
松山センチュリーライオンズクラブ役員及び組織図

GMT・GLT・FWT・会則委員会

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

青少年・LCIF・ライオンズクエスト委員会

環境保全・保健福祉・アラート委員会

YCE・ライオンズレオ・国際関係委員会

常設委員会

運営担当

事業担当

松山センチュリーライオンズクラブ入会の栞

■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1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　毎月 第2・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
■ライオンズクラブのモットー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　We Serve  ～われわれは奉仕する～
■ライオンズクラブのスローガン ―LIONS― ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　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～

■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
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[委 員 長] 大門 勝
[副委員長] 大西 聰一
[委　　員] 新野 和幸　朝雲 学人　友澤 節男

[委 員 長] 小島 有留実
[副委員長] 寳田 奈保美
[委　　員] 小倉 静香　渡邊 浩二　吉田 英樹
 富田 眞一　林 紀孝　　児島 英伸

[委 員 長] 一色 啓旦
[副委員長] 河本 英樹
[委　　員] 矢野 健二　加藤 君人　山本 幸子
 岡部 秀雄　奥島 健太郎 

[委 員 長] 今井 典子
[副委員長] 竹内 稚裕
[委　　員] 露口 高志　米本 要子　永田 修身 
 芦原 英典　宮本 武直 
  
  
[委 員 長] 宮内 泰三
[副委員長] 德永 哲也
[委　　員] 羽藤 留魅　藤本 信　濱田 康佑
 中田 誠保　雲瀬 理　岡田 文平
  

[委 員 長] 渡邉 秀光
[副委員長] 池田 弘司
[委　　員] 藤岡 保彦　(寳田 奈保美)　土井田 学
 濱田 亨  
  [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  
   

第一副会長
山本 幸子

第二副会長
永田 修身
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松山センチュリーライオンズクラブ

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

一致団結
みんなで心を
一つにして
WE SERVE

【野垣 新会長スローガン】

役　員

会長
前会長　　　　　
第一副会長
第二副会長　　

幹事

会計

ライオンテーマー
テールツイスター
会員委員長　
二年理事
二年理事
二年理事
一年理事
一年理事
一年理事
クラブIT担当
会計監査

野垣 康之 
大西 聰一
山本 幸子
永田 修身
藏田 康範
（副）加藤 君人
寳田 奈保美
（副）小倉 静香
渡邊 浩二
富田 眞一
大門 勝
朝雲 学人
竹内 稚裕
(寳田 奈保美)
藤岡 保彦
德永 哲也
小島 有留実
矢野 健二
今井 典子

LCIF
コーディネーター
GLT
コーディネーター
GST
コーディネーター

GMT・GLT・
FWT・会則

委員会の開催日、時刻、場所は変更することがありますので
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ください。
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会長あいさつ

　今年度の会長をおおせつかりました野垣です。松山

センチュリーライオンズも来年で創立５周年を迎えます。

創立以来、会員数やアクトなど順調に発展してきたわが

センチュリーライオンズクラブですが、昨年度は予期せぬ

出来事がありました。そもそも奉仕団体であるライオンズ

クラブとは何か、そのための組織とはいかにあるべきか

を考えさせられました。ライオンズクラブは、ここ数年来、

全体として会員数の減少が続いており、会員増強が重要な喫緊の課題となっていますが、もう一度原点に

返ってライオンズとは何か、何を目標にしてどちらに向いていくのか今一度問い直すべきではないでしょうか。

今回の件で「偽善」「虚栄」「欺瞞」という言葉が頭をよぎったのは私だけではないでしょう。不正義や不条

理がまかり通る組織に未来はないと思います。

　このような時こそ、わがセンチュリーライオンズクラブは、みんなで心をひとつにして、楽しく、頼りになる、自分

の、そして、世の中のためになるライオンズクラブにしたいと思いますので今期一年よろしくお願いいたします。

会 長  野垣 康之 Yasuyuki Nogaki

幹 事
藏田 康範
Yasunori Kurata

会 計
寳田 奈保美
Takarada Naomi

■スローガン
一致団結 みんなで心を一つにして WE SERVE

幹事としてみなさんのまとめ役になり、松山センチュリー
ライオンズの力になれるように頑張っていきます。

前任者の退会に伴い急遽ピンチヒッターでの会計です。
不手際が多々有りますがよろしくお願い致します。公明
正大で誰でも理解出来る帳簿記載に務めます。

Greeting from the President

幹事・会計あいさつ Greetings from secretary and treasurer

Regular meeting

第73回 例会
日時：令和元年7月9日（火）
場所：いよてつ会館

会長初挨拶 みんなの献血プロジェクト
ポスター掲示

Yasuyuki Nogaki

MD336元議長  岡山ライオンズクラブ
大谷 博様

新入会員
児島 英伸さん

新入会員 紹介 新入会員
岡田 文平さん

来賓
松山東LC  杉野 康平様

新入会員  林 紀孝さん

Regular meeting

第77回 例会
日時：令和元年9月10日（火）
場所：いよてつ会館

Regular meeting

第76回 例会
日時：令和元年8月27日（火）
場所：いよてつ会館

Regular meeting

第79回 例会
日時：令和元年10月8日（火）
場所：いよてつ会館
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Event

献血協賛イベント

Regular meeting

第80回 ハロウィン例会

日時：令和元年10月23日（火）
場所：いよてつ会館

日時：令和元年10月17日（木）
場所：大街道献血ルーム

Forum

第58回 OSEAL フォーラム
アラートセミナー

日時：令和元年11月8日（金）
場所：広島グリーンアリーナ

Regular meeting

日時：令和元年11月12日（火）
場所：いよてつ会館

第81回 例会



Matsuyamacentury Lions Club 2019.12  No.8Matsuyamacentury Lions Club 2019.12  No.8 0605

Matsuyama Century Lions Club

松山センチュリーライオンズクラブ行事予定表
2020年1月14日～4月28日　理事会・委員会 除く

令和 2 年
1月14日（火）
1月28日（火）
2月12日（水）
2月25日（火）
3月10日（火）
3月24日（火）
4月14日（火）
4月28日（火）

第一例会
第二例会
合同例会
第二例会
第一例会
第二例会
第一例会
第二例会

たかのこのホテル
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
いよてつ会館

行事予定 場　所

太山寺  清掃活動

Matsuyama Century Lions Club

チャリティゴルフコンペ

Event schedule

日時：令和元年11月7日（木）　場所：太山寺

翼学園  サッカー観戦
日時：令和元年11月3日（日）　場所：ニンジニアスタジアム


