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【国際会長テーマ】

【ガバナー・スローガン】

【国際会長モットー】

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）

誇り・挑戦・進化・輝く未来にウィサーブ

WE SERVE

人と人　つながる力でウィサーブ

今治ＬＣ会長努力目標

●　アクティビティへの積極的参加

●　退会者の防止と新会員の増強

●　例会出席率の向上

2020.7　　　　　　　　　　　　　　　2021.6

６月18日㈭　最終例会（会長交代式）
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就任ご挨拶

会計 久保田裕二
　この度今治ライオンズクラブの会計の大任を拝命しました久保田です。
入会５年目の新米会員です。とてもクラブ３役の一角を担うような身分ではありませ
ん。クラブ運営のことも何にも分かりません。新会長に会計をお願いされたのは一昨
年３月だったと思います。その時には、こともあろうに新型コロナウイルスでこんな
状況になるなどと言うことは想像だにしていませんので余り深く考えもせずお受けし
ましたが、今になってみると己の生業すら危うい状況で本当に職責を果たせるのか非
常に心もとない状態で新年度を迎えようとしています。正直不安でしかありませんが、
とは言え依頼をお受けした以上は何よりも人として責任を全うしたく思います。クラ

ブ運営に支障が出ることも、迷惑をかけることもあろうかと存じますが目いっぱい赤っ恥をかきながら、お
叱りを頂きつつ責を負いたいと思いますのでどうか皆様温かい目で支えて頂きたいと思います。宜しくお願
い申し上げます。最後になりましたが当事者の一人として原田丸の無事の航海を心よりお祈り申し上げます。

会長 原田　慎二
　このたび伝統ある今治ライオンズクラブの第60代会長を拝命いたしました。
　2004年の入会以来、幹事をはじめ様々な役職を経験させていただきましたが、会長
となると特別で自分の未熟さを感じて重責に押しつぶされそうです。
　そんな中、先輩の方々から「メンバーのみんなが助けてくれるから気楽に」「やり
たいようにやれば良いから」と声をかけていただきました。その言葉を糧になんとか
気持ちを奮いたたせております。
　会長スローガンは「人と人　つながる力でウィ・サーブ」です。クラブの伝統を未
来へとつないでいくことを縦糸に、メンバーや地域の方々とのコミュニケーションを

横糸にアクティビティに邁進してまいります。一年間よろしくお願いいたします。
　実はコロナ禍の中、会合を持つことも難しく引継ぎも大幅に遅れて、私たち執行部一同は準備運動の出来
ないままティーグラウンドに立った状態です。なにかと至らぬ点もあるかと存じますがご容赦いただき、ご
指導ご鞭撻を賜りますよう心からお願い申し上げます。

　今年度の幹事を任命されました横田勤治です。
　昨年度は計画委員長を幹事の村上聡さんに教えてもらいながら務めさせていただき
ましたが、解らないことだらけで自分に幹事が務まるのか？と不安な気持ちのまま、
就任のあいさつを書いている状態です。
　原田会長のスローガンのように、人と人のつながりを大切にしてメンバーの皆様と
一緒に例会、アクティビティを盛り上げて参りたいと思います。まだまだライオンズ
歴も浅く皆様には迷惑をおかけすることが多々あるかとは思いますが、先輩方に習い
ながら精一杯務めさせて頂きますので、１年間どうぞ宜しくお願い致します。

幹事 横田　勤治

　このたび先輩ＺＣの方々より推薦をいただきまして、今治ＬＣ15人目の２Ｒ－２ＺＣ
という重要な役職を務めさせていただくことになり、身の引き締まる思いでいっぱい
です。私を育てていただいたＬＣにほんの少しでも恩返しをさせていただく想いで今
回大役を引き受けました。
　「ゾーン・チェアパーソン」とは「地区ガバナーおよび（または）リジョン・チェアパー
ソンの指導監督を受け、責任者としてゾーンの運営に当たるとともに、ゾーンにおけ
る地区ガバナー諮問委員会の委員長として同委員会定例会議を開催し議長を務める。」
とライオンズ必携に書かれてあります。２Ｒ－２Ｚの４ＬＣとキャビネットとの「橋
渡し役」として精一杯努力したいと思っています。一年間よろしくお願いします。

336-A 地区2R・2Z・ZC 二宮　幹雄
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泊　郵　便　局
〒794-2102　今治市吉海町泊1462-2
ＴＥＬ（0897）84-2839　ＦＡＸ（0897）84-3479

P O S T
そばにいるから、できることがある。

ジェム ナカムラ

有限会社　中 村 真 珠
中　村　浩　治

〒794－8522　今治市旭町2丁目3－4　今治国際ホテル1F
ＴＥＬ（0898）36－1838 ・ ＦＡＸ（0898）36－1839

最終例会

　去る６月18日㈭に今治国際ホテルにて最終例会（第
1409回）が開催されました。
　今回はコロナウィルス感染拡大防止の観点からご
家族の皆様をお呼びできず、メンバーのみの最終例
会となりました。
　上田会長の開会ゴング、開会宣言で始まり、２R・
ライオンズレオ・国際関係委員の渡辺正隆さんに感
謝状並びに記念品贈呈があり渡辺さんからの挨拶が
ありました。
　続いて優秀委員会特別賞は今回 MC・ライオンズ
情報・大会参加委員会と環境保全・保健福祉委員会
となり関　英輔委員長と八島淳委員長から受賞挨拶
がありました。続いて１ヵ年例会皆出席賞と１ヵ年
理事会皆出席賞がありました。続いて次期地区役員
の２Z・ZC　二宮幹雄さんと２Z・ZCA　白石憲司
さんの紹介があり、二宮幹雄次期 ZC より挨拶があ
りました。審議事項、報告事項もスムーズに進み上
田会長から退任の挨拶がありました。
　いよいよ次期会長入場となり原田次期会長は珍し
く緊張していましたが、入場曲が流れ次期幹事の私
と共に入場し暖かい拍手のもと無事にプレジデント
キー引き渡しとバッチ交換となり、次期の役員紹介
があり、原田次期会長より次期会長スローガン「人
と人　つながる力でウィサーブ」の発表がありました。
原田次期会長から来期の LC 活動についての熱い思
いと挨拶がありました。
　幹事の村上聡さんから次期幹事の紹介があり、横
田次期幹事から挨拶がありました。
　テールツイスターの梶原俊二さ
んから次期テールツイスターの紹
介があり、村上浩二次期テールツ
イスターより挨拶がありました。
　横田勤治計画委員長より次期計
画委員長の紹介があり、東郡涼太
次期計画委員長より挨拶がありま
した。

日　時　６月18日㈭　18：00〜
場　所　今治国際ホテル「クリスタルホール」

前計画委員長 横田　勤治

審議事項、報告事項もスムーズに進み閉会宣言とゴ
ングで例会終了となりました。
　今回は懇親会までの休憩時間を使用して台湾嘉儀
LC への会長交代式に送るビデオ撮影を次期副幹事
の宇野一世さんの指導のもと原田次期会長を中心に
撮影し素晴らしいビデオレターになったと思います。
　長時間の例会及びビデオ撮影も終わり司会の梶原
テールツイスターの挨拶で、懇親会がスタートしま
した！
　菊川次期第一副会長から開会の言葉があり、渡辺
２R YCE・ライオンズレオ・国際関係委員の乾杯
で楽しい宴のはじまりです。
　今回の余興はビンゴゲームとなり豪華な賞品が、
当たるのでは！と村上幹事と期待していたのですが、
私たちには当たらずに４K テレビは竹中さんがゲッ
トしました。楽しい時間は早く流れ、またあう日ま
でを今回は手をつながず、斉唱し、次期第二副会長
の中村浩治さんの閉会の言葉とウィサーブで閉会と
なりました。
　皆さんお手伝いありがとうございました。

４K テレビゲット　竹中さんプレジデントキーの引き渡し

原田新会長挨拶
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寿司　割烹　仕出し料理
　活き魚料理　季節料理

お 食 事 処

なわぶね
〒794-0027 今治市南大門町 1-2-14　電話（0898）31－7821

伝統が味に生きる
今治名産蒲鉾・製造販売

〒794－0042
愛媛県今治市旭町1丁目5－17
ＴＥＬ（0898）2 2 － 1 6 6 2

サンライズ糸山 拡張施設完成セレモニー

　サンライズ糸山で開催された拡張施設完成セレモ
ニーへ三役で出席しました、セレモニーは本来４月
29日に予定されていましたが新型コロナウィルス感
染拡大防止の観点から一度中止となり規模を縮小し
て今回開催する事になりました、今治 LC からも５
名の参加予定から３名となり全体の参加者も30名ほ
どでした、セレモニーの最後に今回の施設完成に合
わせて今治 LC から寄贈した固定式サイクルスタン
ドの贈呈式が行われました。菅市長がお礼の挨拶の
中で丁寧に今治 LC が取り組んできた事業（自転車
の寄贈・河津桜の植樹 等）についての話をされて
いるのを聞いて、ナショナルサイクリングルートに
指定され世界的に知名度が高くなったサイクリング

日　時　６月７日㈰　10：00〜
場　所　サンライズ糸山
出席者　上田前会長、村上前幹事、中村前会計

前幹事 村上　　聡

日　時　６月13日㈯
場　所　新居浜市民文化センター・別館
出席者　渡辺前２R-YCE・ライオンズレオ・国際関
係委員、二宮２Z・ZC、白石２Z・ZCA、刈谷ライオン・
テーマー、村上テール・ツイスター、東郡計画委員長、
入舟会員・指導力育成委員長、鎌田 MC・ライオンズ
情報・大会参加委員長、矢野幸治市民・教育奉仕委員
長、矢野賢環境保全・保健福祉委員長、原田会長（国
際関係委員長代理）

令和２年度次期クラブ委員長スクール

ＭＣ・ライオンズ情報・大会参加委員長 鎌田　英一
　2020年６月13日㈯新居浜市民文化センター・別館
にて、次期クラブ委員長スクールが開催されました。
　新型コロナウイルスの影響もあり、全体会は中止
され、分科会のみの開催となりました。
　私が今回所属させてもらう、ＭＣ・ライオンズ・
地区誌・大会参加分科会におきましても、話題の中

心は、経済悪化に伴う退会防止ツールとしての会報
誌のあり方についてでした。
　社会活動のデジタルシフトの加速化と伴に情報の
共有・価値観の共有がより一層必要とされ、また、
経済悪化の中、メンバー間での痛みの共有と、より
人と人との繋がりが必要かと思いました。

目録贈呈

ルートの事業の一端を今治 LC が以前からずっと関
わってきた事に誇りを持つ事が出来、先輩方が社会
奉仕に精進して来た証であると実感した式典でした。
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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

＊日　時　令和２年６月４日㈭　12：15〜
＊場　所　今治国際ホテル
＊出席者　会員56名中　不在会員３名
　　　　　　　　　　　優待会員０名
　　　　　　　　　　　終身会員６名
　　　　　純出席者31名　　　70.5％
＊会長挨拶
＊アワード贈呈
　５ヵ年皆出席賞　横田　勤治
＊審議事項
１．次期クラブ委員長スクールについて
＊報告事項
１． 最終家族例会について
２．献血アクティビティ報告
３．その他
＊幹事報告並びに終末事務
　次回理事会は６月11日㈭　18：30〜
　　　　　　ライオンズクラブ事務局
　次回例会は６月18日㈭　18：00〜
　　　　　　今治国際ホテル「クリスタルホール」
＊食事懇談

例会・理事会報告
６月第１例会報告

６月第２例会報告
＊日　時　令和２年６月18日㈭　18：00〜
＊場　所　今治国際ホテル
＊出席者　会員56名中　不在会員３名
　　　　　　　　　　　優待会員０名
　　　　　　　　　　　終身会員６名
　　　　　純出席者39名　　　86.7％
＊会長挨拶
＊感謝状並びに記念品贈呈
　336-A 地区 ２R・YCE・ライオンズレオ・国際関係委員

渡辺　正隆
受賞者謝辞 ２R・YCE・ライオンズレオ・国際関係委員
　　　　　　　　　　　　渡辺　正隆
＊表彰並びに記念品贈呈

（1）優秀委員会特別賞授与
◦ MC・ライオンズ情報・大会参加委員会
　委員長　　関　　英輔
　副委員長　木村　智一
　委　員　　羽藤　　巧
　受賞挨拶
　MC・ライオンズ情報・大会参加委員長
　　　　　　　　　　関　　英輔
◦環境保全・保健福祉委員会
　委員長　　八島　　淳
　副委員長　矢野　　賢

ドネーション情報
上田　陽二　本日は大変な時期に多数の方が例会に

出席いただきましてありがとうござい
ます。

原田　慎二　こうして例会が開催されることを慶び
たいと思います。これからも皆様が無
事過ごされますことを祈念いたします。

白石　憲司　先日のゴルフ同好会５月月例で優勝し
ました。一緒に回った鳥井さんと貴田
さんのおかげです。ありがとうござい
ました。

関　　英輔　4/9待望の初孫が誕生しました。男の
子です。もうすぐ２ヵ月になりますが
元気にすくすく成長しています。

渡辺　正隆　 ゴルフ同好会４月月例でハンディキャッ
プと同伴メンバーに恵まれまして優勝
まで頂きました。ありがとうございま
した。

６月第１理事会報告
＊日　時　令和２年６月11日㈭　18：30〜
＊場　所　ライオンズクラブ事務局
＊出席者　役員19名中17名出席
＊決議並びに審議事項
１． 退会届について
２．終身会員申請について
３． 次期リジョン協議会・準備リジョン会議について
４． ２リジョン年次会合について
５． 第４回ゾーンレベル会員委員会・２ゾーン年次

会合について
６．次期第１回地区キャビネット会議について
７．例会食費剰余金の特別会費への振替について
８．その他
＊報告事項
１． ５月末会計報告
２． 最終例会優秀委員会について
３． サイクリングターミナル拡張施設完成セレモニー

出席報告
４．その他
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ドネーション情報
河野　通昭　念願でありましたエイジシュートをす

る事ができました。
上田　陽二　 １年間本当にありがとうございました。
中村　浩治　 １年間大変お世話になりました。無事

にこの日を迎える事ができました。
鳥井　　洋　上田会長一年間ご苦労様でした。又理

事の皆様他各役員の皆様ご苦労様でした。
渡辺　正隆　２R・YCE・ライオンズレオ・国際関

係委員に指名され、不安な気持ちで一
杯でありましたが、何とかお役目を務
める事が出来ました。

入舟　訓三　上田会長、執行部の皆様お疲れ様でし
た。原田次期会長コロナのスタートで
すが、めげずに頑張ってください。

村上　浩二　本日の例会で連続例会純出席が19年と
なりました。あと１年20年連続まで頑
張りたいと思います。

梶原　俊二　 上田会長一年間お疲れ様でした。又、
原田次期会長一年間無事に帰港できま
す様お祈り申し上げます。

貴田　敏幸　上田会長お疲れ様でした。原田次期会
長おめでとうございます。

田中　敏也　6/13 ３番目の子供（次女）が入籍し
ました。6/11 長男に長女が生まれ孫
が２人になりました。

関　　英輔　MC 委員長を無事終える事ができまし
た。鎌田さん頑張ってください。

原田　慎二　上田会長１年間お疲れ様でした。
菊川　勝也　上田会長お疲れ様でした。原田次期会

長の前途を祝してドネーションします。
瀬野　和博　先週東京へ出張してきました。今日で

一週間経ちました。後一週間自粛を心
がけます。

村上　　聡　一年間ありがとうございました。
横田　勤治　１年間ありがとうございました。特に

幹事さんにはお世話になりました。

＊日　時　令和２年６月25日㈭　18：00〜
＊場　所　今治国際ホテル「クリスタルホール」
＊出席者　役員19名中18名出席

６月第２理事会報告

　委　員　　宇野　一世・馬越　文典・越智　洋介
　　　　　　森　　克司
　受賞挨拶　環境保全・保健福祉委員長
　　　　　　　　　八島　　淳

（2）１ヵ年例会皆出席賞授与
梶原　俊二・木村　智一
村上　浩二・安永　健治
代表謝辞　　　　安永　健治

（3）１ヵ年理事会皆出席賞授与
梶原　俊二・村上　　聡
代表謝辞　　　　梶原　俊二

＊次期地区役員紹介
次期２Z・ZC　　二宮　幹雄
次期２Z・ZCA　 白石　憲司

＊審議事項
１． 終身会員申請について
２． 次期リジョン協議会・準備リジョン会議・２R

年次会合について
３． 第４回ゾーンレベル会員委員会並びに２Z 年次

会合について
４． 次期第１回地区キャビネット会議について
５． 台湾嘉義 LC への花の贈呈について
６． お礼状の作成について
＊報告事項
１． サイクリングターミナル拡張施設完成セレモニー

出席報告
２．次期クラブ委員長スクール出席報告
３．その他
＊会長退任挨拶
＊次期会長入場
＊会長より次期会長へプレジデントキー引き渡し・バッチ交換
＊次期役員紹介
＊次期会長スローガン発表
＊次期会長挨拶
＊幹事報告
＊次期幹事紹介
＊次期幹事挨拶並びに終末事務
　次回理事会は６月25日㈭　18：00〜
　　　　　　今治国際ホテル「クリスタルホール」
　次回例会は７月２日㈭　12：15〜
　　　　　　今治国際ホテル「真珠」
＊最終例会（第1409回）懇親会プログラム
　司会者 テールツイスター　梶原　俊二
　司会者挨拶 テールツイスター　梶原　俊二
　開宴の言葉 次期第一副会長　菊川　勝也
　乾杯 ２R・YCE・ライオンズレオ・国際関係委員

渡辺　正隆
　ラッキーカード

　「また会う日まで」斉唱
　閉宴の言葉 次期第二副会長　中村　浩治
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　原田新会長のもと、今治ライオ
ンズクラブ59期がスタートしまし
た。
　今現在においても、新型コロナ
ウイルスの影響は計りしれなく、
今後も予想出来ない状況にあります。
　社会監視が行われる中、経済活
動を抑制され、自らの身体的安全
性を必要とされています。
　社会活動のデジタルシフトの加
速化の中、会報誌を通して新たな
情報発信を行ていきたいと思います。
　 人 と 人　 つ な が る 力 で …。　　　
誇り・挑戦・進化・輝く未来に…。
 （MC 委員長　鎌田　英一）

１ 水
2 木 第１例会（第1410回）（12：15〜　今治国際ホテル）
3 金
4 土
5 日
6 月
7 火 理事会打ち合わせ会（15：00〜　事務局）
8 水
9 木 第１理事会（18：30〜　事務局）
10 金
11 土
12 日
13 月 例会打ち合わせ会（13：30〜　事務局）
14 火
15 水
16 木 第２例会（第1411回）（18：30〜　今治国際ホテル）
17 金
18 土
19 日
20 月
21 火
22 水
23 木 海の日
24 金 スポーツの日
25 土
26 日
27 月 理事会打ち合わせ会（13：30〜　事務局）
28 火
29 水
30 木 第２理事会（18：30〜　事務局）
31 金

同好会情報　ゴルフ同好会
今治 LC ６月度月例結果

順位 氏　名 Total HC Net
優勝 貴田　敏幸 81 16.6 64.4
２位 鎌田　英一 88 18.9 69.1
３位 安永　健治 82 12.6 69.4
B.B 村上　　聡 93 15.6 77.4

◇６月21日㈰　今治 CC　参加人数　11名

ゴルフ同好会会長退任挨拶 優勝者挨拶 新会長就任挨拶


