
【国際会長モットー】

WE SERVE
（われわれは奉仕する）

【国際会長メッセージ】

心からの奉仕を
【ガバナー・スローガン】

命燃やして恋せよライオンズに

【今治ＬＣ会長スローガン】

和をもって 絆を築き ウィサーブ
【今治ＬＣ会長努力目標】

●60周年記念大会に向けて一致団結
●誇りを持ってアクティビティへの参加
●新会員増強
●委員会活動の活性化
●ウィサーブでやりがいのある今治ＬＣへ
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　本年度の今治ライオンズクラブ会長スローガン「う
るおい、活力、そして奉仕を」のもとに、お互いの
命を尊ぶことが真に生命の尊厳を高めることに着目し、
そこでマラソンソフトボール大会（市民参加）を媒
体として、奉仕活動の目標を献腎運動としました。
○テーマ　「愛と健康の贈りもの」
開催日時　自　昭和63年８月６日正午から
　　　　　至　昭和63年８月７日正午まで（24時間）
場　　所　今治市大新田　今治市営補助球場
チ�ャリティ方法　参加者１名につき100円以上のチャ
リティ特点、得点、エラー、三振等チャリティをお
願いする。応援又は一般観戦者の皆様もお願いする。

チ�ャリティ基金贈呈　皆様からいただいた基金は財
団法人愛媛腎臓バンクの方へ贈呈致します。
参加記念品　当所で参加者全員に記念品贈呈
開 会 式　昭和63年８月６日　AM11：30より
贈 呈 式　昭和63年８月７日　PM12：00より

献腎チャリティーマラソンソフトボール大会
チーム分担時間割表

1988年〜1989年　メインアクティビティ
「献腎チャリティーマラソンソフトボール大会」
1988年８月６日〜７日　今治市営補助球場

ブラスバンドの演奏もムードを盛り上げる。

THE END !

開会式　㟢山春繁会長挨拶

スコア係も大忙し

会長 㟢山 春繁 幹事 神尾 俊雄 会計 安永 健治

時　間 紅チーム 白チーム
12：00〜13：00 西中Ａ 日吉中Ａ
13：00〜14：00 立花中Ａ 南中Ａ
14：00〜15：00 北郷中Ａ 大西中Ａ
15：00〜16：00 西中Ｂ 立花中Ｂ
16：00〜17：00 南中Ｂ 大西中Ｂ
17：00〜18：00 北郷中Ｂ 日吉中Ｂ
18：00〜19：00 畳組合 第一印刷
19：00〜20：00 美須賀同好会Ａ 今治小ＰＴＡクラブ
20：00〜21：00 日吉中ＰＴＡクラブ 美須賀中ＰＴＡクラブ
21：00〜22：00 乃万小ＰＴＡクラブ 今治青年クラブ
22：00〜23：00 常盤小ＰＴＡクラブ 美須賀小ＰＴＡクラブ
23：00〜24：00 別宮小ＰＴＡクラブ 近見中ＰＴＡクラブ
24：00〜１：00 NTTプレイボーイズ 大和染工
１：00〜２：00 新宮ゴルフ 波方町体育部員Ａ
２：00〜３：00 原印刷 波方町体育部員Ｂ
３：00〜４：00 玉川ライオンズ 四国通建
４：00〜５：00 伊豫銀行波止浜支店 愛媛相互銀行今治支店
５：00〜６：00 光林寺 今西ＯＢ会
６：00〜７：00 北郷中ＰＴＡクラブ 波止浜小ＰＴＡクラブ
７：00〜８：00 日吉サミッツ 美須賀同好会Ｂ
８：00〜９：00 今治冷凍販売 清水小ＰＴＡクラブ
９：00〜10：00 桜井壮年ソフトを楽しむ会 立花実年
10：00〜11：00 乙女クラブ 海洋少年団
11：00〜12：00 マーガレットレディース 今治市市議会議員団

力強く選手宣誓
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献腎チャリティーマラソンソフトボール大会を終えて

チャリティー基金1,338,675円贈呈式会員揃ってハイ、チーズ。ごくろうさまでした�

総務委員長　近藤　桂吾

　８月６日、７日両日にわたって開かれた献腎チャ
リティーマラソンソフトボール大会を成功裡に、無
事終えられましたことを、厚くお礼申し上げます。
　この計画は、３月頃私が市民教育委員会委員長に
内定した頃、Ｌ村上保和よりソフトボール大会を通
じて献眼運動の推進をしてはどうであろうかＬ松田
晴樹も全面的に協力するからと云う申し込みがある
からと云うことで、次期会長Ｌ㟢山春繁に相談した
ところ、是非この計画を会長任期中のメーンアクト
として取り上げてほしいとの要望があり、３月末に
お世話係を組織しスタートいたしました。（注１）当初
献眼運動としてスタートした関係で今治中央ライオ
ンズクラブのＬ竹内英夫（２Ｒ献眼推進委員）より種々
資料を取り寄せ検討していたところ、これは一度松
山のアイバンクに行き話を聞いてみようではないか
と云う事になり、私とＬ村上とで松山県庁を訪問し
ました。ところが私達の行ったところは腎臓バンク
設立事務局であり瓢簞から駒で、ここで腎臓の大切
さを聞き、パンフレットをいただき、クラブに持帰
り検討した結果、先日の様な結果になった次第です。
　①市営補助球場の夜間使用禁止の件
　②青少年健全育成から人間愛への変更の件
　③腎臓バンクヘの協力度合とその範囲
　まず第１の問題は、６月になって突然今治市体育
課より、市条例により午後10時以降の使用は不可能
であるとの申し込みがあり、今治クラブとしてはす
でにこの奉仕活動をスタートした関係上今更、中止
する訳にもいかないので早速、明徳短期大学のグラ
ンドを交渉し心良く使用させていただくことになっ
ておりましたところ、今治市より市条例を変更する
から何とか補助球場で事業を行なってくれないかと

の要請があり、明徳のグランドをお断りし、夜間照
明による関係で、周辺住民に迷惑をかけるおそれが
あるので一軒一軒理由説明に廻り、何とか使用の出
来る状態になりました。（注２・注３）

　第２の問題点として、過去今治ライオンズクラブ
では青少年問題をテーマに奉仕活動を展開して来ま
した。その点では手順が明瞭で輪かくがだいたいわ
かっておりましたが、今回は人間としての生きるた
めの尊厳をテーマに取扱う関係で、仲々アウトライ
ンがわからなく、手さぐりでこの計画を進めてまい
りました。
　第３の問題点として、腎臓バンクの協力度合をど
の程度とするかについて議論百出、結論としてライ
オンズクラブが扱う奉仕活動の範囲として、腎臓バ
ンク設立にいくらかでも寄与出来るための基金造り
と、献腎の大切さをＰＲする方法が決定し、腎臓登
録迄にはいたりませんでした。
　以上の３点を解決をしながら、野球に対して造詣
の深いＬ村上、Ｌ松田に助けてもらい当日を迎えた
次第です。（注４）

　今回の奉仕活動は社会的反響が絶大であり、新聞、
テレビ、ラジオ、タウン誌、市公報と各種報道で取
り上げていただきＰＲ効果は内外ともに今迄にない
ものがあったと思われます。これもひとえに現会長
Ｌ㟢山春繁の熱意の賜物であり、又会員の皆様方の
ご協力があったからこそと思っております。次回も
どの様な奉仕活動が行なわれるかわかりませんが、
全員事に当たる姿勢こそ今治ライナンズクラフの良
ぎ伝統として守って行きたいものです。

（会報1988年９月号）
※注１から注４の説明は裏表紙に記載しています。
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新会員ご挨拶

熊
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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

　この度、スポンサーの羽田野さんの紹介で、入会させて
頂きました有限会社熊谷金物の熊谷昭宏と申します。
　主に造船関連金物の卸売業をさせて頂いております。
事業を通しての社会貢献は引き続き、今治ライオンズクラ
ブを通して「地域社会への奉仕をプラス」を目標に活動に
取り組んでいきます。
　会員の皆様、よろしくお願い致します。

　はじめまして。この度白石憲司スポンサーにより今治ライオンズクラブに入会させていただきました森川
祥希です。ご承認いただき誠にありがとうございます。
　まず白石スポンサーにお声がけを頂いたときは、光栄であり嬉しくも思いましたが、まだ30歳と若く、社
会的にも未熟者の私が会員として果たして相応しいのかと不安な思いもありました。しかし、逆にこの年齢

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

　菓子屋 艷（YEN）代表の藤本裕之と申します。この度
は、宇野一世さんをスポンサーに入会させていただきまし
た。皆さまに感謝いたします。私にとりまして、歴史のあ
る今治ライオンズクラブに参加させていただくのは、大変
に身の引き締まる思いです。この会を通しまして、様々な
経験させていただけたらと思っております。若輩者ですが、
皆さまには、ご指導ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。

自己紹介
　2006年に菓子屋 艷（YEN）を今治の地に開業しまして、15年ほど経過します。店舗は今治に１店舗、松
山に３店舗運営させていただいています。前身は、2002年から“行茶房”という中国茶のカフェを運営し、
お茶に合うお菓子を提供していたことから、始まっております。中国、台湾と茶葉の仕入にいくがてら、現
地の中国茶カフェでアジアのお菓子をよく食べておりました。当時は、日本には和菓子、西洋には洋菓子が
ございますが、アジアのお菓子は、あまり注目されておりませんでした。アジアの地域にも伝統的なお菓子
はたくさんありまして、気候が似ていることもあり、日本人との味覚にもマッチします。そのアジアのお菓
子を愛媛の方にもご紹介いたしたく、現在の菓子屋 艷（YEN）が作られました。
　お菓子をご紹介しやすいように、贈り物としても適するよう、様々な工夫を取り入れまして、現在にいたります。
将来的は、アジア地域への展開を考え、愛媛かつ今治地域のブランド力を取り入れ、さらに現地で発信をし
ていくために、実店舗とスタッフの総合力で、日本とアジアで融合されたお菓子を製造販売していくことを
計画したいと考えています。まだまだ、力不足ではございますが、今後ともよろしくお願いいたします。

藤
ふじ
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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

　この度、羽田野修司さんをスポンサーに今治ライオンズ
クラブに入会させて頂きました有限会社インテリア寿光 
代表取締役社長の菅修造と申します。
　主に下請けを使って、船舶の室内装飾業を営んでいます。
　歴史ある今治ライオンズに入会したことを機に、一人一
人の企業の大先輩方と交流を深めさせて頂き、より一層自
分自身に磨きを掛けさせて頂きたいと思いますので、宜し
くお願い致します。
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で入会させていただけることに感謝し、先輩方にご指導いただき、成長できるチャンスだと考えました。今
は不安な気持ちはなく、ライオンズクラブの一員としての使命感をもち全力で頑張ろうという気持ちであり
ます。
　仕事は南高下町で「焼肉 遊山」を営んでおります。高校までは松山で過ごし、その後大学で東京に上京
し約６年東京で生活をしておりました。学生時代から飲食店経営に興味があり東京の様々な飲食店で経験を
積み、その後、当時叔父が経営していた焼肉店で修業をし、27歳の時に叔父の経営店舗の一つである焼肉 
遊山で独立の話をいただき経営者としてスタートをきりました。叔父時代からの良い部分は残しつつ、新し
い色をだし続けることを心掛け、飽きのこない店づくりを目指しております。
　恥ずかしながら今まで社会奉仕活動の経験がほとんどありませんでした。今後今治ライオンズクラブでの
活動を通じて、たくさんの方と出会い、交流できることを楽しみに、積極的に活動に参加し、人間として幅
を広げて成長できればと思います。
　未熟な若造でまだまだ力不足ですが、ライオンズクラブのモットーである「We serve」の精神で地域に貢献し、
盛り上げていけるよう努力してまいります。今後とも皆様のご指導を仰ぐばかりかと存じますが、何卒よろ
しくお願い致します。

　ライオンズクラブへのご入会、心から歓迎致します。
　ライオンズクラブは、世間ではよく奉仕団体だと言われます。確かに奉仕活動は行いますが、簡
単にその一語によって表現出来るような単純な団体ではありません。もっと幅の広い、もっと奥の
深い崇高な理念を持った組織なのです。小さく叩けば小さく響きます。大きく叩けば大きく響きます。
　入会すると、最初のうちは分かりにくいことや疑問にぶつかることが多いと思います。一つのク
ラブは少人数ですが、世界共通の会則を持つ組織ですから、その活動は広範多岐にわたっています。
また、アメリカ式の民主主義と、個人の自由と知性を尊重する組織ですから、古くからの日本的（東
洋的）思考には多少なじみにくい点もあります。会則や用語も英語の直訳であり、カタカナ英語も
たくさんあります。最初に渡された『ライオンズ必携』やその他の資料を、まずよく読んでください。
疑問点や分かりにくいことがあったら、遠慮なく、ライオン歴の長い会員に質問してください。先
輩会員は喜んで説明してくださるはずです。中には「自分も分からない」という先輩がいるかもし
れません。しかし、そんなにすべてを知っていなくても、会員としての日常に支障があったり、不
便を感じることはありません。
　ライオンズクラブは「出会いの場である」と、よく言われます。我が国には昔から「一期一会」
という言葉があり、人と人の出会いを非常に大切にする民族です。多くの会員との出会いが、これ
からのあなたの人生に大きな影響を及ぼすことは間違いありません。しかし、その出会いも、良い
人とばかりの出会いならこれに越したことはありませんが、中には嫌だと感じる人との出会いもあ
るかもしれません。嫌だと感じるのは、まだその人とあなたの接触が少なく、その人の本当の姿を
理解していないのかもしれません。好きだと感じるのも、嫌だと感じるのも、よく考えてみれば「自
分の心次第」ということでしょう。「嫌だ」と感じる自分の心を、「好きだ」と感じる心に高めてい
く場がライオンズクラブである、と言えるかもしれません。
　実情を言いますと、最近のライオンズクラブは入会者も多いが、退会者も多いのです。あなたも
そのうち、ひょっとして、「退会したい」と思う時があるかもしれません。そんな時は一人で決め
てしまわないで、まずスポンサーに、それからライオン歴の長い会員に相談してみてください。退
会はいつでも出来ます。それだけに慎重に考えてみてください。（中略）
　とにかく５年間は、無条件に例会に出席するということを続けてみてください。道はおのずから
開けます。

もう一度読みたい「あの記事」
●1998年４月号　新会員への手紙

「入会を諸手を上げてご歓迎」矢田常吉（千葉中央ライオンズクラブ）
LION 2010年11月号
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　去る８月７日㈯、午前10：00〜12：00まで新居浜
のリーガロイヤルホテルで行われ、幹事の宇野さん、
会計の木村さんと私の３名で参加させていただきま
した。
　会場は２階でしたが、１階では新型コロナワクチ
ンの接種会場になっており、ロビーでは大勢の人た
ちが順番待ちをしている状況でした。
　そんな中での開催ですので、時間を短縮し、更に
昼食の懇親会も中止となりました。
　また、地区ガバナー以外の挨拶、地区コーディネー
ター及び委員会からの要望は３分以内でした。
　今まででしたら各クラブ会長の今期方針の発表等
もあったのですが、それがなくなり各ゾーンのゾー

地区ガバナー公式訪問出席報告

会長 菊川　勝也

日　時　８月７日㈯　10：00〜
場　所　リーガロイヤルホテル新居浜
出席者　菊川会長、宇野幹事、木村会計

ンチェアパーソンがまとめて発表するというやり方
でした。
　地区ガバナー等からは、「プラスチックごみの河川・
海辺での回収を積極的にしてほしい。」「コロナ禍の
ピンチをチャンスに変えよう。」「奉仕活動に信念と
誇りを持って取り組み、色々な職種の人たちと共に
活動してほしい。」という内容でした。
　そして、「会員増強」をしてほしいということでした。
　今期、今治ライオンズクラブもこれらの意向に留
意しながら頑張っていきたいと思った次第です。

新築・増改築・営繕
愛媛県知事許可番号11090

今治市波方町小部甲675－1
ＴＥＬ52－2247　41－5995（作業場）

衣 干 店（本店）　　〒794-0813　今治市衣干町2丁目1-10
北鳥生店（第2工場）　〒794-0803　今治市北鳥生町5丁目4-14

各種新車・中古車販売・修理及び鈑金塗装
四国運輸局指定工場

有限会社 きむら自動車販売

ＴＥＬ（0898）33-0905㈹　ＦＡＸ（0898）33-0917㈹

グループB-ST
愛媛B-ST

各種電気・水道工事、オール電化、水まわりリフォーム、防鳥対策工事
などを通じて、快適でよりよい環境づくりに努めております。

〒799 - 2108　愛媛県今治市波方町岡甲263 - 5
TEL（0898）52 - 2021　FAX（0898）52 - 2970

http://www.kdsk-oka.co.jp/

鎌田電気水道株式会社
上　田　陽　二

〒799－1533　今治市国分４丁目８番27号
ＴＥＬ（0898）48－8788　ＦＡＸ（0898）47－3136
E-mail　karako@viola.ocn.ne.jp
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船舶室内艤装品金物一式

代表取締役　熊谷　昭宏

〒794-0112 今治市玉川町小鴨部甲795
TEL（0898）55-2263　FAX（0898）55-2269

有限会社 熊谷金物
防熱－断熱資材・床材販売

☎（0898）４１－７０１５

小 鳥 の く る 景 観 づ く り

株式
会社

けいしょう

総 合 建 設 業

株式会社

〒799-2101　愛媛県今治市波方町波方1913番地1
　　　　　　電　話（0898）４１－９２９０
　　　　　　ＦＡＸ（0898）４１－６６４６

＊日　時　令和３年８月５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35名　　　79.6％
＊会長挨拶
＊ビジター紹介
　336−Ａ地区２Ｒ　ＲＣ　　　大橋　勝英様
　336−Ａ地区２Ｒ　２Ｚ　ＺＣ　田坂　達哉様
　336−Ａ地区２Ｒ　ＲＣＡ　　櫛部　邦寛様
＊ビジター挨拶
　336−Ａ地区２Ｒ　ＲＣ　大橋　勝英様
＊ＬＣＩＦキャンペーン100アワード贈呈
◦ ライオン・コミットメントピン（紫のアタッチメント）
瀬野　和博・竹中　尚將・田中　敏也・羽田野修司
◦ ライオン・アクション（行動）ピン
入舟　訓三・白石　憲司・二宮　幹雄・原田　慎二・
横田　勤治
◦ キャンペーン100寄付者ピン
上田　陽二・宇野　一世・大久保治彦・越智　洋介
加藤　克利・鎌田　英一・刈谷　亮介・菊川　勝也
㟢山　俊紀・関　　英輔・曽我部　勝・東郡　涼太
鳥井　　洋・中村　浩治・羽藤　　巧・平田　　弘
藤高　研志・宗雪　高和・村上　浩二・森　　克司
八木　隆志・八島　　淳・安永　健治・矢野　　賢
渡邊　直人・渡部　直哉・渡辺　正隆
＊審議事項
１．地区ガバナー公式訪問について
＊報告事項
１．相互訪問例会出席報告
２．その他
＊幹事報告並びに終末事務
　次回理事会は８月12日㈭　18：30〜
　　　　　　ライオンズクラブ事務局
　次回例会は８月19日㈭　12：15〜
　　　　　　今治国際ホテル「真珠」

例会・理事会報告
８月第１例会報告

８月第２例会報告
＊日　時　令和３年８月19日㈭
＊場　所　──
＊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45名　　　 100％
（書面審議）
＊審議事項
１．前年度決算報告
２．緊急用積立金決算報告
３．国際交流基金決算報告
４．特別積立金決算報告
５．退職金積立金決算報告
６．物品資産明細報告
７．会計監査報告
８．本年度予算審議
９．結成60周年祈念大会予算について
10． 第１回地区ガバナー諮問委員会並ゾーンレベル

会員委員会について
＊報告事項
１．絵本読み聞かせ講演会の中止について

＊日　時　令和３年８月12日㈭　18：30〜
＊場　所　ライオンズクラブ事務局
＊出席者　役員19名中　14名出席
＊審議事項
１．結成60周年予算審議
２． 第１回地区ガバナー諮問委員会並びにＺＬ会員

委員会について
３．コロナ禍における例会・理事会について
４．その他
＊報告事項
１. ７月末会計報告
２．地区ガバナー公式訪問出席報告
３．その他

８月第１理事会報告
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今治市旭町2丁目3-4　TEL（0898）36-1111
例会日 第一、第三木曜日　12：15〜13：30
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

発行日 2021年9月2日

注１ 　７月号「和泉雅子講演会」、８月号「オリエンテーリング大会」も含めて当時項のメインアクティビティ
は、トップダウン方式ではなく、市民教育委員会（当時は今治ＬＣの頭脳と言われ、元幹事等中堅で構
成）主導で計画・立案し、よく話し合って進められていました。

注２ 　今治市営運動場条例　第３条
　　 　運動場の使用期間及び使用時間は次に揚げるとおりとする。（今治市営補助球場　午前９時から午後

９時30分まで）ただし今治市教育委員会は、必要があると認めるときは、臨時にこれらを変更すること
ができる。

　　 　真相は今治ＬＣの多くの会員達が熱意を持って多数の市議会議員さん達に働きかけ、市議会を動かし、
ただし以下の追加の変更となったようです。

注３ 　㟢山春繁会長をはじめ執行部の方々は、朝から夜まで周辺数百軒に何日もかけて手土産を持って直接
お会いし承諾をいただきました。

注４ 　このアクティビティで最大の難関は、当日の天候でした。そのために㟢山春繁会長は７月１日から当
日まで大好きなお酒を一滴も飲まずに神に祈っていました。

◎私は当日、夜12時〜６時までの担当となり、バックネット裏の本部にて楽しい一夜を過ごしました。

献腎チャリティーマラソンソフトボール大会　当時の思い出
ＭＣ・ライオンズ情報・大会参加委員長 二宮　幹雄

越智　洋介　突然の病で休業しておりましたが7/20
より仕事を再開致しました。メンバー
の皆様からは沢山の御祝い、ご来店頂
きまして有難うございます。

菊川　勝也　コロナ禍の早期の終息を願いドネーショ
ンします。

河野　通昭　７月のクラブ会報誌に私が会長をして
いた時の結成25周年記念事業「和泉雅
子の私だけの北極点」の事が大きく出
ていました。

入舟　訓三　新会員の皆様頑張ってください。田坂
２ＺＣに前回の例会欠席を指摘されま
した。申し訳ありません。

貴田　敏幸　暑い日が続きますが健康に注意してく
ださい。

上田　一善　本日で退院し１ヶ月がたちました。ク
ラブよりお見舞いを頂きありがとうご
ざいました。皆さんもお体にはご自愛
ください。

横田　勤治　ラッキーカードでお肉をゲットしまし
た！！おかげで良質なタンパク質を取
ることができました。

＊日　時　令和３年８月26日㈭
＊場　所　──
＊出席者　役員19名中　19名出席
（書面審議）
＊審議事項
１．再入会について
２．献血アクティビティについて
＊報告事項
１．移動入浴車贈呈式延期について
２． 第１回地区ガバナー諮問委員会並びにゾーンレ

ベル会員委員会中止について
３． 結成60周年記念ゴルフ大会及び記念式典延期に

ついて

336-Ａ地区２ＲＣ　大橋　勝英様
　　　　　２ＲＣＡ　櫛部　邦寛様

今後ともよろしくお願いいたします。
336-Ａ地区２Ｒ　２ＺＣ　田坂　達哉様

またまた例会訪問させていただきました。

８月第１例会ドネーション情報
�  

�

８月第２理事会報告


