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■事 務 局　 〒790-0807 
　　　　　　松山市平和通3丁目1－34  ホテル泰平別館2階
　　　　　　TEL 089-909-4400　FAX 089-909-4401
　　　　　　mail：info@m-century-lc.jp
■例会会場　いよてつ会館
■発　　行　松山センチュリーライオンズクラブ
■編　　集　MC・ライオンズ情報・地区誌・大会参加委員会

No.6 2019（平成31年）1月

ライオンズクラブ国際協会 336－A地区 1R－3Z

松山センチュリーライオンズクラブ役員及び委員会組織表

松山センチュリーライオンズクラブ入会の栞

第一副会長
野垣 康之

［委 員 長］新野 和幸　［副委員長］ 大門 　勝
［前会員委員長］朝雲 学人
［委　　員］野垣 康之　友澤 節男

第二副会長
山本 幸子

会長　　　　　　　 大西 聰一

前会長　　　　　　 大門 　勝

第一副会長　　　　 野垣 康之

第二副会長　　　　 山本 幸子

幹事　　　　　　　 藤岡 保彦

会計　　　　　　　 今井 典子

ライオンテーマー　　一色 啓旦

テールツイスター　　藏田 康範

会員委員長　　　　 新野 和幸

二年理事　　　　　 岡部 秀雄

二年理事　　　　　 永田 修身

二年理事　　　　　 加藤 君人

一年理事　　　　　 朝雲 学人

一年理事　　　　　 寳田奈保美
一年理事　　　　　 竹内 稚裕

クラブLCIFコーディネーター   大門 　勝

会計監査　　　　　 小山 和幸

役　員

常設委員会

運営担当

GMT・GLT・FWT・会則委員会

［委 員 長］米本 要子　［副委員長］  竹内 稚裕
［委　　員］加藤 君人　武智 和子　渡邉 秀光
　　　　　髙橋 志典　一色 啓旦　今井 典子

［委 員 長］石田 浩介　［副委員長］  永田 修身
［委　　員］富田 眞一　土井田 学   奥島健太郎
　　　　　濱田 康佑　

計画・財務・出席委員会

MC・ライオンズ情報・地区誌・大会参加委員会

［委 員 長］河本 英樹　［副委員長］ 藏田 康範
［委　　員］山本 幸子　吉田 英樹　雲瀬    理　
　　　　　露口 高志　岡本　 陽　芦原 英典
　　　　　小山 和幸

青少年・LCIF・ライオンズクエスト・委員会

［委 員 長］渡邊 浩二　［副委員長］寳田奈保美
［委　　員］矢野 健二　徳永 哲也　岡部 秀雄
　　　　　池田 弘司　宮本 武直　宮内 泰三　

環境保全・保健福祉・アラート委員会

［委 員 長］羽藤 留魅　［副委員長］ 小倉 静香
［委　　員］重松紗耶加　小島有留実　濱田    亨　
　　　　　秋山 義勲　中田 誠保　藤本    信

［家族会員］友澤 公一　大門 　賢　新野滉一郎
　　　　　山本 啓輔
［賛助会員］賀村    智

　　例　会　　毎月　第２・第4火曜日　　19：00～
　　理事会　　毎月　第1月曜日　　　　 19：00～
　　委員会　　毎月　各開催日　　　　　各開催時間
委員会の開催日、時刻、場所は変更することがありますから、
メークアップされる方は事務局又は委員長にお問い合わせ下さい。

松山センチュリーライオンズクラブ

YCE・ライオンズレオ・国際関係委員会

事業担当

■ 会費 …………………………………………………………………………………………………………
　 入会金：20,000円　　年会費：120,000円（7月・1月 分納）

■ クラブ結成日・認証日  ……………………………………………………………………………………
　 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

■ クラブ番号 …………………………………………………………………………………………………
　 ［国際協会］No.128323　［日本］No.3825　［複合］No.517　［地区］No.169　

■ 例会等 ………………………………………………………………………………………………………
　 例　会　第2・4火曜日　19：00～20：00　いよてつ会館（毎月2回開催）

　 理事会　第1月曜日　　 19：00～20：00　ホテル泰平別館2F会議室

　 委員会　所属する6委員会ごとに毎月1回開催

■ ライオンズクラブのモットー   ……………………………………………………………………………

■ ライオンズクラブのスローガン －LIONS－ ……………………………………………………………

第一副地区ガバナー

友澤 節男

　 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～

TEL 089－909－4400
FAX 089－909－4401

E－mail  info@m-century-lc.jp

Lions Clubs International
松山センチュリーライオンズクラブ 国際協会 336-A 地区 1R-3Z
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MATSUYAMA CENTURY
LIONS CLUB

例会・委員会の
活性化と
会員相互の
親睦を図って
WE SERVE

【大西新会長スローガン】
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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

チャーターナイト特別例会
 （9月第二例会）

日時：2018年9月25日（火）　

場所：いよてつ会館 5F

国際平和ポスター
選考会

国際平和ポスター
選考会

各テーブルの

メンバーで～す！

例会・委員会の

活性化を図りましょう！

これから

宴会で～す！

火がなかなか

消えないよ～

たくさんの

ポスターありがとう

特別ゲストが

来てるわよ～

おだまりなさい

そこどきなさいよ
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Event & Activity 
松山センチュリーライオンズクラブ

2018-2019年度

LCIF研修会

松山センチュリーライオンズ杯ゴルフコンペ

日時：2018年9月29日（土）　

場所：西条市中央公民館

ドイツ訪問団交流会

日時：2018年10月30日（火）　

場所：たかのこホテル

日時：2018年9月22日（土）　　場所：道後ゴルフクラブ

ゴルフコンペ

日時：2018年10月18日（木）　　場所：松山ゴルフ倶楽部

ペラペーラ

ドイツ訪問団の方 と々

言葉とジェスチャーを

最大限使って楽しい時間を

過ごしました。

カンパーイ！

これからも松山と

ドイツのよりよい

交流をよろしく

お願いします。
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Event & Activity 
松山センチュリーライオンズクラブ

太山寺清掃事業

日時：2018年11月6日（火）　

場所：太山寺

2018外国人留学生と
秋の収穫体験祭＆
もちつき大会

日時：2018年11月17日（土）　

場所：大門前会長宅

前回同様今回も

たくさんの留学生と

交流を深めました

清掃活動

頑張りました！

有り難いお話し

だなぁ～

2019年2月～2019年4月末　理事会・委員会を除く

Event schedule
松山センチュリーライオンズクラブ行事予定表

竹ぼうきが

似合うでしょ♡

2019年 行　事　予　定 場　所 時　間

2月2日㈯・3日㈰・10日㈰ 平成30年度松山センチュリーLC杯
サッカー中予選手権大会

開会式：中央公園運動広場
閉会式：野外活動センター

2月12日㈫

2月26日㈫

3月12日㈫

3月16日㈯

3月26日㈫

4月 6日㈯

4月 7日㈰

4月 9日㈫

4月13日㈯

4月23日㈫

第一例会

1R-3Z合同例会

第一例会

松山ホストライオンズクラブ65周年記念例会

第二例会

第65回地区年次大会前夜祭

第65回地区年次大会

第一例会

松山湯築ライオンズクラブ15周年記念式典

第二例会

いよてつ会館

ANAクラウンプラザホテル松山

いよてつ会館

国際ホテル松山

いよてつ会館

YOURS

西条市総合文化会館

いよてつ会館

国際ホテル松山

いよてつ会館

19：00～20：00

18：30～20：30

19：00～20：00

16：00～

19：00～20：00

19：00～20：00

16：00～

19：00～20：00
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■ クラブ結成日・認証日  ……………………………………………………………………………………
　 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

■ クラブ番号 …………………………………………………………………………………………………
　 ［国際協会］No.128323　［日本］No.3825　［複合］No.517　［地区］No.169　

■ 例会等 ………………………………………………………………………………………………………
　 例　会　第2・4火曜日　19：00～20：00　いよてつ会館（毎月2回開催）

　 理事会　第1月曜日　　 19：00～20：00　ホテル泰平別館2F会議室

　 委員会　所属する6委員会ごとに毎月1回開催

■ ライオンズクラブのモットー   ……………………………………………………………………………

■ ライオンズクラブのスローガン －LIONS－ ……………………………………………………………

第一副地区ガバナー

友澤 節男

　 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～

TEL 089－909－4400
FAX 089－909－4401

E－mail  info@m-century-lc.jp

Lions Clubs International
松山センチュリーライオンズクラブ 国際協会 336-A 地区 1R-3Z

セセセセセセセセセセセセンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチチ リリ ララララララララララライイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイオオオオオオオオオオオオオオオオンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズククククククククククククララララララララララララブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブ
2019.1 No.6
松山センチュリーライオンズクラブ

【【【【【【【大大大大大大大大大大大大大大大大大大大 会会会会会会会会会会会 ススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススススロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロ ガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン】】】】】】】】

MATSUYAMA CENTURY
LIONS CLUB

例会・委員会の
活性化と
会員相互の
親睦を図って
WE SERVE

【大西新会長スローガン】




