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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

12月12日㈯　2Z 第2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
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第46回２Ｒ親善スポ一ツ大会新年のご挨拶
会長 原田　慎二

　皆様あけましておめでとうございます。
　今年は例年になく静かな新年をお迎えのことと存じます。
　今はさまざまな活動が制限されていて辛抱が必要な時です。しかし時代に服従する
ことなく、来たるアフターコロナの時代を見据えてビジネスもライオンズ活動もアイ
デアを蓄積して力を蓄える時だと考えています。「あの頃な（コロナ）辛抱したから
今がある」と将来に胸を張って話せるよう頑張りましょう。
　このような状況下でも今治ライオンズクラブは、メインアクティビティを始め有意
義な活動ができていると感じています。これもメンバーの皆様のご協力のおかげと心
から感謝いたします。
　本年も何卒よろしくお願いいたします。

　皆様、新年明けましておめでとうございます。
　本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
　昨年度中は、不慣れな幹事の仕事を何とかこなせたのも、メンバーの皆様の多大な
ご支援ご協力のおかげと感謝しております。
　新年にあたり、残り半年は原田会長の元、気を緩めないように頑張りたいと思いま
すので、どうぞ宜しくお願い致します。

幹事 横田　勤治

　2021年丑年　新年明けましておめでとうございます。
　今日は12月21日、例年ならこの時期は年末の仕出しの献立を決めたり仕込みをした
り何だかんだ多忙にしている時期のはずなのですが今年は年頭からのコロナ騒動のお
かげで心ならずもゆっくりさせていただいております。
　私事で恐縮ですが2020年は私にとっては２月に最愛の母を亡くし加えて新型コロナ
ウイルスのパンデミックで生業が経験したことのない危機に陥ったりで心穏やかでは
ない一年でした。そんな中で会計という重責をお受けはたしものの本当に職責を果た
せるのか不安の日々でもありましたが会長、幹事はじめメンバー各位のご協力を頂き
ながら何とか半期を過ごすことができました。有難うございました。厚く御礼申し上
げます。
　2021年も荒れ狂うコロナ禍での残りの任期ということになりますが無事全う出来ま
すよう頑張っていく所存です。よろしくお願いを申し上げます。
　2021年は我が今治ライオンズクラブ創立60周年の記念すべき一年です。様々大事な
行事が目白押しで忙しい一年となることでしょうが新型コロナウイルスの感染拡大と
いう未曽有の事態が一刻も早く収束しアクティビティが滞りなく実施されますことを
御記念いたしますと共に我が今治ライオンズクラブの発展とメンバー各位の益々のご
活躍を御祈念申し上げ2021年新年のご挨拶とさせていただきます。

会計 久保田裕二
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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

年男の抱負

昭和60年４月９日生

大久保治彦

　新年あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い致します。
　今年は丑年ということで，年男の抱負記事の依頼を受けて慌ててインターネットで「年
男　抱負　例文」と検索しましたが，これといって最適なのがないため困っています。
過去の会報から完コピする度胸もなく…。
　真面目に、丑年生まれの性格を調べてみますと、努力家の晩成型・負けず嫌い・堅
実・マイペース・誠実　等々、無縁の言葉が並んでおりました。少しでも丑年の人間
らしくなれるように頑張ろうと思います。
　すみません、文字数埋めるために結局少し真似てしまいました。「学ぶは真似ぶ」
の精神で先達に学び必死に精進する所存です。皆さまには今後ともご指導のほどよろ
しくお願い致します。

　昨年はコロナにやられた！という一年だったと思います。しかしこの状況に合わせ
て自分自身が進化しなければならないと思います。
　牛も千里、馬も千里というように、努力した結果は確かに自分のものになると思う
ので、牛のようにゆっくりと、でも確実な歩みで大きな成果に向けて努力を重ねる年
にしたいと思います。
　今後ともご指導の程、よろしくお願い申し上げます。

昭和48年７月18日生

越智　浩記
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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

日　時　12月12日㈯　16：30〜
場　所　今治国際ホテル
出席者　二宮2ZC・白石2ZCA、原田会長
　　　　菊川第一副会長、横田幹事
　　　　村上副会員委員長、東郡サポート委員

日　時　12月17日㈭　15：00〜
場　所　あすなろ学園
出席者　原田会長、横田幹事、久保田会計

2Z第2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

　12月12日㈯に今治国際ホテルで、第２回ゾーンレ
ベル会員委員会、第２回地区ガバナー諮問委員会が
二宮 ZCのゴングにより開催されました。
　二宮 ZC・白石 RCからの挨拶の後今岡会員会則
委員のもとゾーンレベル会員委員会始まり各クラブ
へ会員の増強について質問があり、各クラブ苦労し
ているようで、増強よりもコロナの影響を理由に退
会を希望しているのを説得するのに手を取られてい
るクラブもあり、計画通りに進んでないクラブの方
が多い状況でした。
　会員委員会の後二宮 ZCから諮問委員会が始まり
各クラブへ質問があり、各クラブ、コロナウイルス
の影響もありアクティビティの内容を変更したり苦
労しているようでした。
　今回は二宮 ZCが LCIF とクラブシェアリング交
付金についての詳しい説明があり皆さん理解を深め
たようでした。その他質疑があり各地区委員の活動
報告があり、明比 RCAから講評があり、白石 RC
の閉会の挨拶で終了しました。

　クリスマス祝会は新型コロナウイルス感染拡大防
止のため、開催中止となりましたが、クリスマスプ
レゼントとして会員の皆様にご協力いただいた図書
カードを梶原園長にお渡ししました。

幹事 横田　勤治

幹事 横田　勤治

あすなろ学園　図書カード贈呈
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〒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
〒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

＊日　時　令和２年12月３日㈭　12：15〜
＊場　所　今治国際ホテル
＊出席者　会員53名中　不在会員３名
　　　　　　　　　　　優待会員０名
　　　　　　　　　　　終身会員６名
　　　　　純出席者28名　　　65.2％
＊会長挨拶
＊アワード贈呈
　16ヵ年皆出席賞　貴田　敏幸
＊食事懇談
＊審議事項
１．ＬＣＩＦについて
２．あすなろ学園クリスマスプレゼントについて
＊報告事項
１．クラブシェアリング交付金について
２．ＦＷＴ・ＧＭＴについて
３．新入会員募集チラシについて
４．その他
＊幹事報告並びに終末事務
　次回理事会は12月10日㈭　18：30〜
　　　　　　ライオンズクラブ事務局
　次回例会は12月17日㈭　12：15〜
　　　　　　今治国際ホテル

例会・理事会報告
12月第１例会報告

12月第１理事会報告
＊日　時　令和2年12月10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
＊決議並びに審議事項
１．�第29回今治ＬＣ旗争奪少年サッカー大会につい
て

２．新居浜ひうちＬＣ結成25周年記念式典について
３．第67回複合地区年次大会予備登録について
４．コロナ禍の例会出席について
５．その他
＊報告事項
１．11月末会計報告
２．事務局年末年始のお休みについて
３．その他

原田　慎二　�お正月は家族全員集合の予定でしたが、
時期を考えあきらめました。来年は良
い年になりますように。

貴田　敏幸　�12/8に私と田中君の合同ホールインワ
ンコンペを開催いたしますので皆様よ
ろしくお願い致します。

村上　浩二　�今治地域も公表はしておりませんが、
コロナ陽性者がまあまあいるみたいで
す。皆様油断せず気を付けてください。

菊川　勝也
木村　智一　本日の例会、宇野副幹事がデビューい

たしました。第一副会長、副会計とし

ドネーション情報

て大いに期待しております。
中村　浩治　宇野副幹事の幹事デビュー？おめでと

うございます。

㟢山　俊紀　�先日の新居浜ＬＣ結成60周年記念ゴル
フ大会に於いて優勝いたしました。賞
品は新居浜のリーガロイヤルホテル・
スイートルームのディナー付き宿泊券
をゲットしました。

宇野　一世　�久しぶりの例会出席で副幹事デビュー
させて頂きました。皆さん忘れないで
くださいね！

刈谷　亮介　�我が家はおかげ様で家族全員元気でやっ
てます。

東郡　涼太　�前回例会において妻がクラブ動画のナ
レーションをさせて頂きました。

���

�
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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

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

＊日　時　令和２年12月24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
＊決議及び審議事項
１．新会員審議
２．�令和２年度今治市中学・高校サッカー大会につ
いて

３．尾道ＬＣ第1500回記念例会について
４．コロナ禍の例会出席について
５．その他
＊報告事項
１．�２Ｚ合同例会中止について
２．その他

12月第２理事会報告

12月第２例会報告 関　　英輔　貴田敏幸＆田中敏也ホールインワン記
念コンペにて優勝しました。主催して
頂いた鳥井さんをはじめ貴田さん、田
中さん、一緒にプレーして頂いた皆さ
んありがとうございました。

村上　浩二　�12/8の貴田君、田中君のホールインワ
ンコンペの№12ホールに於いてニアピ
ン賞をゲット致しました。

貴田　敏幸　�12/8鳥井さん達のお世話により私と田
中君のホールインワンコンペを盛大に
開催することができました。皆様あり
がとうございました。

入舟　訓三　�12/12に第２回ＺＬ会員委員会並びに
諮問委員会が開催されましたが、また
また村上副会員委員長に代理出席をお
願いしました。ありがとうございました。

刈谷　亮介　�これから年末にかけて大変忙しいです。
頑張ります。

東郡　涼太　これから年末にかけて大変忙しい毎日
が続きます。頑張ります。

ドネーション情報
原田　慎二　どうしても断れない事業があって新居

浜ＬＣの結成60周年記念ゴルフ大会の
日でしたが、印刷組合のコンペに参加
したところ優勝しました。

＊日　時　令和２年12月17日㈭　12：15〜
＊場　所　今治国際ホテル
＊出席者　会員53名中　不在会員３名
　　　　　　　　　　　優待会員０名
　　　　　　　　　　　終身会員６名
　　　　　純出席者28名　　　65.2％

＊会長挨拶

＊終身会員証書贈呈
　終身会員　竹中　尚將

＊ダイヤモンド100周年ライオン・ピン贈呈
　梶原　俊二・中村　浩治

＊食事懇談
＊審議事項
１．�第29回今治ＬＣ旗争奪少年サッカー大会につい
て

２．新居浜ひうちＬＣ結成25周年記念式典について
３．第67回複合地区年次大会予備登録について
４．コロナ禍の例会出席について
＊報告事項
１．�第２回地区ガバナー諮問委員会ＺＬ会員委員会
出席報告

２．その他
＊幹事報告並びに終末事務
　次回理事会は12月24日㈭　18：30〜
　　　　　　ライオンズクラブ事務局
　次回例会は１月７日㈭　18：00〜
　　　　　　今治国際ホテル「クリスタルホール」
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2021.1
１ 金 　元日
2 土 　事務局年始休暇
3 日
4 月
5 火
6 水
7 木 新年例会（第1422回）（18：00〜　今治国際ホテル）
8 金
9 土
10 日
11 月 成人の日
12 火
13 水
14 木 第１理事会（18：30〜　事務局）
15 金
16 土
17 日
18 月 例会打ち合わせ会（13：30〜　事務局）
19 火
20 水
21 木 第２例会（第1423回）（書面審議）
22 金
23 土
24 日
25 月 理事会打ち合わせ会（13：30〜　事務局）
26 火
27 水
28 木 第２理事会（書面審議）
29 金
30 土
31 日

　新年明けましておめでとうござい
ます。今年もよろしくお願いします。
　2020年は新型コロナウイルスによ
り、距離観が大きく変化しました。
「ソーシャルディスタンス」社会的
距離。社会的距離により人との交流
が制限され、場合によれば会うこと
も出来ません。
　正月に予定していた、子供たちの
帰省が叶いませんでした。
　幸福観とは「足るを知る」。「普通」
に会える日を楽しみにして。
　今は、お互いが健康であることを
感謝したいです。
� （MC委員長　鎌田　英一）

同好会情報　ゴルフ同好会
今治LC12月度月例結果

順位 氏　名 Total HC Net
優勝 鳥井　　洋 85 20.6 64.4
２位 田中　敏也 95 27.0 68.0
３位 渡辺　正隆 92 15.8 76.2
B.B 村上　浩二 90 7.5 82.5

◇12月19日㈯　今治CC　　　参加人数　８名


