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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

１月７日㈭　新年例会（修祓の儀）
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ルホールにおいて、新年例会、懇親会が開催されま
した。
　例会に先立ち新入会員の上田一善様の入会式が行
われ、宣誓文の朗読、入会のご挨拶と続き、最後に
原田会長の歓迎のご挨拶で締めて頂き素晴らしい入
会式となりました。
　その後、修祓の儀・例会へと進み、無事今年初の
例会を終えました。
　続いて懇親会では、村上テールツイスターの司会
のもと、菊川第一副会長の開宴の言葉で始まり、新
会員の紹介・金婚式・銀婚式・米寿・喜寿・古稀・
還暦のお祝い・年男に記念品贈呈をし、二宮２Z 
ZC に乾杯の音頭を取っていただき、食事がスター
トしました。
　途中、ラッキーカードもあり、閉会の言葉では、
中村第二副会長に締めて頂き懇親会も無事終わるこ
とができました。

　今年は新型コロナウイルスの影響で、時間短縮で
の新年例会・懇親会となりましたが、今回もメンバー
皆様のおかげで楽しい新年例会となりました。
　2021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、新年例会のご報告とさせて
頂きます。

日時　１月７日㈭　18：00～
場所　今治国際ホテル

第46回２Ｒ親善スポ一ツ大会新年例会（第1422回）

計画委員長 東郡　涼太

喜寿のお祝い　L. 安永健治

銀婚式のお祝い　L. 刈谷亮介

古稀のお祝い　L. 瀬野和博・L. 梶原俊二

米寿のお祝い　L. 河野通昭
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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

〒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

上
うえ

田
だ

　一
かず

善
よし

昭和38年８月９日生まれ
宿泊業
㈱今治国際ホテル 代表取締役総支配人
今治市旭町2丁目3−4
ＴＥＬ0898−36-1111　ＦＡＸ0898−36-1139

　株式会社今治国際ホテルの上田一善と申します。
　この度、羽藤巧さんをスポンサーに入会させて頂
きました。何分にも、歴史ある今治ライオンズに入
会する事で、身の引き締まる思いですが、地域貢献
に向け精一杯努めて参ります。
　会員皆様には、ご指導ご鞭撻の程よろしくお願い
申し上げます。

新会員ご挨拶
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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

木製家具製造業　船舶内装業

今治市波方町郷甲1276－1
ＴＥＬ（0898）41－8188
ＦＡＸ（0898）41－5525

株式会社 矢野船装

入会式

　令和３年１月７日、例年であれば会員家族も参加
しながら賑わう新年家族例会ですが今年は「コロナ
禍」の影響で会員のみの例会となった。その中で新
入会員「上田一善さん入会式」が行われた。
　私もスポンサーは久しぶりなので「式」自体、段
取りが分からず幹事横田さんに「おんぶにだっこ」
でお世話になりました。上田さんは、現在「国際ホ
テル総支配人」の役職で業務に励んでおられます。
性格は温厚で「シャレ」もききますのでみなさんよ
ろしくです。そして何よりゴルフが趣味ですので平
日予定があれば誘ってみてください。
　入会式について何か書けと言われていますが本当

に何も思いつかない。
　ただこの「コロナ禍」の中、こうした「会」を挙
行するにあたって執行部も迷いがあったと思います
が、その決断に敬意を表します。

日　時　１月７日㈭　18：00～
場　所　今治国際ホテル

羽藤　　巧



6

IM
A

B
A

R
I LIO

N
S

 C
LU

B
S

ヨコタ自動車株式会社
今治北 山路店

代表取締役社長　横田　勤治
　　　　　　　　　四国運輸局指定工場
〒794-0072　今治市山路４１２番地の１
　　　　　　ＴＥＬ（0898）３３－００７７
　　　　　　ＦＡＸ（0898）３３－００７８

ライオン電気株式会社
〒794－0821　愛媛県今治市立花町1丁目1－12
TEL（0898）22－2485㈹　FAX（0898）31－8799番

＊日　時　令和３年１月７日㈭　18：00～
＊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29名　　　65.9％
＊入会式
＊修祓の儀
＊開会ゴング並びに開会宣言
＊国旗に敬礼・国歌「君が代」斉唱
　「ライオンズクラブの歌」斉唱（第３節まで）
＊新年の挨拶
＊審議事項
１． 令和２年度今治市中学・高校サッカー大会につ

いて
２．尾道ＬＣ第1500回記念例会について
３．１月第２例会以降の例会開催について
＊報告事項
１．２Ｚ合同例会中止について
２．その他
＊幹事報告並びに終末事務
　次回理事会は１月14日㈭　18：00～
　　　　　ライオンズクラブ事務局
＊新年例会懇親会
　司会者 テールツイスター　村上　浩二
１．開宴の言葉 第一副会長　菊川　勝也
１．新年の歌斉唱
１．新会員紹介 幹事　横田　勤治
　　上田　一善
１．金婚式のお祝い（Ｓ46年ご結婚）
　　平田　　弘・悦子ご夫妻
　　鳥井　　洋・妙子ご夫妻
　　佐谷　昭範・千登世ご夫妻
１．銀婚式のお祝い（Ｈ８年ご結婚）
　　刈谷　亮介・小織ご夫妻
１．米寿のお祝い　河野　通昭
１．喜寿のお祝い　安永　健治・鳥井　　洋

例会・理事会報告
１月第１例会報告

上田　一善　本日、伝統ある今治ＬＣに入会させて
いただきました。皆様どうぞよろしく
お願い申し上げます。

原田　慎二　 上田一善様入会おめでとうございます。
末永くよろしくお願いします。

河野　通昭　今年も元気でライオンズクラブに居る
事ができるのをありがたく感謝致します。

鳥井　　洋　今年も元気に年を越すことができ、た
くさんゴルフが出来るように今年も頑
張ります。

安永　健治　無事に喜寿を迎えることができました
のでドネーションいたします。

二宮　幹雄　小さい時、新年・最終家族例会で走り
回っていました次女亜衣子が昨年結婚
しました。又、ＺＣとしてあと６ヶ月
よろしくお願いします。

八木　隆志　 上田さんご入会おめでとうございます。
羽藤　　巧　この度新会員として上田一善今治国際

ホテル総支配人が入会されました。最
近祝い事がない中嬉しい限りです。私
もスポンサーとして恥じない活動をし
たいと思います。

羽田野修司　 新年明けましておめでとうございます。
希望の新春になりますように願いまし
てドネーションいたします！

村上　浩二　新会員の上田さん入会おめでとうござ
います。皆様新年明けましておめでと
うございます。本年もよろしくお願い
申し上げます。

ドネーション情報

１．古稀のお祝い　瀬野　和博・梶原　俊二
１．還暦のお祝い　加藤　克利
１．年男に記念品贈呈
　　加藤　克利・越智　浩記・大久保治彦
１．乾杯 ２Ｚ ＺＣ　二宮　幹雄
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
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CCFL & LED　Leading-Company
照明製品開発/設計/製造/販売

宇野　一世
〒794‒0064　愛媛県今治市小泉2丁目7－27
TEL（0898）52‒3811　FAX（089）903‒1218
照明のエコ診断致します。お問合せください。

代表取締役

〒794-0065　今治市別名499番地10
ＴＥＬ0898-33-2775　ＦＡＸ0898-31-3346
携　帯090-9771-4858

シーリング・防水施工
塗装工事全般

株式会社　ＲＩＰＥＮ
リ　ペ　ン

代表取締役　東　郡　涼　太

１月第１理事会報告
＊日　時　令和３年１月14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．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． 愛媛県薬物乱用防止指導員候補者の推薦につい

て
６．ジャンパー・ポロシャツ追加購入について
７．１月第２理事会からの書面審議について
８．その他

＊日　時　令和３年１月28日㈭
＊場　所　──
＊出席者　役員19名中　18名出席

（書面審議）
＊決議並びに審議事項
１．第67回地区年次大会代議員について
２． 第３回 ZL 会員委員会並びに地区ガバナー諮問

委員会について
３． 第３回 ZL 会員委員会並びに地区ガバナー諮問

委員会ホスト依頼について
４．第３回キャビネット会議について
５．ガバナーズ・アワード予備選考会について
６．第３回リジョン会議について
７．その他
＊報告事項
１． 新年例会収支報告
２．その他

１月第２理事会報告

貴田　敏幸　上田総支配人ご入会おめでとうござい
ます。またゴルフ教えてください。

瀬野　和博
梶原　俊二　皆様より古稀のお祝いを頂き、ありが

とうございます。お礼申し上げます。
横田　勤治　皆様明けましておめでとうございます。

本年もよろしくお願い申し上げます。
あと半期幹事として頑張ります。

刈谷　亮介　皆様新年明けましておめでとうござい
ます。本年もよろしくお願い申し上げ
ます。本日銀婚式のお祝いを頂きまし
た。ありがとうございます。

㟢山　俊紀　明けましておめでとうございます。原
田会長ご苦労様です。

入舟　訓三　皆様新年明けましておめでとうござい
ます。本年もどうぞよろしくお願いし
ます。

矢野　幸治　新年明けましておめでとうございます。
今日は出番が多いのと、コロナが早く
終息する事を願ってドネーションしま
す。

東郡　涼太　皆様新年明けましておめでとうござい
ます。本年もよろしくお願い申し上げ
ます。本日銀婚式のお祝いを頂きまし
た。ありがとうございます。

１月第２例会報告
＊日　時　令和３年１月21日㈭
＊場　所　──
＊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45名　　　100.0％

（書面審議）
＊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． 愛媛県薬物乱用防止指導員候補者の推薦につい

て
６．ジャンパー・ポロシャツ追加購入について

�  

�

＊報告事項
１．その他
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2021.2
１ 月 例会打ち合わせ会（13：30〜 事務局）

2 火

3 水

4 木 第１例会（第1424回）（書面審議）

5 金

6 土

7 日

8 月 理事会打ち合わせ会（13：30〜 事務局）

9 火

10 水

11 木 建国記念の日
第１理事会（書面審議）

12 金

13 土

14 日

15 月 例会打ち合わせ会（13：30〜 事務局）

16 火

17 水

18 木 第２例会（第1425回）（書面審議）

19 金

20 土

21 日 第29回今治 LC旗争奪少年サッカー大会
（8：20〜 大新田運動公園補助グラウンド）

22 月 理事会打ち合わせ会（13：30〜 事務局）

23 火 天皇誕生日

24 水

25 木 第２理事会（書面審議）

26 金

27 土 第３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）

28 日

　残念ながら新型コロナウイルス感
染とそれに伴う医療体制逼迫の報道
が連日続いています。
　一部地域には緊急事態宣言が再発
令されましたが、昨年緊急事態宣言
発令時ほどの人出の減少はみられな
い様子です。
　愛媛県下においても連日感染者が
報告され、松山市では酒類を提供す
る飲食店への時短営業要請も行われ
ました。
　このコロナウイルスは感染したと
しても無症状の場合も多いようです
が、たとえ無症状であっても他人へ
感染させる事があるようです。
　ワクチンの接種が始まっている国
もありますが、日本中全ての人達に
ワクチン接種が実施されるまではま
だまだ時間がかかります。
　当会においても１月第２例会より
書面決議となり、従来通りの活動が
難しい状況ですが、一刻も早いコロ
ナ収束を願って感染拡大防止の行動
に努めたいと思います。
 （MC 委員　Ｙ・Ｆ）

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 平田　　弘 86 17.0 69.0
２位 白石　憲司 92 20.7 71.3
３位 渡辺　正隆 88 15.8 72.2
B.B 村上　浩二 90 7.5 82.5

◇１月11日（月・祝）　今治 CC　参加人数　11名
今治4LC親善ゴルフコンペ結果

順位 氏　名 Total HC Net
４位 㟢山　俊紀 80 7.2 72.8
５位 村上　浩二 90 16.8 73.2
６位 原田　慎二 89 15.6 73.4
７位 渡辺　正隆 88 14.4 73.6

◇１月11日（月・祝）　今治 CC　参加人数　24名


