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国際協会テーマ 

地区ガバナースローガン

Ｗｅ Ｓｅｒｖｅ　われわれは奉仕する
国際会長  ジュンヨル・チョイ

336-A地区ガバナー　高岡　英治

「Service Activity is the key to Lions clubs」 
キーワ一ド「We Serve」 「真心」           

松山南 LC会長   伊藤　敏彦

WebSite Facebook

クラブスローガン

「感謝 次なる2000回へ 確かな橋渡し」
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NOTIFICATION OF RETIREMENT

　会員の皆様、一年間支えていただき感謝でいっぱい
です。本当にありがとうございました。
　「感謝・次なる２０００回へ・確かな橋渡し」をスローガンに
掲げ、重点目標は、笑顔あふれ、温もりのある楽しい
例会、一人の退会者も出ないクラブ運営を推進して
まいりました。今年度賛助会員を導入して、何とか退会者を
出さなかったことを大変うれしく思います。2人の賛助会員
には一日も早く復帰していただくことを期待してます。
　まず我 の々最大のアクトである第３３回ライオンズカップ
松山地区中学生ソフトテニス大会が晴天に恵まれ無事
終了でき、その時に南友好の豊橋南ＬＣ様から古切手を
７３６０枚も送って頂き、昨年から南友好の周年など、
出来るだけ横のつながりを広げていこうとした成果が
少しずつ、南友好の良さが出始めた、来事だと思いました。
　又今期、前会長の大木さんから足がかりを創って
頂いた新しいアクトが徐 に々方向性が見え始めました。
　１０月２５日（金）奥道後ゴルフクラブでチャリティーゴルフ
コンペを開催し、その寄付により１１月９日（土）コイノニア

協会の松山信望愛の家で子供たちに読書コーナを
作るお手伝いが出来ました。贈呈式には、松山信望愛の
家の子供たちに参加いただき、南ライオンズの皆さんと
一緒に花壇に花の苗の植樹もでき、子供たちの
積極的で楽しそうな姿を見せていただいて、新しい
アクトが来年以降も継続されれば良いと思います。
　皆様のおかげで順調に年も明け、二年ぶりに松山金亀
ライオンズ様と合同例会も無事終わり、今から全国南の
友好会、他クラブの周年事業に参加という矢先に、
新型コロナウイルス感染症の拡大にて、すべての例会、
周年事業が中止になり１００年に一度あるかないかの
ような事態に遭遇して、今後の例会のやり方などを考える
ことになっております。
　早くこの難局を乗り切り、一日も早く通常に戻ることを
切に祈っています。最後になりますが今後とも松山南
ライオンズクラブの地域社会へのさらなる貢献、明るい
未来への発展を心より祈念申し上げ、退任のご挨拶と
します。

会長退任のご挨拶　　　　　　　　　　第 42 代会長  伊藤　敏彦

NOTIFICATION OF RETIREMENT 退任のご挨拶

　一年間、幹事を務めさせて頂きました。伊藤会長を
支えクラブの為にできることが、まだあったと考えると
後悔、反省もありますが、ようやく次年度にバトンタッチ
できることに安堵しています。ただ皆様には、勉強不足の
私の為に幾度となくご相談にのって頂いたり、
ご協力頂きました。本当に有り難うございました。
感謝を申し上げます。コロナ禍でクラブの活動も自粛

せざるを得ない状況でした。残念でしたが今後も
続くかもしれません。ここはみんなで知恵を出し合い、
どのような活動ならできるのか考えなければなりま
せん。私もこの一年経験させて頂いた事、学んだ事を
活かし、次年度からは陰から皆様に恩返しご協力
させて頂きたいと思います。最後に大木幹事よろしく
お願い致します。

幹事退任のご挨拶　　　　　　　　　　幹事　 岡本　光晴

NOTIFICATION OF RETIREMENT 退任のご挨拶
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会計退任のご挨拶　　　　　　　　　　会計  赤松　学

NOTIFICATION OF RETIREMENT 退任のご挨拶

NOTIFICATION OF RETIREMENT

ライオンテーマー退任のご挨拶　            LT  大木　勝也

NOTIFICATION OF RETIREMENT 退任のご挨拶

テールツイスター退任のご挨拶　           TT  福田　健泰

NOTIFICATION OF RETIREMENT 退任のご挨拶

　２０１９年－２０２０年度のライオンテーマーを務めさせて
いただきました。
　私は、２０１８年７月２０日（金）の入会式で、伝統のある
松山南ライオンズクラブに入会をさせていただきました。
　二年目にして大役を仰せつかり、大変素晴らしい体験を
させていただき誠にありがとうございました。
　思い起こせば、入会式・納涼家族例会・お花見

例会・倉敷阿知ライオンズクラブとの合同例会・松山金亀
ライオンズクラブとの合同例会等 の々進行役とか理事会
での議事録の作成とか、色 な々経験をさせていただき、
まだまだライオンズ歴は短いですが大変勉強になりました。
今後もこの経験を生かし頑張りますので、今まで同様
ご指導、ご鞭撻の程、宜しくお願い申し上げます。
　大変ありがとうございました。

　初めての三役という大役を仰せつかり、一年間に
わたりまして、会計として大変お世話になりました。
ありがとうございます。なったからには一生懸命努める
という気持ちを常に持ち続け、自分なりに精一杯頑張り
ました。未熟な点や、至らぬ点が、多々あったであろう
かとは思いますが、皆様からの温かなご協力に支えられ

無事に乗り切ることができました。実際に会計に就任
してみますと、その大変さも、ありがたみも、本当によく
分かりました。過ぎてしまえば早いものですが、充実した
時間を過ごすことができました。
　短い期間ではありましたが、本当にありがとうござい
ました。

　この一年を振り返りますと、前半のほとんどが仕事の
関係で出張しており、テールツイスタータイムの代行を
お願いしてしまい、特に近藤さんには、大変ご迷惑をお
かけ致しました。いつも快くご協力頂きましてありがとう
ございました。
　私自身、人前でお話すること自体に抵抗はないものの、
テールツイスタータイムのような盛り上げ役は、大変苦手で
毎回台本を用意してドキドキしながら例会に参加して

いました。本音を言うと本当に苦痛でした…（笑）
　しかし、いざ登壇すると、みなさんの温かい雰囲気を感じ、
やっぱりこのクラブは良いなぁと思うことができました。
大変貴重な経験をさせて頂きました。今年は、様 な々社会情勢の
移り変わりにより、例会の回数自体が少なかったため、
非常に残念ではありますが、次期テールツイスターさんへ
引き継がせて頂きます。十分にお役に立てず恐縮しており
ますが、1年間、ご協力頂きましてありがとうございました。
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MEMBER’S REPORT

MEMBER’S REPORT 2020.2.29 sat 　ANA クラウンプラザホテル

　　テールツイスター  福田　健泰

結婚式・披露宴 報告

　私事で恐縮ですが、この度2月2 9日（土）に

ANAクラウンプラザホテルにて、結婚式・披露宴を

挙げさせていただきました。

　私どもの披露宴に際し、松山南ライオンズクラブの

皆様には多くのご祝福を賜り、誠にありがとう

ございました。

　なかなか、式の準備と仕事の両立ができず、

ライオンズクラブの皆様へのご案内が大変遅く

なってしまいましたが、多くのみなさまにご出席

いただいたり、温かいお気遣いを頂き、大変、

感謝感激いたしました。

　まだまだ未熟な私たちではございますが、

今後とも、末永いお付き合いくださいますよう、

よろしくお願いいたします。
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MEMBER’S REPORT

MEMBER’S REPORT 2020.1.11 SAT　松山市二番町「しら川」

社長就任の祝い
　この度、㈱アイビ広告  代表取締役社長に

吉田拓史さんが就任されました。

　1月11日（土）18：30より、松山市二番町「しら川」

にて、松山南ライオンズクラブの有志で集まり、

社長就任のお祝い会をいたしました。

　吉田さん今後とも、公私ともにご活躍をお祈りして

おります。

https://m-minami-lc.org/もしくは、

検索した TOP 画面をクリックしてこの
画面が出たら会報誌のところをクリック

で検索

MC委員会
コラム 過去の会報誌が見たい場合はどうしたらいいの？

１

2 2013 年度から現在発行してあるすべての
会報誌がご覧になれます。3

松山南ライオンズクラブ
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ACTIVITY

ACTIVITY 2019.12.7 sat ～ 27 fri

　２０１９年12月7日～12月27日まで、私個人的は

5回目の、そして夏期に続き今期2度目のＹＣＥ生の

受け入れをいたしました。

　夏のキャンプは、急遽の受け入れでバタバタした

感がありましたが、冬期に関しては、元々予定していた

受入れでしたので、伊藤会長を始め会員の皆さん

との打ち合わせも十分にでき、クラブとして計画的に

受け入れができたと感じています。

　今回受け入れたイタリア人のAlessandraは、4年前に

堺浜寺ライオンズクラブでお世話になったことが

あり、今回2回目のキャンプということで、非常に日本を

わかっている学生でした。

　また、前回のＹＣＥをきっかけに、現在大学で

日本語を勉強しており、片言の日本語を話せたので、

クラブとしてはとても楽な受け入れになりました。

　Alessandraは、愛媛にふさわしいＹＣＥ生で、

ホームスティの3週間、我が家ではポンジュース以外の

飲み物を一切飲まないほどのみかん好きだった

ことは、本当に印象に残っています。

　日本文化がとても好きな彼女は、神社仏閣などの

日本建築が大好きで、最後の日まで『お寺に行きたい』

というリクエストがありました。

　クラブのアクティビティである『砥部和合苑ふれ

あいもちつき大会』にも参加し、初めての餅つきに

エキサイトしたようです。

　また、茶道の除夜釜も体験しましたが、３時間

正座しっぱなしをした彼女に、参加者全員が拍手

喝采だったことも思い出深いものになりました。

　冬期キャンプは、暖冬ということもあり、本格的な

スキーを楽しむことはできなかったようですが、

レオクラブのメンバーや他国のＹＣＥ生との交流は、

とても楽しかったようです。

　4月から日本の大学に留学する予定のAlessandraと、

再会する日をクラブの皆が楽しみにしています。

１Ｒ-ＹＣＥ・ライオンズレオ・国際関係委員    谷口　裕子

冬期、YCE（Youth Camp Exchange）生を受け入れて

ようこそ松山へ 茶道の除夜釜 体験 餅つき 体験
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ACTIVITY

ACTIVITY 2020.1.26 sun キスケ BOX KIT

計画・財務委員　椙山　直也

ボウリング大会の報告

念願のお寺参拝
日本食も楽しみました

他国のYCE生とも交流できました

大好きなみかんと...

松山城にて

　キスケBOX KITにて、ライオンズチャリティー

ボウリング大会が行われました。参加者は、伊藤

会長、岡田さん、と椙山の3名で参加しました。

　伊藤会長とともに優勝の2文字を目指して、

ゲームをスタートしました。伊藤会長も、岡田さんも

非常に上手な中、私、椙山は足をひっぱる始末。

　各クラブの方 も々非常に上手で、プレッシャーに

押しつぶされそうになりながら、２ゲーム目に突入！

最後まで全力の限りを尽くし、握力の無くなった

手と戦いながら、何とかゲームを終えました。

　いざ、表彰式！残念ながら、南ライオンズクラブは

優勝出来ませんでしたが、岡田さんが個人賞

6位！ なんとか一矢報いた、岡田さんの雄姿が

頭から離れませんでした。伊藤会長も大変喜んで

おられましたし、結果はともかく、有意義な

ボウリング大会となりました。   　　

次回、優勝を目指すなら・・・・・

　僕は出ないほうがいいと思います！ 



REGULAR  MEETING

第1020回 2020.1.10 fri いよてつ会館
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MC 副委員長　近藤　淳

1 月第一例会（新年同伴オークション例会）

　2020年最初となる第1020回新年同伴例会は、

松山センチュリーLC第二副会長 永田修身様を

はじめオブザーバーが1名、L .L . 6名のゲストが

ありました。

　まず伊藤会長により新年の挨拶があり、松山市

より松山南LCが市制施行百三十周年にあたり、

功労賞をいただいたことの発表がありました。

　松山センチュリーLC第二副会長 永田修身様

からも挨拶をいただき、その後に国際本部より

谷口さんにマイルストーンシェブロン贈呈され、

1月度の誕生日祝いを行いました。

　チャーターメンバーである浅野さんの乾杯の

音頭を皮切りに懇親会が行われ、毎年1月第1

例会は、オークション例会でもあり、オークションが

岡本幹事主導で行われ、今年も、オークション

収入164 ,000円、通常のドネーション99 ,000円と

2 6 3 , 0 0 0 円の収入があり順調な滑り出しと

なりました。

　半期順調に進んでまいりましたが、今期会長の

スローガン「感謝2000回例会に、確かな橋渡し」

のもと、クラブ一丸となって残り半期も楽しく活動を

してまいりたいと思います。

1月度誕生祝い

新年会長挨拶 松山センチュリーLC第二副会長 永田修身様

オークション例会の様子

松山市からの功労賞

マイルストーンシェブロン　谷口さん
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国際本部よりマイルストーンシェブロン（10年）贈呈　松岡　久美さん

審議事項：松山金亀ＬＣとの合同例会について（2/21（金）18：30～いよてつ会館）について承認されました。
報告事項：古切手等収集結果について報告されました。（古切手 33,032枚 ・ 使用済カード類 3枚 ・ 書き損じハガキ 111枚）

1 月第二例会

第1021回 2020.1.17 fri いよてつ会館

2 月第一例会

第1022回 2020.2.7 fri いよてつ会館

https://m-minami-lc.org/もしくは、

検索した TOP 画面を クリックしてこの
画面が出たらリンクのところをクリック

で検索

MC委員会
コラム ウェブサイト登録にご協力をお願いいたします（クラブメンバー限定）

１

2
協賛金 （年間3,000円）をいただいた方の
ウェブサイトを掲示しております。
この協賛金はホームページ運用等に使われます。

3

松山南ライオンズクラブ



第1024回～第1030回
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REGULAR  MEETING

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となりました。

第1023回

第13回松山南LC（第1023回）・松山金亀LC（第800回記念）合同例会

2020.2.21 fri いよてつ会館

松山南LC  伊藤 会長 松山金亀LC 池内 会長 河原１Ｒ－３ＺＣ

松山南LC次期会長　開さんによるライオンズ・ローア

松山金亀ＬＣ第８００回記念表彰
出席優秀特別賞

池内 正司さん、近藤 佳次さん
藤岡 盛明さん、横山 伸也さん

松山金亀ＬＣ第８００回記念表彰
出席優秀賞

河原 秀樹さん、野間 逸元さん

レクレーションタイム

　両会長の挨拶後、来賓紹介が行われ代表として

河原ZCの挨拶が行われました。

　松山金亀LC様は、ちょうど第800回記念として、

4名の出席優秀特別賞・2名出席優秀賞の表彰が

行われました。おめでとうございます。

　そのあと両クラブの幹事報告が行われ、楽しく

懇親会で盛り上がりました。

　また来年も楽しみにしております。
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REGULAR  MEETING

6 月第二例会（引継例会）

伊藤会長お疲れさまでした

第1031回 2020.6.19 fri いよてつ会館

国際本部よりメンバーシップアドバンスキー賞贈呈
大木さん

伊藤会長による挨拶及び
アワード披露

国際会長感謝状贈呈
大野さん

地区ガバナー感謝状贈呈
谷口さん・近藤さん・宮﨑さん

新入会員スポンサー賞
正岡さん

LCIFキャンペーン100アワード
伊藤会長

3-6月度  誕生日祝

3-6月度  結婚記念日祝 結婚御祝贈呈
福田さん

テールツイスタータイム
入会1年ほどのメンバーによる

3分スピーチ
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MATSUYAMA MINAMI LIONS CLUB
松山南ライオンズクラブ

〒790-0001 松山市一番町 4-1-5 ISSEI ビル３F   TEL 089-913-1635  FAX 089-934-3100
e-mail m.minamilc@336-a.org   http://m-minami-lc.org

例　会 /第一例会：毎月第一金曜
            第二例会：毎月第三金曜
理事会 /毎月第二木曜
発行元 /松山南ライオンズクラブ
発　行 /年四回（今期は都合により年三回）
会　長 /伊藤 敏彦　 幹　事 /岡本 光晴
MC委員会 / 委員長：大槻 一雅　副委員長：近藤 淳
　　　　　  浅野 宏国　上沖 郁児　赤松 桂子　三好 愛
編集・デザイン /  MC委員会・リールデザイン合同会社

編集後記
　2019-2020年期は、後半新型コロナウイルスのパンデミックに
より世界中が大混乱し、ライオンズクラブの活動も多くが実施
できなくなりました。当クラブもアクティビティやいろいろな
大会がほとんど中止になり、会員同士の出会い、交流もあまり
できませんでした。会報も4月予定の3号が出せず、今回で3号まで
となりました。コロナ禍はまだ続くと思われますが身体に気を
つけてより早い収束を祈りましょう。

MC委員　浅野 宏国

2020-2021年度も明るく元気に、ライオンズ活動をご一緒しましょう

会長スローガン「敬天愛人」

松山南ライオンズクラブ 
2020-2021年度 組織図 役員・理事・会計監査・各委員長

前会長

伊藤　敏彦

第一副会長

正岡　秀樹

第二副会長

赤松　学

幹　事

大木　勝也

会　長

開　忠和

会　計

矢野　尚良

ライオンテーマー

福田　健泰

会員委員長

大木　和民

計画財務委員長

佐々木　厚士

MC委員長

運営委員会 事業委員会

近藤　淳

環境委員長

三好　康平

教育委員長

杉野　大輔

会員副委員長

伊藤　敏彦

計画財務副委員長
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二年クラブ理事

宮﨑　一成 越智　えりこ 近藤　淳
（MC委員長）（GMT）

（G L T） （G S T）

（GAT）

（LCIFコーディネーター）

一年クラブ理事

宮田　知典 岡本　光晴

第66回地区年次大会中止の報告
第66回地区年次大会は、新型コロナウイルス感染拡大のため中止となりました
第66回地区年次大会議案として
第一号議案　2020～2021年度336-A地区地区ガバナー選出について
第二号議案　2020～2021年度336-A地区第一副地区ガバナー選出について
第三号議案　2020～2021年度336-A地区第二副地区ガバナー選出について
第四号議案　2020～2021年度336-A地区地区費・複合地区および負担金について
第五号議案　2018～2019年度336-A地区キャビネット会計収支報告について
第六号議案　2019～2020年度336-A地区上半期各種会計報告について
以上可決されました。

次年度地区年次大会開催地は2021年4月10日（土）・11（日）高知県高知市　高知県立県民文化ホールで開催されます。


