松山センチュリーライオンズクラブ役員及び組織図
役 員
会長

山本 幸子

前会長

GMT・GLT・FWT・会則委員会

IR地区役員

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

大西 聰一

5周年記念大会委員

第一副会長

藤岡 保彦

第二副会長

藏田 康範

幹事

宮内 泰三

会計

小倉 静香

[委 員 長] 新野 和幸
[副委員長] 大門 勝
一色 啓旦

ライオンテーマー 小島 有留実

運営担当

計画・財務・出席委員会

第一副会長
藤岡 保彦

[委 員 長] 寶田 奈保美
[副委員長] 小島 有留実
[委
員] 小倉 静香 山之内 重之

大西 聰一

二年理事

德永 哲也
河本 英樹

一年理事

友澤 節男

クラブGLT
コーディネーター

新野 和幸

クラブGST
コーディネーター

常設委員会

朝雲 学人

会計監査

林 紀孝

林 紀孝

青少年・LCIF・ライオンズクエスト委員会
[委 員 長] 加藤 君人
[副委員長] 吉田 英樹
[委
員] 芦原 英典 池田 弘司 土井田 学
中田 誠保 (山本 啓輔）

事業担当
第二副会長
藏田 康範

環境保全・保健福祉・アラート委員会
[委 員 長] 藏田 康範
[副委員長] (宮内 泰三)
[委
員] 藤本 信 露口 高志

岡部 秀雄

YCE・ライオンズレオ・国際関係委員会

大門 勝

クラブLCIF
コーディネーター
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MC・ライオンズ情報・地区誌・大会参加委員会

二年理事(副幹事) 加藤 君人
一年理事

松山センチュリーライオンズクラブ

[委 員 長] 河本 英樹
[副委員長] 一色 啓旦
[委
員] 藤岡 保彦

テールツイスター 寶田 奈保美
会員委員長クラブGMT
コーディネーター

朝雲 学人

MATSUYAMACENTURY
LIONS CLUB

[委 員 長] 德永 哲也
[副委員長] 渡邉 秀光
[委
員] 児島 英伸
濱田 亨

雲瀬 理

奥島 健太郎

[不在会員] 今井 典子 米本 要子 羽藤 留魅
[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 宮本 武直

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 〜
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
理事会 毎月 第 1 水曜日
19：00 〜
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。
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〜

No.9 2020（令和2年）9月

Lions Clubs International
Matsuyama Century Lions Club

■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 - 931 - 0011（ ㈱ハッピーファーマシー内担当事務局員：上田 ）
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

【山本 幸子 新会長スローガン】

未来に希望を
強くしなやかに
笑顔で創る
WE SERVE
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

Greeting from the President

会長あいさつ
会 長

山本 幸子

松山センチュリーライオンズクラブ様には、いつもご支援いただきありがとうございます。

翼学園は

Sachiko Yamamoto

1985年、いじめの解決をきっかけに大野理事長が
自宅を家庭文庫として開放、地域の子育ての相談に

■スローガン

のる活動が始まりとなりました。

未来に希望を 強くしなやかに 笑顔で創る WE SERVE

スタッフは 心 理カウンセラーや 教 員 免 許を持 つ
専門家集団です。

松山センチュリーライオンズクラブは、今期で 5 周年と

教 科 学 習・スポーツ・集 団 活 動など、学 校 教 育に

いう新たな節目を迎えることができました。しかし今年に

準じた指導内容と、心のケアを最も大切に日常的な

入ってからの新 型コロナウイルス肺 炎のパンデミックに

Sachikomoto
Yama

その子達が学校や社会に完全に復帰できるまで支援

より経済も大きな打撃を受け続けています。そんな中で、

します。

私達は新しいコミュニケーションの方法を模索し活動を
見直して行かなければなりません。

今をどう生きるかで未来に希望を託すことが私たちの使命です。未来の若者たちにより良い社会を提供でき
るかは、私たち人類共通の課題だと思います。その為にはそれぞれ自立した大人として社会に関心を持ち、
変化することを恐れず、また変化を受け入れていかなければなりません。
強くしなやかに

学校に行けなくなる子どもが年々増える中、苦しむ

より、制約された生活スタイルを余儀なくされ、またそれに

過去をいくら振り返っても元に戻すことはできません。過去は変えられず、未来はどうなるか分からない。

未来に希望を

カウンセリングを行うのが最大の特徴です。

翼学園の支援活動は、年齢に関係なく、学校に行け
なくなった 子どもや、家 から出られなくなってしまった
青 年 達 のケアや 指 導、その 保 護 者 や 地 域 の 方々へ の
子育て相談や講演活動など、幅広い内容です。
翼学園でケアや指導を受け、学校・社会生活が楽し

笑顔で創る ウィ・サーブ

という会長スローガンを掲げさせて頂きました。メンバーの一人一人が強い心で、そしてしなやかに柔軟に
考え行動を起こして行きましょう。そしてこの困難な時期だからこそ従来の視点に捕らわれず、同じ事業を
するにしても想像力と思いやりをもって模索し新しい形を創作することが大切だと思います。奉仕は、一人では
なかなか難しい事です。しかし奉仕に関心を持ち、仲間と活動し笑顔を分かち合いたいと考えています。

める実 力と自信をつけた子どもは、毎 年 元 気に学 園を
卒業し、翼学園卒業生 690 名はすべて、1 人の例外もなく、
現在も学校や社会で生き生きと頑張っています。
このような実績を 35 年続けている現在も、行政からの
支援は全くありません。

今期１年間を充実した楽しい会にメンバー全員で創って行けるよう私も頑張る所存でございます。頼り
ない会長ですが 1 年間、宜しくお願い申し上げます。

幹事・会計あいさつ

翼学園の継続のため必死で努力を重ねてきましたが、今、存続の危機に追い詰められています。
子ども達の未来をつなぐためにどうかあなたの力をお貸しください。
ご寄付・ご支援に皆さまのご協力を。

Greetings from secretary and treasurer

幹 事

会 計

宮内 泰 三

小倉 静香

Taizo Miyauchi

01

この度幹事として就任いたしました。5期目という節目に

創立五周年という大切な一年間に、会計を務めさせていただく
事となり、大変緊張しております。
まだまだ経験不足で、皆様に

す。山本会長を全力で支え、会員相互の親睦をより一層深め、

助けていただいてばかりですが、山本会長を中心に笑顔溢れる

クラブがさらに楽しく運 営できるように努めさせていただき

「クラブ運営・奉仕活動・絆づくり」
に励んで参りたいと思っており

ます。又今期は良い意味で何か新たなことが起きる予感も致し

ます。
このような情勢の中ですが、出来ること、助け合えることを

ます。コロナの終息を願い皆様と共にさらに飛躍の5期と致し

ひとつひとつ重ねて参ります。今期一年間、皆様ご指導の程よろ

ましょう。宜しくお願い致します。 We Serve

しくお願い致します。
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Syncable（シンカブル）から、どうぞよろしくお願いいたします。

Syncableの
「NPO法人翼学園」
のページへアクセス
https: // syncable . biz / associate / Tsubasa - gakuen /

Shizuka Ogura

当たり、幹事という大役を仰せつかり身の引き締まる思いで

私儀

寄付サイト

2

支援の方法

年会費会員になる・クレッジットカードで寄付する・
フォローする からお選びください。

クリック ➡

支援する

学校に行けないことで悩み苦しむ子ども、実社会へ出られなくなった青年達の自死が増え続ける今、彼らの命を守り未来をつなぐために、
賛助会員さんを増やし、
ご寄付を集めています。
どうぞあなたのお力をお貸しください。よろしくお願いいたします。

NPO法人 翼学園

理事長 大野 まつみ

〒790-0047 愛媛県松山市余戸南3丁目3-39 TEL：089-971-5706 FAX：089-965-2806
［HP］http://www.tsubasa-room.jp/ ［E-mail］kokorono-tsubasa@mb.pikara.ne.jp
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Regular meeting

Regular meeting

第84回 例会
クリスマス例会

第85回 例会
新年例会

（火）
日時：令和元年 12月24日
場所：いよてつ会館
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（火）
日時：令和 2 年 1月14日
場所：たかのこのホテル

Regular meeting

Regular meeting

第96回 例会
お別れ例会

第98回 例会

（火）
日時：令和 2 年 6月23日
場所：たかのこのホテル

（火）
日時：令和 2 年 7月28日
場所：いよてつ会館
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Matsuyama Century Lions Club

Matsuyama Century Lions Club

芦原会館「SABAKIチャレンジ！空手道大会」

大三島外国人交流会

第1回 理事会懇親会

コロナ禍中での献血キャンペーン

（日）
日時：令和元年 12月22日
場所：愛媛県武道館 剣道場

（土）
日時：令和元年 12月7日

（水）
日時：令和 2 年 7月8日
場所：貴州

（月）
（火）
日時：令和 2 年 4月21日
・22日
場所：大街道献血センター

【環境保全・保健福祉・アラート委員会】令和2年熊本・鹿児島豪雨災害支援物資

松山センチュリーLC杯 サッカー大会

耐 U V 土 嚢 袋 5 0 枚 入×5 0 、
ゴーグル50個総額162,250円
を佐賀県の武雄ライオンズ
クラブさんのご協力の下 、
発送しました。

（土）
日時：令和 2 年 2月1日
場所：松山市中央公園運動場 サッカー場
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