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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

７月16日㈭　第２例会
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就任ご挨拶

テール・ツイスター 村上　浩二
　今期、原田新会長のもとテール・ツイスターを拝命いたしました。私は2002〜2003年、
竹中尚將会長の時に経験しており、18年ぶり２度目の就任となりました。前回は会員も
65名ほどおり、ドネーションも多数集まりましたが今は当時と異なり、なかなか厳しい
状況ではないかと感じております。ただ、テールツイスターの任務はドネーションを集
めるだけではありません。今期は、とにかく楽しい例会作りを心掛け出席率向上を目指
し、東郡計画委員長、刈谷 LT と共に頑張っていく所存でございますので、メンバーの
皆様、どうかご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

会員・指導力育成委員長 入舟　訓三
　原田会長のもと、会員委員長を務めさせて頂きます。今期はコロナの影響もあり会員
の皆様もいろいろ大変であろうかと思います。しかしこんな時代だからこそ、メンバー
の皆様の力を集結し、助け合いながら伝統ある今治ライオンズクラブを盛り上げて行き
たいと思っています。私の一番に成すべき事は、会員のドロップアウトを防ぐ事はもち
ろんですが、やはり新会員を増やすために努力する事だと思っております。今期入会予
定者目標は３名ですが、原田会長を始め、皆様の御協力をお願いしまして、目標プラス
１で、４名の純増をめざして頑張ろうと思います。今からの時代は、仕事のやり方も変り、

業種も様変りするだろうと思います。コロナ対策も大事です。例会やアクティビティの方法も変化するかも
知れません。２Ｚの他クラブ様とも連携して情報交換し、ZC の二宮さんの意見も聞きながら、会員の皆様
と一緒に一年間楽しくやって行きたいと思っておりますので、どうか皆様御協力よろしくお願いいたします。

MC・ライオンズ情報・大会参加委員長 鎌田　英一
　今期、ＭＣ委員長を拝命しました鎌田です。１年間どうぞよろしくお願い致します。
　会報誌、ホームページ等を通して、メンバー間での情報の共有と伴に、地域社会にお
いても今治ＬＣの活動内容がより一層理解されるよう努めたいと思います。
　また、各種大会に積極的に参加して頂くのきっかけとなるよう、より多くの情報発信
をしていきたいと思います。

　今期、原田会長の下、ライオンテーマーを務めさせて頂く事になりました刈谷です。
　スムーズな例会運営ができるように準備、終了後の片づけなど、会長はじめメンバー
の皆様にご迷惑をかけないように務めていこうと思います。
　会員の皆様、一年間頑張りますのでご協力、ご指導よろしくお願い致します。

ライオン・テーマー 刈谷　亮介

計画委員長 東郡　涼太
　この度、原田会長のもと計画委員長を務めさせて頂くことになりました東郡です。
　今治ライオンズクラブの伝統を守りつつ、活力ある有益な例会運営を計画委員会メン
バーと共に目指していきたいと思いますので、委員会、会員の皆様のご協力、ご指導を
１年間よろしくお願いいたします。
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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

環境保全・保健福祉委員長 矢野　　賢
　この度、原田会長の下、環境保全・保健福祉委員長を務めさせて頂く事になりました
矢野です。
　花の植え替え、献血アクティビティなど責任をもって、精一杯務めさせて頂きますの
で、メンバーの皆様、委員会の皆様、１年間ご指導ご協力の程宜しくお願いいたします。

市民・教育奉仕委員長 矢野　幸治
　昨年の７月に入会して、ちょうど１年が経ちました。皆さんのお名前を覚えるのがやっとで、
未だにお会いしていない方もいらっしゃいます。そして今回、市民・教育奉仕委員長を拝命しました。
身の引き締まる思いでございます。自分にできるのだろうかと、不安でいっぱいですが、受
けた限りには全うしたいと思います。コロナウィルスの影響で、先の見通しができないなか、
アクティビティにも中止や縮小などと、前途多難ですが、伝統を継承しながら、原田会長の
もと「人と人　つながる力でウィサーブ」で乗り切ろうと思っています。なにぶん経験浅く、
大変お見苦しいこともあると思いますが、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

国際関係（YCE・ライオンズレオ）委員長 田中　敏也
　この度、原田会長のもと国際関係（ＹＣＥ・ライオンズレオ）委員長を拝命いたしました。
１年間、ご指導、ご鞭撻、ご協力のほどよろしくお願いします。世界的なコロナウィルスの
蔓延により、国際大会、ＯＳＥＡＬフォーラム、ＹＣＥ活動などの中止、国際姉妹クラブで
ある台湾嘉義ライオンズクラブとの交流も中止になっております。このような不透明な情勢
の中、国際的な活動が行われるかどうか今は見えませんが、コロナが終息し活動再開となり
ましたら、随時案内申し上げますので、一人でも多くの方の参加をよろしくお願いします。

出席委員長 阿部　清行
　この度、原田会長のもと、出席委員長を務めさせて頂くことになりました。
　委員会としては毎年の課題でもあります出席率の向上を第一の目標とし、さらに純出
席率100％が達成できるよう、無断欠席ゼロを目指して頑張りたいと思っております。
　会員の皆様方の温かいご指導、ご協力の程よろしくお願い申しあげます。

財務委員長 㟢山　俊紀
　この度原田会長のもとで、財務委員長を拝命致しました。
　メンバー各位には財政逼迫の中、ライオンズクラブの本位に沿ったアクティビティを
模索しつつ、多くの参加のもと充実した活動をお願い致します。
　さて、２年前からライオンズ必携には財務委員長はクラブ会計が務め予算を編成する
となってます。今後はその方が現実的で組織的にもアクティブだと思いますので検討し
ていただきたいと思います。宜しくお願い致します。
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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

　６月最後の日曜日に２Z 年次会合が開催されまし
た、コロナウィルスの問題でリジョンの年次会合開
催が遅れた事にともなって、例年とは違い今期の終
わりギリギリでの開催となったようです。会合では
明比 RC・日浅 ZC からの挨拶の後石川会則委員か
ら各クラブへ会員増強の結果やLCIFキャンペーン・
会長目標の達成等について質問があり、コロナウィ
ルスの影響で退会者が増えている事についてクラブ
としての対応について説明がありました、その後の
地区委員の活動報告では渡辺正隆さんから具体的な

日　時　６月28日㈰　16：00〜
場　所　今治国際ホテル
出席者　渡辺前2R-YCE・ライオンズレオ・国際関係委員、

上田前会長、村上前幹事、中村前会計
羽田野前会員委員長、二宮2Z-ZC、原田会長
横田幹事、久保田会計、白石2Z-ZCA

2Z年次会合

前幹事 村上　　聡

　去る６月20日㈯、ユアーズ（新居浜）にて行われ
た２リジョン年次会合に２Ｒ ＹＣＥ・ライオンズレオ・
国際関係委員渡辺正隆さん、監査委員羽田野修司さん、
次期２Ｚ－ＺＣ二宮幹雄さん、次期会長原田慎二さん、
そして私の５人で出席してまいりました。２ＲＣ明
比紳一郎さんの開会ゴング・開会宣言に始まり国旗
に敬礼、君が代、ライオンズヒム斉唱、物故会員に
黙祷と続き、出席者の紹介をＲＡＣがおこないＲＣ
挨拶、ホストクラブ西条ＬＣ会長挨拶、元地区ガバ
ナー・地区名誉顧問西原透さんの挨拶があり、ＲＣ
が第４回キャビネット会議の報告をし、監査委員の
羽田野さんが2019年度監査報告を行いました。休憩
を挟んで地区役員・地区委員活動報告があり我がク
ラブのＹＣＥ・ライオンズレオ・国際関係委員の渡

日時　６月20日㈰　15：00〜　場所　新居浜市ユアーズ
出席者　渡辺前２R YCE・ライオンズレオ・国際関係委員、
羽田野前監査委員、二宮２Z-ZC、原田会長、上田前会長

2R年次会合

前会長 上田　陽二

辺さんも報告されました。
　以上で年次会合は終了しその後次期ＲＣ白石公成
さんの乾杯で懇親会が始まり余興では通称ラウレア（民
族ダンスの様なものだと思います）でメンバーもス
テージに上がり楽しく盛り上がっていました。
最後に手を繋がないでまた会う日までを斉唱し閉会
となりました。新居浜まで便乗させていただき渡辺
さんありがとうございました。

事例を挙げての報告があり、次期地区役員の挨拶で
は白石次期 RC に続いて次期 ZC の二宮幹雄さんが
抱負を話されました、最後は西原地区名誉顧問から
講評があり今考えるとコロナウィルスで自粛の間、
こういう時こそ LC が率先して何かをするべきだっ
たのではと自問された話を聞いて、今治 LC として
も何か出来る事があったのではないかと思い三役の
一人として何も提案出来なかった事を反省致しまし
た。会合終了後は場所をラ ･セールに移し懇親会が
開催されました、出席された皆さんお疲れさまでした。
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株式会社　夢 創
〒794-0006　愛媛県今治市石井町2丁目3番1号
TEL（0898）31-4664　FAX（0898）23-8427
E-mail:  musoh317@lime.ocn.ne.jp

ISO9001認証取得

MUSOH
ISO14001認証取得 今治市波止浜3丁目6－24

〒799－2112　ＴＥＬ0898－41－5840
　　　　　　ＦＡＸ0898－41－5840

ＬＰガス　サービスショップ

代表取締役　村 上 浩 二
㈲ 森 本 商 店

＊日　時　令和２年７月２日㈭　12：15〜
＊場　所　今治国際ホテル
＊出席者　会員55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　　　77.3％
＊会長挨拶
＊ビジター紹介
　　　　 336－A地区２R２Z ZC 二宮　幹雄様
　　　　 336－A地区２R２Z ZCA 白石　憲司様
＊ビジター挨拶
　　　　 336－A地区２R２Z ZC 二宮　幹雄様
　　　　 336－A地区２R２Z ZCA 白石　憲司様
＊アワード贈呈
　21ヵ年皆出席賞　馬越　文典
　17ヵ年皆出席賞　瀬野　和博・羽藤　　巧
　15ヵ年会出席賞　梶原　俊二・菅　　道就
　　　　　　　　　羽田野修司
　14ヵ年皆出席賞　白石　憲司・田中　敏也
＊委員会並びに特別委員会メンバー任命
＊前会長・幹事・会計に感謝状並びに記念品贈呈
　前会長・幹事・会計代表謝辞　前会長　上田　陽二
＊ゴルフ同好会に会長賞贈呈
　同好会代表謝辞

今治ライオンズクラブゴルフ同好会会長　白石　憲司
＊食事懇談
＊審議事項
１. ６月第２理事会審議事項について
＊報告事項
１．最終家族例会収支報告
２. ２Ｒ年次会合出席報告
３. ２Ｚ年次会合出席報告
４．その他
＊幹事報告並びに終末事務
　次回理事会は７月９日㈭　18：30〜
　　　　　　ライオンズクラブ事務局
　次回例会は７月16日㈭　18：30〜
　　　　　　今治国際ホテル ｢真珠」

例会・理事会報告
７月第１例会報告

ドネーション情報
竹中　尚將　新年度より終身会員にして頂きありが

とうございました。また、最終例会の
ラッキーカードで特賞の最新型４Ｋテ
レビが当たりました。

原田　慎二　 １．いよいよ出航の日を迎えました。
一年間よろしくお願いします。

２．最終例会懇親会で真珠のネックレ
スが当たりました。

鳥井　　洋　原田会長を中心に役員・理事・メンバー
の皆さんの協力の基に一年間コロナに
負けず頑張ってください。特に村上Ｔ・
Ｔ頑張ってください。

二宮　幹雄　 １．この度２ＺＣに就任致しました。
一年間よろしくお願いします。
２．今治国際ホテルのビアホールが大
繁盛されることを祈念してドネーショ
ンします。

八木　隆志　 原田丸の出港おめでとうございます。
無事なる帰港を祈念致します。

羽田野修司　原田チームの発進！おめでとうござい
ます。前上田チームの皆さんお疲れ様
でした。

入舟　訓三　原田会長一年間宜しくお願いします。
二宮ＺＣ一年間ご苦労様です。宜しく
お願いします。

村上　浩二　 今期テールツイスターを拝命致しました。
貴田　敏幸　原田新会長おめでとうございます！追

伸：今治ＬＣのコンペで優勝できました。
横田　勤治　１年間どうぞよろしくお願いします。
加藤　克利　久しぶりに例会に出席させていただき

ました。ちなみにメンバーの顔ぶれが
変わっていませんが！

白石　憲司　今年１年２ＺＣＡを務めさせていただ
きます。ご協力宜しくお願いします。
また、原田会長よりゴルフ同好会に会
長賞を頂きありがとうございました。

菊川　勝也　村上浩二Ｔ・Ｔの活躍を願ってドネー
ションします。

久保田裕二　新会計です。一生懸命頑張ります！！
よろしくお願いします。

鎌田　英一　本年度第１号となる７月号会報誌が無
事に発刊出来ました。これからもご協
力宜しくお願いします。

上田　陽二　原田会長、一年間頑張ってください。
矢野　　賢　原田会長１年間頑張ってください。私

も環境保全・保健福祉委員長として微
力ながら頑張らせていただきます。

矢野　幸治　ＹＣＥ事業でお世話になった次女が退
院します。孤独と痛みに耐え頑張った
娘をほめたいと思います。

刈谷　亮介　今期一年間Ｌ・Ｔを務めさせていただ
きます。宜しくお願いします。

東郡　涼太　今期一年間計画委員長を務めさせてい
ただきます。宜しくお願いします。
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〒794-0043　愛媛県今治市南宝来町1丁目5番地4　月原ビル1階
ＴＥＬ0898-35-3516　ＦＡＸ0898-35-3517

八島法律事務所
弁護士　八　島　　　淳

船舶・デッキコンポジション

羽田野　修司
今治市高部甲450番地1　蕁（0898）41－7000

７月第２例会報告
＊日　時　令和２年７月16日㈭　18：30〜
＊場　所　今治国際ホテル
＊出席者　会員55名中　不在会員３名
　　　　　　　　　　　優待会員０名
　　　　　　　　　　　終身会員７名
　　　　　純出席者33名　　　75.0％
＊会長挨拶
＊ビジター紹介
　今治中央ライオンズクラブ
　　　　　　会長　越智　修三様
　　　　　　幹事　平田　哲也様
　　　　　　会計　白石　　一様
　今治東ライオンズクラブ
　　　　　　会長　井出　幸彦様
　　　　　　幹事　樫田　憲和様
　　　　　　会計　阿部　国弘様
　今治くるしまライオンズクラブ
　　　　　　会長　丸山　　要様
　　　　　　幹事　越智　　浩様
　　　　　　会計　越智　弘和様
＊ビジター挨拶

今治中央、今治東、今治くるしまライオンズクラブ代表
今治くるしまライオンズクラブ会長　丸山　　要様

＊任命状伝達式　336－A地区２R２ZZC　二宮　幹雄
＊食事懇談
＊審議事項
１． 第１回リジョン会議について
２． 第１回地区ガバナー諮問委員会並びにＺＬ会員

委員会ホスト依頼について

ドネーション情報
原田　慎二　今日、明日相互訪問例会です。２Ｚに

とって本年度が発展的な１年となりま
すように。

入舟　訓三　各クラブの三役の皆様今年一年頑張っ
てください。

村上　浩二　本日は２Ｚのブラザークラブ三役の皆
様今治ＬＣの例会へようこそ！

貴田　敏幸　子供の夏休みが間近です。楽しみにし
ています。

横田　勤治　 各クラブ三役の皆様、お疲れ様です。
明日も２回会えますね。１年間どうぞ
よろしくお願いします。

木村　智一　今期ゴルフ同好会のＨＣをたくさんい
ただきました。

田中　敏也　今期ゴルフ同好会の幹事を拝命いたし
ました。

刈谷　亮介　本日は２Ｚのブラザークラブ三役の皆
様今治ＬＣの例会へようこそ！

東郡　涼太　本日は２Ｚのブラザークラブ三役の皆
様今治ＬＣの例会へようこそ！

７月第１理事会報告
＊日　時　令和２年７月９日㈭　18：30〜
＊場　所　ライオンズクラブ事務局
＊出席者　役員19名中　13名出席
＊審議事項
１．前年度決算報告並びに監査報告
２．緊急用積立金決算報告並びに監査報告
３．国際交流基金決算報告並びに監査報告
４．特別積立金決算報告並びに監査報告
５．退職金積立金決算並びに監査報告
６．物品資産明細報告並びに監査報告
７．本年度予算審議
８．その他
＊報告事項
１．その他

＊日　時　令和２年７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11名出席
＊審議事項
１．病気欠席者について
２． 第１回ガバナー諮問委員会並びに ZL 会員委員

会について
３．本年度予算審議
４．その他
＊報告事項
１．相互訪問例会出席報告
２． 今治駅前サイクリングターミナル竣工式出席報告
３． その他

７月第２理事会報告

＊報告事項
１． 嘉義ＬＣ会長交代式について
２．その他
＊幹事報告並びに終末事務
　次回理事会は７月30日㈭　18：30〜
　　　　　　ライオンズクラブ事務局
　次回例会は８月６日㈭　12：15〜
　　　　　　今治国際ホテル ｢真珠」
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　今治ＬＣ入会後初めての編集後
記となります。
　まだまだライオンズクラブに関
して分からない事ばかりで、皆さ
んにご迷惑をお掛けする事も多々
あると思いますが温かい目で見て
頂けると幸いです。
　新型コロナウイルスに関し緊急
事態宣言解除から約二カ月経過し
ましたが、残念ながら東京を中心
に改めて感染が広がりつつあります。
　私も手洗いやマスクの着用、三
密の回避等感染拡大防止策を心掛
け一日も早い終息を願っています。
 （MC副委員長　船越　裕太）

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1412回）（12：15〜　今治国際ホテル）
7 金
8 土
9 日
10 月 山の日
11 火 理事会打ち合わせ会（13：30〜　事務局）
12 水
13 木 第１理事会（18：30〜　事務局）
14 金 　　　　　　　　　　　　　　　　事務局お盆休み
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1413回）（12：15〜　今治国際ホテル）
21 金
22 土
23 日
24 月 理事会打ち合わせ会（13：30〜　事務局）
25 火
26 水
27 木 第２理事会（18：30〜　事務局）
28 金

29 土 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（16：30〜　今治国際ホテル）

30 日
31 月

同好会情報　ゴルフ同好会
今治LC７月度月例結果

順位 氏　名 Total HC Net
優勝 渡辺　正隆 87 24.8 62.2
２位 瀬野　和博 81 15.2 65.8
３位 田中　敏也 94 27.0 67.0
B.B 木村　智一 120 38.0 82.0

◇７月23日㈭　今治CC　参加人数　８名


