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題字はクラブ会長の揮毫

ライオンズクラブ国際協会モットー・ナレシュ アガワル国際会長テーマ
336-A地区スローガン
336-A地区ガバナースローガン
336-A地区ガバナーキーワード
今治東ライオンズクラブ会長スローガン
今治東ライオンズクラブ会長キーワード

『 We Serve ～われわれは奉仕する～ 』
『 Service Activity is the key to Lions clubs 』
『 新世紀・明日につなごう 奉仕の輪 』
『 初心 』
『 百言一行 心ひとつに We Serve 』
『 考動力 』
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今治西高定時制校内生活体験発表会
半島四国ウォーキング・岩国航空ショーバスツアー
2018.4.28

半島四国八十八ケ所健康クリーンウォーキング
環境・社会福祉委員長

山内

誓

毎年４月の４週目の週末に波方で行われる半島四

す。南無大師遍照金剛と御宝号をお唱えし、清掃活

国お遍路に、「半島四国八十八ケ所健康クリーン

動をしながら札所をめぐり、地元の方々が設置して

ウォーキング」と銘打って参加しました。

くださっているお接待所で時折休憩して、消費カロ

明徳短期大学、あすなろ学園、西高定時制、一般

リー以上に水分・栄養を補給して、感謝感謝でし

の方にお声掛けして、今治東ライオンズメンバーと

た。季節柄、道端にはつつじの花が咲き誇り、高台

合わせて、老若男女60名余のウォーキング班、お

からの見晴らしも良く、最高のシチュエーションで

接待、救護、撮影等のサポート班合計70名余の参

した。大角の鼻海水浴場駐車場に当クラブが設営し

加を得ました。

たお接待所にて昼食休憩。シクロツーリズムの自転
車メンバーも合流して、後半最後のひとふんばりの

当日は天候にも恵まれ快晴。心地良いそよ風の吹

ための英気を養いました。

く中、なみかた海の交流センター前を全員、意気
揚々と出発しました。歩行距離10数km、60番～88

お接待所には、当クラブの壷内画伯が朝、即興で

番札所をお参りするアップダウンの厳しいルートで

書いた案内掲示板が掲げられていて、一般の方々に
も立ち寄っていただけました。海岸の弘法大師ゆか
りの湧き水も、丁度引き潮だったため、近くで見る
ことができました。最後の88番長泉寺まで、怪我
人もなく無事終了。地元の人々の温かいお接待、お
もてなしの心に触れ、徳積みもでき素晴らしい一日
となりました。
ウォーキングやお接待にご協力いただいたメン
バーの方々、大変お世話になりました。厚くお礼申
し上げます。

2018.5.5

岩国航空基地フレンドシップデー 2018ツアーを計画・参加して
計画委員長

越智

祥文

平成30年５月５日(土)晴れ、待ちに待った岩国
航空ショーへ出発の日である。この日の参加者はメ
ンバーとメンバーの家族を合わせて44名。平野メ
ンバー兼添乗員率いる参加者は、６時30分事務局
前を出発。バスは今治北インターからしまなみ海道
を爽快に走行。途中、向島から新尾道大橋へと差し
かかるとあの話に。「これくらい泳げらい」「暗い
と怖いねぇ～」「意外にしんどいよ」などと言いた
ではのジェット機の爆音飛行やアクロバット飛行、

い放題である。

オスプレイからの落下傘降下などなどを堪能した。

この後バスは、山陽道をひた走り、大竹ICから
下道へ。だんだんと観光バスも増え、人の数も多く

また、空軍機の展示ブースでは、金髪で長身の女

なったと感じ始めたとき、岩国駅あたりから基地ま

性隊員と一緒に写真撮影ができるというのに今日は

では蟻の行列のごとく人波が続いてた。その様を車

勇気が出ず（横に嫁さんがおる）。
帰りは、ブルーインパルスの飛行もないというこ

窓から見ながら「バスで来てよかった」と超優越感

とで、30分ほど早く切り上げて宮島口でゆっくり

に浸りながら基地内の駐車場へ入って行った。
会場内では持ち物検査・身分確認もスムーズに進

とお土産を買う時間を取った。帰路では多少の渋滞

み、いざ見学へ。基地内はめいめいが自由行動で、

にも遭ったが、計画どおりの行程で楽しい一日を過

好きなブースで好きなものを買い、好きなものを食

ごすことができた。

べ、好きなものを見ることになった。あいにくこの

日本一の添乗員平野メンバー、終始安全運転を心

日は航空ショーのメインである、ブルーインパルス

掛けてくださった河南バスの運転手さんに心からお

の飛行はプログラムにはなかったが、空軍基地なら

礼を申し上げたい。
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今治西高定時制校内生活体験発表会
地区年次大会報告・日韓親善国際交流の夕べ
2018.4.8

’
18地区年次大会報告

出席委員長

小笠原

斉

今年の徳島で行われたライオンズクラ
ブ年次大会は特別な会となりました。
本クラブから井出幸彦氏と阿部国弘氏
の２名の方が講壇に立つという栄誉をい
ただき、我々は心に染み入る講演を拝聴
することができました。改めてライオン
ズクラブ員としての自覚を持つとともに「リ
テンション」という言葉を心に刻む契機とな
りました。
本年度、当クラブ会長キーワードにもある
「考動力」から「興動力」へ、より実りある
奉仕活動を実践していきたいと思える大会で
した。
次回は是非、皆様も参加してくださいね…

2018.4.8

第64回地区年次大会

阿部

国弘

４月８日アスティ徳島で催された、336-A

前列に並んだ本宮次期会長を見届け、今年度

地区年次大会の指名選挙会のあとにおこなわ

は閉会まできっちり参加して帰路につきまし

れる代議員分科会で、第２分科会の報告者の

た。

要職を地区MC委員長より仰せつかりました。

また。西条にちょっと寄り道のつもりで

前日より現地入りし、入会以来初めての

行った懇親会も大いに盛り上がり充実した１
日の締めくくりができました。

「日韓親善国際交流の夕べ」にも参加し、ラ

来期はこの西条市がメイン会場になる地区

イオンズクラブの諸先輩方や韓国354‒D地区

年次大会が待ち構えています。2Z-ZCを輩出

のみなさんとも少しは交流が持てました。

するわが今治東ライオンズクラブで最大限の
協力を惜しみなく捧げていきましょう。

明けて当日は、朝早くから来ていただいた
大勢のクラブメンバーに見守られながら、緊
張することもなく、楽しく発表することがで
きました。皆さんの応援に感謝いたします。
その後、総会、昼食会から式典へと続き、
－ 3 －

今治西高定時制校内生活体験発表会
2Z合同例会・今治くるしまライオンズクラブ結成25周年記念式典・2R合同アクティビティ
2018.3.3

2Z合同例会

2018.3.25

今治くるしまライオンズクラブ結成25周年記念式典・祝宴に出席して
箱﨑

さあ、最後のじゃんけんです！

誠二

松本ライオンの

去る３月25日午後３時より今治国際ホテルにお

司会による大懇親会で、ワ～と歓声が上がるととも

いて、檜垣会長の開会宣言より、今治くるしまライ

に最後の景品であるバリスタを手にした私が、ここ

オンズクラブ結成25周年記念式典と祝宴が開催さ

で原稿を書くことになりました。

れました。
式典では、４つの結成25周年記念事業報告があ
り、今治くるしまライオンズクラブならではのアク
ティビティに感心いたしました。また、阪神淡路大
震災、東日本大震災の大きな震災の支援から、芦屋
業平ライオンズクラブ並びに南三陸志津川ライオン
ズクラブからも大勢お祝いに駆けつけておられ、仲
間意識、交流の深さを感じられました。
行動力の素晴らしい今治くるしまライオンズクラ
ブですから、次は30周年に向けてさらに素晴らし
い事業展開を期待しております。本当におめでとう
ございました。

2018.5.19

2R合同アクティビティに参加して
幹事

木村

弘宣

前々日まで天気予報では雨の予報。もしかして中

清掃活動を開始しました。予想していた通りお遍路

止になるのでは、と思っていましたが、そんなに甘

道周辺には大したゴミは無く、最終的に我がクラブ

くはない。いやいや、前日には天気も回復してくる

で収集したの５袋程度でそのほとんどが、空き缶や

との予報を受けて予定通りの段取りとなりました。

食べ物の包装袋が多かった様に思います。ただ実績

当日、６時30分の集合時間より15分程度早めに

とは別に、お遍路道の保護や地域へのアピールは十

行ってみると、すでにホストクラブの今治中央ライ

分にできたのではないかと思います。また各班共に

オンズクラブと今治くるしまライオンズクラブの

それぞれのお寺で、ご住職にお会いすることがで

方々が開会式会場の旧美須賀小学校の入り口で誘導

き、早速のご利益をいただきました。

をしてくれていました。同じ立場でありながら、自

１時間程度の清掃活動ではありましたが、すがす

然と対応できる姿に感動しました。元岡ZCの開会

がしい気持ちになれたことをうれしく思えた時間で

挨拶及び注意説明の後、各クラブの担当場所への移

した。

動となりました。わが今治東ライオンズクラブは、
小山田住職が当クラブに在籍していたこともあり第
58番仙遊寺、第57番栄福寺近辺の清掃を担当です。
当クラブからは18名の参加があり、別所農協跡地
を拠点に仙遊寺方面、栄福寺方面の２班に分かれて

－ 4 －

今治西高定時制校内生活体験発表会
薬物乱用防止特別研修部会

薬物乱用防止特別研修部会

まとめ

４回の研修を経て、これからの薬物乱用防止教室を見直す！
45周年薬物乱用防止特別研修部会長

門田

健一

わたしたちは、これまで続けてきた薬物
乱用防止教室を、さらに洗練させるために
４つのクラブを訪問し見学させていただき
ました。主に学生が講師をおこなっている
教室を選ばせてもらいましたが、そのこと
以外にも参考となる点は多々ありました。
学生に関しては、急に学生講師を採用す
ることはできませんが、以前から繋がりの
ある明徳矢田分校や明徳短大などに見学を
勧めることから始め、将来的に講師やレオ
クラブ設立を検討していければ、と思いま
す。
○教室の内容について、
当クラブの特徴である「寸劇」ですが、
現状では子どもたちへのインパクトが大き
い反面、コスプレや面白さに本来の目的が
消されてしまう様子がみられます。すべて
を子どもたちに任せるのではなく、売人役
はすべて会員(大人)が請け負うという方
法。容易に理解できる台本を準備し、ある
程度遵守してもらう方法などのご意見があ
りました。また、マイクで途中に解説を入
れたり、寸劇後に評価やアドバイスしてみ

○全体のプログラムとして
今は講師１人にパンフレットの説明、Ｄ
ＶＤ視聴、パワーポイントでの復習、寸
劇、ダメ、ゼッタイ！ コールまでのほぼ
全ての流れをお任せしています。しかし一
方で研修先のクラブでは、説明内容によっ
て３名の講師が交代したり、最初から２名
の掛け合いのかたちで進めていくこともあ
りました。複数名の講師をセッティングす
るのは難しいですが、１人の負担を減らす

るのもメリハリが出そうです。

ことで、より洗練された内容説明を期待で
きますし、講師未経験の方にも参加しても
らいやすくなるのではないかと思います。
○最後に
今治東ライオンズクラブが薬物乱用防止
教室を始めてから約8年が経ちます。ＤＶ
Ｄや講義内容は年々更新してきましたが、
プログラム内容はほぼ変わっていません。
せっかくの機会ですので、研修先から学ば
せていただいたことを、次期保健委員会を
中心にクラブ内で共有し、より完成度の高
いアクティビティへと練り上げてもらいた
いと思います。
もう少しだけ、薬物乱用防止特別研修部
会のみなさん、活動がんばりましょう！！
－ 5 －

退任の挨拶
退任にあたって
会

長

久保

智秀

一年が終わろうとしています。45周年で
もあるこの節目の年に会長という大役を受
け、その重圧のなか痩せることなく、務め
させていただきました。本当に本当に、長
いようで短い、短いようで長～い一年でした。スローガンに
掲げた「百言一行 心ひとつにWe Serve」そしてキーワードの
「考動力」
。45周年のさまざまな行事をおこなっていく中で、
私の能力不足で100％メンバーがひとつになって同じ方向・
同じ目標で達成できなかったこと、またメンバーの皆様にい
ろいろとご迷惑をかけたことをお詫びいたします。
1995年に今治東ライオンズクラブに入会させていただき、

幹

事

木村

今年まで会員のみなさまとともに数々のアクティビティをお
こなってきました。いろいろと思い出はありますが、やはり
周年での行事はいずれも心に残るものです。過去から今年ま
で、周年行事をおこなう意義・目的を節目節目で再確認しな
がら実施されてきましたが、次はいよいよ大きな節目50周年
です。次期本宮会長を筆頭に、第一・第二副会長のもと飛躍
を期待いたします。
最後に、大変な一年になることを承知で幹事を受けてくれ
た木村さん、快く会計を引き受けてくれた真木さん、真面目
にテーマーに取り組んでくれた大澤さん、ツイスターの時間
が少なく活躍の場がなかった中村さん、また理事会メン
バー、そしてなにより会員のみなさまに感謝を申し上げ、退
任の挨拶といたします。一年間ありがとうございました。

弘宣

やっとこの原稿を書く時期がきたことをう
れしく思うと同時に、少しさびしさを感じて
いる次第です。次期のための準備期間中から
不安により気持ちも沈みがちでありました
が、メンバ―のみなさんのご協力のもと、自分なりに楽し
くできたのではないかと思います。特に共に三役をした久
保会長、真木会計においては１年間、様々な問題がありま
したが、３人でいる時は、本当に笑顔しかなかったように
思います。また事務局の塚本さんには、いたらない自分を
根気よくサポートしていただき感謝しかありません。
他クラブの事務局員の方々も、私たちが気持ちよく作業
ができる様に気を使っていただいて楽しく事務局通いがで
きました。今年度、関わったすべての方々に感謝したいで
す。今年度の感謝を込めて、来期もがんばっていきたいと
考えていますので、今後ともよろしくお願いいたします。

会

計

IT推進チーム（2R担当）

一年間を振り返って
ライオン・テーマー

大澤

宅也

昨年早々、久保会長にテーマーを依頼さ
れ簡単に承諾したものの、例会の司会進行
だけかと思っていたら、月曜日の例会打ち
合わせ、水曜日午後からの例会の準備など、テーマーも
案外大変な仕事だと思いました。
一年間、お聞き苦しい点もかなりあったかとは思いま
すが、皆様には大変お世話になりました。

テール・ツイスター

中村

省司

無事１年間メンバーのみなさんの協力を得
まして、役職を終えることができます。まこ
とにありがとうございました。目標金額に
は、ほど遠い状態でありますこと、お詫び申
し上げます。今期をもって、長かった理事職も降りること
ができました。本当に長い間ありがとうございました。

真木

一信

終わってみれば、あっという間の１年間で
した。久保会長、木村幹事、各委員長のみな
さん本当にお疲れさまでした。いろんな面で
ご迷惑をお掛けしたと思いますが、会計とし
て楽しく過ごさせていただきました。なかでも、45周年の事
業に参加できたことは記憶に残るものとなりました。私自身
ほとんど何もせずに終わりましたが、薬物乱用防止の大切さ
を子どもたちの心に刻めたのではないかと思います。
また、アクティビティで、ひよこ園のクリスマス会にサン
タに扮してプレゼントを届けたときの子どもたちの喜びよう
は大変心に残りました。また、何らかの形でひよこ園の子ど
もたちと会いたいです。
１年後には、幹事という大役が回ってきますが、この経験
を活かしたいと思います。本当にありがとうございました。

井出

幸彦

2014年からWebチームとして、みなさまの
ご協力のおかげで、地区委員を４年に渡って
務めさせていただきました。次期もIT推進
チームリーダー、キャビネット副幹事をさせ
ていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。

336-A地区 2リジョン MC・ライオンズ情報・
地区誌・大会参加委員 阿 部
国弘

慌ただしくも充実した１年間でしたが、
いろいろな所に出向くことができ、ライオ
ンズの見識も広がりました。特に大会参加
委員ということで、今回初めて参加したオセアルフォーラ
ムは実に30年ぶりの海外旅行で、一番印象的に残っていま
す。またこのことを、第64回地区年次大会の分科会で報告
させていただいたことも、いい経験でした。
ITやSNSの急速な普及によって、コミュニケーションの
形も日々様変わりしていますが、ライオンズ活動を広く一
般に周知していく、重要な役割を担っている委員会です。
最初の地区委員研修会で。キャビネットから「日々のライ
オンズ活動を自信と誇りを持ってしていくことが一番のＭ
Ｃ活動」と教えられました。そのことを今後も肝に銘じ
て、ライオンズ活動を行っていけたらと思っています。

－ 6 －

会員委員長

野間

道博

あと一か月余りで退任となりま
す。この1年、クラブの皆様には純増
２名ということでご協力いただき、
まことにありがとうございました。
そのかいもなく、本年は入会者０名.
退会者３名は委員長として不徳のい
たすところです。
ここは、次期田窪委員長と協力
し、２年間で３名入会、現状維持を
目指し、会員増強に努めます。クラ
ブ員のみなさまも、誰かいましたら
委員会の方に是非ご連絡ください。
人生一度、できるだけ多くの方々
と知り合い、語り合い、協力しあ
い、思い出多い人生にしようではあ
りませんか。
財務委員長

片山

昭

クラブの財政状況が大変厳しい
中、事業資金獲得事業へのご協力あ
りがとうございました。次期は繰り
上がりで会計となりますが、更に厳
しい状況が予想されます。解決には
会員の増強しかありません。ご協力
よろしくお願いいたします。
青少年育成委員長

田中

計画委員長

越智

祥文

年をとると時間の流れが速いもの
で、１年があっという間に経過いた
します。
久保会長から計画委員長を仰せつ
かり、右往左往しながら時を重ねて
参りました。久保カラーを前面に出
して、例会を少しでも楽しく、欠席
者を少しでも減らそうと、色々と計
画を練って参りましたが、なかなか
上手くいくものではありませんでし
た。
結果、100％例会出席を一度も達成
することはできませんでした（５月
第一例会修了時点）。
例会の屋台骨となる計画委員会が
目指す役割は、例会をいかに面白く
運営し、100％純出席を目指すこと！！
これは、メンバー全員を共感させる
ことを見つけ出すことができれば十
分可能ではないかと考えます。しか
し、残念ながら私には探すことはで
きませんでした。
次期の委員長さんにそのことを託
し、私の退任の挨拶といたします。
メンバーの皆さん、１年間ご協力、
本当にありがとうございました。

秀彦

委員長就任にあたり、従来の委員
会活動を踏まえつつ、私なりに新規
事業をしたいとの思いから、『ひよ
こ園への支援』と『レオクラブの研
究と調査』という２つのテーマを掲
げました。
ひよこ園からは、障がいを持つ子
どもたちとの関わりの難しさと楽し
さを学び、レオクラブの研究と調査
では、他地域のクラブ訪問を通じ、
青少年育成という観点においてその
必要性を強く感じました。
全ての事業において、クラブ会員
のみなさまと委員会のメンバーの理
解と協力を賜りましたことに感謝い
たします。



出席委員長

小笠原

斉

この年度出席委員長を拝命し、本
当にみなさまのご協力のもと、無事
運営させていただくことができまし
た。
コートもスタンドも一体になって
の四国中央でのスポーツ大会は予定
通りの連覇も果たすことができ、美
酒に酔いました。そして、徳島への
道中が大変楽しかった年次大会。年
次出席率も好成績を収めたのではな
いかと思っております。エビで鯛を
釣る出席ラッキー賞も功を奏したで
しょうか…
さあ、最終例会にご参加を…

ၚ

髙橋

良幸

PR委員会からMC委員会へと名称が
変わりましたが、やってきたこと
は、旧PR委員会のことだけだったと
思います。個人的にSNSをやっていて
も、ライオンズクラブの活動のどこ
まで公開してよいのか悩んだ1年でし
た。しかし6回の広報誌の原稿を依頼
して快く引き受けてくださったみな
さまに感謝申し上げます。ありがと
うございました。
環境・社会福祉委員長

山内

誓

一年間、大変お世話になりまし
た。会長をはじめ、委員会のメン
バー、その他の経験豊富なメンバー
の方々に、色々とご指導、ご助言を
いただき、何とか大過なく終えるこ
とができました。
平和の鐘を鳴らす式典、市民カッ
ター大会、市民の森・はーばりー周
辺の清掃活動、半島四国お遍路ク
リーンウォーキング等、季節によっ
ては、暑さ寒さの中でのたくさんの
参加、ご協力まことにありがとうご
ざいました。みなさまのご協力に甘
えてしまって、人形浄瑠璃の人形の
ように過ごしてしまい、申し訳な
かったです。次の役割のためのス
テップにしたいと思います。
保健委員長

渡邉

眞

こなしただけの１年間になってし
まい、申し訳なく感じております。
一方で年間の流れが少し理解でき、
理事会にも参加させていただき、来
期以降の活動に役に立てる時間に
なったと思います。協力していただ
いたメンバーの方々、ありがとうご
ざいました。
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MC委員長
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ドネーション

メンバー近況報告

平成30年 4月5日
片山

昭

●第一例会

事務局の椅子のお買い上げありがとうございます。座り
心地のいい椅子ですので、ぜひ事務局に座りに来てくだ

平成30年 3月15日
山岡

将人

安波

充也

●第二例会

さい。
箱﨑

誠二

くるしまライオンズクラブ設立25周年懇親会の席にて、

みかんちゃんのモノマネイベントのお手伝いをするこ

最後の景品が当たりましたのでドネーションいたしま

とになりました。皆さんも応援してください！

す。

本日、伊予銀行創業140年を迎えることができました。皆

篠宮

博幸

３月18日第37回ふくやまマラソンハーフに出場し１時

様に感謝するとともに、今度ともよろしくお願いいたし

間56分８秒で何とか完走しました。次は、５月３日の朝

ます。
門田 健一

霧湖マラソンハーフです。がんばりま～す！

薬物乱用防止特別研修部会として予定していた４か所の

田窪誠一郎

選挙会にて、会員委員長ご承認いただきました。ありが

訪問が終わりました。
ご協力ありがとうございました。
大澤

宅也

２月15日の45周年記念例会では、みなさまにはお世話に

とうございます。
阿部

国弘

４月８日の地区年次大会、当日出発の方、早起きさせて

なりました。
ありがとうございました。
篠宮

博幸

２月４日第56回えひめマラソンに出場しました。極寒の
中、４時間35分59秒でなんとか完走しました。怪我から
の復帰後、初フルマラソンでしたが、もっと練習を重ね

すいません。
分科会発表がんばります。
山岡

将人

本宮

光朗

17日、18日は福岡。23日、
24日は東京に行きます。
子ども2人がやっと社会人に。少しは楽になるのかな？
くるしまライオンズクラブ25周年記念例会にてアイロ

てがんばります。次は、３月18日のふくやまマラソン

ンが当たりました。子どもに取られました。合わせて次

（ハーフ）です！！
塚本真紀子

期会長としてもがんばります。

２月４日に開催された第56回えひめマラソンで、無事完
走することができました！

田窪誠一郎
中村

省司

今日は、みかんちゃんに会えました。
母が三途の川の川岸より無事帰ってきて、大好きな介護

平成30年 4月19日
片山

昭

事業資金獲得事業へのご協力、よろしくお願いいたしま

施設に帰ってきました。夏目さんご迷惑をかけると思い
ますがよろしくお願いいたします。
片山

昭

真木

一信

車を買ったのがバレたのでドネーションします。

髙橋

良幸

薬物乱用防止教室の講師デビューしました。

近藤

嘉男

記念誌に兄の孫が感想文を書いていました。

阿部

国弘

45周年記念誌、ご発注ありがとうございました。入稿が

す。
越智

祥文

100回連続出席できました。これもみなさんのおかげで

45周年記念誌へのご協力ありがとうございました。

ギリギリで、しびれましたが、記念例会当日になんとか

す。
もう少しがんばってみます。
篠宮

博幸

今年度、バスケットボールの上級審判の公認審査を受け
ることになりました。若い人に負けないようにがんばり
ます！

門田

健一

山内

誓

今年度、長女が小学校入学。次女が幼稚園入園しました。
４月28日（土）半島四国健康クリーンウォーキングとお
接待、多数のご参加ありがとうございます。

間に合ってホッとしています。
山内

誓

４月28日（土）半島四国健康クリーンウォーキングご協

小笠原

斉

地区年次大会楽しく参加させていただきました。阿部さ
んの講演勉強になりました。井出さんの講演聞けなく

力よろしくお願いいたします。
越智

人史

ことになりました。
平成30年度もがんばります！！
将人

井出

幸彦

て、
ごめんなさい。来年も参加します。

ごぶさたしております。来る３月26日に新しく障害児の
保育園をオープンするにあたり、落成式をとりおこなう

山岡

●第二例会

誕生日ドネーション
篠宮

３月は沖縄と北海道に行きます。

博幸
（4/2）

矢野

昭利
（4/2）

２月、３月、４月の３か月連続で、第1例会欠席させてい
ただきます。申し訳ありません。３月２～７日にタイへ
行ってきました。

誕生日ドネーション
尼田
壷内
安見

純子（2/21） 健康である事に感謝！！
また一年頑張ります。
和彦（3/3）
安波 充也（3/4）
富雄（3/12） 満83才になりました。

例 会 日
例 会 場
会
長
幹
会

事
計
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