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土
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土
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木

土
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地区年次大会（ゴルフ）

地区年次大会（前夜祭）

地区年次大会

複合年次大会

松山金亀LC　CN30周年

1R 第4回 リジョン会議
1R 合同引継会
1R 第4回 ガバナー諮問委員会

松山白鷺LC CN25周年

満濃ヒルズCC

オークラホテル丸亀

丸亀市綾歌アイレックス

呉市オークマリーナ

松山全日空ホテル

いよてつ会館

松山全日空ホテル

有志

有志

全員

次期会長・幹事

会長・幹事

（現・次）
会長・幹事・会計
会員委員長

会長・幹事

10：00～15：00

18：30～20：30

8：00～15：30

18：30～20：30

9：00～12：45

15：30～19：00

15：00～19：30

16：30～20：00

（2017年4月8日～6月末　理事会・例会・委員会 除く）
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入会金： 20,000円　　年会費：120,000円（２回に分け徴収：７月・１月）

例　会　第2・4火曜日 19：00～20：00 東京第一ホテル松山（毎月２回開催されます）
理事会　第1火曜日 19：00～20：00 東京第一ホテル松山
委員会　所属する6委員会ごとに毎月1回開催

結成 2016年7月1日　　認証 2016年7月22日　　チャーターナイト 2016年9月22日

We Serve　～われわれは奉仕する～

Liberty, Intelligence, Our Nation‘s Safety. ～自由を守り、知性を重んじ、我々の国の安全をはかる～ 
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幹事・会計あいさつ

幹　事

朝雲　学人

松山センチュリーライオンズクラブ初代幹事

を務めさせていただいている朝雲学人です。以

前別のライオンズクラブに所属してはいたもの

の、これといった役をしておりませんのでクラ

ブのルールに疎く心配ではありますが、周りの

皆さんのご指導の下、なんとか職責を果たした

いと考えています。よろしくお願いいたしま

す。

会長あいさつ

会　長

新野　和幸

春の訪れがかすかに感じられる今日この頃、私

ども松山センチュリーライオンズクラブが発足し

て間もなく半年が経とうとしております。この度

のクラブ会報誌の創刊を大変喜ばしく、製作に携

わりご尽力頂いた皆様に感謝申し上げます。

これまで、今期会長スローガン「100 年目の初心、結成の志を忘れず『We Serve』」のもと微力なが

ら運営に尽力して参りました。生まれたてのクラブを運営することに難しさを感じ、会員の皆様にご心

配をお掛けすることもありましたが、その一方で会員の皆様がクラブ活動を楽しんでくださっている様

子を拝見しては、前進していこう、と力が入る日々でございます。

アクティビティも実施され、社会奉仕活動が本格化して参りました。今後もクラブの名に恥じぬよう、

地域の皆様や、必要としてくださる方への力添えができるクラブとして有意義な活動を継続して参る所

存です。

今後とも、一層のご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

会　計

大西　聰一

ライオンズクラブの会計は、クラブ運営の

「要」であり、収支予算に基づいて金銭出納を

行い一年間のクラブ運営及び奉仕活動がスムー

スに行われるように確認することにありますの

で、会員の皆様は、年2回の会費等請求書受領

後30日以内に振込支払いをよろしくお願い致し

ます。

PR・ライオン情報・
大会参加委員会報告

クラブ会報誌を発行することで会員や地域社会に認知し

て頂くのが主な活動です。マスコミを利用して地域にＰＲ

する事で会員増強、ライオン誌地域誌等を活用して会員に

情報やクラブの歴史等を会員に対して周知するよう考えて

おります。そして各大会に参加して友人を増やしライオン

ズライフを楽しみたいと思っています。

委員長　蔵田　康範　
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新　年　会 国際協会創立100周年記念植樹

例　会

SNAP　SHOT

日時：H29年1月10日（火）　場所：たかのこホテルにて 日時：H29年2月20日（月）　場所：松山総合公園　東の池　桜並木にて

日時：H28年12月27日（火）（第二例会）　場所：東京第一ホテル松山にて
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松山センチュリーライオンズクラブ杯　平成28年度中予選手権大会（６年生以下の部）

優　勝　石井東フットボールクラブA

準優勝　帝人サッカースクールA

平成29年1月28日（土）と29日（日）の

2日間、今回から松山センチュリーライ

オンズクラブ杯となった平成28年度中

予選手権大会（6年生以下の部）が松山

中央公園運動広場他で42チームが参加

して開催された。

初日に8ブロックでの予選リーグ、2

日目に8チームによる決勝トーナメント

が行われた。

決勝戦は、石井東フットボールクラ

ブＡと帝人サッカースクールＡの一戦

となり、前半、帝人が石井東のミスを

逃さず先制点を挙げたが、後半残り5

分、最優秀選手賞を獲得した大野蒼生

が起死回生の同点ゴールを挙げ、ア

ディショナルタイムにゴール前の混戦

を押し込んだ石井東が2－1で逆転勝ち

を収め、優勝した。

なお、本大会の上位6チームにテレビ

愛媛杯争奪愛媛県少年サッカー選手権

大会県大会の出場権が与えられること

となった。

【優勝チーム感想文】
「中予選手権に優勝して」
　石井東フットボールクラブ　主将　　山田　拓

決勝戦、後半残り5分まで0対1でした。
僕は絶対に負けたくないと思っていました。声を出して、必

死に頑張りました。チーム全員気持ちは1つだったと思いま
す。そんな中、同点に追い付きました。そして逆転勝利！みん
なで、ねばり強く戦って最後まで諦めなかったからだと思いま
す。
この中予選手権は6年生だけじゃなく、5年、4年、3年生も

メンバー入りしていました。メダルをかけてもらい下級生が喜
んでる顔を見て僕も嬉しかったです。
石井東FC、6～3年生みんなで勝ち進むことができたこと、そ
して逆転勝利したこと僕にとって忘れられない最高の優勝にな
りました。

【準優勝チーム感想文】
「中予選手権の決勝を終えて」
　帝人サッカースクール　　片岡　壮太

石井東との決勝戦。レギュラーメンバーではない僕をコーチ
は大事な決勝に出させてくれました。前半は０対０。後半はベ
ンチに下がりいつものレギュラーメンバーが出場しました。１
点先取。その後レギュラーの一人が足を痛めてもう一度試合に
出る事になりました。出た直後に１点決められ同点とされまし
た。そしてもう一点決められ１対２で負けてしまいました。僕
が相手のシュートをしっかり押さえていれば勝てていた試合で
した。僕が入って２点取られ負けてしまいました。ものすごく
くやしい。せっかく出させてもらったのに悔しくてたまりませ
ん。
こんな想いは二度としたくない。もっともっと練習して強く

上手な選手になりたい。決勝を終えて僕はそう思いました。

【第3位チーム感想文】
「小学校最後の公式戦」
　小野フットボールクラブ　主将　　尾中　伊織

ぼく達はこれまで大事な試合で勝つことができませんでし
た。
中予選手権は最後の公式戦なので、チーム全員で力を合わ

せ、苦手としている１対１を積極的に取り入れて、一生懸命練
習しました。試合では、チーム全員で気持ちをひとつにして、
力を出し切って戦い、惜しくも3位でしたが、いい結果を残す
ことができたと思っています。
ぼく自身もすごくうれしかったですが、３年生からずっと教

えてくれたコーチ、監督やいつもサポートしてくれている保護
者の皆さんが喜んでいるのを見て、もっとうれしくなりまし
た。中学校に行っても、この経験を活かしてどの試合も全力で
戦い、自分の技術をみがいてさらに上を目指して頑張ろうと思
います。

【第3位チーム感想文】
「悔しさを次に生かしたい」
　FC  LIVENT  U-12　　日野　主義

「悔しい。」　中予選手権を終えて初めにこの思いが込み上
げてきました。
小学生での公式戦が最後になるかならないかという緊張感あ

る大会で、僕自身いつも以上に気を引き締めて挑みましたがそ
の思いがプレッシャーに負けて緊張へと変わり苦しい試合が続
きました。しかし自分が苦しい時に仲間が必死でサポートして
くれて、サッカーは一人じゃない。そう実感して夢中でボール
を追いかけチーム全員で勝ち上がっていきました。
準決勝で以前勝てたチームに逆転負けしました。この敗戦で

一つ一つの判断が結果につながることの重要性だったりプレッ
シャーのかかった中でもっと自分らしいプレーを発揮できるメ
ンタリティーなど反省して学ぶ事ができ、これからのトレーニ
ングでの課題も見つかりました。悔しい大会にはなりましたが
この思いを忘れずに努力を続けて、一緒に喜怒哀楽を共にした
仲間と最後に笑顔でいられるように頑張ります。
そして小学生最後の大会で悔いなくプレーして笑顔で仲間や

いつもサポートしてくれてる人たちに「ありがとう。」と伝え
たいです。

選手宣誓：椿フットボールクラブ主将　濱田雄大
決勝戦：帝人vs石井東
優　勝：石井東FC A
準優勝：帝人SS A
第３位：小野FC
第３位：FC リヴェント
最優秀選手：石井東FC　大野蒼生選手

選手宣誓：椿フットボールクラブ主将　濱田雄大
決勝戦：帝人vs石井東
優　勝：石井東FC A
準優勝：帝人SS A
第３位：小野FC
第３位：FC リヴェント
最優秀選手：石井東FC　大野蒼生選手
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きました。しかし自分が苦しい時に仲間が必死でサポートして
くれて、サッカーは一人じゃない。そう実感して夢中でボール
を追いかけチーム全員で勝ち上がっていきました。
準決勝で以前勝てたチームに逆転負けしました。この敗戦で

一つ一つの判断が結果につながることの重要性だったりプレッ
シャーのかかった中でもっと自分らしいプレーを発揮できるメ
ンタリティーなど反省して学ぶ事ができ、これからのトレーニ
ングでの課題も見つかりました。悔しい大会にはなりましたが
この思いを忘れずに努力を続けて、一緒に喜怒哀楽を共にした
仲間と最後に笑顔でいられるように頑張ります。
そして小学生最後の大会で悔いなくプレーして笑顔で仲間や

いつもサポートしてくれてる人たちに「ありがとう。」と伝え
たいです。

選手宣誓：椿フットボールクラブ主将　濱田雄大
決勝戦：帝人vs石井東
優　勝：石井東FC A
準優勝：帝人SS A
第３位：小野FC
第３位：FC リヴェント
最優秀選手：石井東FC　大野蒼生選手
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■事務局／〒790-0011 松山市千舟町7丁目11番8号
　　　　　TEL 089-933-6600　FAX 089-931-2310
　　　　　mail：info@m-century-lc.jp
■例会場／東京第一ホテル松山
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松山センチュリーライオンズクラブ行事予定表

松山センチュリーライオンズクラブ入会の栞

4月 8日

4月 8日

4月 9日

5月13日

5月14日

5月18日

5月27日

6月16日

平成29年月日 行　事　予　定 場　所 時　間 備　考

土

土

日

土

日

木

土

金

地区年次大会（ゴルフ）

地区年次大会（前夜祭）

地区年次大会

複合年次大会

松山金亀LC　CN30周年

1R 第4回 リジョン会議
1R 合同引継会
1R 第4回 ガバナー諮問委員会

松山白鷺LC CN25周年

満濃ヒルズCC

オークラホテル丸亀

丸亀市綾歌アイレックス

呉市オークマリーナ

松山全日空ホテル

いよてつ会館

松山全日空ホテル

有志

有志

全員

次期会長・幹事

会長・幹事

（現・次）
会長・幹事・会計
会員委員長

会長・幹事

10：00～15：00

18：30～20：30

8：00～15：30

18：30～20：30

9：00～12：45

15：30～19：00

15：00～19：30

16：30～20：00

（2017年4月8日～6月末　理事会・例会・委員会 除く）

MATSUYAMA CENTURY LIONS CLUBMATSUYAMA CENTURY LIONS CLUB

入会金： 20,000円　　年会費：120,000円（２回に分け徴収：７月・１月）

例　会　第2・4火曜日 19：00～20：00 東京第一ホテル松山（毎月２回開催されます）
理事会　第1火曜日 19：00～20：00 東京第一ホテル松山
委員会　所属する6委員会ごとに毎月1回開催

結成 2016年7月1日　　認証 2016年7月22日　　チャーターナイト 2016年9月22日

We Serve　～われわれは奉仕する～

Liberty, Intelligence, Our Nation‘s Safety. ～自由を守り、知性を重んじ、我々の国の安全をはかる～ 

［国際協会］No,128323　　［日本］No,3825　　［複合］No,517　　 ［地区］No,169

会　費1.

クラブ結成日.認証日2.

クラブ番号3.

例会等4.

ライオンズクラブのモットー5.

ライオンズクラブのスローガン ―LIONS―6.


