事 業 報 告
８月２３日 わくわく★サバイバル教室
場所：寒川豊岡海浜公園ふれあいビーチ
市内の児童５３名が参加して、
わくわく★サバイバル教室が開催
され地引網体験、ドローン実験、
火おこし体験を行いました。
子供たちは目を輝かせながら一
生懸命に網を引き、ドローンを操
作し、火をおこし、日ごろ体験でき
ないことを体験し充実した一日に
なりました。

担当の村上敏幸委員長から
参加募集において市内小学校の奉仕作業や他のイベントが重なりメンバーの皆さんに
は大変ご負担をおかけいたしました。それでも５３名もの参加をいただけたこと本当にあ
りがとうございました。子供たちの笑顔や真剣に取り組む姿をみているとサバイバル教室
という非日常の中で、子ども達がたくましく生きる力を身につける機会となることを目的
としたこの事業の目的を達成することが出来たのではないかと思います。

９月５日 プレミアムクルーズ婚活～船上の姫をゲットするのは君だ～
場所：川之江港出発

少子高齢化対策事業として
スタートした婚活事業も四回目
を迎えました。
クルーザーでの船上パーティ
形式で行うことにより非日常の
中で出会い の場を提供しまし
た。
『おせっ隊』を中心に男女の
出会いをお手伝いしました。

男性 102 名、女性 135 名の受付をお手伝い

担当の三宅正剛委員長から
自身が委員長初経験でわからないことが多い中でこのような大規模な婚活イベントを行
うことができたのもスタッフ並びに各委員会メンバーのおかげだと思っております。特に
会員拡大メンバーの協力には感謝しております。終了してからも各方面からねぎらいまた
叱咤の声を頂きましたのもこの事業の認知度の高さからきたものだと思います。
次回開催に期待の声も頂いており、できれば次年度も開催していただきたいと思います。

９月５、６日

第 2 回 JC 杯学童軟式野球大会
場 所 ： 伊 予三島 運 動 公 園 野 球 場

市内の少年野球 14 チーム、約 300 名が
参加してくれました。
青空スポーツ少年団 大西翔君の元気
な選手宣誓より開会いたしました。
優勝は川之江大門少年野球クラブ
準優勝は中曽根ヤンキース
こども達も朝早くから練習し、元気に
試合を行いました。
2 回目となりましたＪＣ杯野球大会に
多くのご理解、御協力を賜り、また、
たくさんのご協賛を頂きまして、
誠にありがとうございました。

担当の村上守委員長から
第二回学童軟式野球大会を開催できメンバーの皆さん及び協賛企業様には感謝してお
ります。前回大会に比べるとスムーズに進行できたのではないかと思います。
ただ、説明不足・周知不足により開催中のメンバーの参加が多くなかったことが一つの
反省点です。これからも第三回、第四回と JC 杯学童軟式野球大会が続いていくことを期
待しております。

個性あふれる新しいメンバーがふえました。
皆さん、よろしくお願いします。

新入会員紹介

名前 今村真知子（いまむらまちこ）

名前 窪田佑輔（くぼたゆうすけ）

１９８５年 ４月 ２０日（３０歳）A 型

１９８３年 ９月 １１日（３２歳）A 型

【会社名】 今村酒造（資）

【会社名】 窪田歯科医院

【仕事内容】経理・事務

【仕事内容】歯科医師

【趣味・特技】読書

【趣味・特技】ドライブとラーメン屋巡り

【今一番の悩みは？】老犬の世話について

【今一番の悩みは？】仕事

【穴場のお店、おすすめの食べ物屋？】

【おすすめの手土産は？】博多とおりもん

ピエロ、伊佐文、源起苑

【うんちくを一つ】ラーメンの麺は普通→カタ→バリカタ→

【うんちくを一つ】法律では犬は定員に含まれない

針金→粉落とし→湯通しの順で固くなる

201５年は 名のメンバーを迎えることができました。
２０周年へむけ総勢 70 名で力を合わせて頑張っていきます。

メンバー紹 介
か じ

㈲加地工務店

あやこ

加地 彩子

29 才

趣味 ショッピング・裁縫 今一番の悩み
憧れの有名人は？ 平子理沙・篠原涼子
おすすめの食べ物屋
昭春丸

やせないこと・食べすぎ

いなむら

㈲稲村組

稲村

さとし

聡

39 才

趣味 サッカー・アウトドア 今一番の悩み ダイエットしたい
朝起きて一番にすること 背伸び
うんちくをひとつ 生コンに触ると手がシワシワになります
おおひら

大平紙器㈱

大平

じゅん

純

32 才

趣味 飲酒
今一番の悩み 二人目
おすすめの手土産 ベルアメール おすすめの食べ物屋 高雄
うんちくをひとつ たぬき寝入りは、英語で fox（ｷﾂﾈ） sleep

はぎお

てつ し

萩尾 徹志

萩尾産業㈲

趣味・特技 剣道観戦・剣道

39 才

憧れの有名人 前田智徳

今一番の悩み 例会の出席者数
朝起きて一番初めにすること
ひと

おすすめの手土産 例会での理事長挨拶
時計の確認と携帯の充電の確認
もうり

はるまさ

毛利 治正

㈱モーリ

38 才

趣味 読書・ドライブ
今一番の悩み 奥さんからのプレッシャー
おすすめの食べ物屋 たなはしのイタリアントマト・もんじゃ焼
おすすめの手土産
川之江屋の千鳥まんじゅう
すずき

㈲鈴木製材所

たいちろう

鈴木 太一郎

趣味・特技 剣道
おすすめの手土産
うんちくをひとつ

38 才

憧れの有名人 松平 健
緑寿庵清水のこんぺいとう（京都）
剣道は心技体が一致していないと一本になりません

進藤 裕介

司法書士法人やまびこ

40 才

趣味 ゴルフ
今一番の悩み ぽっこりお腹
おすすめの食べ物屋 一倉・サランバン
うんちくをひとつ 鼻毛は切っても切っても伸びてくる

すずき

まさひで

鈴木 正秀

㈲鈴木住宅設備

36 才

趣味・特技 サイクリング・ガス配管
朝起きて一番にすることは

携帯とかの充電チェック

おすすめの手土産 たつの屋のお菓子

おすすめの食べ物屋 味源・いちふじ（三野町うどん）
うんちくをひとつ

毎月２２日はショートケーキの日
出雲大社土居教会

古川

龍太郎

趣味 楽器演奏（ギターや笛）
今一番の悩み
おすすめの飲食店
ピッツァモーレ（土居）
おすすめの手土産
播磨屋の朝日あげ

いよ紙工㈲

篠原 優也

33 才

メタボ

34 才

趣味・特技 ｓｋ８・映画・音楽
今一番の悩み 窓をつつく小鳥
うんちくをひとつ ｹﾝﾀｯｷｰのｶｰﾈﾙおじさんの眼鏡には度が入っている

㈱四国クオリテ
むらかみ

ィ

村上

まもる
もりかわ

森川 紘太郎

リュウグウ㈱

守

こう た ろ う

36 才

31 才

趣味・特技 将棋・スポーツ（観るのも、するのも）
憧れの有名人 スコッティ=ピッペン・広末涼子
うんちくをひとつ ポリ袋は融点が 90～100℃で加熱料理向きではありません
うんちくをひとつ

毎月２２日はショートケーキの日

たけおか

㈱昔屋

ひろあき

武岡 宏明

35 才

趣味 阪神の応援を甲子園球場ですること
今一番の悩み 天気のいい日に頭が暑くて熱くて痛いこと
おすすめの手土産 ぜひ昔屋の弁当を手土産にどうぞ
おすすめの手土産
なかにし

ともみつ

中西 知足

㈲中西電気商会

↑の塩パン

38 才

趣味 PC・読書 今一番の悩み 子育て
おすすめの手土産 ブランデーケーキ
うんちくをひとつ 天ぷらの衣はあまり溶かない方がサクッと揚がる
うんちくをひとつ

毎月２２日はショートケーキの日
ほんどう

㈱本藤組

けんじ

本藤 賢二

38 才

趣味 貯金
憧れの有名人 広末涼子 今一番の悩み 婚活
おすすめの飲食店 松山のぶたしゃぶあやとり
うんちくをひとつ
ｱｲﾝｼｭﾀｲﾝはｲｽﾗｴﾙの大統領候補だった

こんどう

㈱近藤興業

近藤

たけし

豪

32 才

趣味 クレーンオタク
憧れの有名人 石川義浩
今一番の悩み 周年の登録状況 朝起きて一番にすることは 三度寝
おすすめの手土産
土居のアサリ
いしかわ

丸善商事㈱

よしひろ

石川 義浩

39 才

趣味 サッカー・ウォーキング（膝が痛くて走れなくなりました）
憧れの有名人 ディエゴ=マラドーナ・シャア=アズナブル
うんちくをひとつ
元ﾄﾞｲﾂ代表の FW ｸﾘﾝｽﾏﾝの実家はパン屋らしい
おすすめの手土産
↑の塩パン
ながの

瀬戸内パック㈲

よしたか

長野 良孝

37 才

趣味 バスケットボール・スノボ
今一番の悩み 翼をもがれた
おすすめの手土産
いりこ
うんちくをひとつ
ローションの原料は天草（ところてん）

事 業 のお知 らせ
12 月 23 日

しこちゅー冬夜市

今年で 7 回目を迎える冬夜市は『光と音のジャンクション♪ここ
が四国中央シティ』と題して四国中央市初上陸のプロジェクション
マッピングを行います。
当日のスケジュール
１７：００開会宣言
１７：０５サンタの衣装の子ども 記念撮影
１７：１５～１８：００ステージイベント開催
１８：００～１８：０５第一回プロジェクションマッピング
以降３０分毎にプロジェクションマッピングが行われその間ではステージイベントを
開催します。

例会で篠笛を披露いただいた
阿部一成さんも出演予定！

法皇青年会議所としてもブースを設けてあったか～い甘酒を提
供します。プロジェクションマッピング、ステージイベントを楽
しむとともにお手伝いにご協力お願いします

2016 年 度 組 織 図

このクロスロードは現役メンバーそしてシニア会の皆様との情報交流の場
として本年度よりスタートし第 3 回まで発行することができました。
法皇シニア会 白川シニア会長をはじめとする先輩の皆様そして現役メン
バーの皆さんのご協力に感謝いたします。
様々な情報が出会う場所として次年度も発行していくべく準備をすすめて
おりますので引き続きのご協力をお願いしまして挨拶とかえさせていただき
ます。一年間ありがとうございました。

制作 総務広報委員会
委員長 毛利治正

副委員長 鈴木太一郎

加地彩子、石村聡美、進藤祐介、長井慶太、本藤賢二、守屋真梨子、脇研二、篠原謙介、石川雄大
今村真知子
HP http://www.hohoh-jc.jp/

Facebook https://www.facebook.com/hohoh.jc

委員会ブログ http://ameblo.jp/hohohiinkai/
理事長ブログ http://ameblo.jp/hohohriji/

理事長ブログ毎日更新中！

