。
安波さんの入会を歓迎して！
！ 合同例会で電動歯ブラ
シが当たりました。
安波さんのスポンサーをさせていただきました。
今後
ともよろしくお願いします。
昨日、長女が中学校生活を無事終えました。あとは次
のステージを楽しみに待つのみです。
子ども(長女)が高校卒業、そして希望していた大学へ
旅立っていきます。
寂しくなりそうです。
あすなろ学園ボウリング大会に参加できなくてすい
ませんでした。

誕生日ドネーション

平成28年 ４月７日
越智 祥文

木村 弘宣
田窪 誠一郎
夏目
近藤
箱崎
野間

幹男
嘉男
誠二
道博

この度、
連続例会出席50回を達成することができまし
た。２回目です。でも、100回にはなかなかとどきませ
ん。
もう少し、
がんばってみます！
！
明日の入学式でPTA会長の職から降りられると思って
おりましたが、
もう一年がんばることになりました。
昨日は、
次男の大学の入学式でした。
13日は、
孫の入園
式です。
表彰者、
読み誤りました。
ゴメンなさい。
孫が中学１名､小学校１名、
入学しました。
選挙会ご承認、
ありがとうございました。
50回連続例会出席で表彰されました｡1,000回目指して
がんばります。

平成28年 ４月21日
篠宮 博幸

山岡 将人
中村 省司

田窪 誠一郎
夏目 幹男
村瀬 牧男

安見 富雄 (3/12)

●第二例会

私がコーチをしています、ミニバスケットボールのチー
ムが春季大会で準優勝をしました。次は優勝目指しま
す。４月24日のとくしまマラソンがんばってきます。
４/18(月)ドルフィンファームしまなみのお客様第１
号でイルカと泳ぎました。
４月８日、長女が無事高校に入学しました。二度とな
い公会堂での入学式でしたので、
私も参加させていた
だきました。
年次大会、
みなさんご苦労さまでした。
２年余り工事中だった自社 H.P、
やっと開設できまし
た。
いよ路サービス(有)で検索してみてください。
①半島四国88カ所へのご参加、
ご協力ありがとうござ
います。②映画｢ボクは坊さん｣が米国の第49回ヒュー
ストン国際映画祭で最髙賞｢プラチナアワード｣を受
賞しました。

誕生日ドネーション
矢野 昭利 (4/2)
篠宮 博幸 (4/2)

同級生の中で 1 番早く年をとります。
最近は 1 年が速く、うれしくないで～す！

越智 人史 (4/21)

平成28年 ５月19日

壷内 和彦 (3/3)

●第一例会

髙橋 良幸
山岡 将人
樫田 憲和

篠宮 博幸

井出 幸彦
渡辺

望

●第二例会

ガバナーズアワード受賞を祝して。
国際交流賞及び書き損じハガキでの賞をいただき、
あ
りがとうございました。
同好会優秀賞金賞受賞ありがとうございました。
来期
もマージャン大会おこないますので、
たくさんの出席
お願いいたします。
４月24日とくしまマラソン2016(フル)、５月３日愛媛
せいよ第25回朝霧湖マラソン(ハーフ)を完走しまし
た。足の故障があり、自己ベストの更新はなりません
でしたが、何とか走りきりました。今週末の小豆島オ
リーブマラソン全国大会で、今シーズンの走り納め、
がんばってきます！
！
14日～ 15日に熊本県益城町へいって参りました。
多く
のライオンズメンバーが活動しておられました。
今治ひめぎん会遠征コンペ、
４月23日(土)、
姫路相生カン
トリークラブ14番135ヤードでホールインワンしました。

誕生日ドネーション
片山

例 会 日
例 会 場
会
長
幹

事
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