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【336-A地区 スローガン】

【ガバナースローガン】

【国際会長テーマ】

WE SERVE
（われわれは奉仕する）

【今治ＬＣ会長スローガン】

Liberty, Intelligence, 
Our Nation's Safety

【ライオンズクラブスローガン】

（自由を守り、知性を重んじ、われわれの国の安全をはかる）

WE SERVE（ウィサーブ）

ライオンズクラブのキーは奉仕することである

誇りを胸に　未来へ向けて一致協力

今治ＬＣ会長努力目標

●　例会・アクティビティへの全員参加

●　会員増強　

2019.7　　　　　　　　　　　　　　　2020.6

１月９日㈭　新年家族例会　上田会長玉串奉奠
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新年家族例会

　2020年１月９日木曜日に今治国際ホテルクリスタ
ルホールにおいて、新年家族例会、親睦会が開催さ
れました。
　例会の開会に先立ち、野間神社の宮司様による修
祓の儀がとり行われ、上田会長の玉串奉奠の後、例
会が始まりました。審議事項、報告事項とスムーズ
に進行し、その後、和やかな雰囲気の中、親睦会が
始まりました。
　梶原テールツイスターの司会のもと開催された親
睦会は、新年の歌斉唱で始まり、金婚式、銀婚式、
卒寿、喜寿、古稀、還暦、年男のお祝いが行われま
した。余興の餅つきでは、メンバーのご家族のご協
力もあり、つきたてのお餅をいただけたり、ラッキー

カードと大変楽しい時間を過ごすことができました。
　最後は菊川第二副会長の閉宴の言葉で締めて頂き
お開きとなりました。今年も、メンバーの皆様、ご
家族の皆様のご協力のおかげで、楽しい新年家族例
会を開催することができました。2020年が皆様にと
りまして素晴らしい年となりますよう祈念申し上げ
新年家族例会のご報告とさせて頂きます。

日　時　１月９日㈭　18：00〜
場　所　今治国際ホテル　クリスタルホール

古稀お祝い　L. 廣田・L. 羽藤金婚式お祝い　L. 羽田野

餅つき

銀婚式お祝い　L. 横田上田会長挨拶

LL の皆さん　お世話になりました

還暦お祝い　L. 矢野 年男お祝い　L. 八木 ･L. 羽田野 ･L. 矢野 ･L. 刈谷 乾杯　渡辺地区委員

副計画委員長 東郡　涼太
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〒794-0015　今治市常盤町4-1-19
tel 0898-23-7292　fax 0898-23-7002

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。

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

株式
会社

第28回今治ライオンズクラブ旗争奪少年サッカー大会

Ａグループ Ｂグループ Ｃグループ Ｄグループ
南 中　　央 波 止 浜 伯　　方

大 西 Ｋ 常　　盤 玉　　川 北
西 大西ＳＳ 鳥　　生 桜　　井

立　　花 清　　水
優勝／中央　　準優勝／桜井
３位／南　　　敢闘賞／波止浜

決勝トーナメント結果
決勝戦（Aコート）

3位決定戦（Bコート）

3－1

6－0

桜井中央

D1位C1位B1位
Aコート Bコート

1－5 0－2
A1位

桜井波止浜中央南

南 波止浜

上田会長挨拶

育成資金贈呈

　2020年１月19日、大新田運動公園補助グラウンド
におきまして、第28回今治ＬＣ旗争奪少年サッカー
大会が開催されました。
　上田会長、村上幹事、中村会計、私鎌田で参加し
てまいりました。
　当日は、晴天で春先のような天候でした。
　８時40分より開会式が行われ、井本会長、上田会
長の挨拶の後、優勝旗が返還されて育成資金を贈呈
しました。
　総勢14チームのサッカークラブが参加され、予選
リーグより４チームが勝ち上がり、その後決勝トー
ナメントにて中央チームが優勝しました。（準優勝　
桜井　３位　南　敢闘賞　波止浜）
　この事業が少年育成事業として、今治ＬＣとして
もいろいろな形で支援していき、今治がサッカーの
地域（まち）となり今治市発展の一助になればと思
いました。

日　時　１月19日㈰　8：40〜
場　所　大新田運動公園　補助グラウンド
出席者　�上田会長、村上幹事、中村会計�

鎌田市民・教育奉仕委員長

市民・教育奉仕委員長 鎌田　英一
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日　時　１月26日㈰　16：15〜
場　所　ワンダーボウル西条店
出席者　�原田第１副会長、村上幹事�

羽田野会員委員長、矢野幸治

2R親善ボウリング大会

　２リジョンのボウリング大会が１月26日㈰西条市
のワンダーボウルで開催され、羽田野会員委員長、
村上幹事、矢野幸二 L.、私の４名で参加しました。
結果からお伝えするとチーム戦は対象16チーム中８
位と無難な成績でしたが、私たちは皆不完全燃焼で
した。それは当日会場に到着した時点で、指がきち
んと入るボウルがもう無かったのが原因です。もし
来年も開催されたら１時間前に行くことをお勧めし
ます。ということで個人戦の成績は割愛させていた

だきますが、優勝はくるしま LCの大岡会長でした。
打ち上げはアサヒビール工場で行われました。なぜ
か全員ノンアルコールでしゃぶしゃぶを美味しくい
ただき、健康的で楽しい半日となりました。

第１副会長 原田　慎二

令和元年度今治市中学 ･高校サッカー大会

　１月11日に令和元年度今治中学・高校サッカー大会高校
の部の開会式に原田第１副会長、鎌田市民・教育奉仕委員
長の３人で出席し育成資金を贈呈してまいりました。今年
はFC今治の J３昇格、今治市では初となる東高の全国選
手権出場と嬉しい話題が多く、開会式前に今治サッカー協
会の副会長より東高の全国大会でのエピソードを聞くこと
が出来るなど、サッカー協会の関係者の皆さんや指導者の
方々が笑顔で話されていたのが印象的でした、開会式では
井本今治サッカー協会会長から選手を激励する挨拶があり
続いて原田第１副会長から井本会長へ育成資金が贈呈され
ました。今年も今治の高校生の活躍に期待したいと思います。

【高校の部】（４チーム）
優勝　今治西高校
２位　今治東中等教育学校
３位　今治工業高校

【中学校の部】（10チーム）
優勝　大西中学校
２位　今治南中学校
３位　今治東中等教育学校

日　時　１月11日㈯・12日㈰
場　所　大新田運動公園　補助グラウンド
出席者　�原田第１副会長、村上幹事�

鎌田市民・教育奉仕委員長

幹事 村上　　聡

育成資金贈呈
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自然塗料で
シックハウス症候群防止

塗装でエコを
遮熱・断熱・防音・結露防止

FRP 防水で
雨漏防止　快適環境

㈱平田商会
塗装　防水　営繕工事

今治市別宮町9丁目5－16
ＴＥＬ ２２－５９７４

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

㈱丸馬銘木馬

＊日　時　令和２年１月９日㈭　18：00〜
＊場　所　今治国際ホテル
＊出席者　会員57名中　不在会員３名
　　　　　　　　　　　優待会員０名
　　　　　　　　　　　終身会員７名
　　　　　純出席者34名　　　79.1％
＊修祓の儀
＊新年の挨拶� 会長　上田　陽二
＊審議事項
１．�第66回複合地区年次大会予備登録について
２．�第28回今治ＬＣ旗争奪少年サッカー大会につい
て

＊報告事項
１．�次期２Ｚ・ＺＣ指名委員会報告
２．�あすなろ学園クリスマス祝会報告
３．その他
＊幹事報告並びに終末事務
　次回理事会は１月16日㈭　18：30〜
　　　　　　ライオンズクラブ事務局
　次回例会は１月23日㈭　12：15〜
　　　　　　今治国際ホテル ｢真珠」
＊新年家族例会懇親会
　司会者� テールツイスター　梶原　俊二
１．開宴の言葉� 第一副会長　原田　慎二
１．新年の歌斉唱
１．新会員および家族紹介� 幹事　村上　　聡
　　矢野　幸治・和子夫妻・越智　浩記・船越　裕太
１．金婚式のお祝い（Ｓ45年ご結婚）
　　羽田野修司・節子ご夫妻
１．銀婚式のお祝い（Ｈ７年ご結婚）
　　横田　勤治・貴美代ご夫妻
１．卒寿のお祝い　井出　隆三
１．喜寿のお祝い　佐谷　昭範
１．古稀のお祝い　廣田　庸二・羽藤　　巧
１．還暦のお祝い　矢野　幸治
１．年男に記念品贈呈
　　八木　隆志・羽田野修司・矢野　幸治
　　刈谷　亮介・渡部　直哉
１．乾杯

２R�YCE・ライオンズレオ・国際関係委員　渡辺　正隆

例会・理事会報告
１月第１例会報告

ドネーション情報
上田　陽二　明けましておめでとうございます。令

和２年１月折り返しですが、気を抜か
ず頑張ります。

河野　通昭　2020年を元気に迎える事ができました。
東京オリンピックの年でもありますの
で平和な年でありますよう祈念いたし
ます。

鳥井　　洋　今年も新しい年を元気に迎えることが
できましたのでドネーションさせて頂
きます。

渡辺　正隆　金婚式、銀婚式を迎えられたこと誠に
おめでとうございます。これからも末
長く仲睦まじく元気で幸せであります
よう祈念致します。

廣田　庸二　上田丸の航海の無事折り返しと、古稀
のお祝いをして頂いたことにドネーショ
ン致します。

羽藤　　巧　古稀のお祝いありがとうございます。
平均年齢ゴールまで頑張っていきます。

羽田野修司　上田丸も折り返し、最終港まで順調な
航海を願っています。本日は金婚式の
お祝いを頂きありがとうございます。

梶原　俊二　本年も皆様に幸多いことをお祈り申し
上げます。

瀬野　和博　今治４Ｃ親善ゴルフにて優勝をする事
ができ、又同時に今治ＬＣコンペも優
勝する事ができましたのでドネーショ
ン致します。

越智　洋介　第98回全国高校サッカー選手権大会に
おいて今治東高校が３回戦で惜しくも
敗退となりました。クラブメンバー様
にはたくさんの寄付金を頂きましてあ
りがとうございました。

１．余興「餅つき」
１．ラッキーカード
１．｢またあう日まで」斉唱
１．閉宴のことば� 第二副会長　菊川　勝也
１．閉宴
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〒799‒1512　愛媛県今治市高市甲265番地2
ＴＥＬ（0898）47‒5522㈹　ＦＡＸ（0898）47‒5528

まる　　　そう

株式会社　丸　宗 株式会社 みたらい
〒794－0801　今治市東鳥生町4丁目8番47号
　　　　　　ＴＥＬ（0898）３２－３８２８㈹
　　　　　　ＦＡＸ（0898）２４－１３５５

産業廃棄物
一般廃棄物収集・運搬

代表取締役　貴田　敏幸

佐谷　昭範　新年家族例会に於いて、喜寿のお祝い
を頂きましたのでドネーション致しま
す。ありがとうございました。

上田　陽二　新年家族例会に於いて、鎌田市民・教
育奉仕委員長大変美味しい餅を有難う
ございました。

梶原　俊二　新年家族例会に於いて、国際ホテルの
宿泊券を頂くことができましたのでド
ネーション致します。

中村　浩治　新年家族例会ではたくさんの出席、楽
しい餅つき大会等ありがとうございま
した。

安永　健治　ゴルフ同好会１月月例にて今年２回目
の優勝をしてしまいましたので、しぶ
しぶドネーション致します。

ドネーション情報

＊日　時　令和２年１月30日㈭　18：30〜
＊場　所　ライオンズクラブ事務局
＊出席者　役員19名中　10名出席
＊決議並びに審議事項
１．第66回地区年次大会代議員について
２．薬物乱用防止教育認定講師養成講座について
３．第３回リジョン会議について
４．その他
＊報告事項
１．新年家族例会収支報告
２．２R親善ボウリング大会参加報告
３．その他

１月第２理事会報告

１月第２例会報告
＊日　時　令和２年１月23日㈭　12：15〜
＊場　所　今治国際ホテル
＊出席者　会員57名中　不在会員３名
　　　　　　　　　　　優待会員０名
　　　　　　　　　　　終身会員７名
　　　　　純出席者31名　　　72.1％
＊会長挨拶
＊アワード贈呈
　21ヵ年皆出席賞　㟢山　俊紀・村上　浩二
　16ヵ年皆出席賞　原田　慎二
　４ヵ年皆出席賞　刈谷　亮介
＊食事懇談
＊審議事項
１．上半期決算報告
２．上半期物品資産明細報告
３．上半期監査報告
４．下半期財務見通しについて
５．�通算1400回例会（２月第１例会）について

１月第１理事会報告
＊日　時　令和２年１月16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
＊決議並びに審議事項
１．上半期決算報告
２．上半期物品資産明細報告
３．上半期監査報告
４．下半期財務見通しについて
５．不在会員について
６．長期出張者について
７．通算1400回例会（２月第１例会）について
８．その他
＊報告事項
１．�令和２年度今治市中学・高校サッカー大会出席
報告

２．その他

八木　隆志・羽田野修司・矢野　幸治
刈谷　亮介・渡部　直哉

年男を迎えることができました。

���

�
＊報告事項
１．�今治市中学・高校サッカー大会出席報告
２．�第28回今治 LC旗争奪少年サッカー大会出席報
告

３．その他
＊幹事報告並びに終末事務
　次回理事会は１月30日㈭　18：30〜
　　　　　　ライオンズクラブ事務局
　次回例会は２月６日㈭　12：15〜
　　　　　　今治国際ホテル ｢真珠」
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　新年あけて、早くもひと月が経
とうとしています。この冬は暖冬�
で、今治ではまだ初雪は見られて
いません。ですが、風邪やインフ
ルエンザが流行り始めています。
会員皆様もくれぐれもご自愛くだ
さいますようお願いいたします。
　ニュースでもコロナウイルスが
騒がれていますが、海外渡航の際
はご注意ください。
　今年は椿祭りも１月後半からの
早い開催ですので、春の便りも早
いかもしれませんね。
� （ＭＣ副委員長　木村　智一）

１ 土

2 日

3 月 例会打ち合わせ会（13：30〜　事務局）

4 火

5 水

6 木 第１例会（第1400回）（12：15〜　今治国際ホテル）

7 金

8 土

9 日

10 月 理事会打ち合わせ会（13：30〜　事務局）

11 火 建国記念日

12 水

13 木 第１理事会（18：30〜　事務局）

14 金

15 土

16 日

17 月 例会打ち合わせ会（13：30〜　事務局）

18 火

19 水

20 木 第２例会（第1401回）（12：15〜　今治国際ホテル）

21 金 理事会打ち合わせ会（13：30〜　事務局）

22 土

23 日 天皇誕生日

24 月 振替休日

25 火

26 水

27 木 第２理事会（18：30〜　事務局）

28 金

29 土

同好会情報　ゴルフ同好会
今治LC１月度月例結果

順位 氏　名 Total HC Net

優勝 安永　健治 88 15.7 72.3
２位 田中　敏也 97 21.6 75.0
３位 羽田野修司 97 21.2 75.8
B.B 梶原　俊二 105 16.8 88.2

◇１月21日㈫　松山シーサイドCC　参加人数　９名
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