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　平成最後の半島四国88ヶ所ウォーキング、昨晩

の大雨が嘘のように上がり、絶好のウォーキング

日よりとなった。わたしは毎回参加しているが、

今回はこの日のために夫婦でおそろいのシューズ

を新調する程の気合の入れようである。

　参加者は今治西高定時制、あすなろ学園、明徳

短期大学の生徒さんを含め70名余り。岡山理科大

学の学生さんがいなかったのが少し残念。われわ

れ夫婦は、2班で明短生と一緒の多国籍班。

コースも例年どおりで、海の交流センター前から、

八十八番長泉寺までの約12km。朝一番、瀬野邸

で最初のおもてなしを受け、そのあとも町民から

のおもてなしを受けながら、瀬戸内海を一望でき

る大角の鼻で昼食タイム。ここにはクラブメン

バーのお接待場があり、わらび餅、かしわ餅のお

もてなしを受けた。汗をかいた体を癒し、いざ

午後の部へと出発。瀬戸内海の潮風を受けなが

ら、来島大橋を左に見て歩く海岸線のコースは

絶景である。八十三番長泉鼻では、「ここは、坂が

きつい」と聞いていたので毎回棄権をしていたが、

今回はチャレンジ。中々おもしろい坂道にビック

リした。最終目的地の長泉寺でも最後のおもてな

しを受け、参加者全員で集合写真を撮ったあと解

散となった。

　今回おもてなしをしていただいた町民のみなさ

ま、お接待場を運営していただいたメンバーのみ

なさま、本当にありがとうございました。そして

お疲れさまでした。感謝。

2019.4.27 瀬戸のおもてなしを受けて 　　　　　　越智　祥文
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2019.3.24 句会ライブ

ライオンズクラブに入会して 宮側　浩一

ライオン・テーマー　樫田　憲和

　MC委員長より句会ライブの原稿依頼が

あり、とても困っています。昨晩食べた

物も思い出せないことがあるのに、2か月

前のことなど思い出せるはずがありませ

ん。実際どんな句を出したかも本当に思

い出せません。覚えているのは、ZCAの

平野さん、幹事の阿部さん、あと井出さんの3名が読み上げら

れたことと、最後の「また逢う日まで」のCDを行方不明にし

て、ZCAに迷惑をかけたことくらいです。ただ本宮会長が、夏井いつきさんを呼んで、合同例会を成功させ

たことは、本当に素晴らしいことです。奥様のおかげもあったのではと思いますが。

わたしは、今年の4月から伊予銀行日吉支店勤

務となり、同月より正式にライオンズクラブへ入

会させていただきました。

ライオンズクラブの存在は、以前より知ってお

りましたが、これまでは残念ながらライオンズク

ラブの具体的な活動の場に遭遇する機会がありま

せんでした。今後、活動に参加して行く中で、

「社会奉仕に精進する」というライオンズの誓い

を忠実に実行していきたいと思います。

わたし自身若いころは自分のことに精一杯で、

周りのために損得抜きに行動するということはな

かなかできませんでしたが、年齢を経るとともに

「私」から「公」のために何ができるかという考

えに変わってきました。

ライオンズクラブについてわからないことや知

らないことも多いですが、このクラブが益々発展

していくように、がんばっていきたいと思います

ので、どうぞこれからもよろしくお願いいたしま

す。
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2019.3.16 高岡アラートライオンズクラブさんのチャーターナイト5週年記念に参加して
会　長　本宮　光朗

　3月16日～17日、

三役プラス田窪さ

ん、別部隊の井出

さんと5名で高岡

アラートライオン

ズクラブさんの

チャーターナイト

5週年の記念式典に参加してきました。

　当日は朝早くしまなみ海道をわたり、山陽道か

ら播但道、舞鶴道、北陸自動車道を乗り継いでいき

ました。道中、小雨が時折ぱらつく日本海側特有

のちょっと憂鬱なお天気ではありましたが、びっ

くりするほど美味しくないお

蕎麦などをSAでいただきな

がら約9時間掛けて高岡に到

着しました。

　記念式典は近隣のライオンズクラブをはじめ、

弘前、松戸、郡山、東京、福井、岡山、呉など全

国各地から大勢のライオンが応援に駆けつけてい

ました。式典は粛々と進み、同じライオンズロー

アでも全国それぞれのやり方があるのだな、と感

心しながら懇親会へと会場を後にしました。

　懇親会ではホテルニューオータニならではのホ

テルディナーと能やマジックショーなどのアトラ

クションを堪能させていただきました。

　また、翌日には思いもかけずメンバーの方々に

「雨晴海岸」などの名所を

案内していただき、おまけ

にお昼までご馳走になって

帰路につきました。

　いまライオンズクラブの大きな役割として、災

害で困っている人々を助ける、ということがク

ローズアップされています。いただいた大鍋も活

用しながら、アラートに柔軟に対応できるクラブ

を目指していかないといけません。同時にこれを

機に、友好関係を他のクラブとも結び、外に向い

たクラブ運営もしていかなければならないと思っ

た、高岡への式典参加でした。

2019.4.7 ３３６－A地区年次大会 第４分科会～「ダメ。ゼッタイ。」を世界中の子どもたちに～
出席委員長　壷内　和彦

　当クラブが薬

物乱用防止教室

の事例発表を年

次大会の分科会

で発表させてい

ただいたのは、

これで3回目となります。1回、2回とL.篠宮さん

がおこない、今回は僕がおこなうこととなりまし

た。事のきっかけは、薬物乱用防止教室認定講師

の講演をさせていただいたときにお声かけいただ

きました。今までやってきたことだけに苦にも感

じず、ただひたすら寸劇をどのようにしようかと、

それだけを考えました。当日はみなさん真剣に聞

いている方が多く、劇団木村組（L.木村、L.篠宮、

L.渡邉眞、L.矢野和弘）の寸劇は笑いを取れるこ

となくいつものごとく、滑りまくりでしたが、当

日声をかけられ台詞のない木の役をやっていただ

いたL.門田くん、L.海原さんには個人的に爆笑さ

せていただきました。なんだかんだ言いながらも

みな、寸劇に出たいクラブ員の思いを再確認でき

た分科会でした。

　これからもこういった機会も増える中、新しい

役者や講師、なにより薬物乱用防止教室の更なる

進化を考え、今後も取り組んで行きたいと思います。
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2019.3.10 336-A地区合同アクティビティ（遍路道清掃）について
環境社会福祉委員長　越智　人史

　当日あいにくの小雨でしたが、なんとか最後ま

で天気ももってくれ、336A地区合同で、遍路道

清掃をおこなうことができました。今回当クラブ

は、泰山寺から栄福寺そして、泰山寺から南光坊

の2ルートに分かれて清掃活動をおこないました。

　私自身、遍路道を歩くのは、幼い頃に祖父母と

歩いて以来のことでしたので、久しぶりに歩いて

清掃をすると、子どもの頃の思い出がよみがえっ

てきました。世代を越えて、このきれいな遍路道

そして、文化・環境を残していくためにもこのよう

なアクティビティ

が今後もおこなわ

れていくことの大

切さを感じまし

た。

　新元号になっての最初のアクティビティは5月2日

市民の森の早朝清掃でした。

　大型連休真っ只中にも関わらず、多くのメンバーが

集まってくれました。1年一度の市民の森の清掃です

が、例年の様に新緑の若葉に包まれた広場では身も心

も洗われるような、清々しい気持ちになれます。とこ

ろが、お目当ての15周年記念事業の藤棚はというと、

今年は見ごろを過ぎたようで元気がありません。植樹

した時のように蔓が鉄柱を駆け上がる勢いが見えませ

ん。今後は活力を与える方法を考

えてもいいのかもしれません。

　4月におこなわれた半島四国お

遍路ウォークでは、藤の花が沿道

に咲き誇り、明徳短大の留学生に

も好評で、国際交流の場にもなり

ました。近年外国人旅行者も多く、

しまなみ海道を訪れるようになっ

ていますが、今治が誇る市民の森

を整備し、藤棚も立派な姿を再現

してくれれば、観光ルートに加え

ていただき市民にも喜んでいただ

けるのではないかと私は考えま

す。と、夢のような話にも花が咲

きましたが、清掃作業はほとんど

せず、サンドイッチに缶コーヒー

をいただき家路についた次第で

す。なんのこっちゃ？ 来年は一生

懸命清掃しますので、会長、今年

は許してください。

2019.5.2 早朝例会 　　　　　野間　道博
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幹　事　阿部　国弘
　長い一年が終わろうとしています。今期は45周年も終わ

りホッと一息のはずの年でしたが、蓋を開けてみると、岡

山理大獣医学部の移動例会に学祭出店、環境フェスティバ

ル出店、西日本豪雨被害災害ボランティア支援、高岡アラー

トライオンズクラブさんからの大鍋授与と記念式典出席、

それを使った今治中央ライオンズクラブの支援などなど新規の事業が目白

押しでした。また、本宮さん、片山さん三役でなんだかんだ理由をつけて

は飲みに出るという、肝臓を酷使した一年でもありました。

　いろいろとご批判もいただきましたが、楽しく充実した一年であったこ

とは間違いありません。次年度少しだけインターバルをいただいて、次々

期また三役で復活します。そのときの目標は「時間厳守」です。よろしく

お願いいたします。

ライオン・テーマー　樫田　憲和
　早いものでテーマーもあと残り2回となりました。元来、

人前で話すことが苦手な私がよく務まったと自分ながら思

います。最初のころは結構緊張して順番を間違えたり、人

の名前を読み違えたりしていましたが、年を超えるころか

らは、ある程度慣れて緊張せずにできました。しかし慣れ

ても間違いますから、司会はやはり向いてはいないと思います。「着席し

てください」も最後までスムーズに言えないのには、自分で自分にガッカ

リです。あと辛かったのは例会袋の入ったバッグの重さ。次期テーマーに

引き継ぐまでに何とかしたいと思います。とにかくあと2回がんばります。

　退任ご挨拶
会　長　本宮　光朗

　「新たな時代、深めよう奉仕の心」のスロー

ガンのもとスタートしました。7月早々西日本

豪雨災害に見舞われ予定にはありませんでした

が、災害ボランティアの方々への支援活動を実

施し、緊急支援の大切さを学びました。また、

ご縁があり高岡アラートライオンズクラブより炊き出し用の大鍋を

いただきました。今後の活動に有効利用していただければと思いま

す。

　例会においては、100％出席になった相互訪問例会、桜井海岸で

の家族例会、そして岡山理科大学獣医学部今治キャンパスでの移動

例会、ジャズ演奏を聴きながらの新年同伴例会など趣向を凝らした

例会ができました。門田計画委員長はじめ、委員会のメンバーには

一年間お世話になりました。

　事業資金獲得事業として、獣医学部ゆめいこい祭への模擬店では

予想をはるかに上回る人出で思っていた以上の利益を上げることが

できました。今治クリーンセンターでの環境フェスタでのフリーマー

ケットではおかげさまで完売しました。

　田窪会員委員長のもと3名の入会も達成できました。そのほかの

アクティビティも各委員長を中心に無事おこなうことができました

ことお礼申し上げます。

　ゾーン内では今治中央ライオンズクラブの周年事業の野球教室で

炊き出し支援、また、合同アクティビティの遍路道清掃をおこない

ました。そして合同例会での「夏井いつき句会ライブ」では非常に

盛り上がり有意義な合同例会ができました。少しでも近藤義男ZC

のお役に立てたかなと思います。

　元号も平成から令和にかわり、来期は篠宮会長を中心にきたる50

周年に向けて新しいクラブに改革を進めていただきたいと思いま

す。

　最後になりますが一年間、阿部幹事、片山会計、樫田テーマー、

福本テールツイスターの5役のみなさまには助けていただき本当に

お世話になりました。そして、メンバーのみなさまには温かいご理

解とご協力をいただき本当にありがとうございました。

2R-2Z ZC　近藤　嘉男
　昨年の1月ごろ越智英年さんからゾ－ンチェアパーソン

をやってくれないかと言われ、柄でもない大役を引き受け

たのを思い出します。4月の次期役員研修会から始まり、6

月に準備リジョン会議、次期リジョン会議、2R年次会合

など、数々の会合があり、7月に第1回キャビネット会議、

4クラブの例会訪問、8月にはゾーンチェアパーソンの大事な仕事である第

1回地区ガバナー諮問委員会があり、残り3回のキャビネット会議などが1

年間にあります。また、今期は3月に関野ガバナー提唱の「Project-S」遍

路道合同清掃があり、雨の中4クラブにて今治の6ケ寺を分担して行うこと

ができました。ご参加くださった皆様お疲れさまでした。

　また、2ゾーン合同例会では本宮会長の提案により、愛媛県出身の俳人、

夏井いつき先生をお招きしての句会ライブを開催し、4クラブの皆さまに

投句していただきました。

　1年のうちの11か月が過ぎ、あとひと月。最後のリジョン会議、ガバナー

諮問委員会を残すのみとなりました。

　最後になりましたが、ゾーン4クラブの三役をはじめ、クラブのみなさま、

色々とサポートしていただきましたアシスタントの平野さん、1年間ご協

力ご援助ありがとうございました。

会　計　片山　昭
　本宮会長、阿部幹事に助けられ、何とか一年間を過ごす

ことができました。

　久しぶりの地区年次大会、複合地区大会への参加、また

今まで対外的な活動の経験が少なかったのですが、高岡ア

ラートライオンズクラブのチャーターナイト5周年記念式

典への参加、そして初のスポンサーとして嶋村さんに入会していただくな

ど、新しいことにチャレンジできた一年間でした。

　本業の会計としては、厳しい予算の中で何とかやり繰りしましたが、会

員増強を本気で考えていかないと、今後は運営費も厳しくなってきます。

会費の検討も次期の課題となりそうです。次期もよろしくお願いいたしま

す。

テール・ツイスター　福本　琢美
　ひとつ、ライオンズとしてよう1年を過させてくれたな～。

ふたつ、色々な本を読み返すことができたな～。みっつ、

今治東ライオンズクラブ内規第12条、ファインおよびド

ネーションにな、ファインは1回500円までとし、同一例会

では2回を限度とする。ドネーションの金額は別にこれを

定めず寄付行為とみなし会員の自由とする。云々。でファインは罰金とし

てのイメージが余りにも強すぎるな～。almo box（献金箱）に入れるよう

な気持でお願いしたいものだな～。よっつ、話しよってな、名前や言葉（単

語）が思い出せんことが、多々あるのに気づかされたな～。いつつ、これ

で役目と共にライオンズを退くええ機会じゃと思ったな～。

　最後に、強引というか、好き放題というか、本当に自由三昧にさせていただ

いたことに対し、みなさま方に深く感謝申し上げる次第でございます。弥栄

退任の挨拶
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会員委員長　田窪　誠一郎
　本年度、目標の純増3名とはなりませんでし

たが、すばらしい3名の方に入会をしていただ

くことができ、心から感謝しております。今治

東ライオンズクラブとして発展を続け、地域へ

の奉仕の輪をいっそう広げていくためにも、会

員増強はとても大切なことです。

　次期久保委員長にバトンを渡しますが、これ

からも新会員の勧誘には努めていきたいと思い

ますので、みなさんもよろしくお願いいたしま

す。1年間本当にありがとうございました。

出席委員長　壷内　和彦
　クラブに入会し、早10年目となりました。今

回の出席委員会は初めてでして、諸先輩方のア

ドバイスや意見を聞きながら、委員会メンバー

の分担制を取り入れ、できるだけ負担が少ない

ように運営していく、それだけをテーマにおこ

なってきました。ところが、まさかの副委員長

骨折入院という事態が起こったり、ラッキー賞

の順番がズレ込む、回出席の表彰を忘れるな

ど様々なことがありましたが、それも委員会

の醍醐味として楽しませていただきました。

ちょっと物足りない感はありましたが、委員

会メンバーのフォローの中、、無事終えるこ

とができたことを感謝申し上げます。

計画委員長　門田　健一
　今期は、いろいろとご協力いただき、ありが

とうございました。月2回の例会に追われてし

まい、充分なことができませんでしたが、夏の

BBQ大会・新年家族例会の余興など、私のア

イデアを尊重していただきました。当たり前の

事ですが、自分だけではどうにもならないこと

も、誰かに話せば道は開けてくる。ということ

を実感させてもらった1年間でした。皆さん、こ

れからも頼りにしてます！

財務委員長　山岡　将人
　今期、加計学園学園祭とバリクリーンフリー

マーケットの事業資金獲得事業にて、みなさん

のご協力ありがとうございました。次期の財政

も大変厳しいと思われます。

　会員の増加、会費の見直し等ご協力お願いい

たします。

MC委員長　尼田　純子
　一年を振り返って、あっという間でしたが、

今期念頭に思っていたこと... 対外的に情報を発

信していくという課題は、残念ながら何も進ん

でいませんが、一つひとつ提案し、問題点や方

法を探ることでまた新たな方法として次に繋

がったのではないかと、次期委員長に託したい

と思います。力不足ではありましたが、クラブ

全体の源となる大切な役割である委員会の活

動に参加させていただき、ありがとうござい

ました。

青少年育成委員長　山内　誓
　残り1ヶ月余りで退任する時期になりまし

た。今年1年間、会長、副会長をはじめ多数の

クラブメンバーの方々からアドバイス、ご協力

をいただき何とか職務を進めることができまし

た。

　西高定時制生活体験発表会、秋季大運動会、

ひよこ園クリスマス会などなど、どのアクティ

ビティも思い出深いです。障がいを持つ小さな

子どもさんたちと接する時の繊細な配慮という

ものもあらためて学びました。みなさまがたの

多大なるご理解とご協力、本当にありがとうご

ざいました。

保健委員長　矢野　和弘
　何もわからないまま決められた日時に決めら

れたことを遂行する一年となってしまいました

が、少しは今治東ライオンズクラブの雰囲気、

流れが分かってきたように思います。この一年

の経験を来期以降の活動に生かし役立てていき

たいと思います。

　最後にみなさまの多大なお力添えに深くお礼

を申し上げて、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。

環境社会福祉委員長　越智　人史
　1年間皆様にご支援をいただき無事に任務が

終わろうとしております。振り返ると、委員長

を仰せつかってから、右も左もわからないま

ま、この一年を何とか乗り切ることができまし

た。特に、委員長として初めての大きなイベン

トだったカッター大会では、今年勝利を挙げる

ことができました。また、大笑い（？）もとり

にいくことができました。

　いろいろと至らない点が多々あったとは思い

ますが、これも、会長をはじめとするみなさま

のフォローのおかげだと感謝申し上げます。あ

りがとうございました。

　次年度の目標は、委員会に積極的に参加する

とともに、カッター大会に向けての筋トレもが

んばります！

IT推進チームリーダー　井出　幸彦
　IT推進チーム委員長、2R担当委員、キャビネット副幹事をさせていた

だいて、早1年がたとうとしています。念願のMyLIONのリリースがあり

ましたが、普及が進んでおりません。今後は必須アイテムになってくると

思われます。ぜひとも登録お願いいたします。

　年次大会選挙の資格審査は計画通り改善できましたが、以前から問題と

なっておりました個人認証をシステムに取り入れることが来期までには準備する必要があ

ります。

　そろそろ次期が動き出して、引継ぎを残す時期ですが、ガバナーが決まっていないた

め、次期キャビネットのすべての業務がストップしており、その対応は今期キャビネット

で軌道に乗るまで対応する必要があり、気が抜けない状態です。

　今期、みなさまのご協力により大過なく務めさせていただきましたことに感謝いたしま

す。ありがとうございました。

ZCA　平野　義文
　一昨年、近藤嘉男ZCより突然の連絡を

受け断る勇気もなく（笑）、今期のZCAの役

職を受けましたが、もちろん初めてのこと

なので数々の不備やご無礼なこともありま

した。この場を借りてお詫びいたします。

それでも近藤ZCや本宮会長をはじめ三役のみなさま、サ

ポート委員会のみなさま、塚本事務局員を始め関係者のみ

なさまのおかげでZCAの役職を終えることができそうで

す。大変勉強になる一年になりました。本当にありがとう

ございました。
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平成31年 4月18日　●第二例会
田窪誠一郎 孫娘が小学校に入学しました。

大澤　宅也 娘が無事今春、大学に進学できました。

木村　弘宣 年次大会での寸劇、がんばりすぎてしまいました。

ナース（役 木村）がうるさいとおこられました。す

いません。

篠宮　博幸 いよいよ、次期の準備に入りました！ ご協力をお願

いします。それと、5月3日に西予市で開催の朝霧湖

マラソン（ハーフ）に出場します。今シーズン最後で

す。がんばリます！！

中村　省司 長女が無事大学に入学できました。これからオレンジ

フェリーを使っての京都通いが始まります。

渡邉　　眞 2人の娘も、就職、進学し、新しい生活が始まりまし

た。

久保　智秀 孫が小学校へ入学、幼稚園へ入園しました。

山内　　誓 嶋村様すばらしい卓話をありがとうございました。

箱﨑　誠二 2か月半待ちでやっと新車が来ました。

平成31年 3月7日　●第一例会

令和元年 5月16日　●第二例会
樫田　憲和 またやってしまいました。最後にしたいです。

篠宮　博幸 5月3日第28回四国西予朝霧湖マラソンハーフなんとか

完走しました。昨年の豪雨災害で大きな被害が出たに

もかかわらず、地元の方々の温かい声援とおもてなし

に感動しました。

田窪誠一郎 今年も神輿が担けました。

尼田　純子 令和元年5月1日付で所長に就任いたしました。何事も

お役にたてるようがんばります。今後ともよろしくお

願いいたします。

田中　秀彦 遅まきながら、入院中に孫ができたことを報告いたし

ます。男児で生晴（みはる）と名付けられました。

海原　泰治 半島四国お疲れさまでした。2万歩歩きました。とて

もよかったので勢いで四国88ヶ所の一番から八番まで

行ってきました。

阿部　国弘 先日の波方町半島四国お遍路ウォーク、愛媛新聞の記

事でうちの奥さんの写真が載っていました。

山内　　誓 糖尿病、ドカ食いするよりドネーション。

片山　　昭 サイボウズ・アワードを受賞しました。 

村瀬　牧男 「半島四国88ヶ所巡り」にご協力ありがとうございま

した。

次期三役（会長 篠宮博幸、幹事 真木一信、会計 山岡将人）

次期の準備が始まりました。理事、各委員長のみなさ

ま、昨年はお疲れさまでした。引き続きよろしくお願

いします。 

平成31年 4月4日　●第一例会

誕生日ドネーション
矢野　昭利（4/2） ……★体にガタがきています。

篠宮　博幸（4/2）　　越智　人史（4/21）

髙橋　良幸 L.田中の無事退院を祝して！！

田窪誠一郎　田中さんの全快復帰をお祝いして。

門田　健一 ゲスト卓話での体操、お疲れさまでした。少しは、元

気になりましたか？ 

篠宮　博幸 16年間指導しているミニバスケットボールのチームが

今治での全ての大会を優勝で一年間を終えることがで

きました！ 来年度もがんばります！！

壷内　和彦 息子が無事、出雲の富士通に就職が決まりました。あ

りがとうございます。

田中　秀彦 4か月半入院しておりましたが、恥ずかしながら帰っ

てまいりました。またよろしくお願いします。

夏目　幹男 一番目の孫が「お受験」合格しました。 

井出　幸彦 3月16日、高岡アラートLC5周年記念式典へ行ってき

ます。片道600km、着けるかしら？ 

近藤　嘉男 孫2人、長男の娘は明徳中に、長女の次男はスポーツ

推薦で済美高校に合格しました。

篠宮　博幸 この度、東予ミニバスケットボール連盟の会長引き受

けることになりました。ミニバスに従事して17年最後

の務めだと思ってがんばります！！

田窪誠一郎 宮側さんのご入会を記念して

樫田　憲和 越智人史さんゴメンナサイ

樫田　憲和 福本さんゴメンなさい

野間　道博 欠席につき、気持ちだけ

箱﨑　誠二 宮側さん入会おめでとうございます。田窪委員長ご苦

労さまです。

海原　泰治 先日の合同例会では、ライオンズの誓いを間違えると

いう失態をやってしまいました。自分で気付いていな

いので、今だに信じられません。これからも社会奉仕

に精進してまいります。

阿部　国弘 本日、松山でどうしても休めない勉強会があるので早

退させていただきます。あとのことは、真木次期幹事

にお任せします。

片山　　昭 宮側さん入会おめでとうございます

山内　　誓 宮側さん、ご入会おめでとうございます。

平野　義文 合同例会で司会がぐだぐだな上に、俳句で特選をいた

だきました。合わせてドネーションさせていただきま

す。

井出　幸彦 欠席、申し訳ありません。夏井先生に「才能あり」と

言っていただきました。ありがとうございました。

本宮　光朗 宮側さんのスポンサーをさせていただきました。今期

3人目で会長としてもホッとしています。

近藤　嘉男 皆様のおかげで合同例会を無事、おこなうことができ

ました。ありがとうございました。

誕生日ドネーション
片山　　昭（5/10）……★62才になりました。

平野　義文（5/15）
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