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　皆様、あけましておめでとうございます。　
　他の方々も紙面に同じようなことを書かれていると思うのですが、「もう、半期がすぎて
しまった。」と言うのが率直な感想です。振り返れば確かに色々な事が有りましたが、　
時間の経過の速さに驚くばかりです。　
　今期、「渉外特別委員会」と「計画・財務委員会」を担当させていただく中で、共通し
て感じたのは、メンバーの結束力の強さです。　
　意見も沢山出るけれど、目的が決まれば、限られた時間の中でスッとそこに納まる。
これが非常に小気味良いのです。　こうした良い特徴を生かしながら、残り半期も無事
に進んでいけば最高ですね。私も会長スローガンである、「笑顔」で頑張っていこうと
思います。

　皆様、新年明けましておめでとうございます。
　２４期上半期は、会員皆様にとって、例会、委員会、理事会、アクティビティと充実し
た楽しい半年だったと思います。８名の新入会員の皆様、白鷺ライオンズクラブの雰囲
気はいかがでしょうか？
　本年は、十干十二支でいうと丙申（ひのえさる）の年で、キーワードは「形が明らかに
なる」「実が固まってゆく」だそうです。我が白鷺ライオンズクラブも今まで培ってきた会
員皆の努力が実を結ぶ年になると思います。
　白鷺ライオンズクラブが一つになって熱く燃えましょう。

　皆さま、新年明けましておめでとうございます。
　宇治田会長の「今日も笑顔でＷｅ　Ｓｅｒｖｅ」のスローガンでスタートした２４期も、後半
戦に突入致しました。そのスローガン通りに今期は沢山の笑顔で沢山の事業成果が
表れていると実感致しております。
　それも各事業を、メンバー全員が全てクラブ皆の事業として、全力で協力し合って
成功させて頂いているお陰だと感じております。
　後期も、青少年育成事業で新規事業の試みがあり、当クラブのメイン事業でありま
す「Ｗｅ　Ｌｏｖｅ石手川」そして前期で記録的な数値を出した献血事業と、まだまだ皆
さんメンバー全員と、多くの関係者の方々からご協力を頂く事になりますが、何卒宜し
くお願い申し上げます。

　

　あけましておめでとうございます。
　新しい年を迎え新たな気持ちで会長としての責務を果たしていこうと思っております。
皆さんに支えられ滑り出しは好調で、新入会員も正会員8名入会していただき、当クラ
ブの幾つかの大きな事業もなんとか終えることができ、楽しく会長を務めさせて頂いて
おります。
　慣れないままバタバタと過ごしてきましたが、気が付けばもう折り返し地点に来ました。
今後も最後まで好調であり、そして「笑顔で、楽しい松山白鷺ライオンズクラブ」であっ
て欲しいとの願いを持って頑張りたいと思っております。

会長　
宇治田　美福

第２副会長
北川　憲一

第３副会長
山本　正聡

第１副会長
梅林　哲次
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計画・財務委員長　　長島　真穂
　先日、第１３回松山白鷺ライオンズクラブチャリティゴルフコンペが開催されました。
　白鷺メンバーの皆様、道後ゴルフ倶楽部のご協力を得て５３組２０３名の皆様にご参加頂くことが出来ました。
当日心配されました、天候や日没時間もなんとか無事にやり過ごすことが出来まして委員会一同ほっとしました。
　日頃からのメンバーのお仕事やお付き合いから始まって、他のクラブチャリテイへの参加、開催ゴルフ場との連携、
事前手配や準備、当日のお手伝いまで皆様に協力して頂けて運営が可能になっていると、ひしひしと感じたこの度で
した。
　個人的には当日私はアウトコースからスタートし、初球がＯＢの上がってスコアは “８打”。　次のホールも “９打”。　
その次も “９打”。　招待して来て下さった一緒の組の方に 心配して頂くという困った状態でしたが、最終が近づくに　
つれ 持ち直すことが出来て、楽しくルンルンとホールアウト出来ました。
　来年の２５周年コンペも今から楽しみにしています。
　今後も、ご協力頂けますようどうぞ宜しくお願い致します。

計画・財務委員長　長島真穂

受付の　メンバー チャリティ募金 チャリティ募金のメンバー、　ご苦労様です！
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　副幹事　中島 邦雄
　11月20日、例年よりも早めに、姫路行のバスは出発した。　梅林第一
副会長が宇治田会長の代理で、山田實紘国際会長公式訪問に出席す
るためである。梅林第一副会長を岡山で降ろした後、姫路城へ直行。　
予定の時間まで滞在した。
　姫路白鷺ＬＣのＣＮ例会は、ちょっとしたハプニング（音響トラブル）から
始まった。司会者の機転で式典は無事進行し、懇親会へと移った。
　アトラクションは、チアリーディング。ピチピチギャルに混ざって、姫路　
白鷺ＬＣの若手メンバー、そして我がクラブの原田ライオンテーマーが、
舞台狭しと踊り回った。
　楽しい時間は、あっという間に過ぎていった。姫路白鷺ＬＣの温かい　
おもてなしに感謝しつつ帰路に着いた。

　祝辞　松山白鷺LC会長　宇治田 美福 姫路白鷺LC役員の皆様と別所キミエ様と
松山白鷺LC　藤岡　明　さん

姫路白鷺LCに意気揚々と向かう松山白鷺LCのメンバー

チアリーダーズクラブ ジャンプスと
　姫路白鷺LC若手メンバー

飛び入り参加の
原田さん

おもてなしに感謝！

姫路城にて撮影
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　　　　　　　　　　　　　　　　　計画・財務委員長　長島　真穂
　毎年、最後の例会となりますのは暮れに行われる「忘年家族例会」です。
計画・財務委員会にとっては、この「忘年例会」と年明け早々の「金亀LC　
合同例会」との夜間例会の続き、プレッシャーがかかる時期でもあります。

今期は忘年例会は去年に続き「仮装」をメインとした催し。

合同例会は去年と入れ替わり、白鷺LCが例会　金亀LCが忘年会担当となり
私的には、気持が楽しくに計画させて頂きました。

忘年例会の一番の関心事は
「今年のチャンピオンは誰か？」

去年の河田チャンピオンと
チャンピオン逃しの原田さんとの
対決の行方は？

結果は、
ダークホースの三浦さんが、2015年のチャンピオン
の座をさらっていきました！
原田さんの意気込みが報われる日は来るのでしょうか？

奥村さんに用意して頂いたお花は年明けまで綺麗に咲いてくれました！
来年は25周年の年となります。皆様よろしくお願い致します。

昨年の対決の様子今年もチャンピオン
を逃して無念の
原田　アキ子

長島委員長も
看護婦さんに
仮装して参加

優勝して喜ぶ三浦さん

仮装者全員の
スナップ

ところで、
会長は何の仮装？



ＭＡＴＳＵＹＡＭＡ ＳＨＩＲＡＳＡＧＩ LIONS CLUB

-5-



ＭＡＴＳＵＹＡＭＡ ＳＨＩＲＡＳＡＧＩ LIONS CLUB

-6-

　　　　 新新新新 入入入入 会会会会 員員員員 紹紹紹紹 介介介介 　　　　

　

　　　　 例例例例 会会会会 風風風風 景景景景 1111 1111 //// 1111 9999 　　　　

　

笑顔でよろしくお願いします。　　　　
（決まり文句も板についてきました。）

ＭＪＦ献金

宇治田会長・明関幹事・宇都宮会計・黒田さん

メンバーシップキー　黒田さん

11月の誕生日

リーダーシップ研究会報告

良きリーダーとなるためのディスカッシ
ョンを3時間半。大変よい経験となりま
した。

越智 伸二さん

奥野 崇さん

　この度ご縁があり入会させていただきました越智伸二と
申します。
　まだ何をしたら良いのか全く解らない状態ですが、　まず
は時間の許す限り　色々と活動な参加していきたいと思い
ます。
　未熟ではございますが、一日も早く先輩の皆様と共に　
活動を楽しめるように頑張りますので、ご指導ご鞭撻の程
よろしくお願い申し上げます。

　皆様、初めまして。新たに会員に加わらせて頂きました、
奥野 崇と申します。私自身、小さい頃にやっていたスポー
ツにて、ライオンズクラブの催しにお世話になりました記憶
がございます。微力ではありますが、その時のお返しになれ
ばうれしいなと想いを巡らせております。
　まだまだ未熟な私でありますが、伝統ある松山白鷺ライオ
ンズクラブの名に恥じぬよう、また多くの偉大な先輩の皆様
に囲まれ、たくさんの事を学べる環境に感謝しながら、なん
とか踏ん張っていけたらと思います。
　今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

会長　宇治田　美福

宇都宮 吉則さん

11月19日入会

11月19日入会
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　　　　　　　　　　　　　　　　　計画・財務委員長　長島　真穂
　２０１６年となり最初の例会は金亀ライオンズさんとの「新年合同
例会」です。日中のゴルフコンペからのスタート。当日は真冬に
しては上々で、よい日和となってくれました。私は背中・腰・お腹
とホッカイロを５枚も貼って行ったので一人、燃えるようでした。　
一年振りにお会いできる金亀ライオンズのメンバーさん達と混じ
り合ってのコンペは新鮮で楽しいプレイでした。
　例会での「ストライクアウト」。私は２回のチャンスを棒に振りまし
たが、皆さん如何でしたでしょうか？　見た目より難しかったです
けど会場が一つになって盛り上がることが出来て良かったです　
よね！
　来年の合同例会もどうぞ宜しくお願い致します。

休会復帰おめで
とうございます。

麓さん ローア　第1副会長 梅林哲次最後は恒例の参加者全員で　「また会う日まで」

会長　宇治田 美福　挨拶

金亀LC会長 河原 秀樹様 挨拶 336A-1R 3ZC 藤岡 明様 挨拶 金亀LC前会長 由本 辰男様 乾杯

ゴルフ発表伊賀上さん金亀LC坪田さん 優秀成績の金亀LCの方々 白鷺LC最優秀の長島さん４位

ﾏﾝﾀﾞﾘﾝﾊﾟｲﾚｰﾂと撮影 和服の近藤佳次さん（金亀） 2枚抜き　河田さん ストライクアウト優勝　17点
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　環境保全委員長　永井　俊昭
　平成27年12月6日（日）石手川河川敷にて、平成27年度　愛媛県中予
地方局主催の「石手川環境美化推進協議会ボランティア清掃」活動に
白鷺ライオンズクラブとして14名の皆様で参加致しました。
　当日は、天気も良く石手川の河川敷を、ウォーキングを楽しみながら　
清掃活動に励みました。　たくさんのゴミを回収することができ、とても有
意義な時間を過ごせました。　次回は、もっとたくさんの会員の皆様にも
ご協力を頂き、ご参加をお願いしたいと思います。
　いよいよ、平成28年3月13日（日）には、白鷺ライオンズクラブのメイン
事業でもあります、「Ｗｅ　Ｌｏｖｅ　石手川」が開催されます。白鷺の住む
美しい石手川になりますように皆さんと共に　清掃活動に励んでいきま　
しょう。

環境保全委員会
委員長　永井　俊昭

主催者挨拶

愛媛新聞　掲載許可番号　G20170101-02558
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　委員長　川添　紀明  　　副委員長　河端　奈穂子

　田之内　貴志　　　　　田窪　伸次　　　　　小西　亮　

　大谷　師津男　　　　　穐山　泰伸　　　　　金森　昭

　宇都宮　真由美　　　 新田　修敏　　　　　中　正隆　　     

     　

 

 　明けましておめでとうございます。

　新入会員も増進し、新規事業も始まるなど、

松山白鷺LCが大きく躍進を遂げています。

　その、躍動が伝わるような「しらさぎ」を作りた

いと　委員会メンバー一同心がけました。 Nory

　　　　　　　　　　　　　　　　　青少年育成国際関係委員長　和氣 成暢
　２０１６年１月１１日、常盤同郷会武道場において「第１回松山白鷺ライ
オンズクラブ青少年精励賞事業」を行いました。
　当ライオンズクラブが結成２５周年を迎えることもあり、この青少年育成
事業に重きをおいて、物事に一生懸命に取り組み、努力している子供の
励みになる事業として青少年育成国際関係委員会が、　昨年度より密度
の濃い議論をかさねやっと新しい事業をスタートさせることができました。
　今年度は、常盤同郷会様が行っている秋山好古誕生際に協賛させて
いただき、合気道、柔道において年間通して休まなかった子供たち、昇
級試験に合格したなどの子供たちの中から推薦をいただきこの賞を送り
道場に対しては「贈　松山白鷺ＬＣ」と刺繍を入れた５色の帯の寄贈をい
たしました。
　たくさんの皆様のご協力のおかげで、式典をはじめ稽古始め見学、新
年の餅つき大会の協力できましたこと深く感謝いたします。本当にありが
とうございました。　 会長　宇治田 美福　挨拶

理事長 平松 昇 様 好古の孫　秋山 哲兒 様 愛媛県知事 中村 時広 様 松山市長 野志 克仁 様

青少年精励賞　贈呈




