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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

10月１日㈭　メインアクティビティ　今治 LC 寄贈　絵本の贈呈式
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本に親しんで欲しい、絵本を通して親子のふれ合い
の時間を作って欲しいとの思いから、今治市立の保
育所、認定こども園に絵本を寄贈することになりま
した。
　その贈呈式を10月１日㈭の第１例会終了後、国際
ホテルにて開催しました。菅今治市長、白石リジョ
ンチェアパーソンをはじめご来賓の方々をお招きし
た中、つつがなく執り行うことができました。これ
も矢野市民・教育委員長をはじめメンバーの皆様の
ご指導ご協力のおかげと心から感謝しております。
　当初、絵本の配送は書店におまかせして目録だけ
渡す計画でしたが、鳥井奉仕委員長から奉仕事業の
趣旨を大切にとのご助言をいただき、1000冊の本を
一度会場に集め、その後メンバーが分担して各保育
所に配送することにしました。
　少し手間はかかりましたが、会場にディスプレイ
した絵本は式をそれらしく盛り上げてくれましたし、
配送先の保育所では子どもたちの喜ぶ顔に直接接す
ることができました。今年のスローガンに掲げた『人

と人つながり』を実感することができてとても感動
しました。
　付帯事業としての『絵本の読み聞かせ講習会』も
10月17日㈯に Zoomウェビナーを利用したリモート
で行われました。番組冒頭で今治ライオンズクラブ
の紹介ができましたし講習会の内容も非常に良かっ
たのですが、視聴者が思ったより少なく、現在もう
一度多くの保護者に見てもらえる方法を模索中です。
また来年に予定している『長野ヒデ子先生講演会』
もこの反省を糧に計画を練り直します。引き続きご
協力をお願いいたします。

日　時　10月１日㈭　14：00～
場　所　今治国際ホテル

会長挨拶（会長　原田慎二）

メインアクティビティ 今治 LC寄贈 絵本の贈呈式

会長 原田　慎二

経過報告（市民・教育奉仕委員長　矢野幸治）

感謝状贈呈（今治市長　菅良二様）

目録贈呈（会長　原田慎二）

今治市長挨拶（今治市長　菅良二様）
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防熱－断熱資材・床材販売

☎（0898）４１－７０１５

小 鳥 の く る 景 観 づ く り

株式
会社

けいしょう

　10月15日㈭18時より今治国際ホテル「クリスタル」
にて結成59周年記念例会及び懇親会が開催されました。
　今回ビジターとして姉妹クラブの尾道ライオンズ
クラブより、益㟢会長、大髙幹事、平会計をお迎え
し、原田会長の開会ゴング、開会宣言で厳粛に例会
が始まりました。
　例会では物故会員に黙祷を捧げ、原田会長、ビジ
ターの益㟢会長にご挨拶を頂き、審議事項、報告事
項とスムーズに執り行われました。
　懇親会では、菊川第一副会長の開宴のことば、二
宮２Z ZCの乾杯で始まり、大島からお越し頂いたニッ
シーさんに手品を披露して頂いたり、余興、ラッキー
カードと、あっと言う間に時間も過ぎました！
　「またあう日まで」斉唱では、ソーシャルディス
タンスを取りながら行われ、中村第二副会長の閉宴
のことばで、閉会となりました。
　今回の記念例会では、新型コロナウイルスの影響
もあり、不安な点もありましたが無事に楽しく終了
することができました。準備等々お手伝いして頂き
ました皆様ありがとうございました。

日　時　10月15日㈭　18：00～
場　所　今治国際ホテル

結成59周年記念例会

計画委員長 東郡　涼太

余興「手品」ニッシー 「またあう日まで」斉唱

ビジター挨拶（尾道 LC 会長　益㟢秀輝様）

開会ゴング並びに開会宣言（会長　原田慎二）
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総 合 建 設 業

株式会社

〒799-2101　愛媛県今治市波方町波方1913番地1
　　　　　　電　話（0898）４１－９２９０
　　　　　　ＦＡＸ（0898）４１－６６４６

愛媛県今治市桜井長沢甲340－1
TEL（0898）48－0418　FAX（0898）47－2739

献血アクティビティ

　10月11日日曜日、フジ波止浜店において今期初め
ての献血アクティビティを行いました。
　台風14号の影響で、一時は中止も懸念しておりま
したが、幸いにも台風一過の晴天の下、開催するこ
とが出来ました。
　当日は、開始早々から多くの方にお越しいただき
出足好調だったものの、午後から徐々に失速気味に
なり心配をしていたのですが、結果的に129名の方
に受付をしていただき、その内111名の方に採血を
していただきました。
　献血センターの皆様が目標としていた採血者110
名をギリギリながらも、なんとかクリアすることが
出来て本当に良かったです。
　メンバーの皆様には、朝早くから夕方までご協力
をいただき感謝申し上げます。
　次回も宜しくお願いいたします。

日　時　10月11日㈰　10：00～
場　所　フジ波止浜店

環境保全・保健福祉委員長 矢野　　賢
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今治市町谷甲６８８－１７
ＴＥＬ47－1161　ＦＡＸ47－2630

ビル総合管理・貯水槽清掃

四国アイビ株式会社
〒799-2101　愛媛県今治市波方町波方
TEL 0898-41-8081 FAX 0898-41-6472
URL/http://www.seiwakisen.co.jp 

正和グループ
正和汽船株式会社
山口汽船株式会社

SEIWA

＊日　時　令和２年10月１日㈭　12：15～
＊場　所　今治国際ホテル
＊出席者　会員54名中　不在会員３名
　　　　　　　　　　　優待会員０名
　　　　　　　　　　　終身会員６名
　　　　　純出席者32名　　　74.5％
＊会長挨拶
＊アワード贈呈
　33ヵ年皆出席賞　八木　隆志
　13ヵ年皆出席賞　菊川　勝也
＊食事懇談
＊審議事項
１． 新居浜 LC結成60周年記念大会について
＊報告事項
１． こどものみらい古本募金について
２． その他
＊幹事報告並びに終末事務
　次回理事会は10月８日㈭　18：30～
　　　　　　ライオンズクラブ事務局
　次回例会は10月15日㈭　18：00～
　　　　　　今治国際ホテル「クリスタルホール」

例会・理事会報告
10月第１例会報告

10月第１理事会報告
＊日　時　令和２年10月８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
＊審議事項
１． 第２回キャビネット会議について
２．その他
＊報告事項
１． ９月末会計報告
２． 336−Ａ地区 LCIF 説明会出席報告
３．その他

原田　慎二　あっという間にこの日がやってきまし
た。この後の絵本贈呈式よろしくお願
いします。

中村　浩治　首の手術も無事におわり、７㎏のダイ
エットと共に退院することができまし
た。又、本日は絵本贈呈式おめでとう
ございます。

羽田野修司　 「絵本の贈呈式」が本日執り行われる事、
誠におめでとうございます。

菅　　道就　原田会長メインアクティビティおめで
とうございます。久しぶりに例会出席
させていただきました。

菊川　勝也　 9/27今治 LC ゴルフ同好会の月例に６
年ぶりに参加させていただきました。又、
原田会長メインアクティビティおめで
とうございます。

河野　通昭　先日ダイヤモンド婚のドネーションを
させてもらいましたが、9/21の愛媛新

ドネーション情報

聞に出ていましたので再びドネーショ
ン致します。

鳥井　　洋　9/19のゴルフショップハマニシ杯でま
たまた優勝させていただきました。グ
ロス78・ネット60

村上　浩二　 本日、原田会長のメインアクティビティ
の日です。おめでとうございます。

貴田　敏幸　原田会長のメインアクティビティの成
功にドネーションします。

横田　勤治　メインアクティビティお手伝いよろし
くお願いします。

矢野　　賢　 10/11にフジ波止浜店で献血アクティ
ビティを行いますのでよろしくお願い
します。

㟢山　俊紀　先日のゴルフ同好会で優勝してしまい
ました。

矢野　幸治　原田会長ついにこの日が来ました。お
めでとうございます。お手伝いして頂
いた方々ありがとうございます。

久保田裕二　原田会長メインアクティビティおめで
とうございます。

刈谷　亮介　 本日、原田会長のメインアクティビティ
の日です。おめでとうございます。

東郡　涼太　本日、原田会長のメインアクティビティ
の日です。おめでとうございます。

10月第２例会報告
＊日　時　令和２年10月15日㈭　18：00～
＊場　所　今治国際ホテル
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石油製品・ＬＰＧ販売
JXTGエネルギー販売店

㈱白石石油店
〒799－1504　今治市拝志３－12
ＴＥＬ48－5653　ＦＡＸ36－6071

＊日　時　令和２年10月22日㈭　18：30～
＊場　所　ライオンズクラブ事務局
＊出席者　役員19名中　16名出席
＊審議事項
１．退会届について
２．指名委員会について
３．ＧＭＴ・ＦＷＴ研修会について
４． ２Ｒリーダーシップ（指導力育成）研修会につ

いて
５．第２回リジョン会議について
６．公共公園・公共トイレ美化運動について
７．その他
＊報告事項
１．その他

10月第２理事会報告

竹中　尚將　1991年10月に入会して29才になりまし
た。色々とお世話させて頂き、入会し
て世の中が広く見えるようになりました。

安永　健治　体調不良の為入院していましたが健康
を取り戻し退院しました。お見舞いを
頂きありがとうございました。今年中
にはゴルフも出来るように努力したい
と思います。

河野　通昭　第59回結成記念例会おめでとうござい
ます。私も56回目の出席となります。
何回まで出席できるが頑張ってまいり
ます。

羽藤　　巧　この「コロナ禍」の中、皆さん頑張り
ましょう。

村上　浩二　 本日は尾道 LC 三役の方々遠路ありが
とうございました。

矢野　　賢　先日の献血アクティビティには多くの
メンバーの皆様にご協力頂きありがと
うございました。

㟢山　俊紀　５年ぶりに RNB 杯にシニアの部で出
場し３位になりました。昨日のスポー
ツニュースに映ってたみたいなのでド
ネーションします。

横田　勤治　 尾道 LC 三役様ご出席ありがとうござ
います。本日富田保育所へ絵本を届け
てまいりました。子どもや先生から熱
烈歓迎していただきました。

刈谷　亮介　 本日は結成59周年おめでとうございます。
東郡　涼太　 本日は結成59周年おめでとうございます。

＊出席者　会員54名中　不在会員３名
　　　　　　　　　　　優待会員０名
　　　　　　　　　　　終身会員６名
　　　　　純出席者35名　　　81.8％
＊会長挨拶
＊ビジター紹介
　尾道ライオンズクラブ
　会長　益㟢　秀輝様
　幹事　大髙　賢也様
　会計　平　　裕一様
＊ビジター挨拶
 尾道ライオンズクラブ会長　益㟢　秀輝様
＊審議事項
１．第２回キャビネット会議について
＊報告事項
１．献血アクティビティ報告
２．その他
＊幹事報告並びに終末事務
　次回理事会は10月22日㈭　18：30～
　　　　　　ライオンズクラブ事務局
　次回例会は11月５日㈭　12：15～
　　　　　　今治国際ホテル ｢真珠」
＊結成59周年記念例会懇親会
　令和２年10月15日㈭　19：00～21：00
　於　今治国際ホテル「クリスタルホール」
　司会者　テールツイスター　村上　浩二
１．開宴のことば 第一副会長　菊川　勝也
１．乾杯 ２Ｚ ＺＣ　二宮　幹雄
１．宴会
１．余興「手品」 ニッシー
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　中村　浩治
１．閉宴

ドネーション情報
尾道ライオンズクラブ
益㟢秀輝様・大髙賢也様・平　裕一様

本日は姉妹クラブ今治 LC 結成59周年
おめでとうございます。

原田　慎二　本日無事に結成記念例会を行うことが
できました。尾道の皆様今日はありが
とうございます。後８ヵ月気を緩めず
に頑張ります。

�  

�
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2020.11
１ 日
2 月 例会打ち合わせ会（13：30〜　事務局）
3 火 文化の日
4 水
5 木 第１例会（第1418回）（12：15〜　今治国際ホテル）
6 金
7 土
8 日
9 月 理事会打ち合わせ会（13：30〜　事務局）
10 火
11 水
12 木 第１理事会（18：30〜　事務局）
13 金
14 土 新居浜 LC 結成60周年記念式典（14：00〜　あかがねミュージアム）
15 日 新居浜 LC 結成60周年記念ゴルフ大会（新居浜 CC）
16 月 例会打ち合わせ会（13：30〜　事務局）
17 火
18 水

19 木 第２例会（第1419回）（12：15〜　今治国際ホテル）
理事会打ち合わせ会（例会終了後　事務局）

20 金
21 土
22 日
23 月 勤労感謝の日
24 火
25 水
26 木 第２理事会（18：30〜　事務局）
27 金

28 土
ライオンズクエスト「ライフスキル教育」プログラム愛媛
セミナー（13：00〜　松山コミュニティセンター）
2R リーダーシップ研修会（14：15〜　新居浜商工会館）

29 日
30 月

　現在新型コロナウイルス感染症に対す
るワクチンの開発等様々な研究、対策が
進められていますが、残念ながら欧州等
では第２波の感染が拡がりつつあります。
　日本においても社会活動・経済活動あ
らゆる現場に多大な影響が及んでいます。
　そのような状況において現在日本では、
コロナの影響を特に強く受けている観光・
飲食関連業への経済対策（需要喚起）と
して GoTo キャンペーンが行われていま
す。
　賛否様々な意見はありますが私は、
GoTo キャンペーンを利用することによ
り相互扶助とまではいいませんが、多少
なりとも苦しんでいる業種の方々への一
助になればとの思いで３密回避、マスク
の着用等感染予防をしっかり行ったうえ
でキャンペーンを利用しようと思います。
 （MC委員　Ｙ・Ｆ）

同好会情報　ゴルフ同好会
今治LC10月度月例結果 今治 LC会長杯取切戦結果

順位 氏　名 Total HC Net
優勝 㟢山　俊紀 70 3.8 66.2
２位 八木　隆志 85 16.8 68.2
３位 羽田野修司 90 21.6 68.4
B.B 木村　智一 125 38.0 87.0

順位 氏　名 Total HC Net
優勝 㟢山　俊紀 70 1.4 68.6
２位 羽田野修司 90 21.2 69.8
３位 貴田　敏幸 87 13.3 73.7
B.B 白石　憲司 103 18.4 84.6

◇10月25日㈰　エリエール GC松山　参加人数　13名 ◇10月25日㈰　エリエール GC松山　参加人数　９名


