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題字はクラブ会長の揮毫

 国際会長モットー 『We Serve ～われわれは奉仕する～』
　 ボブ・コーリュー国際会長テーマ 『NEW MOUNTAIN TO CLIMB（次なる山を目指して）』
　 336-A地区ガバナースローガン 『100周年、夢と誇り・笑顔と絆で We Serve』
 キーワード 『挑む』
　 今治東ライオンズクラブ会長スローガン 『集い、語らい、築く。仲間と共に We Serve』
 キーワード 『集仲力』
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会　長　箱﨑　誠二

　新年あけましておめ

でとうございます。

メンバーの皆様には、

新しい想いと決意を

もって新年を迎えられ

たことと、お慶び申し上

げます。

　今年は、丁（ひのと）酉

年と云う事で、丁はい

ろりやたき火などの人

がおこす火を表し、酉

は、親切さや世話好き

といった意味を持って

いるそうです。

　この２つの性質を併せ持つ丁酉は、きめ細やか

な気配りができる、情緒豊かな特徴をもたらす干

支といわれております。

　我々今治東ライオンズクラブも、様々な事業を

展開していく中で、きめ細やかで気配りのできる

感性を持ちながら実施していきたいものです。

　さて『集い、語らい、築く。仲間と共に We 

Serve』とスローガンを掲げ、年度当初から皆様

の絶大なご協力を賜りながら、クラブ運営・事

業をして、はや半年が経ちました。

　メインアクティビティとして『薬物乱用防止

特別委員会』を起ち上げ、クラブ全体の事業と

して捉える中、今後の方針をこの後半期で形に

し、次期の45周年に繋げていこうと考えており

ます。

　また、会員増強という課題を抱えております

ので、まだまだメンバーの皆様方のご協力なし

では前に進みません。ご協力の程宜しくお願い

致します。

　後半期も理事・役員一丸となって頑張ってい

く所存でございます。なお一層のご理解、ご協力

を重ねて宜しくお願い致します。

　本年が皆様方にとって、また、今治東ライオン

ズクラブにおいても素晴らしい年であります

様、祈念いたしまして新年のご挨拶とさせてい

ただきます。

年男挨拶

～還暦です～　　　　     　 　　　
　　　　　　　　 片山   昭

 　早いもので今年はとうとう還

暦を迎える歳となりました。

　昔は自分が還暦を迎えるなど

想像すらできませんでしたが、同

級生では定年退職する人も出て

きており、そろそろ実感しだしま

した。還暦とは十干十二支の干支

が一巡し、生まれた年の干支に戻ることだそうで

す。60歳を機に新たなスタートを切るべく、今年

のテーマは「好奇心を磨く！」としました。今年一

年よろしくお願いいたします。

～年男＋還暦～　　　     　 　　　
　　　　　　　  久保  智 秀

 　新年あけましておめでとうござ

います。

　今年はなんとなんと！　還暦と

いう大きな節目を迎える年になり

ました。12年前の年男の原稿を思

い起こしてみると７月から、幹事を

受けていた年でした。今年の７月か

らは会長という大役を受けての１年となります。

　還暦同様ひとまわりすることで、また新たなスター

ト地点に立ち、心はひとまわり大きく、身体はひとま

わり小さくなるようがんばりたいと思っています。

～年男挨拶～　　     　 　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　                                         山岡  将人

 　年男ですが、年末に不幸ごとがありましたため、新年の挨拶は

控えさせていただきます。今年もよろしくお願い申し上げます。

新年挨拶 ～年頭にあたって～
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薬物乱用防止教室

薬物乱用防止教室（富田小）の講師をおえて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　  　　　　　　　　   越智  人史

　富田小学校６年生107名の児童の皆さんの参加

のもと、薬物乱用防止教室を開催いたしました。途

中機材トラブルなどもありましたが、クラブメン

バーも多数出席していたことで、即興の寸劇など

素早いフォローをいただき、無事おえることがで

きました。これまで活動をされてきた諸先輩方が

いることの心強さを改め

て感じました。

　今回は、薬物乱用防止教

育講師認定証の交付を受けて初めての講師とし

ての参加でした。緊張の中挑んだ初舞台でしたが、

富田小学校の皆さんはとても真剣に講演を聞いて

くれたので、自然と説明にも力が入り、やり遂げる

ことができました。

　今治市は薬物検挙件数で、ワースト 1 という不

名誉な称号を得ております。今後も子どもたちに、

薬物は「ダメ！ ゼッタイ！」と心に残る活動をし

ていきたいです。

鳥生
小学校

常盤
小学校

富田
小学校

2016.11.30

2016.12.12

2016.12.1
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　　　　　　　   　　　Ｂチームキャプテン 　樫田　憲和

　Ｂチームのキャプテンとして臨む、２年目の年に初めて決勝

リーグに進むことができました。あと一歩でＡ・Ｂ両チーム対決

というところで、自分に上がったトスが決められなかったこと

が非常に残念でした。練習ではちゃんと打てているのに本番で

はできませんでした。

　来年はもっとメンタル面を鍛えて出直しです。今回は LL.田窪と

LL.越智（祥文）の活躍も大きかったと思います。これからもしっか

り練習して、来期も美味しくビールをいただきたいものです。

怒濤の六連覇！と
   Ａ・Ｂ両チーム決勝トーナメント進出！
　　　　　　　   　　　ソフトバレー同好会 　篠宮　博幸

　第 44 回 2R 親善スポーツ大会において、我が今治東ライオン

ズクラブＡチームが六連覇を達成しました。今回は新居浜市民

体育館でメンバーのほとんどが初めての会場でしたが、全試合

ストレートで勝利し、優勝することができました！ これも、た

ゆまぬ日頃の練習の成果とコンビネーションのおかげだと思い

ます。

　そして、今大会の最大の成果は、Ｂチームが決勝トーナメント

に進出したことです。樫田キャプテンを筆頭に、にわかチームで

はありましたが、奇跡的なプレーもあり、予選リーグを見事に突

破しました。決勝トーナメント一回戦を勝ち上がれば、Ａ・Ｂ

チームでの対決が見られるところでしたが、今回はお預けとな

りました。

　すでに来年の大会に向けて厳しい？（笑） 練習が始まっていま

す。出席率でチーム分けするという案も浮上しています。ボー

ダーラインの方々はお気をつけください。

　　　　　　　　　　安波　充也

　初めてソフトバレーボール大会に参

加させていただきました。次回はもっと

いい成績が残せるように、チームに貢献

できるようにがんばりたいと思います。

　非常に楽しくゲームができたのもメ

ンバーと応援の皆さんのおかげです。あ

りがとうございました。

２Ｒ親善スポーツ大会 （2016.11.23）

２Ｒ親善スポーツ大会に参加して
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 箱﨑　誠二　

　さる11月23日、新居浜市営体育館において、2R親善スポーツ

大会が開催されました。

　我々今治東ライオンズクラブは、現在５連覇中で、今年は前人

未踏の６連覇へ挑戦すべく、いざ新居浜へ！

　河端RC様の開会挨拶では、「今治東さん、今年は新居浜中央が

優勝しますから…」とおっしゃられて、和気あいあいの式を終

え、いよいよ試合へ。

　我がクラブはＡ・Ｂチームに分かれ、２チーム出場し、Ａチー

ムは予選Ａブロック、Ｂチームは予選Ｃブロックでの対戦とな

りました。Ａチームは伊予三島ライオンズクラブさんと新居浜

ひうちライオンズクラブさんとあたり、決勝トーナメントへ。Ｂ

チームは東予ライオンズクラブさんと新居浜ライオンズクラブ

Ｂチームさんとあたり、記念すべく初めて同じく決勝トーナメ

ントへ駒を進めました。

　Ｂチームは新居浜ライオンズクラブさんとの試合！ 惜しく

もセット数、０－２で惜敗致しました。残念…

　Ａチームは伊予土居ライオンズクラブさん、新居浜ライオン

ズクラブさんと順調に勝ち進み、決勝はなんと、川之江ライオン

ズクラブさん！ また、西条ライオンズクラブさんとの決勝戦か

と思われていたのですが…

　最初は押されていましたが、従来の落ち着き、そして勝つこと

に対しての執着が、我々今治東ライオンズクラブの選手の方が

勝ってました。

　６連覇の後、久保第一副会長は『来年も！』と言われ、７連覇に

向けての練習が翌週から始まりました。

来年も頑張りましょう!!!

P.S.　昔に比べると、やはり体が動かない…　だいぶんきつく

なりました。

　　　　　　　　　　　　　　  田窪 誠一郎♥芳子☆

　今年も夫婦仲良くプレー出来て楽しかったです。

キャプテンの樫田さん、Ａ・Ｂチームのみなさんお疲れ様でし

た。ありがとうございました。

　　　　　　　　　　　                     寺町 　陽

　Ｂチームの健闘に感動しました。来年は更に上を目指しがん

ばってください。

　　　　　　　   　　　

　Ｂチームのキャプテンとして臨む、２年目の年に初めて決勝

リーグに進むことができました。あと一歩でＡ・Ｂ両チーム対決
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　Ｂチームの健闘に感動しました。来年は更に上を目指しがん

ばってください。

　初めてソフトバレーボール大会に参

加させていただきました。次回はもっと

いい成績が残せるように、チームに貢献

できるようにがんばりたいと思います。

　非常に楽しくゲームができたのもメ

ンバーと応援の皆さんのおかげです。あ
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「決勝リーグ進出‼」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  壷内　和彦　

　ついにやりましたぁ～。Ｂチームの決勝リーグ進出!!! 念願の

Ａチーム、Ｂチーム共に決勝リーグに進出することができました。

　今回、樫田キャプテン率いる、Ｂチームメンバーは田窪誠一郎さ

ん、越智祥文さんの奥さんも加わり、過去最高のチームとなり期待

が高まる大会でした。奥様２人の安定したプレー、体調不良にもか

かわらず頑張ってくれた阿部さん、ルーキーの安波さん、拾いま

わってくれた誠一郎さん、チームを引っ張って行ってくれた樫田

さん。ホントに楽しみながらできた大会でした。

　決勝リーグでは、体力的な限界もあり負けてしまいましたが、次

回こそは初のＡＢ対決を目指し、ＢチームがＡチームを打ち破る

ことを夢見てがんばっていきたいと思います。
常勝軍団・今治東バレー同好会とは
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 門田　健一　

　大会の内容については、他のメンバーさんが書いてくれてい
るようなので、ここでは、なんちゃってキャプテンが個人の主観
のみで同好会主要メンバーの選手紹介をしたいと思います。
　
Ｌ.久保：練習量は少ないが、プレーの安定感と経験値でＡチー
ムに在籍。「会長で７連覇のために練習に行くゾ！」とは言って
いるが？

Ｌ.箱﨑：チーム唯一のレフティ。黄金の左腕からの変化サーブ
は敵をイライラさせる。

Ｌ.樫田：バレーに魅せられた練習の虫。試合では少しカタくな
るが、練習量はチームNo.１。

Ｌ.阿部：実力の成長速度 No.１。体型に似合わず、跳ぶ・打つ・
拾う！ 進化が止まらない。

Ｌ.篠宮：レクバレー界の首領＆不動のエース。調子にムラはあ
るが、年々技術は右肩上がり。

Ｌ.寺町：チームの大黒柱。彼がコケるとチームもコケる。必殺
サーブはキレが良すぎて、練習で使うと非難轟々。

ＬＬ.阿部：旦那さんが来なくても練習に来てくれるＬＬ。前衛
では存在感バツグンのアタッカー。

事務局・塚本：チーム１破壊力のあるスパイクを放つ。気分屋
さんで、練習中に「眠い…」「お腹すいた～」とか言う始末。

　このような面々で毎週土曜日に楽しく活動しています。どな
たか仲間に入りませんか？

追記　Ｌ.門田：抜群の運動神経と反射神経の持ち主。えび反り
のアタックは番場蛮を彷彿させる。塚本さん曰く「相手チームに
いると腹が立つ！」。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　阿部　国弘

　３日前まで寝込んでいて、最悪のコンディションでしたが、

田窪さんと越智さんの奥さま方の活躍もあって、予選を勝ち進

むことができました。

　みなさん、しんどそうなわたしに終始気を遣っていただい

て、申し訳ない気持ちでいっぱいでした。

　しかもどうしても片付けなければならない仕事を残してい

たため、Ａチームの決勝戦を見ずして撤収。仕事を必死でやり

終えて懇親会には参加。体調が悪い割には、１週間ぶりのアル

コールに無抵抗のまま流される始末。いろいろな意味で充実し

た１日でした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　阿部　知永子

　今年の大会はＡチーム・Ｂチーム揃って決勝戦進出できた快

挙に大興奮しました !!　Ａチームのメンバー全員が自分たち

の試合のときよりもＢチームの応援に声を枯らしていたこと

にも感動！

　そして何より、試合数日前から体調不良をアピールしまくっ

ていた主人でしたが、初の決勝戦にも進出でき、打ち上げのと

きには何事もなかったかのように上機嫌になっていたことに

は、さすがにアゴが外れるかと思いました。ねっ！まっき～ ^^;

　何はともあれ、助けてくださったチームの皆様、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

　　　　　　　　　　   　　　　          　　久保　智秀

　毎年のように練習への参加が少ないためレギュラーの座が危

うくなりつつあります。練習熱心で本番に弱いＫくんやＡちゃ

んには負けないつもりですが、59歳という年齢、衰えつつありま

す。が、今回は新たな技を身につけるため、練習日でもないのに

出かける熱の入れようです。

　今期の箱﨑会長、来期は私も会長という立場で出場すること

ができますよう、積極的に練習に参加し※、目標でもある現役で

会長そして７連覇！！ を目指して頑張ります。

　※毎年同じことを言っています。

追記　Ｌ.門田：抜群の運動神経と反射神経の持ち主。えび反り
のアタックは番場蛮を彷彿させる。塚本さん曰く「相手チームに
いると腹が立つ！」。

は、さすがにアゴが外れるかと思いました。ねっ！まっき～ ^^;

　何はともあれ、助けてくださったチームの皆様、ありがとう

ございました。

常勝軍団・今治東バレー同好会とは

、目標でもある現役で

！ を目指して頑張ります。
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2016.11.10 ～ 11.13　　　第55回ＯＳＥＡＬフォーラム                                

　　　　                                       　 井出　幸彦

ＯＳＥＡＬフォーラム報告

　11月10日（木）に午前便で福岡へ移動し、乗り継いで香港

へ到着したのは 20時過ぎでした。

　11日（金）には開会式が14時から、アジアワールドエキス

ポという空港のそばの広大な施設で始まり、盛大な開会式

でした。その後、メイン会場で「平和ポスター」の展示や、

各国のライオンズクラブの写真展を見て回りました。バッ

ジの交換等に熱心なメンバーから何度も声をかけられまし

た。そこでは多くの友人知人に会い挨拶させていただきま

した。その夜は「MD336 の夕べ」が北京ダックで有名な店で

行われましたが、東予ライオンズクラブの皆さんと同じ

テーブルになり、大変賑やかなパーティーでした。そこで

我が２リジョンの関野第二副地区ガバナーがユーモアを交

えた挨拶をされ、喝采を浴び、同じリジョンのメンバーと

して嬉しく思いました。

　12日は朝から会場近くの香港ディズニーランドへ向か

い、どのアトラクションも待ち時間がほとんどなく、快適

に楽しめました。レストランも待ち時間がなく入れました。

ここはかなり空いているので、日本からディズニーファン

の女性が多く来園しているそうです。

　17時よりアジアワールドエキスポでジャパンナイトが行

われ、多くの外国のメンバーが来られていました。レバノ

ンのサリム PIDにも挨拶させていただきましたが、今回が

70 回目のエリアフォーラム参加だと言われていまし

た。彼は30代でガバナーそして国際理事を務められた人で、

将来の国際協会のリーダーとして期待されている方で

す。その後、国際会長晩餐会が近くのホテルで行われたの

ですが、ちょっと時間があってサリム PIDにコーヒーを飲

みに行こうと誘われ、コーヒーを奢って頂きました。会場

へ来る時にタクシーに乗ったらタキシード、蝶ネクタイ、

胸に多くのバッジ、とても

がっしりした体格のなので

運転手に「将軍ですか？」と

言われたそうです。

　その後、国際会長晩餐会

ではとても多くの方の参加

で盛大に行われました。ラ

イオン誌 11月号の 22～ 31

ページまでのフードバンク

の特集記事で掲載されてい

る「フードバンク」「フードドライブ」を９年前から実施し

ている長野中央ライオンズクラブの方と同席し、その苦労

話をたくさん聞かせて頂き大変勉強になりました。

　その後、21時からフェイスブック交流会があり出かけた

のですが、警察官に聞いても場所がわからず、タクシーで

同じところを何度も回り苦労してやっとたどり着きまし

た。設営に協力して頂いた香港のメンバーもいて、多くの

出会いがありました。香港の繁華街や地下鉄が驚くほど治

安が良くなっており深夜にも拘らず、多くの人で駅、電車

はごった返していました。

　13日（日）は閉会式でしたが、帰国便の関係で早朝にホ

テルを出発し福岡経由で夜 21 時頃無事に帰ってまいりま

した。

　今回は飛行機便の関係で短いOSEALフォーラムでしたが、

たくさんの新たな出会いがあり、多くの友人、知人にお会

いできて大変楽しい時間を過ごさせて頂きました。

　2017 年は第100回国際大会がシカゴで開かれます。ライ

オンズに入って最も大きな喜びを味わえる機会です。ぜひ

参加しましょう。

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。

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。

㈱　丸　五
代表取締役社長　箱﨑　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。

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。

ＥＥＥＡＡＡＬＬＬフフフフォォォォーーララララムムムラムララムララムラ                                 

                             　 井出　幸彦井出　幸彦井出　幸彦井出　幸彦井出　幸彦

る「フードバンク」「フードドライブ」を９年前から実施し
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　今回の例会訪問は、西条ひうちライオンズクラブに続いて２度目でしたが、今回は、お隣の今治中央ライオンズク

ラブでした。渡邊眞さんと一緒に訪問させていただきました。

　特にこれといった印象も無く、あっという間に例会が終わっていました。普段、今治東ライオンズクラブの雰囲気

の良さを実感することはあまりありませんが、他クラブを訪問して改めて今治東ライオンズクラブの良さを感じら

れたと思います。普段何気なく参加している例会も、今治東ライオンズクラブのメンバーの努力で居心地よく感じて

いるのだと思いました。

　来年、ライオンズクラブに入会して６年目になりますが、楽しいクラブの一員として励んでゆきたいと思います。

相互訪問例会

2016.12.2 　　  例会訪問（今治中央）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　　　　　　　　　　　　  財務委員長　 真木　一信

2016.12.2  　　相互訪問例会に参加して（今治くるしま）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　　　　　　　　　　　    　　　  阿部　国弘

　12月２日に今治くるしまライオンズクラブさんの例会

に、越智人史さんと２名で参加させていただきました。　

　出欠が一目でわかるマグネット式の出欠ボードの設

置や、前会長の処遇、テーブルの形が四角、ローアのや

り方など、今治東ライオンズクラブとの違いも多々あ

りましたが、委員会報告が台本なしのぶっつけ本番、飛

び入り参加ＯＫみたいな感じなのが、いちばんの違い

なのかなと、少々驚いたしだいです。

　また、清掃活動・美化運動のアクティビティがメイ

ンのようで、翌年２月におこなう朝倉の清掃にかなり

力を入れている様子でした。

　いつもの時間、いつもの場所、いつもの食事ではあり

ましたが、心温かく歓迎していただき、楽しい時間を過

ごさせていただくことができました。今治くるしまラ

イオンズクラブの石水会長をはじめ、メンバーのみな

さん、ありがとうございました。

2016.11.10 ～ 11.13　　　第55回ＯＳＥＡＬフォーラム                                

　　　　                                       　 井出　幸彦

㈲ 福 本 商 店

代表取締役　福本　琢美

〒794-0021 今治市片原町2-1-31
TEL55-3875　FAX55-2305

㈱スリーウッド
代表取締役　真木　一信

〒794-0051 今治市高地町1丁目甲1792-1
TEL34-8333　FAX34-8337
http://threewood.blghp.jp

外構工事をCAD作成により

デザイン・設計し、様々な

ニーズに合わせたお庭作り

をお手伝いさせて頂きます。

村 瀬 海 運 ㈱

代表取締役　村瀬　牧男

〒799-2110 今治市波方町郷甲1394－3
TEL41-9149　FAX41-9158

波方ターミナルで船舶代理

店と、海上防災作業の請負

をしております。

本 宮 石 材 ㈲
代表取締役　本宮　光朗

〒799-1522 今治市桜井5-11-17
TEL48-1703　FAX47-1742
http://hongusekizai.com

大島石をメインに自社加工

自社施工で純国産の墓石

を建立。明治創業、現在五

代目石工（１級技能士）。
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久保　智秀 久しぶりの海外視察してきました。大変勉強になりました。

箱﨑　誠二 10月第１例会「中村知事を囲む会」には充実した例会ができまし

た。メンバーの皆様には楽しんでいただけたと思います。

夏目　幹男 中村知事に２ショット写真を求めてしまいました。大切に飾っ

ておきます。

篠宮　博幸 10月23日久万高原マラソンハーフ、11月13日福岡マラソン（フ

ル）。両日とも何とか完走できました。今週末の神戸マラソン（フ

ル）連戦ですが、完走できるようにガンバリます！

森田　恭治 先日の松山での会合、少し酔っぱらいました。楽しかったです。

次の機会も楽しみです！！

村瀬　牧男 四国ブロック、ユネスコ研究会を今治ユネスコ協会がホスト協会

として開催されます。一般参加大歓迎ですのでご参加ください。

田窪誠一郎 欠席してすみません。

井出　幸彦 香港のオセアルフォーラムへ行ってきました。毎日ハードスケ

ジュールで寝不足です。

髙橋　良幸 ①連続出席250回できました。 

 ②愛媛新聞に「亥の子さん」の記事で写っていました。 

平成28年 11月17日　●第二例会
2R-2Z-ZC　羽田野修司　様

 祝優勝

渡辺　健三 矢野テールツイスターの命令により、今回の企画を、ツイスター

に代わってお詫びのドネーションをさせていただきます。

安波　充也 ソフトバレー Bチーム、初参加で決勝トーナメントに進出する

ことができました。ありがとうございました。

篠宮　博幸 11月20日第６回神戸マラソンを何とか完走しました。今年最後

にベストを目指しましたが残念な結果でした。今年は３月に、と

くしまマラソンを走る予定です。練習がんばります。

平野　義文 祝、ＦＣ今治ＪＦＬ昇格！ でも、大変なのはこれからです…

片山　　昭   昨日は動画が映らず越智さんには、ご心配おかけいたしました。

 田窪さん、今日はバッチリ大丈夫の予定です。

山岡　将人 薬物乱用防止教室、富田小学校、おつかれさまでした。今日の常

盤小学校もよろしくお願いします。

箱﨑　誠二    本日は羽田野ZC、当クラブにおいでいただきありがとうござい

ます。

2R親善スポーツ大会　Ａチーム　門田・久保・箱﨑・篠宮・寺町

 2R親善スポーツ大会にて、６連覇達成しました。皆さんのおか

げです！

2R親善スポーツ大会　Ｂチーム　樫田・阿部・安波・壷内・田窪

 Bチーム初めて決勝リーグ進出しました。来季は決勝でA･B対決

が目標です。

田窪誠一郎    会長キー賞、シルバー 100周年ライオン・ピン表彰をいただき

ました。

平成28年 12月１日　●第一例会

平成28年 12月15日　●第二例会

誕生日ドネーション

菅波　　宏(12/7)　　　　久保　智秀(12/16) 　　　

寺町　　陽(12/22)　

谷口昭太郎 先日、テレビ愛媛で放映、紹介された「蓮根だんご」を出席ラッキー

賞として提供いたします。 

本宮　光朗 半期終わりました。お正月に向けて練習はじめましたが、音が出ま

せん。おたのしみに！  

中村　省司 先日、息子のコーヒー店がテレビに出させていただきました。谷口

さんも同じ番組で出ていました。

阿部　国弘 先日、年末の忙しい時期にもかかわらず、労基の立ち入りがありま

した。電通事件のせいだと思います。厄払いを込めてドネーション

いたします。

田中　秀彦 忘年会の二次会に湖城を利用してくださりありがとうございました。

渡辺　　真    初めてのドネーションです… 先日の薬物乱用防止セミナー参加で

きずスミマセン… 

篠宮　博幸 12月第１例会にて、最多ドネーション賞でランニング用Ｔシャツ

を頂きました。３月のとくしまマラソンに着て完走したいと思い

ます。これからも数だけは、ドネーションがんばります。

渡辺　健三 脅し・強制・命令です。良いことが有りますように!!

髙橋　良幸 ビジターの皆様を歓迎して。

尼田　純子 今年もあっという間で、またひとつトシをとります。沢山失敗した

り、ご迷惑もおかけしました。来年も元気にがんばりますのでよろ

しくお願いいたします。

樫田　憲和 やっと店の基礎ができました。

越智　人史 ツイスターより直々にご指名頂きドネーションします!!

 これからもがんばります!! 

壷内　和彦 居酒屋甲子園による覆面調査３回にて1,679店舗の中から、つぼ吉

が全国１位の優秀店長として表彰されました。これからもみなさ

まに愛される店づくりをがんばります。 

箱﨑　誠二 12月第1例会ではあと１人で100％でした。皆様のご協力に感謝！

片山　　昭 前回例会１名のみ欠席でした。ありがとうございます。

井出　幸彦 前回の例会を欠席させていただいたのですが、欠席は私一人だけ

だったそうで申し訳ありません。

山内　　誓 今年最後のドネーションです。

田窪誠一郎 相互訪問例会に、ビジターの皆様、ようこそおいでくださいまし

た。

渡辺　　望 民生児童委員として11期33年間務め11月30日で退任しました。民

児協総会で退任者107名を代表して今治市長菅良二様より感謝状

を受け取りました。

横田　康知 結婚してから60余年、創業して

から50余年、歳を忘れて新車購

入いたしました。 

誕生日ドネーション

山本　武志(10/28)       谷口　昭太郎(11/10)

箱﨑　誠二(11/14) 　　　越智　祥文(11/17)

近藤　嘉男(11/27)


