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川之江中央ライオンズクラブ 第 32 代目会長 石川 剛 

【スローガン】「 継続は力なりと信じて、身近なところから 

奉仕の輪を広げよう 」 

 

【 努力目標 】 1.奉仕活動の継続   2.例会の充実   3.会員増強 

 



2021～2022 年度 ダグラスＸ．アレキサンダー国際会長 

テーマ  ： 「 Ｗｅ Serve 」 

メッセージ： 「 心からの奉仕を 」 

 

2021～2022 年度 ３３６－Ａ地区 蔵本 守雄ガバナー 

スローガン：「命燃やして恋せよライオンズに」 

 

キーワード：「Ｏｖｅｒｃｏｍｅ」 

 

会長挨拶及び会長方針

 

  前々会長の頃から世界を覆うコロナ禍ですが、ようやくワクチン接種が開始され、 

少しずつ収束に向けた気配が見えてまいりました。しかし、まだまだ今後の予断を許さない 

状況であることも事実です。そのような世相を受け、ライオンズクラブ全体においても 

奉仕活動のみならず例会の開催も十分に行われていないクラブもあると聞き及んでおります。 

一方、本クラブは、幸い例会を再開することができており、奉仕活動も屋外で行うものに 

ついては実現してまいりました。 

今期は、このような世の中の状況にあっても、継続は力なりということで、身近なところから、

できる活動を続けていくことが大事ではないかと思いスローガンに掲げさせていただきました。 

本クラブの和気あいあいとした雰囲気を保ち続け、コロナ禍の中進んで行ければと考えて 

おりますので、皆様方には大変ご苦労をおかけすることもあるかと存じますが、 

力を合わせて一生懸命頑張ってまいりたいと存じますので、何卒ご理解のうえ 

ご協力くださいますようお願いいたします。 



役員・委員長就任挨拶 
                         

幹 事  石川 哲三 

今期、幹事を務めることになりました。この役職は 4 回目でありますが、 

石川剛会長のｻﾎﾟｰﾄに徹してまいりたいと考えております。 

また、前期は３Ｚのホストクラブとしての会員の皆様に多大なるご協力 

をいただきましたので、今期は御礼の意味を込めてクラブのために活動 

したいと思っております。去年に引き続き新型コロナウィルスの影響で 

今期も何かと慌ただしい一年になりそうですが、精力的に携わってまいり 

たいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

         会 計  石川 正人 

本年度、会計の役職を承りました。新型コロナウイルス禍の中、石川剛 

会長にとって活動も思い通り出来ず、又クラブメンバーも 20 名を切り 

非常に思案模索する年度になるかと思います。 

ただ例会出席率は逆に向上しメンバー間同士の交流も更に深まってきて 

いるかと思われます。石川会長は四国中央市議会議員として多忙な公務に 

付き、本年度は会長の重職につきました。会計として自分が石川会長を 

陰ながら出来る限り補佐してゆこうと思います。会長スローガンの基、 

 一年間精一杯努力してゆく所存でございますのでメンバーの皆様方の 
ご協力を心よりお願い申し上げます。 

 
 
 
 

 ライオン・テーマー  中屋  昇 
            

この度ライオン・テーマを仰せつかりました中屋 昇です。川之江中央 

ライオンズクラブに入会させて頂きまして早くも 2 年目に入りました。 

新型コロナウィルス感染症の蔓延が収束しないまま、社会が変転し生活 

様式の変更を余儀なくされていますが、身近なところから奉仕の輪を広げ 

ていきたいと考えてします。 

今回ライオン・テーマという良い経験をさせていただける機会を頂きま 

したので、諸先輩皆様のご指導を頂きながら本年度の例会進行がスムーズ 

に、また楽しく進みますよう努めてまいりますので宜しくお願い 

いたします。 



テール・ツイスター  川端 洋一 

            例会を主体に、あらゆる楽しいアイデアによってその場を盛り上げ、 

会員の興味のあるモノなどにも着目した出し物などで、皆さんを和やかに 

気楽にさせて親睦を図っていきたい。そのためにも、面白いネタは 

すでにたっぷり用意していますので、私の悪い癖で階段を一気に駆け上がら 

ないように、皆さんがついてこれるように話題によっては視線を落として 

ウケる時間にしたいと考えています。 

皆さん、面白いと思えば笑いとファイン(金、金、金)をよろしく。 

テールの時間が終わってからのファイン大歓迎です。 
 

 

 

 

            ＧＡＴ（ＧＭＴ・ＦＷＴ・ＧＬＴ・ＧＳＴ） 

         会則委員長  三好 正俊 

           今期、GAT 会則委員長を務めさせて頂くこととなりました三好です。 

役割はもちろん「会員増強」のですがコロナ禍の影響、又近年では 

少子高齢化と地域の人口減少、地元企業の減少など、取り巻く環境は大きく 

変化していく中では厳しいのが現状だと思います。 

この様な状況の中だからこそ、ドロップアウト(退会)を防ぐ事が重要と考え 

ております。出席率に関しても会員の皆様のお仕事は大事だと思いますが、 

少しでも多く出席して頂ければ幸いです。 

又、会則委員長としてより良い会にしたいと思っておりますが、会員の皆様 

のご協力無では難しいと思います。 

私も微力ながら、一生懸命務めさせていきますので、宜しくお願い致します。 
 
 
 
 

ＭＣ・地区誌編集委員長  尾藤  淳 

本年度、MC・地区誌編集委員会の委員長を務めさせていただきます。 

入会して半年ほどでしか経っていませんので、分からない事ばかりですが、 

微力ながら出来ることからやっていこうと思います。 

委員長就任と同時に理事会にも参加するようになり、少しずつライオンズク

ラブのことを理解していけているように感じています。 

コロナ禍で活動自体が困難ではありますが、一年間頑張りますのでよろしく 

お願いします。 
 
 
 



 

計画財務委員長  星川 史年 

         今年度も計画財務委員長をやらせて頂きます、星川史年です。 

よろしくお願い致します。計画財務委員長は 2 年連続で 3 回目になります。 

色々とご迷惑をおかけする事になるかも知れませんが、ご容赦ください。 

今年度もコロナ禍により、外食が出来難くなっております。夜の例会も自粛 

ムードとなっております。そんな中でも、少しでも皆様方により楽しく、 

充実した例会を催したいと考えております。会員様からの情報で市内のお弁当

を手配し楽しんで頂きたいと思っております。よろしくお願い致します。 

楽しく充実した例会運営が出来れば出席率も向上すると思っております。 

皆様のご協力無しでは難しいと思います。私も一生懸命に頑張りますので 

よろしくお願い致します。 
 
 
 

青少年・LCIF・ﾗｲｵﾝｽﾞｸｴｽﾄ委員長 西口 将彦 

今年度、青少年.LCIF.ライオンズ委員を務めさせて頂くことになりました 

西口です。 

この一年間、石川会長の方針のもとコロナ化で大変な時期でありますが、 

年間を通したクラブ運営の活性化に努め、魅力ある活動が出来るよう頑張って

まいりますので、どうぞ宜しくお願い致します。 

 
 

環境保全・保健福祉・アラート委員長  石川将太郎 

この度、環境保全の委員長に就任いたしました石川です。 

コロナでなかなか思うようにいきませんが精一杯頑張ります。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 
 

7月第 1例会  第 726回例会 2021.7.2 

 

 

前年度表彰 

  

 

     

◇例会純出席 100％出席表彰者           ◇メークアップ後 100％出席表彰 

  石川哲三・石川正人・三好正俊・吉田茂生          石川滉三・石川 剛 



 

新５役挨拶 
 

 

  

 

      

 

 

会長 石川 剛        幹事 石川 哲三        会計 石川 正人 

  

                 

テール・ツイスター             ライオン・テーマー 

               川端 洋一                   中屋 昇 

 

 

 

 

 

地区ガバナー公式訪問報告 
 
日  時  ２０２１．８．７（土）  10：00～12：00 

場  所  リーガロイヤルホテル新居浜 
 
 
 
 
 
 
 
 

蔵本守雄地区ガバナー       大橋勝英２ＲＣ       石川久満２Ｒ－３ＺＣ     高松キャビネットバナー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
アワード伝達                    

 
 
 

 

 

 

 

            

         2020-2021 年度 

◇メルビン・ジョーンズ・フェロー受賞       地区ガバナーズ・アワード受賞一覧 

     吉田茂生（6 回目） 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

会長・幹事 ラペルボタン引継ぎ！！ 
次期クラブ 3 役オリエンテーション（6/5） 

ＺＯＯＭ会議で会長、研修中 
 
 
 

ドネーション報告 
 

石川哲三 今期最初の例会です。宜しくお願いします。    

石川正人 石川剛会長、１年間宜しくお願い致します。    

石川滉三 石川会長、今年一年宜しくお願い致します。    

吉田茂生 新会長宜しくお願いします。     

三好正俊 石川剛新会長、幹事、会計及び会員の皆さん、１年間宜しくお願い致します。 

星川史年 新年度１回目から出席率がすごい！    

尾藤淳 新年度スタート。ＭＣ・地区誌編集委員長として頑張ります。  

川端洋一        

石川治由        

篠原泰明       
 

鈴木忍        

西口将彦        

中屋昇        

計 １３件   ドネーション：23,000円    
 



石川哲三       

石川正人 クラブ会計収支予算承認いただきありがとうございました。 

石川滉三 早退ですみません。     

吉田茂生       

石川治由       

川端洋一       

三好正俊 ＬＣＩＦキャンペーン 100アワード受賞、石川哲三さんおめでとうございます。 

星川史年 オリンピックがんばれ日本！    

尾藤淳 今日からバレー参加してみます。    

篠原泰明       

鈴木忍      
 

西口将彦       

中屋昇       

計 １３件   ドネーション：19,000円   
 

 

石川滉三 ラシェール化粧品通販始めました。男性用も有ります。   

石川哲三        

吉田茂生        

川端洋一        

三好正俊 会員の皆さん、コロナ禍と異常な暑さの中、体調には充分、気を付けて下さい。 

尾藤淳 暑い日が続きます。熱中症に気を付けて仕事頑張りましょう。  

星川史年 コロナ注意！     
 

鈴木忍        

西口将彦        

計 9件   
ドネーション： 
14,000円 

   
 

    

～～～ 川之江中央ライオンズクラブのＬＩＮＥグループを作りました。 ～～～ 

 
 

会員グループ        理事会グループ        事務局アイコン 
 

 

皆さん、友達登録をお願いいたします。 

 

 

ＭＣ・地区誌編集委員会  

委員長 尾藤淳   委員 宇髙英治・高橋寿規 

 

発 行  ライオンズクラブ国際協会３３６－Ａ地区 

２Ｒ－３Ｚ 川之江中央ライオンズクラブ 

事務局  〒799-0111 四国中央市金生町下分 798-2 

ＫＳ会館 ２Ｆ 

ＴＥＬ：0896-56-2585 ＦＡＸ：0896-58-6339 

e-mail:chuo@lionsclub336a.jp      

例会日    毎月第１・３金曜日 １２：１５～１３：１５ 


