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今治ＬＣオリエンテーリング大会（1987〜1988）
スタートを前にして挨拶する井出隆三会長
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　11月８日大三島町に於いて「夢多き青少年に愛の
手を」をスローガンに、今治ライオンズクラブオリ
エンテーリング大会が好天に恵まれ、市内、越智郡
陸地部、小、中学生700名の参加を得て、盛大に行
われました。実行委員長始め会員各位のご理解とご
協力の賜と感謝申し上げます。私達総務委員会では
８月１日第１回準備委員会にはじまり、以後「徳野
利幸２級指導員」の指導を得十数回の会を開き、尚
10月中旬からは連日連夜の集会となり、皆様にご迷
惑をおかけしました。特に総務副委員長 L越智靖
始めＬ近藤桂五、Ｌ矢野哲啓、Ｌ西原征一郎、Ｌ二
宮幹雄、各係長、事務局の和田嬢には大変お世話に
なりました。当日は大勢の子供にもかかわらず心配
した程の混雑もなく、スムーズに受付が出来、チャー
ターしたフェリー３隻に乗船し、大三島へと出港出
来ました。船内では指導員により地図の見方、コン
パスの使い方について注意事項の説明があり、１時
間半後目的地大三島町宮浦港へ到着、コミュニティ
センター広場で開会式が行われました。
　いよいよスタート、子供達が例外にはみ出るのを
呼び出し係が悪戦苦闘しながらも時間内に全員スター
トする事が出来ました。休む間もなく30分後、１組
目のゴールイン。２組、３組と次々ゴールインして

「今治ＬＣオリエンテーリング大会」1987年11月８日　大三島町

大会運営ゴールイン� 総務係長　西川　文彦

サア� スタートダッシュ 郷土史家として著名な松岡進先生

フェリーに乗込み会場へ 会場の大三島に到着

会長 井出 隆三 幹事 西原 征一郎 会計 越智 礼二

きた。11月とは思えない程の小春日和で、子供達は
額に汗を流しながら、各組（３人１チーム）が学ん
だ技術と持ち前の勘を駆使して、力いっぱい見知ら
ぬ野山を駆けずり回り、ベストをつくした満足顔で
続々とゴールインする子供達。やがて二十一世紀を
背負って立つ青少年らしく、力強くたくましく感じ
ました。一汗かいた後は水軍史家松岡進先生の講演
で、かつて瀬戸内に雄飛した村上水軍、大山祇神社
等の話を聞いた。帰りはフェリー船上から伯方、大
島大橋を見学して今治港で解散した。子供達にとっ
て思い出に残る一日だったことでしょう。本大会を
成功に導くため、ご協力をいただきました会員の皆
様始め、指導員の方々、大三島町教育委員会の方々
に感謝致しますと共に、厚くお礼申し上げます。

（会報1988年１月号より）
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就任ご挨拶

計画委員長 藤髙　研志
　今年度、菊川会長のもと計画委員長を務めさせていただくこととなりました藤髙です。
今治ライオンズクラブ結成60周年の年に例会運営を任せていただくこととなり身が引き
締まる思いです。
　前年度に引き続きコロナの影響も残っているため、制約のある中での運営になること
もあるかもしれませんが、例会を盛り上げることでクラブの活性化につなげていきたい
と思います。経験豊富な諸先輩方からアドバイスを頂きながら、計画委員会メンバーの
皆様と力を合わせて精一杯頑張りたいと思います。１年間よろしくお願いします。

出席委員長 渡辺　正隆
　出席委員長の拝命はライオンズ暦31年目にして初めてであります。ライオンズクラブに
入会した時に先輩から指導を受けた事、その第一はクラブでの役職はその時の会長の指命
によってなされ、指命された者は原則拒否してはならない。まさに独裁体制か共産主義体
制かと思いはしたが、後に理解が出来る事となった。
　入会３年後クラブ幹事の指命があった。当時はバブル経済崩壊後の世相で経済活動も混
乱の極地の中、本業である不動産鑑定士は今治市内では私一人という状況で、公的業務も
超多忙であった。そんな中ライオンズクラブの用務の何たるかもわからず、とある人物の

説得（ただ勘違いだったかも）により幹事を拝命した。幹事用務をこなすなかで、ライオンズクラブ役職の
会長指命制度はメンバーの互いの友情によって成り立つ信頼醸成制度である事に思い至った。
　「聞かなきゃ損するおもしろ話」での「働きアリの法則」80％ポイントは20％の休憩中のメンバーに対す
る理解である。要は信頼し続ける事。ともあれ80％は活動をしなければ組織としては弱体化するわけなので、
皆様方の友情と信頼の情を深めようではありませんか。最後に私の好きな言葉「感動と○○○を共有してこ
そ真の友達となれる。」例会に出席してこそ、奉仕活動に参加してこそ感動も生まれる。

財務委員長 白石　憲司
　今期、財務委員長を務めさせていただく事になりました。今年はクラブ創立60周年と
いう事もあり、気を引き締めて取り組んで行きたいと思っております。
　例年、この時期になると思うのですが、毎年予定されるアクティビティや継続アクティ
ビティに変化が無いという事です。以前から理事会などで意見も出ていますが、会員数
の減少や物価の上昇なども考慮して内容の見直しや追加を考え予算編成をする事も大切
だと思います。
　初めての財務委員長で思う所は沢山ありますが、執行部の方々と協力して１年間頑張
りたいと思いますので、メンバーの皆様につきましてもアドバイスを宜しくお願いします。

テール・ツイスター 貴田　敏幸
　今期、菊川会長の下、テールツイスターを務めさせて頂く事と成りました。
　必携には、「例会やその他会合で種々のアイデアによって会合を盛り上げ、会員間の
親睦を図る」とあり、今期は皆様に、多いに参加頂き、またアイデアも頂き、会員間の
親睦を図りながら、会を盛り上げて行きたいと思っています、皆様のご協力を頂きます
様お願い致します。
　皆様に沢山の喜び事があります様に、心から祈念申し上げます。一年間宜しくお願い
申し上げます。

　入会三期目になりました。
　ようやく慣れてきましたが、未だ、人前でしゃべるのは苦手です。
こんな私が、今期、ライオンテーマ―を拝命いたしました。今治LC60周年記念大会の
年ということもあり、身の引き締まる思いでおります。
　コロナ過中において、先の不安と思いもよらぬ影響がじわじわと押し寄せてきます。
　こういう時こそ、奉仕の心で明るく、楽しく振る舞って、菊川会長のスローガン「和
をもって絆を築きウィサーブ」の精神で、来る記念大会の成功に向け、自分なりに思い
悩んでいこうと思います。
　至らないところも多々あると思いますが、微力ながらも精進してまいりますので、会
員の皆様にはご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

ライオン・テーマー 矢野　幸治
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CCFL & LED　Leading-Company
照明製品開発/設計/製造/販売

宇野　一世
〒794‒0064　愛媛県今治市小泉2丁目7－27
TEL（0898）52‒3811　FAX（089）903‒1218
照明のエコ診断致します。お問合せください。

代表取締役

〒794-0065　今治市別名499番地10
ＴＥＬ0898-33-2775　ＦＡＸ0898-31-3346
携　帯090-9771-4858

シーリング・防水施工
塗装工事全般

株式会社　ＲＩＰＥＮ
リ　ペ　ン

代表取締役　東　郡　涼　太

入会式について
会員委員長 村上　浩二
　2021年７月15日㈭、７月第２例会において４名の
新会員入会式を挙行いたしました。
　当日は蔵本守雄地区ガバナー並びに長尾和彦キャ
ビネット幹事（共に高松源平ＬＣ）にご列席を賜り、
我がクラブ伝統の厳粛かつ華やかな入会式を執り行
うことができました。
　また当日、毎年恒例の２Ｚ・４クラブ相互訪問例
会とも重なり、２Ｚ・ＺＣ、ブラザークラブ三役の
方々も出席され、大変な盛り上がりとなりました。
　私共今治ライオンズクラブの入会式は伝統に則り、
独特の厳かな雰囲気で始まります。基本的には新会
員が婦人同伴にて入場し、式の冒頭、スポンサー並
びに新会員夫妻が燭台の蝋燭に火を灯すのが慣わし
となっております。いつ見ても神聖で素晴らしいシー
ンであります。
　その後のバッジの贈呈や宣誓文朗読等は他クラブ
も同様の次第だと思われます。

　現在のこのコロナ禍の厳しい世の中、我々ライオ
ンズクラブにとって一番の難題である会員増強でご
ざいますが、この７月に４名の入会は私共今治ライ
オンズクラブにとりましても、私、会員委員長にと
りましても弾みのつく良いスタートが切れたものと
実感し、また非常に嬉しく思っております。
　今期はクラブ結成60周年という大きな節目の年度
となっております。
　その記念すべき年度が始まったばかりではござい
ますが、この調子で今後も会員委員会において策を
練り、会員増強に関しては色々な方向からアタック
をかけたいと考えております。併せてこのコロナ禍
の会員のドロップ防止も大きな案件として認識して
おります。
　いずれにいたしましても、今回のような盛大な入
会式がまた行える様、今後も前向きな会員増強に取
り組んでいかなければならないと感じさせられた今
回の入会式でありました。

L. 熊谷　昭宏L. 菅　修造

L. 藤本 裕之 夫妻 地区ガバナーよりバッチの贈呈L. 森川 祥希 夫妻
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お気軽に御相談下さい
螽不動産鑑定評価　螽コンサルタント

㈱渡辺不動産鑑定士事務所
代表取締役
不動産鑑定士 渡辺　正隆
ＴＥＬ（0898）33－3777
ＦＡＸ（0898）33－3772

今治市南大門町２丁目３－８
〒794-0041　今治市松本町1丁目6-14 朝蔵ビル3Ｆ
ＴＥＬ0898-22-3779　ＦＡＸ0898-48-1584

代表取締役 オーナーバーテンダー　越智　洋介

　去る６月25日㈮に史上初のバーチャル国際大会が
開催され代議員としてオンラインで参加しました。
　バーチャルでも華やかなパレードや展示物などス
ケールの大きい大会でした、ジョンヨル・チョイ国
際会長の挨拶も同時通訳で安心して見ることができ

　７月15日、16日に２Z相互訪問例会が実施されま
した。15日に行われた第２例会では、３名以上の新
会員がいる場合は、地区ガバナーが来られるという
ことで、遠方より地区ガバナーの蔵本守雄様とキャ
ビネット幹事の長尾和彦様にお越しいただきました。
２Zの ZC、ZCA、今治中央・今治東・今治くるし
まライオンズクラブの三役と多くの方が見守る中、
例会前に４名の新会員入会式を行いました。地区ガ
バナーより新会員にバッチの贈呈をしていただき、
地区ガバナーにご用意していただいたプレゼントも
新会員と夫人に贈られました。出席率は８割を超え、
なおかつ多くのビジターの方にご参加いただいた入
会式は４名の新会員にとっても本当に特別な会になっ
たのではないかと思います。

バーチャル国際大会について

２Z相互訪問例会

ました。特に感銘を受けたのが史上最年少でノーベ
ル平和賞を受賞したマララ・ユズフザイさんによる
インタビュー形式の基調講演でした、女子教育や多
様な社会活動は素晴らしいと思いました。
　バーチャルでの投票もわかりやすく無事に投票で
き、最後にダグ・アレキサンダー新国際会長、新地
区ガバナーの就任宣誓式があり閉幕となりました。

前幹事 横田　勤治

　16日の今治くるしまライオンズクラブの例会に、
木村会計の代理として出席しました。他のクラブの
例会に初めて出席したのですが、いつもと違う例会
進行だったのでとても新鮮でした。計画委員長とし
て、他のクラブの良いところはどんどん取り入れて、
楽しくスムーズな例会が行えるようにしていきたい
と思います。

計画委員長 藤髙　研志

新会員プロフィール

熊
くま

谷
がい

　昭
あき

宏
ひろ

昭和50年11月29日生まれ
卸売（船舶金物）業
㈲熊谷金物　代表取締役
今治市玉川町小鴨部甲795
ＴＥＬ0898−55-2263　ＦＡＸ0898−55-2269

森
もり

川
かわ

� 祥
しょう

希
き

平成３年２月21日生まれ
飲食業
焼肉 遊山　オーナー
今治市南高下町2丁目2−33
ＴＥＬ0898−33-1129

藤
ふじ

本
もと

　裕
ひろ

之
ゆき

昭和50年４月29日生まれ
菓子製造販売業
菓子屋 艷（YEN）　代表
今治市今治市片山1−1−1
ＴＥＬ0898−22-1192　ＦＡＸ0898−22-1192

菅
かん

　　修
しゅう

造
ぞう

昭和44年５月15日生まれ
室内装飾業
㈲インテリア寿光　代表取締役
今治市喜田村５丁目17−38
ＴＥＬ0898−48-6151　ＦＡＸ0898−48-3993

336-A 地区 地区ガバナー
蔵本　守雄様

336-A 地区 2R 2ZC
田坂　達哉様
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今治市大新田町2丁目2－37
ＴＥＬ 0898（23）7 6 4 3

カーテン・ブラインド・クロス貼・イス張替

取締役会長　八 木 隆 志
〒794－8522　愛媛県今治市旭町2丁目3－4
TEL（0898）36－1111　FAX（0898）36－1139
http://www.imabari-kokusai-hotel.co.jp/

客室数四国最大級355室

国際関係（YCE・ライオンズレオ）委員長 八木　隆志
　この度、菊川会長のもと、二度目の国際関係（YCE・ライオンズレオ）委員長を仰
せつかりました。今年度は、今治 LC結成60周年の大きな節目の年であります。しかし、
昨年末の新型コロナウイルス感染症の再拡大により、奉仕活動や国際交流事業にも、大
きな影響を及ぼしています。
　本来ならば、国際姉妹クラブである『台湾嘉義獅子会』の訪問団の皆様が大勢来今さ
れ、お互い親睦を深めあったり、５年に１回の周年事業に合わせての国際交流交換留学
事業も行われるところですが、残念ながら中止となりました。
　尚、国際大会・OSEAL フォーラム・YCE活動等は、今のところ白紙状態だと伺っ
ておりますので、キャビネットから連絡が有れば、随時案内させて頂きますので、会員
の皆様のご協力、ご指導の程宜しくお願い申し上げます。

環境保全・保健福祉委員長 鎌田　英一
　今期、環境保全・保健福祉委員長を拝命しました鎌田です。１年間どうぞよろしくお
願い致します。
　献血アクティビティを２回、また、市役所前花時計花の植替えを定期的に行う予定で
す。その際には、皆様のご協力の程よろしくお願いします。

市民・教育奉仕委員長 越智　洋介
　この度、菊川会長のもと、市民・教育奉仕委員長を務めさせて頂く事になりました。
　まだまだコロナウイルスの影響で先の見えない中、継続アクティビティ及び予定され
ているアクティビティにも中止や縮小など未だ予定が分からない事もあり、会員の皆様、
委員会の皆様には御迷惑をおかけする事と思います。
　また自分事ではありますが、体調面で不安があり、自信はありますが皆様のご協力の
もと、１年間頑張っていきたいと思いますので、ご指導、ご鞭撻のほど宜しくお願い致
します。

60周年実行委員長 鳥井　　洋
　この度、菊川会長の下、伝統ある今治ライオンズクラブの結成60周年記念大会の実行
委員長を拝命することになり、身の引き締まる思いでいます。
　菊川会長に恥をかかせることのないよう、老体に鞭を打って全力で役割を全うし、今
治ライオンズクラブの結成60周年に微力ながらも携わることができたらと思っています。
　また、10月にはコロナウイルスがどのような状況になっているのか分かりませんが、
オリンピックのように安心・安全な記念大会となるよう努めてまいりますので、皆さん、
ご協力の程よろしくお願い致します。

今治 LC会長杯取切戦結果 今治 LC７月度月例結果

順位 氏　名 Total HC Net
優勝 平田　　弘 77 9.8 67.2
２位 白石　憲司 90 18.6 71.4
３位 原田　慎二 87 13.9 73.1
B.B 鎌田　英一 92 14.4 77.6

順位 氏　名 Total HC Net
優勝 平田　　弘 77 17.2 59.8
２位 貴田　敏幸 82 18.6 63.4
３位 白石　憲司 90 22.0 68.0
B.B 横田　勤治 111 27.0 84.0

◇７月22日（木・祝）　今治 CC　参加人数　８名 ◇７月22日（木・祝）　今治 CC　参加人数　13名

同好会情報 ゴルフ同好会
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梶原宅建株式会社
代表取締役　梶原　俊二

〒794－0064　今治市小泉3丁目9－12
ＴＥＬ（0898）32－9776　ＦＡＸ（0898）32－9666

処方せん調剤

今治けんこう薬局
今治市常盤町5丁目3－39　TEL（0898）32－6130　FAX（0898）32－6140

上浦ハート薬局
今治市上浦町井口5297－1　TEL（0897）74－0630　FAX（0897）74－0631

＊日　時　令和３年７月１日㈭　12：15〜
＊場　所　今治国際ホテル
＊出席者　会員49名中　不在会員２名
　　　　　　　　　　　優待会員０名
　　　　　　　　　　　終身会員５名
　　　　　純出席者30名　　　73.2％
＊新役員紹介
＊会長挨拶
＊アワード贈呈
　18ヵ年皆出席賞　瀬野　和博・羽藤　巧
　16ヵ年皆出席賞　梶原　俊二・菅　道就
　　　　　　　　　羽田野修司
　15ヵ年皆出席賞　白石　憲司・田中　敏也
＊委員会並びに特別委員会メンバー任命
＊前会長・幹事・会計に感謝状並びに記念品贈呈
　前会長・幹事・会計代表謝辞　前会長　原田　慎二
＊ゴルフ同好会に会長賞贈呈
　同好会代表謝辞
今治ライオンズクラブ同好会会長　木村　智一

＊審議事項
１．６月第２理事会審議事項について
＊報告事項
１．2020−2021年度メインアクティビティ収支報告
２．最終家族例会収支報告
３．バーチャル国際大会参加報告
４．会報誌について
５．家族写真・家族構成原稿依頼について
６．その他
＊幹事報告並びに終末事務
　次回理事会は７月８日㈭　18：30〜
　　　　　　ライオンズクラブ事務局
　次回例会は７月15日㈭　12：15〜
　　　　　　今治国際ホテル「クリスタルホール」

例会・理事会報告
７月第１例会報告

＊日　時　令和３年７月21日㈬　18：30〜
＊場　所　ライオンズクラブ事務局
＊出席者　役員19名中　12名出席
＊審議事項
１．病気欠席者について
２．地区ガバナー公式訪問について
３．その他
＊報告事項
１．相互訪問例会出席報告
２．８月第１例会RC・RCA・ZC訪問について
３．その他

７月第２理事会報告＊日　時　令和３年７月８日㈭　18：30〜
＊場　所　ライオンズクラブ事務局
＊出席者　役員19名中　18名出席
＊審議事項
１．新会員審議
２．前年度決算報告並びに監査報告
３．緊急用積立金決算報告並びに監査報告
４．国際交流基金決算報告並びに監査報告
５．特別積立金決算報告並びに監査報告
６．退職金積立金決算並びに監査報告
７．物品資産明細報告並びに監査報告
８．本年度予算審議
９．絵本読み聞かせ講演会実行委員会について

７月第１理事会報告

７月第２例会報告
＊日　時　令和３年７月15日㈭　12：15〜
＊場　所　今治国際ホテル
＊出席者　会員53名中　不在会員２名
　　　　　　　　　　　優待会員０名
　　　　　　　　　　　終身会員５名
　　　　　純出席者40名　　　87.0％
＊入会式
＊会長挨拶
＊ビジター紹介
＊ビジター挨拶
　336-A 地区　地区ガバナー
　　　　　　　　蔵本　守雄様
　336-A 地区　２R２ZC
　　　　　　　　田坂　達哉様
　今治中央、　今治東、今治くるしま
　ライオンズクラブ代表
今治くるしまライオンズクラブ会長　八木　節様

＊食事懇談
＊報告事項
１．�絵本読み聞かせ講演会実行委員会の任命につい
て

２．絵本読み聞かせ講演会について
３．事務局コピー機について
４．その他
＊幹事報告並びに終末事務
　次回理事会は７月21日㈬　18：30〜
　　　　　　ライオンズクラブ事務局
　次回例会は８月５日㈭　12：15〜
　　　　　　今治国際ホテル「真珠」

10．病気見舞について
11．事務局コピー機について
12. �６月第２理事会日にち変更について
13．新会員スクール懇親会費用について
14．その他
＊報告事項
１．その他



発　行 ライオンズクラブ国際協会336-A 地区2R・2Z
今治ライオンズクラブ

ホームページ http://ima-lc.jp
事務局 〒794-0042　今治市旭町3丁目2-3

TEL（0898）22-5997
例会場 今治国際ホテル

今治市旭町2丁目3-4　TEL（0898）36-1111
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会　長 菊川　勝也

今治市波方町小部甲675番地1 TEL（0898）41-5995
幹　事 宇野　一世

今治市小泉2丁目7-27　TEL（0898）52-3811

会　計 木村　智一
今治市衣干町2丁目1-10　TEL（0898）33-0905

MC・ライオンズ情報
委員長

二宮　幹雄
今治市旭町1丁目5-17　TEL（0898）22-1662

MC・ライオンズ情報
委　員

船越　裕太

印刷所 株式会社 ハラプレックス
今治市喜田村1丁目2-1　TEL（0898）48-5511
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2016年度会員・指導力育成委員会
出席委員会　当時の優秀委員会特別賞をドネーショ

ンさせていただきます。
菊川　勝也　貴田Ｔ・Ｔの１年間の奮闘を願ってい

ます。そして60周年記念大会に向けて
よろしくお願いいたします。

原田　慎二　菊川丸の出航をお祝い申し上げるとと
もに無事の航海をお祈りいたします。

中村　浩治　菊川会長はじめ役員の皆様の１年間の
スタートに際して、素晴らしい１年間
になりますよう祈念しドネーションい
たします。

竹中　尚將　�菊川丸の出港おめでとうございます。
一年間の大航海、乗組員と共に頑張っ
てください。全員無事で帰港すること
をお祈りいたします。

安永　健治　菊川会長で新たな旅立ちに対して、又
Ｔ・Ｔに貴田さんがなりましたので心
よりドネーション致します。

鳥井　　洋　今日めでたく出港する菊川丸を無事何
事もなく１年後に帰港できる様に執行
部ならびにメンバーの皆様が支えてあ
げてください。そしてＴ・Ｔの貴田さ
ん１年間頑張ってください。

㟢山　俊紀　原田さんご苦労様でした。今日から菊
川会長を中心に新体制がスタートしま
す。素晴らしい60周年となりますよう
ご祈念申し上げます。

羽藤　　巧　原田前会長、スタッフの皆さんお疲れ
様でした。そして菊川会長ご活躍を期
待しています。そして今期Ｔ・Ｔの貴
田さん頑張ってください。

入舟　訓三　◦菊川会長以下役員の皆様これから１
年間頑張ってください。

　　　　　　◦宇野君ホールインワンおめでとうご
ざいます。

羽田野修司　菊川執行部の船出おめでとうございま
す。穏やかな航行を願います。又貴田
Ｔ・Ｔのデビューをお祝いしましてド
ネーション致します。

梶原　俊二　�菊川丸の安全航海お祝い申し上げます。
又、Ｔ・Ｔ貴田氏一年間頑張ってくだ
さい。

木村　智一　本年一年間会計を務めさせていただき
ます。よろしくお願いいたします。又
最終例会のラッキーカードで黒真珠を
頂きました。ありがとうございました。

村上　浩二　今期、会員委員長をお引き受けする事
になりました。皆さん１年間どうぞよ
ろしくお願いします。

上田　陽二　最終例会ラッキーカードにてネックレ
スが当たりました。久しぶりに当たっ
た事より妻の喜ぶ顔が見られてよかっ
たです。

宇野　一世　今年度、ご迷惑をお掛け致しますがよ
ろしくお願い致します。

白石　憲司　今期、財務委員長として不正の無い様
頑張ります。宜しくお願いします。

横田　勤治　菊川会長、執行部の方々頑張ってくだ
さい。楽になりました‼

渡邊　直人　菊川会長はじめ執行部の皆様、本日よ
り１年間頑張ってください。

矢野　　賢　菊川会長、執行部の皆様、60周年大変
ですが頑張ってください。

７月第１例会ドネーション情報

７月第２例会ドネーション情報

平田　　弘　ゴルフ同好会６月度月例にて優勝いた
しました。

矢野　幸治　菊川会長１年間宜しくお願いします。
藤髙　研志　今期、計画委員長を拝命しました。一

年間スムーズな例会運営が出来る様に
頑張ります。

336−Ａ地区ガバナー　蔵本　守雄様
素晴らしい入会式を見せて頂きありが
とうございました。立派なライオンズ
マンになってください。

336−Ａ地区２Ｒ
２ZC�田坂　達哉様・２ZCA�矢野　貴則様

今後とも宜しくお願いいたします。
菅　　修造　本日入会させていただきました。皆様

どうぞよろしくお願い申し上げます。
熊谷　昭宏　本日入会させていただきました。皆様

どうぞよろしくお願い申し上げます。
藤本　裕之　本日入会させていただきました。皆様

どうぞよろしくお願い申し上げます。
森川　祥希　本日入会させていただきました。皆様

どうぞよろしくお願い申し上げます。
菊川　勝也　�新会員の皆様の門出を祝してドネーショ

ンします。
中村　浩治　ご入会おめでとうございます。これか

らは今治ＬＣのメンバーとして共に頑
張っていきましょう。

菅　　道就　新会員の皆さん入会おめでとうござい
ます。今後ともよろしくお願いいたし
ます。

鳥井　　洋　久々の入会式です。新会員４名の皆様
よろしくお願いします。

八木　隆志　新会員の皆さんご入会おめでとうござ
います。皆さんのご活躍を期待してお
ります。

羽田野修司　菅さん、熊谷さん入会おめでとうござ
います。

村上　浩二　新会員の皆様本日は入会おめでとうご
ざいます。私、会員委員長就任早々４
名の入会ということで大変嬉しく思い
ます。

貴田　敏幸　�新会員の皆様のご活躍を期待しています。
白石　憲司　新会員の森川さんご入会おめでとうご

ざいます。スポンサーとして精一杯サ
ポートしますので一緒に頑張りましょ
う。

原田　慎二　ようやく初孫が生まれました。大谷翔
平と同じ誕生日です！

河野　通昭　４名の新会員の入会おめでとうござい
ます。今後のご活躍をご期待申し上げ
ます。

㟢山　俊紀　新会員の皆さん入会おめでとうござい
ます。今後ともよろしくお願い致します。

宇野　一世　本日はガバナー始め沢山の来賓の方々
ありがとうございます。今治 LCに入
会し初めてスポンサーとなりました。
本日入会した藤本君同様宜しくお願い
致します。

矢野　　賢
渡邊　直人　本日は入会おめでとうございます。一

緒に頑張りましょう。
矢野　幸治　�新会員の皆様入会おめでとうございます。

後輩ができました。素直に嬉しいです。
横田　勤治　入会おめでとうございます。
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