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箱﨑さん追悼

故 箱﨑誠二さんを偲んで
会　長　篠宮　博幸

　突然の出来事で今でも信じられないですが、大

切な人を失いました。私がクラブに入会した頃、

話す相手のいない時、いつも笑顔で話しかけてく

れたのは「箱さん」でした。夜の例会や懇親会では、

いつも楽しくお酒を飲み、その場を盛り上げてく

れました。特にバレー同好会では、真夏の暑い日

も真冬の寒い日も一年中共に汗を流し、声を掛け

合い2Rスポーツ大会での優勝を目指して練習し、7

連覇できたのも箱さんのおかげだと思います。と

ころが、ある日寂しそうに「病気の療養のためバ

レーに行けんようになった」と話しました。「また、

治ったら一緒にやろや」って言ってたのに、だんだ

ん体調が悪化して入院することになり、退院した

時は10キロ以上も体重が減り自力では歩けなく

なっていました。その時の言葉が「自分がこんな体

になるとは思ってもみなかった。みんな健康診断

を受けよ」でした。今でも着物姿の箱さんが浮かび

ます。向こうではあまり飲みすぎないように楽し

い箱さんでいてください。さようなら。

箱﨑君を偲ぶ 　　安見　富雄

　君とは親子ほども年齢差があるということもあり、今治

東ライオンズクラブに入会されてからお付き合いが始まり

ました。すごくパソコンが得意で、よく教えてもらい助か

りました。

　二年程前に間質性肺炎のため、愛大病院へ通院している

ことを知りました。さらに肺腺癌が見つかりましたが、新

しい免疫療法の薬ができて、治療に専念し腫瘍マーカーも

下がり安定して体調も良いと喜んでいた矢先でした。この

一か月くらい前より少し調子が悪くなり、土曜日の夕方救

急車で病院へ。翌、日曜日には亡くなったことを知り、あ

まりのことに驚いてしまいました。今の時期のこと、お見

舞いも最後のお別れもできずとても残念でなりません。

　時には和服姿で例会に現れ、いい笑顔の君しか思い浮か

びません。いい奴ほど人生は短い。箱ちゃん、どうぞ安ら

かにお休みください

　　平野　義文

　訃報のFAXに気が付いたのが深夜1時。箱﨑さんが会長、

わたしが幹事のときなら、とんだ失態だと思いながら訃報

を読んだのを思い出します。

　箱﨑さんが2016-2017年度の会長を務める時に幹事のオ

ファーをいただきました。一貫して「あなたの好きなように

していいから」の一言で自由に振舞わせてもらったように思

いますが、陰では即座にフォローしてくれる視野の広い調

整力のある大変やさしい方でした。迷惑をかけながらも幹

事としてやってこれたのも、箱﨑さんが会長だったからだ

と思います。そんな箱﨑さんへ最後の一言は「ご冥福をお祈

り申し上げます」よりも「ありがとうございました」がいいで

すよね。

バレー同好会より
バレー同好会キャプテン　門田　健一

　箱さんは、チームにとって大きな存在でした。

年齢を感じさせない俊敏な動き、鋭く落ちるアタッ

ク、特にサーブは今治東ライオンズクラブの最大

の武器で、そのおかげで僕たちは何度も楽に勝た

せてもらいましたね。今までの対戦相手にこれだ

け質の高いレフティはいませんでした。さらにムー

ドメーカーでもあり、誰かのミスは「だぁいじょう

ぶやって！」と言い、自分のミスは「あちゃ～！」と

言って場を和ませてくれていました。

それだけに、体調不良でスポーツ大会へ参加でき

なかった時は、負けて連覇は途切れちゃいました

ね。箱さんがいればきっと結果は違ったと思いま

す。

　これからもバレー同好会は続きますので、負け

そうな時は雲の上からちょっと助けてくださいね、

よろしくお願いします。それでは、安らかにお眠

りください。今まで、ありがとうございました。
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　コロナの影響が全国各地に広がり、ニュースでも取り

上げられている各業種や企業の特別措置。私どもの飲食

業界はニュースで話題となりましたが、感染者の来店や

20名の宴会での感染拡大が取り上げられ、客足は遠のき、

政府の意向により営業時間の短縮や自粛を要請されまし

た。コロナ感染者の多い松山市でも70件以上の廃業を余

儀なくされ、今治でも既に廃業ラッシュが始まっており

ます。

　自社でも業績は昨対の20％ほどの売上げとなり、あり

とあらゆる手段を講じ延命処置を施していると同時に、1

店舗でも生き残れるよう、他店舗への対策とアドバイス

をおこなっています。

県内初のタクシー配送！
河南タクシー×つぼ吉

（今治東ライオンズ　メンバーズコラボ）

　4月上旬、平野さんからタクシーでの配送をやってみる

とのご提案いただきました。当時、SNSによるテイクア

ウトサイト「バリメシテイクアウト」の立ち上げの相談も

受けており、丁度テイクアウト配送の仕組みを作る為ウー

バーイーツの代理店申請をおこなっていました。

　このタイミングで、しかも同じクラブメンバーとのコ

ラボ、そして何より、タイミングのいい国土交通省の施

策！　全てがマッチした中、「高齢者、家事や育児で忙し

い主婦、時間の取れない方」など今だからこそ地域に恩返

しを！　そんな思いの中、おこなわれました。

　もちろん観光業界の売上げはゼロ！　タクシー業界も

低迷。自社が大変な時に、旧今治市内は500円、旧越智郡

は900円。そんなL平野さんの心意気に感動と元気をいた

だきました。

　ゴールの見えないマラソンだからこそ、共に手を繋ぎ

苦境を笑顔で乗り越えたいですね！！

バリメシ
テイクアウト

次回は、イオンやフ

ジで多数の飲食店に

よる、テイクアウト

販売スペースをつく

ります。
5 月 4 日発行　愛媛新聞

共に切り抜けるコロナ対策!! 青少年育成委員長　壷内　和彦

コロナ対策①
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　新型コロナへの対応について、地元福祉施設の取り組

みについてご報告させていたきます。特に当法人の福祉

施設をご利用されている方々の中には、重度の障がいや

疾患を抱えている方が多く、そのため万が一、新型コロ

ナが施設内で発生した場合、容体が急変してしまうリス

クが非常に高い方々も多くいらっしゃいます。

　当法人では、コロナに罹患するリスクを最小限にする

べく、基本的な厚生労働省から出ている福祉・医療施設

の指針に沿った予防対応はもちろんのこと、合わせて実

際に罹患者が出た場合の感染状況のレベル別での対応方

法を事前に策定しております。そのうえで初動をいかに

迅速に適切に対応できるかが重要です。

　また、スタッフ一人ひとりへの新型コロナへの対応方

法の周知についても、このような状況下ですので、研修

会は開かず、自社の動画チャンネルを開設し、自作動画

での周知をおこなっております。またZOOMを活用し、

対策本部の設置、研修会の実施をしております。

このような状況だからこそ、文章やメールだけでなく、

顔が見え、すべての人にわかりやすく、コロナにおける

対応方法がしっかり伝わるような周知方法をと考えての

ことです。

　このコロナを機会に、当法人内でも「変化」がおきてき

ております。今までは、緊急性のある重要な目先のこと

ばかり対応していました。それはそれで重要なのですが、

しかし、最近ではそれぞれが空いている時間をみつけ、

ZOOMで話し合いをし、これまで検討できていなかった

緊急性はないけれど、重要なことについても考えること

ができるようになってきております。

　この100年に1度と言われる状況の中で、一人ひとりが

コロナが収束した先の未来ことを考えることができるよ

うになれば、様々な課題を見直すきっかけになっていく

のではないかと考えております。

　なんとか、みなさまとこのコロナを乗り切った先に、

明るい未来をつくれるように一丸となって努力していき

たいと考えております。

　新型コロナウイルスの影響で、大きく仕事に影響を受

けている事と思います。幸い今治市はまだ感染者が出て

いませんので仕事も何とかできていますが、東京などは

大変な様です。

　みなさんの大好きな濃厚接触を削減するために、急に

ソーシャルディスタンスとかテレワークとか在宅勤務と

かが言われるようになってきました。

　働き方改革の一環として数年

前から注目されていたテレワー

クは、一部の先進的な企業を除

くとほとんど普及していません

でしたが、今回のコロナの影響

で急に注目を浴びてきていま

す。テレワークとは、情報通信

技 術（ICT = Information and Communication Technology）を

活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のこ

とで、「tele = 離れた所」と「work = 働く」をあわせた造語

です。

　実際にテレワークをおこなうためには、下記のような

ツールや環境が必要と言われています。

①自宅や外出先からも会社のシステムにアクセスできる

リモートアクセスやインターネット経由で社内LANに

接続できるVPN（Virtual Private Network）環境。

②パソコンや携帯の端末に関係なくメールが閲覧できる

Webメール環境。

③社員のスケジュールや情報が共有できるグループウエ

アシステム。

④事務所に集合せずにミーティングをおこなうためのテ

レビ会議システム、等々。

　先日、理事会終了後に有志メンバーでテレビ会議シス

テム「Zoomミーティング」の勉強会を行いましたがいかが

でしたでしょうか？

　テレワークなどはまだまだ他人事、と思われている方

もいるかもしれませんが、一度使いだすと結構便利に利

用できます。コロナ騒動が治まっても以前の様には戻ら

ないと思います。CDが発売されて数年でレコード消えて

しまったように、また最近ではそのCDすらも買わなく

なったように、もしかしたら10数年後には「2020年のコロ

ナ騒動をきっかけにウチもIT化したんやね～」と言ってい

るかもしれません。

　ピンチはチャンスと捉えて、この機会にオフィスのIT

化にチャレンジしてみませんか？

コロナ対策について 　　越智　人史

濃厚接触控えていますか？ 第二副会長　片山　昭

コロナ対策②
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　みなさま方におきましては新型コ

ロナウィルス対応、本当にお疲れさ

まです。自粛要請も緩和され、徐々

にではありますが、明るい兆しが見

えてまいりました。収束するまでが

んばっていきましょう。

　さて、事務局より銀行におけるコ

ロナウィルス対策をとのご依頼がありましたので、参考

になればと思い以下ご紹介させていただきます。

　まず店舗対策としてATM、ロビーにおける1メートル

間隔の保持、また窓口では飛沫感染防止シートの設置、

アルコール消毒液の入り口設置をおこなっています。

　次に勤務対策として在宅勤務の活用、出勤前の検温実

施、営業用車両での通勤、不要不急の訪問の自粛、昼食

の原則禁止、更衣室（特に女性）利用制限等をしています。

　最後に当行では各種新型コロナウィルス対策としての

ご融資の相談を受け付けております。未曽有の事態にお

いて当行も精一杯地域のために貢献する所存ですので、

いつでも担当店にご相談いただければと存じます。

新型コロナウイルス発生に伴う支援体制について

　本年一月頃より新型コロナウィルス感染症の蔓延によ

り、クラブ運営に多大な支障をきたしている事と存じま

す。高知キャビネット準備事務局におきましても、4月か

ら6月にかけての各種会合、研修が一同に会して行うこと

が困難となりました。従ってRC研修は4月末に、ZC研修

は5月に、各委員会研修は6月初旬にウェブ会議（ズーム）で

行うことと致しました。また三役スクールはYoutube（限定

付き）で発信させて頂きますので宜しくお願い致します。

　クラブ役員の方、事務局員の方々には不慣れでご迷惑

をおかけ致しますが、IT導入の良い機会とお考え頂き、ご

協力宜しくお願い致します。

　新型コロナウィルス感染症の影響で職種により、大幅

な減収になり会員の減少が危惧されますが、ここで知恵

を出し合い、コミュニケーションを計り会員減少を食い

止めて頂きますようお願い致します。皆様どうかお体ご

自愛いただき、今後共宜しくお願い申し上げます。

「相談窓口」
の設置

　全営業店に設

置しており、事

業者さまの経営

相談・資金繰り

相談等に対応し

ます。

「経営相談受付窓口（土日・
祝日）」の設置

　事業者さまの資金繰りなどの新型

コロナウイルスに関する経営相談が

土日・祝日も可能となるもので、上

記「相談窓口」とあわせて、事業者さ

まの不安解消や迅速な経営サポー

トに取り組んでまいります。

「個人向け相談窓口」の
設置

　新型コロナウイルス拡大に

よるイベントの中止・延期や

休業等での収入の減少など、

直接的・間接的に影響を受け

られました個人のお客さまの

ご相談にお応えします。

「事業者さま向け融資商品」
《いよぎんスペシャルファンド・フェニッ

クス2 新型コロナウイルス拡大に伴う特別

支援融資》

運転資金および設備資金

融資金額　1,000万円以上2億円以下

融資期間　1年以上7年以内

融資利率　当行所定利率から0.1％引下げ

　　　　　（固定金利）

コロナ対策と支援 　　宮側　浩一

高知キャビネット準備事務局近況報告と
各種研修予定のお知らせ 地区ガバナーエレクト　酒井　公一

コロナ対策③
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退任の挨拶
会　長　篠 宮 　博幸

　大変お世話になりました！！

　「襷 で 繋 ぐ　物 よ り 心 で　We 

Serve」を会長スローガンとして、一

本の襷をメンバー一人ひとりのご

協力で繋いでまいりました。新しいアクティビティ

もチャレンジすることができ、薬物乱用防止教室

では過去最高数の学校へ訪問し、まさに工夫とひ

らめきで即行動（don’t think feel）と感じるままに半

期を突き進んできましたが、今年2月からは、新型

幹　事　真木　一信

　五役のみなさま、理事会メンバー

のみなさま、各委員会の委員長副委

員長のみなさま一年間お疲れさまで

した。終わってみれば、あっという

間の一年間でした。一年を振り返る

と、新しいアクティビティとして『動物ふれあい教室』

を開催できたことは50周年に向けて良い礎を築くこと

ができたと思いますし、数多くの『薬物乱用防止教室』

を開催することができました。

　幹事として様々な活動に参加することができ、有意

義な時間を過ごすことができたと思います。中でも、

心に残ったのは故箱﨑誠二さんとのお別れでした。闘

病中でも、携帯用酸素を持ち込んで例会に笑顔で出席

されていたのはこれからも忘れることができない思い

出です。亡くなられて奥さんとお会いし、箱﨑さんが

ライオンズクラブの活動が心底好きだったことをお聞

きし、自分はまだまだだなと反省しました。

　一年間、幹事の仕事からいろんなメンバーの様々な

面を見させていただいたことは、これからのライオン

ズ活動に活きると思います。一年間本当にお世話にな

りました。

会　計　山岡　将人

　多くの人が今治東ライオンズクラ

ブを去り、篠宮会長、真木幹事、会

員委員長はつらい思いをされたと思

います。

　わたしは何のお役にも立てず、歯

がゆい思いで見ているだけでした。新型コロナウィル

スが猛威をふるい、例会、行事等中止にせざるをえず、

メンバーのみなさまにご迷惑を掛けっぱなしの一年で

ありました。

　次年度に新入会員が多く加入することをお祈りしま

す。ありがとうございました。

ライオン・テーマー　海原　泰治

　最初は緊張の連続で何度も失敗し

ました。中でも「めんたいマルシェ」

のミスは忘れられません。1回終わる

たびに、あと何回、あと何回とカウ

ントダウンしていました。しかし、

残りの方が少なくなったころから、新型コロナウイル

スの影響で例会が開催できなくなり、心なしか寂しい

思いをしました。残り全部開催できたとしても4回しか

ありません。一向に上手くはなりませんでしたが、充

実した例会になるように、最後まで精一杯務めさせて

いただきます。

　最後になりますが、重たい資料やプロジェクターを

事務局から運ぶのを手伝っていただきましたこと、例

会のスムーズな運営にご協力いただきましたことに厚

くお礼申し上げます。本当にありがとうございました。

テール・ツイスター　木村　弘宣

　自分にとってこの役職だけは避け

たいなと思っていたのがテールツイ

スターでした。もともと喋りが得意

な方ではないし、また豊富な話題が

あるわけでもない自分に務まるのだ

ろうかと本当に不安な日々が続きました。篠宮会長か

らはツイスターの時間で出すクイズについては、石屋

なんだから石に関することでいったらとアドバイスを

受けましたが、これがなかなかクイズにならない。困っ

たなと悩んでいた所に、ニュース番組でハヤブサ2の話

題があり、石の起源は宇宙にあることに絡めて、今期

は宇宙および天文学に関するクイズでいこうとなりま

した。クラブメンバーのみなさんにもわりと好評なの

かなと、自分なりに手応えを感じながら、獲得ファイ

ンの目標額20万円に向けてクイズ作りに励んでいた所、

ニュースに占める、新型コロナウイルス関連の話題が

どんどん増えていき、例会はなくなり、私の出番もな

くなってしまいました。なんとなく寂しい結末になり

そうですが、自分にとっては良い経験ができたと思っ

ています。みなさんのご協力に感謝いたします。あり

がとうございました。

コロナウイルスによる影響で一気にトーンダウン

し、すべてのアクティビティやクラブの例会すら

も自粛となりました。また、前期で6名が退会し、

後期は会員増強を最重要課題として取り組むとこ

ろ出鼻を挫かれました。志半ばで次期へと引き継

ぎますが、前会長として職務を全うしていく所存

です。改めて会員みなさまのご協力ご支援に感謝

を申し上げ、退任の挨拶とさせていただきます。

本当にありがとうございました。
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会員委員長　久保　智秀

　激動の一年が終わろうとしていま

す。L.箱﨑の体調不良で一年繰り上

げで会員委員長を拝命して以来、年

度当初から退会者が続出… 篠宮会長

には大変申し訳なく、委員長として

力の無さを痛感いたしました。予定

していた新会員も今の新型コロナウ

イルス感染症の影響で入会にはいた

らず、また退会は免れたものの会員

種目の変更で正会員の数は大幅に減

少してしまいました。

　現在、世の中は大変な状況です

が、次期本宮委員長を影ながら応援

し退会防止、会員増強に努めたいと

思っています。

　会員委員会の一番の役割「会員増

強」を果たせず、本来なら責任を

取って・・・・というところです

が、責任を取って、もう何年かメン

バーとしてがんばっていこうと思い

ます。一年間ありがとうございまし

た。

出席・計画委員長　大澤　宅也

　2019年、春。真木幹事より計画委

員長就任依頼の連絡があり、簡単に

引き受けたものの、いざフタを開け

てみれば今年度から出席委員長を兼

任すると知り、キツネにつままれた

ような感じで出席・計画委員長とし

て7月より走り出しました。

　10月の早朝清掃例会が台風の影響

で織田ヶ浜から市民の森に変更と

なったり、4月の花見例会が会場の都

合がつかなくなり、中止となった

り、コロナウィルスの影響で合同例

会、地区年次大会、5月早期清掃例

会、いくつかの通常例会が中止とな

るような異常な一年間でした。

　会長をはじめ、五役の方々に助け

られ何とか無事一年間終えることが

できました。ありがとうございまし

た。

財務委員長　阿部　国弘

　今期の財務委員会の活動は前半、

事業資金の獲得事業として、いまば

り環境フェスティバルでの休眠品の

販売、明短マルシェ出店、そして赤

字決済となってしまった岡山理大今

治キャンパスのゆめいこい祭出店の3

事業でした。獲得資金は5万円弱で全

然資金調達にはなりませんでした

が、どの行事も天気だけはよく、メ

ンバーやご家族の積極的な参加で、

連帯感のある活動ができたと思って

います。

　後半は会員数が激減する中、会費

の値上げの資料作成が主な仕事とな

りました。こちらもメンバーの意見

をいただきながら、無事にクラブ始

まって初の会費値上げに至りまし

た。ご協力に感謝申し上げます。

　最後に月例会と称した高額な親睦

会にご参加いただいた、財務、会員

の委員会のみなさまならびに五役の

方々にお礼を申し上げ退任の挨拶と

いたします。

MC委員長　渡邉　眞

　いつもながらですが、ようやく流

れをつかみ始めたころに、一年が終

わっていきます。今年は特にコロナ

ショックにより、終盤はアクティビ

ティが実施されず、広報活動もでき

ませんでしたが、そんな中でもやれ

ることがあったのではなかろうかと

反省しております。

　何とか6回の会報誌はみなさんの協

力で発行できましたが、阿部さん任

せになったり、情報発信やSNSの活

用など、中途半端に終わってしまい

ました。チャンスがあれば次回リベ

ンジしたいと思います。

　原稿投稿いただいた方、委員会の

先輩方、会報誌を楽しみにしていた

だいた方々、ありがとうございまし

た！

青少年育成委員長　壷内　和彦

　昨年、会長から委員長と同時に、

継続できる新事業を依頼されまし

た。県内における社会的問題と青少

年育成を掛け合わせた「ふれあい動

物体験」の実施は、子どもたちの笑

顔はもちろん、命の大切さや慈愛の

心を伝えれる、素晴らしいアクティ

ビティだったと感じております。何

より委員会メンバーの協力体制の凄

さに感動しました。2転3転変わって

いく段取りに、文句も言わず手伝っ

ていただけた委員会や現場で子ども

たちや動物とふれあい、参加してく

れたクラブメンバーに感謝申し上げ

ます。来年度は是非、獣医大学生も

参加してもらいたいです。

保健委員長　尼田　純子

　今期、保健委員会では薬物乱用防

止教室開催を中心に活動させていた

だきました。

　市内小学校15校　中学校4校　高校

1校　計20校とたくさんの依頼を受

け、クラブメンバーみなさんの深い

ご理解と多忙なお仕事の調整など、

ご協力をいただきながら活動ができ

たことに心から感謝しております。

　ダメ。ゼッタイ。を合言葉に記憶

に残る活動をモットーに進めてきま

したが、そんな中この度の新型コロ

ナウイルスの緊急事態宣言を受け、

残り2校開催に向けての状況を見守っ

ている状態です。

　あと2校ではありますが、次の世代

を担う子どもたち一人ひとりにとっ

ては、将来にかかわるとても大切な

機会であり、私たちは薬物乱用を未

然に防ぐ正しい知識を普及させるこ

との責任と使命感を持って、全ての

子どもたちに平等にその機会を作っ

ていかねばなりません。世界的な緊

急事態が一日も早く収束し、これか

らもクラブとしてのこの活動が末永

く続いていくことを願っています。

環境・社会福祉委員長　門田　健一

　ご協力ありがとうございました！

　環境・社会福祉委員会としては、7

～9月の間にアクティビティが集中し

ていました。来島会夏祭りへの出

店、平和の鐘を鳴らす式典、市民

カッター大会、献血活動。雨に悩ま

されたところもありましたが、どれ

もみなさんの献身的なご協力によっ

て良い結果で終われたと思っていま

す。締め括りとなるはずだった、半

島四国お遍路クリーンウォーキング

は中止となり残念でしたが、来期に

はできると信じています。

　最後に、委員会での話し合いに参

加してくださった方々、ありがとう

ございました。私が委員長を一年間

全うできたのはみなさんのおかげで

す。今後ともよろしくお願いいたし

ます。
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誕生日ドネーション

篠宮　博幸（4/2）　越智　人史（4/21）

令和元年 4月2日　●第一例会
片山　　昭 コロナが早く治まりますように！

髙橋　良幸 辰ノ口公園の桜がやっと満開になりました。
世の中と逆で少し遅かったかな？

渡邉　　眞 今回も原稿ありがとうございました！

山岡　将人 もう、バカ殿が見れなくなってしまった。さ
みしい。アイーン。

真木　一信 みなさん、コロナ対策がんばりましょう！

木村　弘宣 無事、子どもたちの入試も終わりましたが、
コロナウイルスのことが心配です。

渡辺　健三 ただただみなさまに“感謝”を申し上げま
す。ありがとうございました。

久保　智秀 先日の2R親善ボウリング大会で特別賞（26
位）当日賞をいただきました。賞品と同額を
ドネーションします。

山内　　誓 疫病が早く終息しますように。

篠宮　博幸 3月30日長男夫婦に第一子長女が誕生しまし
た！初孫で～す！ すくすく元気に育ってほ
しいと願いドネーションします！！

近松　徹也 グループホーム、もう一棟追加が完成しまし
た。まだまだ人生終了とはいかない様です。

海原　泰治 3月31日をもって無事定年退職しました。42
年間よくがんばったものだと思います。みな
さんに助けられたおかげです。高齢再雇用と
してひき続き働きます。よろしくお願いしま
す。

誕生日ドネーション

片山　　昭（5/10）　平野　義文（5/15）

令和元年 5月21日　●第二例会
尼田　純子 入会間もないころに、次期会長の箱﨑さんか

ら声を掛けていただいて、右も左もわからな
いまま一緒にライオンテーマとして活動させ
ていただきました。優しい笑顔しか思い浮か
びません。箱﨑さんありがとうございまし
た。

山内　　誓 新型コロナが早く終息に向かいますように。

真木　一信 箱﨑誠二さん、心よりご冥福をお祈りいたし
ます。

海原　泰治 箱﨑さんありがとうございました。

片山　　昭 2人目の孫が先月生まれました。この時期で
すので心配していましたが、母子ともに元気
です。

篠宮　博幸 12年ぶりにわが家の自家用車を買い替えまし
た。車の進化に驚きながら、楽しみたいと思
います！！

近藤　嘉男 孫が同志社大学法学部に入学しました。オン
ライン授業中です。

井出　幸彦 先日、無事に第1回準備理事会が終了しまし
た。ありがとうございました。

夏目　幹男 コロナによろけながらも4期連続黒字決算で
きました。感謝！

誕生日ドネーション

壷内　和彦（3/3）　安見　富雄（3/12）

令和元年 3月5日　●第一例会
本宮　光朗 呉安浦ライオンズの40周年に行ってきまし

た。水害よりの復興にがんばっていました。

渡邉　　眞 原稿ありがとうございました！

田窪誠一郎 マスク代です。

髙橋　良幸 ステキなバッジをいただきました。

篠宮　博幸 今治市教育委員会の教育委員として4年間無
事に務めましたが、今治市長さんより、もう
一期と要請があり、再任となりました。よろ
しくお願いします！

海原　泰治 新型コロナウイルスが早く治まりますよう
に！

山内　　誓 集まれることに感謝しましょう。早く終息に
向かってほしいです。

渡辺　　望 2月20日愛媛県政発足記念日に中村時広知事
より建設部門で知事表彰を受賞しました。

久保　智秀 昨年開催した、動物ふれあい教室のDVDを
ドネーションしました。ボウリング特別賞の
ドネーションは次回！
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