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地域で心豊かなたくましい子どもを育てるために

夢キララ

かがやけ未来の子どもたち

『猿飛佐助親子ふれあい集会』

【国際会長モットー】
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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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今治ライオンズクラブと猿飛佐助
昭和37年に今治ライオンズクラブが猿飛佐助等の
作者・山田阿鉄の姪であり、14歳でありながら阿鉄
たちと共に「猿飛佐助」等の創作に携わった池田蘭
子に『猿飛佐助賞』を贈呈した。
今治ライオンズクラブは昭和36年10月17日に日本
で335番目のクラブとして結成され、チャーターナ
イト（国際本部からの認証状伝達式）は翌年の昭和
37年10月７日であった。チャーターナイトの準備計
画の段階で、今治ライオンズクラブ創設者の一人渡
辺琢一氏が
「参加者のなかに西宮ライオンズクラブの池田蘭子
さんがおる。メンバーの秋山拳さんが、14歳であり
ながら猿飛佐助等の作品にルビをうった池田蘭子さ
んに『猿飛佐助賞』を差し上げたらどうだろうとい
う提案があったのが発端で、私も秋山さんの提案に
賛成した。池田蘭子さんは立川文庫の内幕を書いた
実録（自叙伝）小説「女紋」の作者でもある。その
「女紋」は、今、舞台やテレビで話題になっているし、
柴田錬三郎が柴錬立川文庫を出し、本家の池田蘭子
さんと裁判沙汰にもなり話題性があるので『猿飛佐
助賞』を池田蘭子さんに贈呈することにした。
」
と、今治ライオンズクラブ結成５周年記念誌の中で
語っている。
昭和38年４月の岡山大会において、
「猿飛佐助賞」
を池田蘭子さんに贈呈したことが認められて、グッ
ドアイディア賞、グッドスタンディング賞、
アクティ
ビティ賞を受けた。結成まもないクラブが３つの賞
を受賞したことは大変めずらしいことであるが、こ
れは、猿飛佐助が文化人の間では認知され、確固た
る地位を示している証拠である。
今研通信の「今治歳時記」
（竹本千万吉著）
142号
（平
成５年３月１日発行）にも今治ライオンズクラブが
池田蘭子さんに「猿飛佐助賞」を贈呈した当時の様
子を詳しく記載している。猿飛佐助やそれを創り出
した山田阿鉄及び山田一族を顕彰しなければならな
いことを訴えている。そして、今治に「猿飛佐助・
忍者屋敷」を建設することを提唱している。

このように、
「立川文庫」と「猿飛佐助」を生ん
だ今治の地に「文化の華」を咲かせることの必要性
を何人かの今治人は主張している。
しかし、
平成８年10月10日、
今治市立図書館がオー
プン記念に今治市出身の山田一族の偉業を賞揚する
ために開催した「立川文庫顕彰展」まで、
「猿飛佐助」
は人々の脳裏から消え去ってしまった。
明治、大正時代の文壇に大衆文学という華やかな
花を咲かせた文学者であり、猿飛佐助霧隠才蔵等の
作者でもある山田阿鉄が今治市出身で、その墓が山
方町の観音禅寺にあることを多くの今治市民が知っ
たのは、平成８年10月10日の今治市立図書館のオー
プン記念に開かれた講演−猿飛佐助を創った人々−
を聞いてからである。
それ以来、猿飛佐助に関心をもった人々が、「猿
飛佐助」を『今治市民』にするための活動を開始し
た。そして「猿飛佐助」や猿飛佐助の原作者・山田
阿鉄が今治市民に認知されるようになった。
正義だけに使える超能力を与えて変幻自在の活躍
をさせる架空の人物「猿飛佐助」を創ることができ
たのは、阿鉄が少年時代の夢と体験を大切にしてい
たからである。
猿飛佐助の師匠である戸沢白雲斎は別れにあたっ
て佐助に、
「一度でも、人を殺してみよその淋しさ、
暗さは、
生涯、
己れの身を食い尽くすぞ。
」と言った。
佐助はそれを忠実に守り決して人を殺したりしない
し、自己の利害のために忍術を使うこともしなかっ
た。正義のためにだけ忍術を使った。
このことを今治ライオンズクラブが取りあげれば、
今日的課題である青少年健全育成に寄与できると考
えた。

猿飛佐助親子ふれあい集会当日、会場は満席！
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『猿飛佐助親子ふれあい集会』
テーマ
日
場

時
所

「夢キララかがやけ未来の子どもたち」
平成11年11月20日㈯
今治市中央公民館

午後２時00分〜４時30分

子どもの頃、口に巻物をくわえて呪文を唱え、得意の忍法で悪人を次々とたおしていく忍者・猿飛佐助に
夢中になりました。正義のためだけにその技を使う、猿飛佐助をはじめとする真田十勇士の活躍を描いた本
や映画を見て、胸躍らせたものです。その作者が今治市出身の山田阿鉄であることを知っている人は多くあ
りません。
昨今、いじめ、不登校、学級崩壊、さらに青少年の非行が深刻な社会問題となっています。常に正義の味
方であり、勇気をもって勧善懲悪に挑戦した勇者・猿飛佐助を知ることを通して、子どもたちに正義感・倫
理観や思いやりの心、豊かな人間性を育てたい。夢を持って、たくましく生きる子どもたちを育てたい。そ
して、ふるさとの文化を知り、ふるさとを愛する心を育てたい。このような思いから、このアクティビティ
を計画しました。
（1999年11月号）

幹事

竹中

尚將

青少年健全育成事業
「猿飛佐助親子ふれあい集会」
を実行するに当り、実行委員会組織編成を行ない、
実行委員長に指導力育成委員長㟢山春繁に就任して
頂き、今治市教育委員会白石純士教育長、今治常盤
小学校前校長和田清身先生、同校長山本周三先生始
め教員の約10名の方々に、協力並びに指導を要請し
たところ、心良くお引受して頂き準備検討会を重ね、
日時は11月20日㈯14時から16時30分とし、会場は今
治市中央公民館に決定し、猿飛佐助発祥の地となっ
ている面河村を訪れ、教育長梅木様、渋草小学校長
龍田様にテレビ会議の協力をお願いし、お引受して
頂き、又当クラブ前谷会員からＮＴＴの協力により
テレビ会議が出来る事になりました。
宣伝用チラシ12,000枚製作し、今治市、越智郡の
40校の小学校及び２Ｚの各クラブに配布して親子の
参加を呼びかけました。
記念冊子「山田阿鉄と猿飛佐助」
を発行するに当り、
執筆には和田先生（前常盤小学校長）
に協力して頂き、

さし絵は塩出先生（岡村小学校長）にお願いして28
ページの冊子5,000部を製作、
記念の賞品用として「サ
スケ」帽子400ケ、
「サスケ」タオル1,000本、
「猿飛
佐助」文字入りボール500ケを用意し、面河村渋草
小学校とのテレビ会議用通信等準備が整い、舞台装
置等出来、出演者として子供の劇は常盤小学校の佐
助クラブ、
大人の劇では西山先生（桜井小学校教頭）
始め５名の先生と我クラブから矢野会長始め10名の
役者で延５日間のリハーサルで子供達は大変良く出
来ている。しかし大人の劇では先生達は熱心で名役
者ぶり、我クラブの役者は「だめ」最終日なのに明
日の本番ではどうなるのか心配しながら当日を迎え
ました。
11月20日㈯13時30分開場ぽつぽつの入場、45分頃
からエレベータ又階段から、ぞくぞく入場受付係は
パニック状態、入場者全員に記念冊子、記念タオル
を贈呈し、ホール４階は満員になり５階の席へ場内
整理係が案内、結果14時５分開演、司会進行の雲黒

悪役？３人が、会場をハイジャック！！

佐助参上！！
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斉（西山先生）で始まり、常盤小学校の女生徒によ
るナレーションにて、又プロジェクターでスクリー
ンに佐助や山田阿鉄の写真等が紹介され、続いて戸
沢白雲斉（矢野会長）の巻物を広げ、拙者は今治ラ
イオンズクラブ総大将矢野静雄でござる…との挨拶、
その後陣笠に陣羽織姿でわしは今治教育委員会教育
長白石純士と申す者でござる…と挨拶がありました。
子供の劇では常盤小学校「佐助クラブ」の児童に
矢野会長扮する戸沢白雲斉、第１副会長近藤桂五は
根津甚八、第２副会長田坂保雄は穴山小助、会員八
木隆志は三好清海入道、それぞれ仲間入りして熱演
ぶりでありました。
第２部として里見浩太朗、松島トモ子、大友柳太
朗出演の古い（約40年位前の）
「猿飛佐助」が上映
され続いて第３部で大人の劇で我クラブより、前会
あ かん べ え
長片山明博は
（片上明
勘兵とりもうちとしこ
衛）
、
佐々木俊夫会員は
（佐々
どん べ え
木鈍兵衛）、鳥井会計は
（鳥穡敏子）
、
ＺＣ髙橋勉は
（犬
飛伊助）他常盤小、岡村小の教員との共演で、前日
までどうなるのか心配していたが、さすが我クラブ
の劇団役者は立派に立回りセリフもバッチリで大変
驚き入ったでござる。
４部として、会場内の子供達と面河村渋草小学校
の子供達とのテレビ会議で両方の地域の紹介、猿飛
佐助についての質疑応答がなされ、
渋草小より巻物、
又今治の会場より帽子を入れたダンボール箱が投げ
られさすがメディアの時代渋草小で箱から出しすぐ
頭に付け大変喜んでいました。
第５部は常盤小学校、村上圭司先生の指導で子供
が製作したアニメによるクイズが行なわれ、場内の
子供達が夢中になっておりました。

最後に出演者全員による会場内にボール投げで閉
演となり、子供達は大変楽しそうに喜んで家路につ
いており、大成功であったと思います。
後日今治市内の小学校や教育関係に教材用として
今治市長に冊子1,200部、越智郡の小学校、教育関
係に教材用として教育事務所長に1,200部それぞれ
矢野静雄会長より贈呈されました。
我クラブメインアクティビティー青少年健全育成
事業にご協力下さった教育関係の方々、指導並びに
出演された先生方、佐助クラブの児童、面河村教育
関係者、渋草小学校児童、又、ＮＴＴ関係の方々に
は絶大なるご協力、誠に有難う御座いました。厚く
お礼申し上げます。
尚、㟢山実行委員長始め会員の方々には大変お世
話に成り有難う御座居ました。
（1999年12月号）

面河村渋草小学校の子どもたちと
今治市・越智郡の子どもたちを
テレビ会議システムで結んだ！

記念品
この帽子大人気でした！

佐助の記念ボール受け取ってね！

記念冊子
山田阿鉄と猿飛佐助

オフセットカラー印刷から、事務用印刷・企画デザイン・
ウインドウズデータの入出力まで、お客様のニーズに
最新の技術でお応えします。

株式
会社
〒794−0035 愛媛県今治市枝堀町2丁目1−13
22−5625
ＴＥＬ（0898）
22−5246 ＦＡＸ（0898）

〒794‑0015 今治市常盤町4‑1‑19
tel 0898‑23‑7292 fax 0898‑23‑7002
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第68回336-A 地区年次大会出席報告
日
場

時
所

４月24日㈰
高松レグザムホール
JR ホテルクレメント高松

次期会長

中村

浩治

去る４月23日、24日 高松で地区年次大会が開催
されました。23日のゴルフは不参加、24日の JR ホ
テルクレメント高松、レクザムホールで行われた大
会式典に参加してきました。
24日早朝より羽田野ライオンの高級車に同乗させ
てもらい、竹中ライオンと３人で高松に向かいまし
た。途中坂出で羽田野ライオンのおすすめのうどん
屋で竹中ライオンに美味しい釜揚げうどんをご馳走
になりました。
お昼前に式典会場に着きました。小雨のなか、ま
たコロナ過にもかかわらず、会場には沢山のライオ
ンズメンバーが集合していました。
式典は滞りなく進み地区ガバナーズアワードでは、
今治ライオンズクラブが特別賞を受賞しました。菊
川会長が壇上に上がり受賞する姿を見て、今治ライ

ガバナー特別賞

オンズクラブのメンバーとして大変誇らしく思いま
した。
式典も終わりメンバーで記念撮影をして、それぞ
れの車に分かれて帰宅の途に就きました。
来年の年次大会は徳島で行われる予定です。コロ
ナもおさまりバスでも貸し切れるぐらいの沢山のメ
ンバーで来年の年次大会に参加出し、楽しい時間を
今治ライオンズクラブのメンバーと共有出来ればな
あと思いました。

地区ガバナーズアワード（クラブ表彰）
今治 LC 受賞
ガバナー特別賞………………特別賞
グッドスタンディング賞……銅賞
クラブ会報優秀賞……………銀賞
ＭＪＦ賞………………………金賞
リサイクル賞…………………努力賞
国際関係賞
（海外クラブとの姉妹提携）
…特別賞

受賞したクラブ

塗装でエコを

遮熱・断熱・防音・結露防止
シックハウス症候群防止
FRP 防水で

雨漏防止

馬 ㈱丸馬銘木

塗装 防水 営繕工事

自然塗料で

快適環境

㈱平田商会

〒794−0035 愛媛県今治市枝堀町2丁目4−6
ＴＥＬ
（0898）
㈹３２−１６７８
ＦＡＸ（0898） ３１−５７７１

今治市別宮町9丁目5−16
ＴＥＬ ２２−５９７４
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今治ＬＣ結成60周年記念例会
日
場

時
所

４月７日㈭ 18：00〜
今治国際ホテル

結成60周年記念大会実行委員会 式典係長

村上

浩二

2022年４月７日㈭、いつもの例会場に於いて今治
ライオンズクラブ結成60周年記念例会が開催された。
１年半前、原田前会長の期より結成60周年記念大
会実行委員会を立ち上げ、度々その実行委員会も開
催し、また各係会も重ねてきた。
記念ゴルフ大会並びに記念式典の当初の予定は10
月だったが、コロナの状況を見極めながら10月開催
を延期し、実行委員会にて２月開催と決定した。
その後、我々式典係会もその予定に準じて、Ｌ矢
野幸治、Ｌ藤髙研志と共に度々打合せを重ねてきた
が、実行委員会にてまたもや延期となってしまった。
その間先ほどのＬ矢野、Ｌ藤髙は総務係からの要
望を非常に熱心に調整し準備を遂行しながらこの頼
りない式典係長を支えてくれた。心より感謝申し上
げたい。
最終的な決定は、来賓、ゲスト、ビジターを招待
しない我クラブのみの結成記念例会となった。
菊川会長の執行部にとっては非常に悔しい、また
残念な結果となってしまったが、その昔私がスポン
サーを務めた菊川会長の肝入りである60周年記念事
業の「福祉車両の贈呈」は無事終了していたため、
ひとつの救いではある。
さて、結成60周年記念例会は通常例会とあまり変

例会・理事会報告
４月第１例会報告
＊日 時
＊場 所
＊出席者

令和４年４月７日㈭ 18：00〜
今治国際ホテル
会員52名中 不在会員０名
優待会員０名
終身会員５名
純出席者35名
77.8％

＊会長挨拶
＊ＬＣＩＦキャンペーン100アワード贈呈
ライオン・デディケーション（献身）ピン
木村 智一
ライオン・アクション（行動）ピン
菊川 勝也・宇野 一世
＊アワード贈呈
40ヵ年皆出席賞 二宮 幹雄
31ヵ年皆出席賞 渡辺 正隆
23ヵ年皆出席賞 﨑山 俊紀・村上 浩二
18ヵ年皆出席賞 原田 慎二
13ヵ年皆出席賞 上田 陽二
11ヵ年皆出席賞 鎌田 英一
６ヵ年皆出席賞 刈谷 亮介
３ヵ年皆出席賞 加藤 克利・越智 洋介

わらない雰囲気となり進行し閉会した。
例会後は、こじんまりとした懇親会に突入した。
懇親会では、私が会長を務めた55周年からこの60
周年の５年間に７名もの物故会員が増え、非常に残
念なことではあるが、古いクラブが故にある意味仕
方のないことなのかもしれない。
そんな中、その７名の物故会員にゆかりのあるメ
ンバーからの思い出話やコメントを頂いた。やはり
同じクラブで活動していた先輩諸氏には皆さん思い
を馳せていたことと思われる。
懇親会もなぜか原田前会長の締めでお開きとなった。
いつまで続くか先の見えないコロナ禍、我がクラ
ブもまた今後ウィズコロナという姿勢で、まだしば
らく辛抱が続くことをお互い認識し前に進むしかない。
早く大勢のメンバーが集結できる式典が開催され
ることを願うばかりである。
どうか皆さん、今しばらくご自愛ください。

２ヵ年皆出席賞 鳥井
洋
１ヵ年皆出席賞 上田 一善
＊審議事項
１．５月第１例会日時・場所変更について
２．
「いまばり日時計晴れ太」
表示板張替えについて
＊報告事項
１．60周年実行委員会 記念誌・記録係会報告
２．ＭＣ・ライオンズ情報・大会参加委員会報告
３．その他
＊幹事報告並びに終末事務
次回理事会は４月14日㈭ 18：30〜
ライオンズクラブ事務局
次回例会は４月21日㈭ 12：15〜
今治国際ホテル「真珠」

４月第１理事会報告
＊日 時 令和４年４月14日㈭
＊場 所 ──
＊出席者 役員19名中 19名出席
（書面審議）
＊決議並びに審議事項
１．ウクライナ侵攻による避難民・難民の支援につ
いて
２．次期地区役員・地区役員オリエンテーションに
ついて
−6−
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３．腕木式昼間潮流信号機説明看板の安全対策につ
いて
４．その他
＊報告事項
１．３月末会計報告
２．その他

４月第２例会報告
＊日 時
＊場 所
＊出席者

令和４年４月21日㈭
──
会員52名中 不在会員０名
優待会員０名
終身会員５名
純出席者43名
93.5％
（書面審議）
＊審議事項
１．ウクライナ侵攻による避難民・難民の支援につ
いて
２．次期地区役員・地区委員オリエンテーションに
ついて
３．腕木式昼間潮流信号機 説明看板の安全対策に
ついて

４月第２理事会報告
＊日 時 令和４年４月28日㈭ 18：30〜
＊場 所 ライオンズクラブ事務局
＊出席者 役員19名中 11名出席
＊決議並びに審議事項
１．献血アクティビティについて
２．今治市国際交流協会法人会費について
３．令和４年度海洋少年団・ボーイスカウト・ガー
ルスカウト合同入団式について
４．第25回今治市民のまつり「おんまく」特別広告
について
５．例会昼食代の値上げ（相談）について
６．その他
＊報告事項
１．嘉義ＬＣへの記念誌到着について
２．その他

４月第１例会ドネーション情報
336−Ａ地区２Ｒ２ＺＣ 田坂 達哉様
今治ＬＣ60周年おめでとうございます。
また労作の60周年記念誌有難うござい
ました。２Ｚのリーダーとして今後ま
すますのご発展と会員各位のご健勝を
ご祈念申し上げます。
田坂良子様 今治ＬＣ結成60周年おめでとうござい
ます。この度60周年記念誌を頂きあり
がとうございました。今治ＬＣの今後

株式会社

まる

丸

益々のご発展をお祈り申し上げます。
先般は岡本俊政のためご多忙中にもか
かわらずご丁寧なお心遣いを頂きまし
たこと厚く御礼申し上げます。
竹中 尚將 今治ＬＣ結成60周年おめでとうござい
ます。永年のアクティビティも多く残っ
ております。これからも永く継続され
ることを願ってドネーション致します。
この度、娘婿が国立大学九州工業大学
の学長に就任致しました。 無事務ま
ります様祈りドネーション致します。
菊川 勝也 今治ＬＣ結成60周年記念例会・懇親会
の開催が出来たことにドネーションし
ます。皆様出席ありがとうございます。
鳥井
洋 結成60周年おめでとうございます。
安永 健治 結成60周年おめでとうございます。私
も入会してから40年長いようで短いよ
うで自然に年はとっていきます。3/29
に78才になりました。
入舟 訓三 菊川会長60周年おめでとうございます。
皆様の顔を見るのが久しぶりなのでド
ネーション致します。
羽田野修司 久方ぶりの例会、結成記念例会おめで
とうございます。皆さんにお目にかか
れて幸いです。
梶原 俊二 今治ＬＣ60周年記念おめでとうござい
ます。記念誌に2017年メインアクトの
記録があり、懐かしく見る事が出来ま
した。ありがとうございます。
貴田 敏幸 明日、
下の娘が無事小学校に入学します。
60周年記念例会おめでとうございます。
二宮 幹雄 今治ＬＣ結成60周年記念誌、皆様のご
協力により発刊という大役にたずさわ
れたこと、大変誇りに思います。ご協
力ありがとうございました。
原田 慎二 自分が会長の時に企画した講演会が２
回の延期を経て３度目の正直で４/17
になんとか開催できそうです。メンバー
の皆様に心から感謝いたします。
宇野 一世 本日は無事結成60周年記念例会が開催
されおめでとうございます。久しぶり
に顔を合わせての例会ができ嬉しいです。
木村 智一 久しぶりの例会で皆さんに会えたこと
に感謝してドネーション致します。ま
た、３月のゴルフ同好会にて優勝させ
ていただきました。ありがとうござい
ました。
藤髙 研志 結成60周年記念例会がコロナ下でも無
事に開催されたことを祝してドネーショ
ン致します。
㟢山 俊紀 50周年の会長を拝命して早や10年の歳
月が流れましたが60周年の菊川会長に
はコロナ禍大変悩ましい１年とお察し
します。何はともあれ60周年を皆様と
共にお喜び申し上げます。
４月生まれ誕生祝 大久保治彦
（4/9）
・藤本裕之（4/29）
岡本直子様

産業廃棄物
一般廃棄物収集・運搬

そう

株式会社 みたらい

宗

代表取締役

〒799 1512 愛媛県今治市高市甲265番地2
ＴＥＬ
（0898）
47 5522㈹ ＦＡＸ
（0898）47 5528

貴田

敏幸

〒794−0801 今治市東鳥生町4丁目8番47号
ＴＥＬ
（0898）３２−３８２８㈹
ＦＡＸ（0898）２４−１３５５
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同好会情報
ゴルフ同好会
今治 LC ４月度月例結果

今治・尾道 LC 合同ゴルフコンペ

◇４月17日㈰ サンセットヒルズ CC
参加人数 11名

◇４月17日㈰ サンセットヒルズ CC
参加人数 24名

順位

氏

優勝

㟢山

２位

Total

HC

Net

順位

氏

俊紀

70

1.4

68.6

３位

㟢山

黒田

聡

79

10.0

69.0

４位

３位

木村

智一

102

28.8

73.2

B.B

村上

浩二

91

7.6

83.4

㟢山

名

名

Total

HC

Net

俊紀

70 ＋2.4

72.4

白石

憲司

91

18.0

73.0

５位

村上

浩二

91

16.8

74.2

８位

安永

健治

93

18.0

75.0

俊紀

４月17日、サンセットヒルズで尾道ライオンズクラブとの親善ゴルフが久しぶりに開催されました。同伴
メンバーは、梶原さん、尾道から比本学志会長と益﨑秀輝直前会長でした。
ちょうど１ヶ月前の３月17日に右肩腱板断裂をし痛み止めのステロイド注射を打ってのラウンドでしたが、
気心知れたメンバーとのラウンドで良いスコアとなりました。因みにスコアをご紹介します。
ホール １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ アウト 10 11 12 13 14 15 16 17 18
パー

イン トータル

４ ４ ５ ３ ４ ３ ５ ４ ４

36

４ ５ ３ ４ ５ ４ ４ ３ ４

36

72

スコア ４ ４ ５ ３ ４ ２ ５ ４ ４

35

４ ５ ２ ４ ５ ４ ４ ３ ４

35

70

パット数 １ ２ ２ ２ １ １ １ １ １

12

２ １ １ １ ２ ２ １ １ ２

13

25

今までノーボギーのラウンドは数回あるもののパット数25回というのは特筆すべき事です。
ゴルフ上達の為にスコアの分析が有効ですがこの表の他にフェアーウェイキープ率、パーオン率、ティー
ショットの曲がる方向などスコアカードに書き留めてチェックしてみると面白いと思います。

今治・尾道 LC 合同ゴルフコンペ
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

会

計

〒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

例会日

第一、第三木曜日

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）36-1111

12：15〜13：30

TEL（0898）52-3811

TEL
（0898）33-0905

委員長

二宮 幹雄
今治市旭町1丁目5-17

MC・ライオンズ情報

船越

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

2022年5月19日

MC・ライオンズ情報

事務局

木村 智一
今治市衣干町2丁目1-10

委

員

TEL
（0898）
22-1662

裕太

