
松山センチュリーライオンズクラブ役員及び組織図

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火曜日 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 089-931-0011（㈱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
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新時代!
固い絆と、輝く心で
ウィ・サーブ

【藤岡 保彦  新会長スローガン】

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。

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

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

[委 員 長] 小島 有留実
[副委員長] 加藤 君人
[委　　員] 山之内 重之　毛利 雅文　

[委 員 長] 一色 啓旦
[副委員長] 小倉 静香
[委　　員] 藤岡 保彦

[委 員 長] 吉田 英樹
[副委員長] 藏田 康範
[委　　員] 芦原 英典　池田 弘司　土井田 学　中田 誠保
 (山本 啓輔）

[委 員 長] 宮内 泰三
[副委員長] 河本 英樹
[委　　員] 朝雲 学人　藤本 信　露口 高志　岡部 秀雄

[委 員 長] 藤岡 保彦
[副委員長] 德永 哲也
[委　　員] 児島 英伸　雲瀬 理　奥島 健太郎　渡邉 秀光

[不在会員] 今井 典子　米本 要子　寳田 奈保美　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　宮本 武直

第一副会長
藏田 康範

第二副会長
宮内 泰三

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

二年理事

二年理事(副幹事)

一年理事

一年理事

会計監査
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会員委員長クラブGMT
コーディネーター

クラブGLT
コーディネーター
クラブGST
コーディネーター
クラブLCIF
コーディネーター
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会長あいさつ

　６周年を迎えた松山センチュリーライオンズ
クラブ。
　６年前チャーターメンバーとして入会させて
頂きましたが、山あり谷あり…　楽しい事も沢
山ありましたが、辛い出来事も沢山ありました。
　昨年より続くコロナ感染症の影響で、思い通
りの活動が出来ない中で迎えた第６期、そんな

中ですが、我がクラブには、他クラブに自慢出来る素敵な仲間達が居ります。皆で励まし合い
助け合い、今の松山センチュリーライオンズクラブはあります。コロナにより、世の中も大き
な転換期、新たな時代を迎えようとしております。
　「新時代、固い絆と輝く心でウィ・サーブ」
　いつの頃からか、松山センチュリーライオンズクラブにとても愛着が湧くようになっていま
した。これからの松山センチュリーライオンズクラブの歴史を、素敵な会員の皆様と共に、楽
しく作っていくことが出来れば幸いに思います。
　至らない会長ですが、どうぞ宜しくお願い致します。

会 長  藤岡 保彦 Yasuhiko Fujioka

幹 事
宮内 泰三
Taizo Miyauchi

会 計
河本 英樹
Hideki Kawamoto

■スローガン
新時代！ 固い絆と、輝く心で ウィ・サーブ

　この度前期に引き続き第6期幹事に就任いたしました。
　今期は第二副会長・環境委員長と兼務となり一層身の引
き締まる思いです。昨年度はコロナ蔓延により例会、委員
会など満足に行えない中、アクティビティも工夫しながら
なんとか終えることができました。今期はまだまだ予断を
許さない状況ではありますが藤岡会長をはじめ皆さんと共
に楽しい時間を共有できるようお力添え出来ればと思って
おります。宜しくお願い致します。　We  Serve

　この度、会計に就任させていただきました河本です。
　助け合う、支え合う、藤岡会長を支えながら、協力し
て、いろんな方々の経験を活かし少しでも会の発展に尽力
していけますよう、会員様のための新しい形の会を目指し
て、未熟ではありますが皆様に迷惑をかけないよう、頑
張っていきますので宜しくお願いいたします。

Greeting from the President

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

Regular meeting

第120回 例会
お別れ例会

日時：令和3年6月22日（火）
場所：ANAクラウンプラザホテル  桃園

Yasuhiko
Fujioka
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まぜら会チャリティゴルフコンペ＆りんご狩り
日時：令和3年9月25日（土）

日時：令和3年7月13日（火）
場所：ネストホテル松山

Regular meeting

第121回 例会

日時：令和3年10月12日（火）
場所：ネストホテル松山

献血についての卓話（大街道献血ルームより） 平和ポスター審査会

Regular meeting

第127回 例会

第121回例会2021 .7 .13
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合同委員会
日時：令和3年10月21日（木）
場所：貴州

海岸清掃
日時：令和3年10月26日（火）
場所：梅津寺海岸

翼学園サッカー観戦
日時：令和3年10月30日（土）
場所：ニンジニアスタジアム

2021.11.9太山寺清掃
日時：令和3年11月9日（火）
場所：太山寺


