
■事 務 局 〒790-0807
 平和通3丁目1-34  ホテル泰平別館 2F
   TEL 089-909-4400
  FAX  089-943-3660
  mail：info@m-century-lc.jp
■例会会場 ネストホテル
■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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松山センチュリーライオンズクラブ

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 第3木曜日 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～

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

[委 員 長] 小島 有留実
[副委員長] 加藤 君人
[委　　員] 河本 英樹　藤本 信　毛利 雅文　西尾 光三

[委 員 長] 小倉 静香
[副委員長] 一色 啓旦
[委　　員] 岡部 秀雄　奥島 健太郎　藏田 康範　長江 乾夫  

[委 員 長] 藤岡 保彦
[副委員長] 今井 典子
[委　　員] 加藤 君人　芦原 英典　露口 高志　山下 由記

[委 員 長] 河本 英樹
[副委員長] 宮内 泰三
[委　　員] 土井田 学　池田 弘司　児島 英伸　大石 佳治
 瀧野 奈身

[委 員 長] 徳永 哲也
[副委員長] 吉田 英樹
[委　　員] 渡邉 秀光

[不在会員] 雲瀬 理　米本 要子　寳田 奈保美
[家族会員] 友澤 公一　大門 賢　新野 滉一郎　山本 啓輔
[賛助会員] 宮本 武直

第一副会長
藏田 康範

第二副会長
河本 英樹

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

二年理事

一年理事

一年理事

会計監査

宮内 泰三

藤岡 保彦

藏田 康範

河本 英樹

山本 幸子

河本 英樹

加藤 君人

藏田 康範

山本 幸子

友澤 節男

小島 有留実

小倉 静香

徳永 哲也

吉田 英樹

大西 聰一

新野 和幸

大門 勝

毛利 雅文

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

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

さらなる情熱で
ウィサーブ

【今年度  会長スローガン】



会長あいさつ

　本年度７代目クラブ会長就任のご挨拶を申し

上げます。

　コロナと共存して３年目となる2022年、経

済を回す時期に来ています。今期は、中止・縮

小となっていた例会、アクティビティ等を積極

的に行うことを目標にしています。マンネリ・

惰性的になりがちな活動からの脱却の意味を込めて、スローガンを「さらなる情熱でウィ

サーブ」としました。色々なアクティビティに参加していただき、皆で考え楽しく活動がで

きる場になるよう努めていきます。また、新会員の皆さん！戸惑い等多々あると思いますが

ラフな気持ちで参加していただければ幸いです。

　ライオンズを愛する方々との交流を交え、10年後20年後も継続的な奉仕活動ができるクラ

ブを目指します。様々な困難も皆様方のご協力、ご指導をいただきながら乗り越えていける

と信じております。

　今後とも松山センチュリーライオンズクラブを宜しくお願い申し上げます。

会 長  宮内 泰三 Taizo Miyauchi

幹 事
山本 幸子
Sachiko Yamamoto

会 計
河本 英樹
Hideki Kawamoto

■スローガン

さらなる情熱でウィサーブ

　宮内会長とは、第５期に私が会長の折に幹事をして頂い

て以来のコンビです。大変勤勉な宮内会長をはじめ、２年

連投の河本会計と一緒に三役として、情熱を持って活動を

して行きたいと考えております。会員の皆様とは、例会を

はじめ楽しく交流を深めていきたいと存じます。

　今期１年間、宜しくお願い致します。

　この３年近くの間、新型コロナウィルス感染症の影響で
国の方針や生活の様式がずいぶん変わってきました。つね
にコロナのことを考えての行動やロシアによるウクライナ
侵攻により物価高騰も影響してますます難しい時代に入っ
たことを痛感しています。みなさんはいかがですか？この
松山センチュリーライオンズクラブは会員同士助け合える
仲間の輪で成長できるクラブになっていけることを願って
います。
　今年も残り少なくなりましたが、お体に気をつけて良い
年をお迎えください。今年もお世話になりました。

Greeting from the President

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

Taizo
Miyauchi
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例会風景

久しぶりの
ライオンズローア！
ウィ！サーブ！
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新会員ご紹介少年サッカー大会
開会式：令和4年6月4日（土）
閉会式：令和4年6月5日（日）
場所：野外活動センター

新会員オリエンテーション
日時：令和4年10月26日（土）

左より宮内会長・長江さん・瀧野さん・大石さん

センチュリーLCの楽しい
合同委員会

新メンバーの大石さんのお店『佳桜』にて
左より LC小倉・LC藏田・LC河本・LC宮内右より LC小島・LC加藤・LC土井田

MC・ライオンズ情報・
地区誌・大会参加委員会
趣味：ゴルフ、野球

長江 乾夫
青少年・LCIF・
ライオンズクエスト委員会
趣味：映画鑑賞、旅行

山下 由記

計画・財務・出席委員会

趣味：ドライブ、スポーツ観戦

西尾 光三

環境保全・保健福祉・
アラート委員会
趣味：ゴルフ＆旅行　
ライオンズの皆様、これから
よろしくお願い致します。

瀧野 奈身

環境保全・保健福祉・
アラート委員会
趣味： SUP、スノーボード、
 ウエイクボード、
 ロードバイク、水泳
『人が大好き（^_-）-☆』

大石 佳治
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式典参加
納涼例会
日時：令和4年7月26日（火）
場所：白魂複合年次大会

in広島
日時：令和4年5月22日（日）

砥部LC40周年
日時：令和4年5月28日（土）

北条LC60周年
日時：令和4年6月26日（日）

金亀LC35周年
日時：令和4年5月26日（木）

白鷺LC30周年
日時：令和4年6月16日（木）

うるみちゃん♪ありがとう！
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ませら会 太山寺清掃

サンセットヒルズカントリークラブ
日時：令和4年9月17日（土）

サンセットヒルズカントリークラブ
日時：令和4年6月18日（土）

日時：令和4年11月8日（火）

奥道後ゴルフクラブ
日時：令和4年11月13日（日）

エリエールゴルフクラブ松山
日時：令和4年7月21日（木）

高原ゴルフ倶楽部
日時：令和4年5月21日（土）



当クラブメンバーの経営している介護施設に技能実習生として今年6月に
来日した外国人4名とLCメンバー5名で交流会を実施しました。始めは

緊張の中での対面でしたが、お話をしているうちに和やかな時間を一緒に過ごすことができました。
内戦状態が続いているミャンマーから来日し、文化も言葉も違う日本での生活を『幸せです！』と答えて
くれ、Q&Aにも一生懸命、覚えた日本語で回答していただき日々、頑張っている彼らを今後も応援して
いきたいと強く思いました。
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海外技能実習生交流会  YCE・国際関係・ライオンズレオ委員会
日時／令和4年11月18日（金） 14：00～15：00　場所／地域密着型総合介護施設 いしいの里

336-A地区YCE・国際関係アクティビティ国際交流会
新型コロナウイルス感染症の終息が中々見られないなか、YCE・国際関係の活動はストップされた状況が
継続しております。その状況下において、336A地区在住の外国人を招いてのお茶会を実施し、日本での
生活においてや、訪日者の祖国の現状等を意見交換し、世界的観点での相互理解を深めました。

どこの国から？ 日本にいつ来ましたか？ 学生ですか？ 仕事での来日ですか？

アクティビティを終えて

意見交換の中での Q A&

Q.1

全員 ➡ ミャンマーより、2022年6月19日、技能実習生として仕事で来日A.1

Q.2

A.2

Q.3

A.3

Q.4

A.4

Q.5

A.5

Q.6

A.6

Q.7

A.7

Q.8

A.8

Q.9

Q.10

A.9

A.10

祖国では、戦争、内戦はしていませんか？ 家族は幸せですか？家族数は？
1人～5人　全員 ➡ 今は幸せです

日本での生活環境は、楽しいですか？ 困りごとはありますか？
3名 ➡ 楽しい　1名 ➡ 普通

普段、日本人との交流はありますか？ また交流をしたいですか？
全員 ➡ あります

日本の好きな食べ物はなんですか？ また嫌いなものは？
『好きなもの』 さしみ、カレー、ラーメン、うどん
『嫌いなもの』 牛肉、なまもの、ハンバーグ

普段から地震とかの天災の時の準備はしていますか？
全員 ➡ していない

日本で天災が来たときに怖いと思う事はなんですか？
火事、台風など

日本での医療体制とか病気、ケガをした時に不安な事はありますか？
全員 ➡ ありません

日本での生活が、こうなったら良いと思う事はありますか？
お金持ち、いい将来、新しい携帯、彼女

ライオンズクラブが世界中で奉仕活動をしているのは知っていますか？
また近隣でタイミングが合えばボランティア活動に参加できますか？
全員 ➡ 知らなかった。今後、活動に参加してみたい。

左より女性「イエンイエン」「ソウ」・男性「ゾーイ」「イズミ」


