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松山センチュリーライオンズクラブを支える新メンバー
New Members

MATSUYAMA CENTURY LIONS CLUB

露口 高志 Takashi Tuyuguchi

㈱ユーカリ不動産
松山市永木町2丁目 2-10

小島 有留実 Urumi kojima

三光貿易フラワーカンパニー
松山市平井町602-1

藤本 　信 Shin fujimoto

サポート・バッグ合同会社
松山市永木町2丁目3-19佐川ビル201

濱田 康佑 Kousuke Hamada

㈱ライフベース　　松山市中野町177-4

宮内 泰三 Taizou Miyauchi

泰三工業株式会社
松山市空港通4丁目 3-2

渡邊 浩二 Kouji Watanabe

㈱愛媛エンジニアリング　　松山市鷹子町596-4

中田 誠保 Nobuyasu Nakata

㈱ナカタ　　伊予市双海町上灘甲 5064

幹　事

藤岡　保彦

３期目を迎え、あっという間でしたが、クラブの

仲間との、楽しい思い出ができました。今期は、幹

事として、大西会長を盛り立て、より一層、楽しい

例会、奉仕活動。また、会長を中心に、クラブの和

(友情)をより強く、大きくしてまいりたいと思いま

す。今期、しっかりとした、土台を造り、来季の、

友澤地区ガバナー誕生を、お祝いしたいです。どう

ぞ、皆様ご指導の程、宜しくお願いいたします。

 

今年度会計を引き受けました、今井典子です。

ライオンズ暦は長いのですが、参加する側ばかり

で今回は会計という大役に緊張しています。友澤

ガバナーを出す準備の年でもあり大西会長、藤岡

幹事と心を合わせることを心がけ、活動は「会員

同士楽しく意義あると感じられるように」と思っ

ています。ひとりひとりを大切にできるよう頑張

ります。よろしくお願いいたします。

Greeting from the President

Greeting from secretary and treasurer

会長あいさつ

2018.7入会

厳しい残暑が続いておりますが、朝夕はいくぶん過ごし
やすくなってまいりました。松山センチュリーライオンズ
クラブも、今年で創立３年目を迎えます。会員数も50名を超
え、クラブ活動が大きく広がりつつあります。会員同士の輪

が互いに和をもって活性化し、安定したクラブの運営を行っていきましょう。
今年度は三つの目標を掲げます。第一目標は例会・委員会の活性化です。例会では委員会ごとに
各会員の親睦を図り、夜間開催の委員会では充実した20名前後の合同委員会を予定し進めてまい
ります。第二目標に53名の会員体制とします。第三目標として次年度地区ガバナーを私たちのクラ
ブより出すことになります。９月にはキャビネット事務局が活動をはじめ、クラブからも参加者が
出ます。次年度の友澤ガバナーを支援するために会員一同が全面的に協力することとします。
そして、ライオンズ本来の奉仕活動も皆で地域に喜ばれ、役立つ内容を協議し、積極的に行って
まいります。
松山センチュリーライオンズクラブは、これからも皆で笑顔で前進していきます。今期一年よ
ろしくお願いいたします。

会 長  大西　聰一 Soichi Onishi

Yasuhiko Fujioka

■スローガン

例会・委員会の活性化と
　　会員相互の親睦を図ってWE SERVE

今井　典子
Noriko Imai

会　計

幹事・会計 あいさつ
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日時：2018年6月26日（火）　

場所：たかのこホテル 2階

3 4

 第48回 お別れ特別例会
 （6月第二例会）
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Regular meeting & Recreation

Regular meeting 

 

松山センチュリーライオンズクラブ

さて、私たちは

誰でしょう？

全員で

「また会う日まで」

を合唱！
大門前会長、1年間

お疲れさまでした。

例会 100%出席の

おなじみの4名です。

すばらしい！！

各テーブルの

メンバーで～す。

新メンバーの

みなさんで～す。

新旧三役

交代で～す。

気持ちよく

歌ってま～す。

「面白アワード」

の表彰です。
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2018年9月11日～11月末　理事会・委員会を除く

  9月11日（火）

  9月25日（火）

10月  9日（火）

10月23日（火）

11月13日（火）

11月27日（火）

いよてつ会館

いよてつ会館

いよてつ会館

いよてつ会館

いよてつ会館

いよてつ会館

19：00～20：00

19：00～19：30

19：00～20：00

19：00～20：00

19：00～20：00

19：00～20：00

行事予定平成30年月日 場所 時間

第一例会

チャーターナイト特別例会

第一例会

第二例会

第一例会

第二例会

Event & Activity 
松山センチュリーライオンズクラブ

Event schedule
松山センチュリーライオンズクラブ行事予定表

その他の活動第50回　納涼家族例会（7月第二例会）

地区ガバナー公式訪問

登録は素早く簡単です。

日時：2018年7月24日（火）　場所：ブルーエンジェル

日時：2018年7月28日（土）　場所：リジェール松山

MyLionは、クラブレベル、さらには
クラブを超えてライオンズ同士のつながりを
促進する無料のモバイルアプリです。

MyLionをダウンロードすれば、登録までの必要な
手順は残りわずかです。

クラブ全体が奉仕にソーシャルメディアを
活用するよう支援しましょう。

1.　MyLionをダウンロード、登録を選択します。

2.　ライオンズ会員またはゲストをタップします。
　　会員番号と、それに紐付けられたEメールアドレスか電話番
　　号がわかる場合は、「ライオンズ会員」会員を選択します。

　　会員として登録すると、すぐにMyLionのすべての機能にア
　　クセスでき、プロフィールがクラブと紐付けられます。会員
　　番号がわからない場合、ゲストを選択して開始します。会
　　員番号は、後であなたのプロフィールに追加できます。

3.　個人情報を入力します。

　　ライオンズ会員を選択した場合、国際協会に登録してい
　　る名前、会員番号、Eメールアドレスを入力します。国際協
　　会に登録している携帯電話番号でログインアカウントを
　　作成したい場合は、そのオプションを選択して電話番号
　　を入力します。

　　パスワードを作成し、このアプリを利用できる年齢（13歳
　　以上）に達していることを確認するために誕生日を入力
　　します。

　　ゲストを選択した場合、Eメールアドレスまたは携帯電話
　　番号、パスワード、および誕生日を送信します。

　　あなたの許可がない限り、協会は決してあなたのEメール
　　アドレスやその他の情報を第三者に共有しません。

4.　進むをタップします。

　　本人確認を行います。

　　協会はあなたのプライバシーを尊重します。登録に使うE
　　メールアドレスか携帯電話番号に、確認用のコードが送
　　信されますので、そのコードを入力してください。これによ
　　り、あなたのアカウントの安全性が保たれます。

夜になっても

蒸し暑いですが、

参加者みんな楽しんでます。

眺めも抜群！

これから納涼家族例会

はじまりま～す。

サンセットヒルズカントリークラブにて

2018年8月25日（土）

藏田です！！

優勝いたしました。
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