




 スローガン
Liberty, Intelligence, Our Nation’s Safety

自分を守り、知性を重んじ、われわれの国の安全をはかる

 モットー
We Serve

われわれは奉仕する

 ライオンズの誓い
われわれは知性を高め、友愛と相互理解の精神を養い、

平和と自由を守り、社会奉仕に精進する



会長挨拶………………………………………………………………松山東ライオンズクラブ　会長　大野八重子…………１

50周年記念大会委員長挨拶… ……………………松山東ライオンズクラブ　50周年記念大会委員長　増田　育顕…………２

祝　辞…………………………………………………………………………………… 愛媛県知事　中村　時広…………３

祝　辞……………………………………………………………………………………… 松山市長　野志　克仁…………４

祝　辞……………………………………………… ライオンズクラブ国際協会　国際会長　ジュンヨル・チョイ…………５

祝　辞………………………………………………ライオンズクラブ国際協会336-A　地区ガバナー　高岡　英治…………６

祝　辞………………………………………………………………………………………… １RC　壽野　春幸…………７

祝　辞……………………………………………………… 松山中央ライオンズクラブ　第56代会長　山本　宗宏…………８

松山東ライオンズクラブ50周年記念大会

50周年記念大会式次第… ………………………………………………………………………………………………… 10

50周年記念大会・祝賀会… ……………………………………………………………………………………………… 11

50周年記念アクティビティ紹介… ……………………………………………………………………………………… 16

松山東ライオンズクラブ50年の歩み

歴代三役紹介（第１期～第45期）………………………………………………………………………………………… 19

活動報告（第46期～第50期）……………………………………………………………………………………………… 20

松山東ライオンズクラブ50周年記念大会組織表… …………………………………………………………………… 23

松山東ライオンズクラブ組織表………………………………………………………………………………………… 24

会員紹介…………………………………………………………………………………………………………………… 26

物故会員…………………………………………………………………………………………………………………… 30

永年表彰…………………………………………………………………………………………………………………… 30

あとがき…………………………………………………………………………………………………………………… 30

目 　 次



ご 挨 拶

松山東ライオンズクラブ
会　長　大野　八重子

　ここに松山東ライオンズクラブ50周年の式典を執り行うことができました。
　ご臨席いただきました、高岡ガバナー、壽野１RC、そしてホストクラブであります松山中央LC山本
会長におかれましては、急なお声がけであったにもかかわらず、こうして場を共にしていただき、本当
にありがとうございます。
　50年という長い時間を支えてくださったチャターメンバーの木下さん・宮内さんはじめ、諸先輩方と
メンバーのみなさんのお気持ちがあって、今日の日があります。
　これまでクラブ運営に関わってくださった全ての方に、感謝の気持ちでいっぱいです。
　当クラブは、青少年育成に力をいれた事業を長年展開しております。松山東ライオンズクラブ少年サッ
カー大会は34年間の主催、松山市小中学校相撲大会には28回の共催をしてまいりました。その他の事業
としては、愛媛アイバンクの設立にも大きく寄与させていただき、以来30年を超えた関わりがあります。
この50年の節目に、当クラブから初めてのヘアードネーションを２件お届けできましたのも嬉しいこと
でした。
　私の父親は、当クラブのチャーターメンバーでございました。
　以来、今日までの50年間、私にとっては物心ついたときから「ライオンズクラブ」という言葉が生活
の傍らにありました。生涯「ライオン」を貫いて生きた父でありました。
　父と活動を共にしてくださった諸先輩方が、私のことも同じように大事にしてくださって、「50周年
の年の会長は、あなたがおやりなさい」といって、ここまで押し上げてくださいました。このご恩は、
もうすぐ始まる51年目から60年・70年…へとしっかりつないでいきたく思います。
　今年のスローガン「世代超え、縁

えにし

つないで We Serve」に込めた想いは、この期がおわりましても私
のテーマとして心に刻んでまいりたいと思います。
　最後になりましたが、何とか今期のうちに開催を…と短い準備期間で走り回ってくださった、増田大
会委員長と今井大会幹事、そして50周年委員の皆さまに感謝をお伝えして私のご挨拶とさせていただき
ます。

　…Charter Memberと刻まれた父のライオンピンを胸に
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ご 挨 拶

松山東ライオンズクラブ
50周年記念大会委員長　増田　育顕

　「六月を綺麗な風の吹くことよ」と正岡子規が詠む水無月、松山東ライオンズクラブ50周年記念式典

にお集まりの皆様、本日は、まことに有難う御座います。ご案内の松山東ライオンズクラブ50周年記念

大会は当初３月28日に予定しておりましたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響をうけ、やむなく延

期といたしました。

　この度、コロナ感染に対し「感染縮小期」移行となり、年度末ギリギリとなりましたが、第２例会、

同時開催として記念式典を新しい生活様式を取り入れ、規模を縮小して開催いたしました。

　残念ながら、３月11日に開催予定をいたしておりました「記念ゴルフ大会」は、実施直前で新型コロ

ナウイルス感染拡大予防のためやむを得ず、中止といたしました。

　松山東ライオンズクラブは松山中央ライオンズクラブをホストとして、1970年１月20日に結成、以降、

先達ライオンズの皆様方、役員、スポンサーの方々のご努力、ご活躍で、「WE SERVE」をモットーに、

会員が力を合わせやってまいりましたが、50年目にあたる、本年度は、50周年大会、記念行事を成功さ

せるべく、私たちは、13名の歴代会長をメンバー（委員13名）とする実施委員会を立ち上げ、案を練り、

会員各位のご理解とご協力を得て、各種の行事を実現することができました。ここまで来られたのも、

皆様方のご尽力、ご協力の賜物と深く感謝し、厚く御礼を申し上げます。

　特に、記念アクティビティは、松山市小中学生相撲大会、ライオンズカップ少年サッカー大会、施設

訪問、松山市に車椅子寄贈など、社会奉仕活動を積極的に行いました。

　おかげさまで、６月23日の大会式典をもって成功裡に終わることとなりました。この式典を盛り上げ

ていただいたご来賓、ライオンズ関係者を代表して、ライオンズクラブ国際協会336-A地区ガバナー高

岡英治様、１RC壽野春幸様、松山中央ライオンズクラブ会長山本宗宏様に、心からなる感謝をささげ

ます。大野会長のいう「世代超え、縁
えにし

つないで WE SERVE」を合言葉に松山東ライオンズクラブは、

次の50年に向かって歩みます。
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祝　　辞

愛媛県知事　中村　時広

　松山東ライオンズクラブ結成50周年を、心からお喜び申し上げます。

　貴クラブにおかれましては、“We Serve”の精神の下、長年にわたり、献血や献眼への協力をはじめ、

石手川の清掃活動、少年サッカー大会や小中学生による相撲大会の開催等に尽力され、地域社会の発展

に多大な御貢献を賜っております。

　そして今年１月に結成50周年という記念すべき節目を迎えられましたことは、誠に御同慶の至りであ

り、会員の皆様方の熱意とたゆまぬ御努力に対し、深く敬意を表します。

　さて、我が国では、新型コロナウイルスの感染拡大により、人々の命や健康がおびやかされ、暮らし

や産業、スポーツ、文化、教育など、社会経済活動の広範にわたって深刻な影響が生じています。

　県内においても、３月以降、大規模クラスターとなったケースを含め、多くの感染事例が発生してお

り、県では、それぞれの事例ごとに徹底した「囲い込み」、「封じ込め」策を講じるとともに、県民の皆

さんに対しても、正しい情報に基づいた冷静な判断と、新型コロナウイルス対策の基本となる感染回避

行動の実践をお願いしているところです。

　今後とも、感染状況等に応じた迅速かつ適確な感染防止対策に全力を挙げるほか、大きなダメージを

受けた地域経済の立て直しを図るため、コロナ禍にあってもあきらめることなく、前向きに努力を続け

ておられる事業者の方々に寄り添った支援策を展開し、県民の皆さんが「愛
え

顔
がお

」で安心して社会生活や

経済活動を営んでいけるよう、未来につながる新たな道をしっかりと切り開いて参ります。

　新型コロナウイルスの影響で、貴クラブの活動にもさまざまな支障が生じていることと存じますが、

会員の皆様方におかれましては、結成50周年を契機に、相互の結束を一層強固なものとされますととも

に、引き続き、地域のリーダーとして、まちづくりの中心的役割を果たされ、ふるさと松山、そして愛

媛の発展にお力添えを賜りますようお願い申し上げます。

　終わりに、松山東ライオンズクラブの限りない御発展、並びに会員の皆様方のますますの御健勝、御

活躍を祈念いたします。
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祝　　辞

松山市長　野志　克仁

　松山東ライオンズクラブが結成50周年を迎えられましたことを心からお喜び申し上げます。

　松山東ライオンズクラブは、昭和45年に結成されて以来、50年の長きにわたり清掃活動や、青少年の

育成など、多くの分野で献身的に活動され、深く敬意を表します。

　また、大野会長をはじめ会員の皆様には、今年度、「世代超え、縁
えにし

つないで We Serve」をスローガ

ンに、友愛と相互理解の精神をもち、地域で御活躍されていることをとても心強く思います。

　このたびは、車椅子20台を寄贈していただき、厚く御礼を申し上げます。御厚意は、市役所本館をは

じめ、道後温泉椿の湯や子規記念博物館などに設置し、市民や観光客の皆様へのサービスを高めるため、

有効に使わせていただきます。

　さて、松山市の宝である道後温泉本館は、子や孫の代まで大切に受け継いでいくため、昨年の１月か

ら保存修理工事に入っています。全国で初めて、国の重要文化財の公衆浴場を営業しながら保存修理し

ており、工事期間中も入浴できます。

　また、日本の漫画・アニメーションの先駆者である手塚治虫さんが生涯をかけて執筆した『火の鳥』

をメインコンテンツ、「道後REBORN」をキャッチコピーに、この期間中ならではの魅力を発信してい

ます。現在、オリジナルアニメーション「火の鳥　道後温泉編」をインターネットで配信しているほか、

道後温泉本館の北面では、プロジェクションマッピングを実施し、音と光の演出で幻想的な世界を楽し

めます。お越しいただく皆様をおもてなしの心でお迎えしています。この機会に是非お立ち寄りください。

　松山市では、今後も、「人が集い　笑顔広がる　幸せ実感都市　まつやま」の実現を目指し、まちづ

くりを進めていきますので、皆様には、引き続きお力添えをいただきますようお願いします。

　結びに、結成50周年の節目を契機として、松山東ライオンズクラブがますます発展されますとともに、

会員の皆様の御健勝、御活躍を心からお祈りし、お祝いの言葉とします。
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祝　　辞
−ライオンズの皆様へ−

ライオンズクラブ国際協会
国際会長　ジュンヨル・チョイ

　クラブ結成50周年を迎えられましたことを心よりお祝い申し上げます。

　この周年記念は、これまでクラブが成し遂げてきたことを振り返り、同時に新たな奉仕の可能性に思

いを巡らせる機会です。皆さんの思いやりの気持ち、他者に手を差し伸べようという決意によって、貴

クラブはコミュニティの重要な一員となり、ライオンズクラブ国際協会は一世紀以上にわたり、奉仕分

野のグローバル・リーダーの地位を維持することができました。

　皆さんのクラブは、より良い社会の実現のため、周囲の人々と共に集い力を合わせることで、大きな

インパクトを残せることを理解した、思いやりのあるメンバーにより結成されました。皆さんは未来を

見据え、世界をより良い場所にするという伝統を受け継ぎ、多様性を持って奉仕することで、地域や世

界に支援の手を差し伸べています。

　皆さんの献身的な活動によって、クラブは今後も発展を続け、支援を必要とする人々に思いやりの心

を届けることができるのです。

　改めて貴クラブの周年記念をお祝い申し上げると共に、今後益々のご発展を祈念しております。

　心をこめて
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祝　　辞
−絆を深め更なる高みに−

ライオンズクラブ国際協会336-A
地区ガバナー　高岡　英治

　明るい陽ざしに心わくわくする春の佳き日、松山東ライオンズクラブが50周年を迎えられました。心
よりお喜び申し上げます。
　松山東ライオンズクラブは1970年１月、松山中央ライオンズクラブのスポンサーにより誕生し、以来
50年、一歩一歩堅実に歩まれすばらしい飛躍をされました。歴代の先人のウィサーブの精神を受け継ぎ、
相互理解と絆を深め地域に根ざしたアクティビティは見事で敬意を表します。今期の大野会長は、多く
の会員が目標と仰ぎ慕われていたお父上のご意志を継ぎ「世代超え、縁

えにし

つないで We Serve」のスロー
ガンのもと女性らしいこまやかな配慮で会員をリードし、見事な運営をされておられます。
　50周年記念事業として松山市に車いす20台を寄贈又養護施設のお子さん達を坊っちゃん劇場へ招待
し、ミュージカルを鑑賞、その後バイキングランチを団員達と食べる楽しい時間を提供されました。車
いす寄贈は高齢者や障害者の皆さんを笑顔にする地域社会への貢献度の高い奉仕です。坊っちゃん劇場
の見学はお子さんたちの創造性を呼び起こし、未来への夢が広がり将来への期待感が増すことでしょう。
これらの事業はもちろんですが、継続事業の第34回松山東ライオンズクラブカップサッカー大会、第28
回松山市小中学生相撲大会など青少年育成事業として長期間継続され、多くのお子さんの健全育成大な
りです。
　私は2019年７月、イタリアミラノの国際大会で地区ガバナーの任命を受けて以来８ヶ月が経過しまし
た。今日までのガバナーとしての日々の中で改めて感じたことは、会員の皆様が貴重な時間とお金、才
能のすべてを結集してウィサーブに専念されておられるという事実です。それらの行為は多くの方々に
役立っています。現在、私たちを取りまく奉仕活動には厳しいものがあります。少子高齢化はもちろん、
コロナウィルスによる経済の減速、デジタル化の進展への対応など複雑で困難になってきている現状です。
　こんな時代だからこそ、私たちは勇気、決意によって新たな時代に一歩を踏み出さねばなりません。
　皆さん四国は一つです。チョイ国際会長の多様性の奉仕をいろんな視点から実践しましょう。私も残
り４ヶ月会員の皆様とともに真の奉仕を目指して努力致す所存です。
　終わりに松山東ライオンズクラブの益々のご発展と会員の皆様のご健勝、ご多幸をご祈念申し上げて
お祝いの言葉と致します。
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祝　　辞

１RC　壽野　春幸

　本日ここに、松山東ライオンズクラブ結成50周年を迎えられ、記念式典が盛大に挙行されますことは、
誠におめでたく心よりお慶びを申し上げます。
　貴クラブは、1970年１月20日に松山中央ライオンズクラブのスポンサーにより、日本で1471番目に結
成されて以来、50年もの長きにわたり、歴代の会長を中心として、会員の皆様が、献身的な奉仕理念の
もと、地域社会に貢献され、ご功績を積み重ね、活発に奉仕事業を継続されておられますことに、心か
ら敬意を表します。
　特に、愛媛県下48チーム延べ768名の10歳以下の選手が参加した少年サッカー大会、松山市小中学生
相撲大会協賛など、青少年健全育成に力を注ぎ、献血献眼活動、地域清掃奉仕等々、地域に密着した奉
仕活動を長年継続的に取り組むことで、地域の皆様からも愛され、親しまれ、信頼されるライオンズク
ラブとして大きく発展を続けられております。
　大野八重子会長は、スローガン「世代超え、縁

えにし

つないで We Serve」を掲げ、歴代の会長、先輩会員
を称え尊敬することでクラブ全体の調和と結束を深め、クラブの運営発展に更なる躍進を誓い、私たち
の未来に勇気と希望を与えていると思います。
　また今期は、白方基進１ZCを送り出され１Rの運営にも深くご理解をいただくとともに甚大なご協力
に感謝致します。１Ｒでは、今季から各ゾーン合同での会員委員会及び地区ガバナー諮問委員会を開催
しています。これは、ゾーンを超えて広く交流と親睦を深め、会員の人脈を広げることを目的として、
会員の退会防止と会員増強に繫がるよう期待を胸に実施しています。出席された多くの役員の皆様から、
「ゾーンを超えクラブの会員増強についての取り組みを聴くことができ参考になった、本当に良かっ
た。」また、「今まで以上に多くの方と交流親睦を深めることができた。」等々、嬉しい評価をたくさん
いただきました。これからも１Ｒの歴史と伝統を重く受け止め、地区ガバナーキーワード「真心」を込
めた奉仕活動と、ライオンズクラブの発展に精進してまいります。
　結びに、松山東ライオンズクラブの限りないご発展と、会員の皆様方のご健勝、ご活躍を心からご祈
念致しましてお祝いの言葉とさせていただきます。
　本日は、誠におめでとうございます。
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祝　　辞

松山中央ライオンズクラブ
第56代会長　山本　宗宏

　松山東ライオンズクラブにおかれましては、桜咲く春爛漫のこの佳き日に結成50周年を迎えられ、ご

来賓各位をはじめ多数のライオンズ関係者ご出席のもと記念大会が盛大に挙行されますこと、松山中央

ライオンズクラブを代表しまして心よりお祝い申し上げます。

　貴クラブにおかれましては、1970年１月20日松山で４番目のクラブとして51名で結成されました。そ

の後、1972年１月松山西ライオンズクラブ、1991年12月に松山つばきライオンズクラブのエクステンショ

ンを行うなど、地区の運営・発展にも大きな足跡を残されたことに対し、心から敬意を表しますととも

に、スポンサークラブとしてたいへん誇りにも思います。

　今年度、50周年を迎えるにあたり、「世代超え、縁
えにし

つないで We Serve」のスローガンを掲げられ、

大野八重子会長を中心に、少年サッカー大会・小中学生相撲大会などの青少年育成事業はもとより、

1986年愛媛アイバンクの設立にも大きく寄与されるなど、地域に密着した奉仕活動に数多く取り組まれ、

またクラブ一丸となって継続的に実践されていることはたいへん素晴らしく、会員相互の絆の強さを物

語るものと敬意を表する次第です。

　昨今、ライオンズクラブを取り巻く環境はたいへん厳しいものがありますが、志を同じくするもの同

志、互いに支え合い、励まし合いながら、地域のため、社会のために「We Serve」の精神で、今後も

力を合わせ精進していこうではありませんか。

　結びに、松山東ライオンズクラブがこのゴールドアニバーサリーを機に、会員の絆をさらに深められ、

ますますのご発展とさらなる飛躍をされますことをご祈念申し上げますとともに、今後とも変わらぬご

厚情を賜りますようお願い申し上げまして、お祝いの言葉とさせて頂きます。
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松山東ライオンズクラブ

50周年記念大会



【50周年記念式典】 進行　計画委員長　徳永　鈴江

１．開会宣言・開会ゴング……………………………………………………………会長　大野八重子

２．開会挨拶……………………………………………………………………大会委員長　増田　育顕

３．松山東ライオンズクラブ50年の歩み

４．物故会員に黙祷

５．会長挨拶……………………………………………………………………………会長　大野八重子

６．来賓祝辞

　　①ライオンズクラブ国際協会336-A　地区ガバナー …………………………………高岡　英治

　　②松山中央ライオンズクラブ　会長……………………………………………………山本　宗宏

７．感謝状贈呈………………………………………松山中央ライオンズクラブ　会長　山本　宗宏

８．ライオンズクエスト支援金贈呈

９．50周年記念事業発表………………………………………………………事業委員長　白方　基進

10.　感謝状披露（松山市長）

11.　永年表彰

12.　受賞者代表挨拶 ………………………………………………チャーターメンバー　宮内　政三

 チャーターメンバー　木下　　寛 

13．閉会挨拶…………………………………………………………………大会副委員長　中西　　智

14．閉会宣言・閉会ゴング……………………………………………………………会長　大野八重子

【祝賀会】

１．開宴挨拶…………………………………………………………………大会副委員長　盛重　信二

２．鏡開き

３．乾杯………………………………………………………………………… １R－RC　壽野　春幸

４．食事・歓談

５．「また会う日まで」

６．閉会挨拶並びにライオンズローア……………………………………大会副委員長　金子　文理

5 0 周 年 記 念 大 会 式 次 第
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50周年記念大会
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50周年記念祝賀会
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50周年記念アクティビティ紹介

1 松山市小中学生相撲大会

3 松山東ライオンズクラブカップ少年サッカー大会

　2019年７月７日に第28回松山市小中学生相撲大会（愛媛県立総合運動公園相撲場にて）を開催いたしました。
　今年は、当クラブは50周年を迎える節目の年。それを記念して、横断幕をつくらせていただきました。

　2019年９月８日に第34回松山東ライオンズクラブカップ少年サッカー・U-10大会準決勝・決勝＆エキシビショ
ンマッチを開催いたしました。真夏のような暑さの中、芝のグリーンの美しい球技場にて、48チームのうち、トー
ナメントを勝ち上がった４チームが、準決勝そして決勝戦に挑みました。

2 施設交流会
　2019年８月23日に親和園の子供たちと坊っちゃん劇場にて瀬戸内工進曲を観劇し、その後利楽にて食事会を開
催しました。その後坊っちゃん劇場の役者さんたちとの交流もあり楽しい時間を過ごしました。
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4 車いす寄贈

5 アイバンク寄付金贈呈

6 50周年記念ゴルフ大会

　2020年２月26日に松山市へ車いす20台を松山東ライオンズクラブ50周年記念事業として寄贈させていただきま
した。

　2020年５月19日に愛媛アイバンクへ寄付金を贈呈いたしました。愛媛アイバンク事務局長コーディネーター・
徳本浩二様より感謝状を頂戴いたしました。

　2020年３月11日に開催予定であった「50周年記念ゴルフ大会」は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中
止といたしました。
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松山東ライオンズクラブ

50年の歩み



会　長 幹　事 会　計
第１期 1969.７〜1970.６ 重松　理平 成松　峰則 香川　　省
第２期 1970.７〜1971.６ 桑折　慶長 成松　峰則 松平　定純
第３期 1971.７〜1972.６ 木村日出男 児玉　清光 二浪　敬一
第４期 1972.７〜1973.６ 宮内　政三 三好　　明 丹下　正雄
第５期 1973.７〜1974.６ 成松　峰則 藤本　義勝 西村伊智郎
第６期 1974.７〜1975.６ 久米　政夫 村上　浩平 野本　　茂
第７期 1975.７〜1976.６ 児玉　清光 大野　栄史 亀岡　武芳
第８期 1976.７〜1977.６ 三好　　明 相原　利雄 北尾　虎男
第９期 1977.７〜1978.６ 石原　　修 渡辺　英一 栗田　　邁
第10期 1978.７〜1979.６ 三由智四郎 浜田　康弘 川上　哲生
第11期 1979.７〜1980.６ 二神　　元 小林　省三 大野　栄史
第12期 1980.７〜1981.６ 西岡　猛夫 中村　熊吉 村上　修逸
第13期 1981.７〜1982.６ 樋口　恒徳 門屋　寿文 武智　佳男
第14期 1982.７〜1983.６ 瀬越　　宏 栗田　　邁 池田　知祥
第15期 1983.７〜1984.６ 北尾　虎男 松岡　　剛 岡田　義宣
第16期 1984.７〜1985.６ 西村　　昭 中矢　一豊 武智　清英
第17期 1985.７〜1986.６ 門屋　寿文 浜崎　照茂 中村　熊吉
第18期 1986.７〜1987.６ 大野　栄史 土井　　信 藤田　徹造
第19期 1987.７〜1988.６ 浜田　康弘 鶴田　寛道 藤本　義勝
第20期 1988.７〜1989.６ 野村　直弘 木下　　寛 大野　栄史
第21期 1989.７〜1990.６ 松岡　　剛 今井　昌男 重松　　尚
第22期 1990.７〜1991.６ 中村　熊吉 山本　啓市 門屋　寿文
第23期 1991.７〜1992.６ 藤本　義勝 川久保静哉 酒井　　昭
第24期 1992.７〜1993.６ 村上　　満 重松　　尚 長谷川順一
第25期 1993.７〜1994.６ 木下　　寛 二神　久士 横川　義隆
第26期 1994.７〜1995.６ 鶴田　寛道 金子　文理 久保田晴久
第27期 1995.７〜1996.６ 中西　　智 藤田　徹造 永岡　宗清
第28期 1996.７〜1997.６ 山本　啓市 奥島伸治郎 池田　知祥
第29期 1997.７〜1998.６ 小林　省三 西岡　弘允 大野　栄史
第30期 1998.７〜1999.６ 土井　　信 久保田晴久 渡部　　進
第31期 1999.７〜2000.６ 金子　文理 小山　　等 和田富士男
第32期 2000.７〜2001.６ 二神　久士 篠原　秀敏 大本　　正
第33期 2001.７〜2002.６ 奥島伸治郎 長野　　茂 長谷川順一
第34期 2002.７〜2003.６ 西岡　弘允 井川　　浩 武田　義規
第35期 2003.７〜2004.６ 小山　　等 和田富士男 横川　義隆
第36期 2004.７〜2005.６ 玉井喜代晴 高橋　信吾 松井　之弘
第37期 2005.７〜2006.６ 村田　康定 金子　文理 和泉圭司夫
第38期 2006.７〜2007.６ 横川　義隆 森岡　秀男 正岡　邦彦
第39期 2007.７〜2008.６ 杉野　康平 和泉圭司夫 正岡　邦彦
第40期 2008.７〜2009.６ 綿貫　元一 今井　浩蔵 西岡　弘允
第41期 2009.７〜2010.６ 松井　之弘 正岡　邦彦 重見　弥生
第42期 2010.７〜2011.６ 今井　浩蔵 徳永　鈴江 小山　　等
第43期 2011.７〜2012.６ 正岡　邦彦 重見　弥生 松岡　　毅
第44期 2012.７〜2013.６ 徳永　鈴江 廣川　　純 綿貫　元一
第45期 2013.７〜2014.６ 廣川　　純 盛重　信二 松井　之弘

第１期〜第4 5期

歴 代 三 役 紹 介
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第4 6期
2014.７〜2015.６

第4 7期
2015.７〜2016.６

会　長 増田　育顕

幹　事 玉井　敏春

会　計 綿貫　元一

●７／３　（献血車）　松山卸商センター
●７／６　第23回松山市小中学生相撲大会
●８／５〜８／12　 大街道献血ルームにて献血献眼奉仕
●９／４　愛媛信用金庫本店にて献血奉仕（献血車）
●10／19　石手川ダム上流域の河川等清掃に参加
●11／２、３、８　 第29回ライオンズカップ少年サッカー

大会

●11／28　スーパーABCにて献血奉仕（献血車）
●12／２〜12／９　 大街道献血ルームにて献血献眼奉仕
●12／18　（献血車）　松山卸商センター

●３／28　愛媛アイバンクへ寄付金贈呈
●４／３　（献血車）　堀江病院
●４／７〜４／14　 大街道献血ルームにて献血献眼奉仕
●児童養護施設４ヶ所へ訪問。希望品を寄付
●平和ポスターコンテストに参加
●「ダメ。ゼッタイ。」国連支援募金
●LCIF献金　20ドル×52名＝1,040ドル
●松山海洋少年団協力金
●愛媛県肢体不自由児協会へ寄付
● 使用済み切手11,385枚をタンザニア･ポレポレクラブ

へ送付

●世界スカウトジャンボリー支援
●愛媛県サッカー協会へ寄付（45周年事業）
●ライオンズクエスト支援（45周年事業）
●松山市へベンチ２基寄贈（45周年事業）
●えひめ国体支援
●ネパール大地震被災者支援

会　長 盛重　信二

幹　事 白方　基進

会　計 正岡　邦彦

●７／５　第24回松山市小中学生相撲大会

●７／９　（献血車）　松山卸商センター

●８／４〜８／10　 大街道献血ルームにて献血献眼奉仕

●９／５、６、13　 第30回ライオンズカップ少年サッカー
大会

●９／８　愛媛信用金庫本店にて献血奉仕（献血車）

●12／１〜12／８　 大街道献血ルームにて献血献眼奉仕

●１／18　（献血車）　松山卸商センター

●４／７　（献血車）　堀江病院

●４／12〜４／19　 大街道献血ルームにて献血献眼奉仕

●５／10　 環境勉強会（オオノ開発フレップとうおん） 

●施設の子供達と交流（BBQ、ドッジボール）

●平和ポスターコンテストに参加

●「ダメ。ゼッタイ。」国連支援募金

●LCIF献金　20ドル×52名＝1,040ドル

●松山海洋少年団協力金

●愛媛県肢体不自由児協会へ寄付

●地区緊急援助引当金

●複合地区緊急援助資金補填

●えひめ国体支援

●愛媛アイバンクへ寄付金贈呈

●LCIF熊本献金
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第4 9期
2017.７〜2018.６

第4 8期
2016.７〜2017.６

会　長 白方　基進

幹　事 大野八重子

会　計 杉野　康平

●７／９　第26回松山市小中学生相撲大会

●７／20　（献血車）　松山卸商センター

●７／27　（献血車）　堀江病院

●８／１〜８／８　大街道献血ルームにて献血献眼奉仕

●９／２、３、９　 第32回ライオンズカップ少年サッカー
大会

●９／14　愛媛信用金庫本店にて献血奉仕（献血車）

●12／５〜12／12　大街道献血ルームにて献血献眼奉仕

●２／５　（献血車）　松山卸商センター

●４／３〜４／10　大街道献血ルームにて献血献眼奉仕

●４／４　 施設の子供達と交流（ポエム工場 レスパス
シティ）

●平和ポスターコンテストに参加

●「ダメ。ゼッタイ。」国連支援募金

●LCIF献金　50ドル×56名＝2,800ドル

●松山海洋少年団協力金

●愛媛県肢体不自由児協会へ寄付

●ライフジャケット贈呈支援金

●スペシャルオリンピックス寄付

●愛媛アイバンクへ寄付金贈呈

会　長 玉井　敏春

幹　事 高橋　信吾

会　計 佐藤　泰規

●７／３　第25回松山市小中学生相撲大会

●７／22 　（献血車）　松山卸商センター

●８／２〜８／８　大街道献血ルームにて献血献眼奉仕

●９／３、４、11　 第31回ライオンズカップ少年サッカー
大会

●９／13　愛媛信用金庫本店にて献血奉仕（献血車）

●12／６〜12／13　大街道献血ルームにて献血献眼奉仕

●２／２　（献血車）　松山卸商センター

●４／４　施設の子供達と交流（ BBQ、ドッジボール）

●４／11〜４／18　大街道献血ルームにて献血献眼奉仕

●11／20　石手川ダム上流域の河川等清掃

●平和ポスターコンテストに参加

●「ダメ。ゼッタイ。」国連支援募金

●LCIF献金　20ドル×55名＝1,100ドル

●松山海洋少年団協力金

●愛媛県肢体不自由児協会へ寄付

●2020年東京オリンピック・パラリンピック支援

●愛媛アイバンク30周年寄付

●愛媛アイバンクへ寄付金贈呈

●サンタチャレンジ参加
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第5 0期
2018.７〜2019.６

会　長 高橋　信吾

幹　事 杉本　太一

会　計 増田　育顕

●７／19　（献血車）　松山卸商センター

●７／19　（献血車）　堀江病院

●８／８〜８／14　大街道献血ルームにて献血献眼奉仕

●９／１、９　第33回ライオンズカップ少年サッカー大会

●10／５　愛媛信用金庫本店にて献血奉仕（献血車）

●10／14　第27回松山市小中学生相撲大会

●10／21　石手川ダム上流域の河川等清掃に参加

●12／４〜12／11　大街道献血ルームにて献血献眼奉仕

●３／17　プロジェクトＳ　遍路道清掃

●４／５　施設の子供達と交流（ウェルピア伊予、オカベ）

●４／16〜４／23　大街道献血ルームにて献血献眼奉仕

●平和ポスターコンテストに参加

●「ダメ。ゼッタイ。」国連支援募金

●LCIF献金　50ドル×56名＝2,800ドル

●松山海洋少年団協力金

●愛媛県肢体不自由児協会へ寄付

●東京オリンピック・パラリンピック協力金

●愛媛県豪雨災害義援金

●平成30年７月豪雨災害対策本部へ義捐金協力

●愛媛アイバンクへ寄付金贈呈
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松山東ライオンズクラブ50周年記念大会組織表

会　　　長 大野八重子

幹　　　事 今井　浩蔵

会　　　計 佐藤　泰規

第一副会長 杉本　太一

第二副会長 村上　　弘

顧　　問

336A地区元ガバナー
チャーターメンバー 宮内　政三

チャーターメンバー 木下　　寛

記念事業

委員長

白方　基進

副委員長

盛重　信二 松友　秀記

会員委員会 教育委員会

高橋　信吾 奥島伸治郎

村田　康定 森　　晃一

杉野　康平 福田　妙子

廣川　　純 村上　　弘

白石　裕英 菊池　慶治

河野　治広 片岡　正男

西森　友治

記念式典

委員長

今井　浩蔵

副委員長

徳永　鈴江 中嶋　章訓

計画委員会 福祉委員会

山内　智博 八石　玉秀

細田　能希 横川　義隆

高須賀　敦 西岡　弘允

清水健太郎 小山　　等

杉本　太一 尾﨑　英雄

佐藤　泰規 三好三紀子

岡田　教人 古木　峰市

白石　　圭 中津　藤信

射場　和子 大田　公彦

楠岡　　誠

記念誌発行

委員長

玉井　敏春

副委員長

東　　陽一 長田　篤尚

PR委員会

松岡　　毅

小出　一人

尾崎　　司

喜安　得真

上田　政義

中尾　　均

古田口　繁

記念ゴルフ

委員長

小山　　等

副委員長

西岡　弘允 今井　浩蔵

ゴルフ同好会

岡田　教人 中嶋　章訓

金子　文理 中津　藤信

菊池　慶治 福田　妙子

小出　一人 古木　峰市

清水健太郎 増田　育顕

白石　裕英 村上　　弘

白方　基進 村田　康定

高須賀　敦 盛重　信二

高橋　信吾 横川　義隆

大会会計

盛重　信二

大会委員長

増田　育顕

大会副委員長

中西　　智 金子　文理 盛重　信二

大会幹事

今井　浩蔵
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2019〜2020　松山東ライオンズクラブ組織表

役　員

会　　　長 大野八重子

前　会　長 高橋　信吾

第一副会長 杉本　太一

第二副会長 村上　　弘

幹　　　事 今井　浩蔵

会　　　計 佐藤　泰規

ライオンテーマー 白石　　圭

テールツイスター 中尾　　均

会員委員長 盛重　信二

クラブ理事

徳永　鈴江
東　　陽一
中嶋　章訓
松友　秀記

LCIF
コーディネーター 高橋　信吾

キャビネット
地区役員

杉野　康平
盛重　信二

1R-1ZC 白方　基進

50周年大会委員長 増田　育顕

会 計 監 査 高橋　信吾
増田　育顕

ゴ　ル　フ 今井　浩蔵
小山　　等

担当 委員会名 委員長 副委員長

第
一
副
会
長 

　
杉
本
　
太
一

会員・出席 盛重　信二 高橋　信吾

計画・財務 徳永　鈴江 山内　智博

Ｐ　Ｒ 東　　陽一 長田　篤尚

第
二
副
会
長
　
村
上
　
　
弘

福祉・環境 中嶋　章訓 八石　玉秀

教　育 松友　秀記 白方　基進
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委　　員

宮内　政三 木下　　寛 村田　康定 杉野　康平 廣川　　純

増田　育顕 白石　裕英 河野　治広 西森　友治

細田　能希 高須賀　敦 清水健太郎 杉本　太一 佐藤　泰規

岡田　教人 白石　　圭 射場　和子 楠岡　　誠 徳永　光一

松岡　　毅 小出　一人 玉井　敏春 尾崎　　司 喜安　得真

中尾　　均 古田口　繁 西村　　賢 日野　　尚

横川　義隆 西岡　弘允 小山　　等 尾﨑　英雄 三好三紀子

古木　峰市 中津　藤信 大田　公彦

中西　　智 金子　文理 奥島伸治郎 森　　晃一 福田　妙子

村上　　弘 菊池　慶治 片岡　正男 井上　裕士

担当 委員会名 委員長 副委員長

第
一
副
会
長 

　
杉
本
　
太
一

会員・出席 盛重　信二 高橋　信吾

計画・財務 徳永　鈴江 山内　智博

Ｐ　Ｒ 東　　陽一 長田　篤尚

第
二
副
会
長
　
村
上
　
　
弘

福祉・環境 中嶋　章訓 八石　玉秀

教　育 松友　秀記 白方　基進
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　松山東ライオンズクラブ50周年記念誌が無事出来上がりました。

　記念誌にはクラブの年輪が刻まれます。

　松山東ライオンズクラブ50周年記念大会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当初予

定の３月28日から延期し、６月23日に規模を縮小して開催いたしました。

　記念誌作成には、Ｌ．玉井、Ｌ．東、Ｌ．白方、Ｌ．今井、各委員の皆様をはじめ、事務局の三原

さんには大変お世話になりました。

　今回の記念誌は、記念大会式典や、記念アクティビティ、第46期から第50期までの５年間の歩

みを中心に記しました。

　最後になりましたが、50周年記念大会にご参加いただきましたご来賓の皆様、50周年記念大会

記念誌にお祝いのお言葉をお寄せいただきました方々、ご参加いただきました会員の皆様に深く

感謝し、お礼申し上げます。

� 大会委員長　増田　育顕

永 年 表 彰

物 故 会 員

謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

2010年７月入会

川中志穂里 様（2018年８月ご逝去）
1980年４月入会

栗田　義則 様（2018年10月ご逝去）

在籍50年 宮内　政三　　木下　　寛

在籍40年 中西　　智

在籍30年以上 金子　文理　　横川　義隆

在籍20年以上
奥島伸治郎　　西岡　弘允　　杉野　康平　　村田　康定
森　　晃一　　小山　　等　　今井　浩蔵　　高橋　信吾

あ と が き
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