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新しい年を迎えて 
 

会長  塩崎  卓  

新年明けましておめでとうございます。会員の皆様におか

れましてはお健やかに新しい年を迎えられた事と心よりお喜

び申し上げます。  

旧年中は皆様には、多大なるご支援ご協力そして、ご

理解頂き誠に有難うございます。今年度も、６名と多くの新

入会員の皆様に入会して頂きスポンサーの方々はじめ皆

様方には大変感謝申し上げます。  

アクティビティーにおきましては、小学生バレーボール大

会、ブラインドダンス、献血、拳武道大会、国体会場の清

掃と活動して来ましたが、まだ愛ロード、献血２Ｒ合同一斉

清掃と残っております。また１Ｚ合同例会、高知鷹城ライオンズクラブとの合同例会、

地区年次大会、チャーターナイト例会と控えておりますので会員の皆様方には何卒

ご参加とご協力の程宜しくお願い致します。  

最後に会員の皆様並びに、ご家族の皆様のご健勝とご多幸を心より祈念申し上

げ、新年の挨拶とさせて頂きます。  

 

幹事  横井俊幸  

明けましておめでとうございます。 
早いもので幹事を受けてから半年が過ぎました。主だっ

た事業は終わりまして、後は継続事業のみになりました。が、

皆様気をゆるめずに後の半年間、奉仕の精神で頑張りま

しょう。  

最初に今年の目標として、例会及び会議の速やかな進

行と時間厳守でしたが、これは曽我部ライオンテーマーの

おかげで無事にできていると思っています。会員の皆様の

御協力も本当にありがとうございました。後は会長の方針に

基づいて、皆が同じ方向へ足並みを揃えて進んで行っても

らえる様にサポート出来たらと思っていますので宜しくお願い致します。  

 

謹んで初春の 

お慶びを申し上げます 
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委員長挨拶  

会員会則委員長  秋山義則  

平成 8 年 2 月に、入会して以来、幹事、会長を経験し、

現在は会員会則委員長をさせていただいております。  

その任務として、会員増強があげられます。それは、ライオ

ンズクラブ国際協会、リジョン、ゾーン  各ライオンズクラブの

共通の願いであり、前進していくためには、絶対に欠かせない

ことであると思います。 

我がクラブでは、藤田修生さん、眞鍋啓太さんを中心に会

員増強が進行中でございます。また、新入会員の素晴らしい

仲間たちと共にひうちＬＣが、地域社会になくてはならない奉

仕団体になるよう、ますます輝きを増し自他共に一体となって、前進できればと思い

ます。 

最後に、残りの任期を楽しみながら顔晴りますので、よろしくお願い致します。  

 

総務委員長  小野耕嗣  

本年度は総務委員長を仰せつかりました。委員長は、

思い出せないくらい、多分１０年以上は、お引き受けをした

ことがないように思います。  

そのうえ、総務委員長は初めてです。  

既に半年を経過しようとしておりますが、本年度の総務

委員会は、主に、財務関係、会報誌作成、ホームページ

の管理、出席推進関係（出席推進委員会を兼任してい

ますので）を中心に活動しております。  

総務委員会は、年間を通して同じ活動をしなければな

らない面が多く、ある程度、委員会のメンバー全員が、１年

間、活動をする気持ちを維持しないといけないと考えています。 

本年度の塩崎卓会長の方針の中に「委員会の活性化」を掲げておりますが、委員

長になって、私は一番大切にしているのは、「委員会メンバーのチームワーク」です。  

まず、せっかく、なんかの縁で、同じ委員会メンバーになったのだから、どんどん親しく

なれば楽しいと思います。そのためには、新会員の歓迎会、忘年会など、いろんなタ

イミングで、みんなで食事をする機会を多く持ちたいと思っています。  

そしてまた、委員会活動の役割を少しずつみんなに担ってもらって、一人にかかる負

荷を抑えています。そうすることで、ライオンズ活動に、気持ちのゆとり、余裕ができ、

ライオンズ全体の活動に積極的に参加ができると考えています。  

委員会メンバー以外の「ひうちライオンズクラブ」の皆さんにも、会報誌の原稿依

頼に対して、締め切りまでに、原稿をしっかりと提出していただいたり、メークアップも

積極的に手続きいただいたりと、ご協力をいただいております。感謝申し上げます。  

委員会メンバー全員の頑張りで、現在、大変楽しく運営ができているのではないかと

思っています。あと半年です。このままの状態で上手く運営が維持できればと思って

います。会員の皆様、最後まで、ご協力をよろしくお願い致します。  
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計画大会委員長  松本秋津    

 本年度の計画大会委員長を拝命致しました松本秋津で

す。僭越ながら忘年のご挨拶とした拙筆を取らせて頂きま

す。 

 平成２９年に入り、７月に計画大会委員長として従事して

まいりました。その間グラッェフジでの夜間例会、伊予土居ク

ラブ様との合同例会、そして１２月の家族忘年会があり、拙

い進行ではありましたが皆様のご協力を得て、なんとか無事

終わることが出来ました。此処に改めて御礼申し上げます。  

 さて、平成３０年に入りますと、チャーターナイト例会、引継

例会等がありますが、極めつけは高知鷹城ライオンズクラブ

様との合同例会でございます。平成３０年４月１日開催予定ですので、なんとか成

功時に終われるよう準備していきますので、引き続き皆様の御力添えをお願いしつ

つ忘年のご挨拶とさせて頂きます。  

 

 青少年委員長   篠原  孝尚  

 今期、青少年委員長をさせていただき  あっ！という間に

半年が過ぎました。  

 青少年委員長での、大きな事業であります小学生バレー

ボール大会・防災キャンプ・平和ポスターも皆様のご協力の

もと無事終える事が出来ました。ありがとうございました。  

 新規事業として、新居浜ひうちライオンズクラブの 30 周年

（8 年後）に向けて特別支援学校の 4 年生の児童を対象（8

年後 18 歳）にタイムカプセルを学校の敷地内にという事業

が残っています。後は、将棋大会の開催が案として出ており、

現在検討中となっています。  

 残り半期、青少年委員会メンバー全員で頑張ってまいりますので皆様方のお力を

お借りしたいと思います。  

 どうかよろしくお願いいたします。  

 

保健環境保全委員長  大西健司  
新年明けましておめでとう御座います。 
本年度保健環境保全委員長を受けて、もう半年が過ぎ

ました。献血、清掃をアクティブティとして各 3 回を計画して

進めてきました。半分以上が終わり残すところ、それぞれ 1 回

となりました。皆様のご協力を頂きまして、無事にこなせて来

れました。有難うございます。  

献血も採血者 150 名の目標も越えており、満足しておりま

す。 

これからも一層のご協力を頂き残りを無事終えることを願

っています。宜しくお願い致します。  
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福祉委員長  岡部俊一  

はじめまして福祉委員長の岡部俊一です。  

平成２９年２月にひうちライオンズクラブに入会させて頂き

ました。仕事はビジネスホテルしづかを経営しています。朝食、

夕食は家族三人でがんばっています。クラブの皆様にはご迷

惑をかける時がもあるかと思いますが、宜しくお願いします。  

趣味は社交ダンスでインストラクターとして現在ブラインド

ダンスの指導を行っております。毎月第四土曜日の１０時～

１２時まで、口屋跡公民館で実施しています。皆様の御協

力を宜しくお願い致します。  

なお、社交ダンスに興味のある方はご相談ください。  

 

 

 

２Ｒスポーツ大会  「初の決勝トーナメント進出！」 

岡田直人  

 

１１月２３日、四国中央市川之江体育館にて、第４５回２Ｒ

親善スポーツ大会（ソフトバレーボール）が開催されました。我が

新居浜ひうちライオンズクラブは、過去最強のメンバーが揃い、

前評判では優勝？が期待されました。  

 我がクラブは予選Ｂブロックで西条石鎚ライオンズクラブＢチー

ムさんにストレート勝ちし、四国中央法皇ライオンズクラブさんに

はフルセットの末、勝利をもぎ取りました。  

 予選ブロックでは、存在感バツグンの永井ご夫妻のアタック、

越智さんのご主人の安定したプレー、貢献度ナンバーワンの塩崎会長、安定したサ

ーブの塩崎安規さん、なぜか試合にでてしまった私、岡田の活躍？により予選ブロッ

クを突破し、記念すべく初めて決勝トーナメントに駒をすすめました。  

 決勝トーナメントは今治ライオンズクラブＡチームさんに善戦しましたが惜しくも敗退

し、６連覇中の今治東ライオンズクラブさんとの決勝戦は、今回、お預けとなりました。  

 次回は、もっとチームに貢献できるよう頑張りたいと思います。楽しく試合ができたの

もメンバーと応援の皆様のおかげです。ありがとうございました。  
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献血報告 

 

第二回 １１月２６日（日） 

イオン新居浜駐車場にて 

 

献 血 受 付    １８１名 

4 0 0ｍ l 献 血    １６０名 

   不 採 血     ２１名 

 

 

 

 

 

２Ｒ親善ゴルフ大会に参加して 

越智慈子  

 

10 月 28 日に 2R 親善ゴルフ大会が 新居浜カントリークラブ

にて開催されました。2 リジョン全体で 69人、19組の参加です。

我クラブからは塩崎卓会長、眞鍋啓太さん、小野耕嗣さん、田

坂嘉朗さん、永井健之さん、戒田憲昭さん、私の 7 人 2 組の参加でした。当日は

季節外れの台風 21 号到来前日にて、雨が降ったりやんだりのあいにくの天候ではあ

りましたが、18 ホール全て全員が回ることができました。  

結果は団体 5 位。個人では眞鍋啓太さんがニアピン賞と飛び賞をみごと受賞さ

れました。私自身はまだゴルフ歴も浅く、ルールやマナーも十分ではありません。スコ

アもなかなか上達しませんが、今回の大会で初バーディーをとりました。奇跡です。月

一回練習に呼んでくださり、コースをまわらせていただいています。最近はだんだん楽

しくなってまいりました。一年目はゴルフをやめないという目標でしたが、今はスコア

100 を切ることが目標です。ゴルフ後の懇親会も楽しいですし、家でゴルフクラブの眠

っている方、是非一緒にゴルフをやりませんか !！ 

 

２Ｒ親善ゴルフ大会結果報告  

団体  ５位  塩崎卓  ７位   眞鍋啓太  ニアピン賞＆飛び賞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご協力ありがとうございました！ 
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平成29年度新居浜ひうちライオンズクラブ家族忘年会の報告 

 

第一副会長 藤田修生 

平成 29 年 12 月 5 日（火）の夜、新居浜ひうちライオンズクラブの家族忘年会が催

されました。松本秋津計画大会委員長を中心に委員会メンバーの田坂さん、水元

さん、蓮尾さん、京野さんが何度か集まって計画を立てて準備をしていただきました。

大変ご苦労様でした。  

当日の参加人数はメンバー37 名中 34 名＋家族の方々34 名、合計 68 名でした。

この参加人数は過去 22 年の歴史の中で最多人数だと思います。  

今回の忘年会のイベントは４つありました。まず１つ目は今年度のクラブの活動内容

をビデオプロジェクターを使って写真やビデオを見せることでした。献血、清掃活動、

いもたき、惣開小学校の災害避難訓練、土居のいもたき、高知鷹城ライオンズクラ

ブとの交流会、２Ｒのソフトバレーボール大会などでした。特にソフトバレーボール大会

では今までいつも一回戦敗退していましたが、今回では新入会員の永井さんご夫婦、

越智慈子さんのご主人、塩崎卓会長、塩崎安規さん、岡田直人さんの６人が大活

躍で、２２チーム中ベスト８に初めて入って決勝トーナメントに出場したのはひうちライ

オンズクラブ始まって以来の快挙でした。  

２つ目は結婚記念月表彰（藤田修生・源代晴基・土岐和美の３名）と土岐和美さ

んが結婚５１年目で８０歳ということで花束の贈呈などを致しました。  

３つ目はメインのイベント  浜っ子弾 DAN３０名によります新居浜祭り・よさこい踊りな

ど３曲を踊ってもらいました。さすが３０人で踊ると相当の迫力でした。３曲の内１曲は

今年の新入会員である３名（永井さん、蓮尾さん、京野さん）＋田坂さんの４名も一

緒になって踊るというサプライズがありまして大変盛り上がりました。  

最後の４つ目は２万円程度の景品・商品を用意してのゲーム大会です。松本秋津

委員長司会による「黒ひげ危機一発」ゲームです。参加対象は中学生以下の子供

のみ１０名でしたが器具の不具合でちょっともたつきましたが無事終了。あとボジョレ

ーヌーボー４本をじゃんけんゲームで配ったりひうちライオンズクラブのタオル５０本を

配ったり致しました。最後は約７０人全員が手をつないで「また逢う日まで」を歌いま

した。ソングリーダーは塩崎安規直前会長でした。  

マイクロバスでメンバーの店「英國亭」に行きました。大変楽しい１日でした。  
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    株式会社モーターサービス伊藤  代表取締役  伊藤嘉彦
い と う よ しひ こ

 
 

 

この度入会させて頂きました、伊藤嘉彦です。  

仕事は自動車販売・車検・修理をしています。販売に関し

てはダイハツ車をメインに販売しています。  

起業 6 年目のまだまだ未熟な私を新居浜ひうちライオンズ

クラブに入会させて頂きありがとうございます。  

これから諸先輩にいろいろ教えて頂きライオンズの活動をし

ていきたいと思いますので、今後とも宜しくお願い致します。  

 

 

    有限会社坪井インテリアサービス 代表取締役  坪井
つ ぼ い

利
とし

勝
かつ

 
 

 

この度（2018 年 1 月）、新居浜ひうちライオンズに入会させて頂

きました、 

有限会社坪井インテリアサービス 代表取締役 坪井利勝 と申し

ます。 

弊社は東雲町３丁目１番５４号で内装工事、オーダーカーテン販

売、インテリア小物販売、小規模リフォーム等の業務を行っています。 

新居浜別子倫理法人会で藤田修生氏とご縁があり入会させて頂け

ました。 

次年度会長予定者の藤田修生氏を微力ではございますが、支え

る事ができれば幸いです。 

《坪井利勝プロフィール》 

1953年（昭和２８年）4月 29日 新居浜市生れ 牡牛座 AB型 

座右の銘  和を以て尊しとなす 

経営理念 「和尊」「誠意」「熱意」「創意」「感謝」です。 

家族   妻 峰子 長男 巧（38歳）既婚  次男 大樹（36歳）既婚 

学歴   新居浜小学校 新居浜北中 新居浜工業高等学校 

趣味   大規模異業種交流会、大規模ハロウィンパーティー、婚活事業等のイベント計画、

実行をボランティアで開催することで、「思いひとつで地域の活性化は為る」を目

指しています。 

  

こんな私ではありますが、ひうちライオンズの諸先輩方と一緒に、奉仕の心を持ち 

活動したいと思っておりますので、ご指導ご鞭撻を、心よりお願い申し上げます。 

平成 29年 12月 29日 
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会員増強、会員拡大に繋げていくにはどうすればよいか、会員会則委員長の秋山

からメンバーにインタビューしました。今回は２名です。 

 

 

イサデン株式会社   代表取締役  永易  勲  

 

会社紹介  

イサデン株式会社は、一般家電から大型設備の販売、及

びメンテナンス・リフォーム・マンション管理などをさせて頂いて

おります。 

 

この仕事に携わり３２年。地域の皆様に支えられて頂きまし

た。これからも『誠心誠意』をモットーに、仕事を通じて皆様の

お役に立てるよう励んでまいります。  

 

 

ライオンズに入会したきっかけ  

 藤田修生様と眞鍋啓太様より、ライオンズの説明および入会のお誘いをいただき、  

入会を決意しました。 

 

 

新入会員の増進について  

 ライオンズの活動をより積極的にＰＲすることが、新入会員の増進へと繋がると  

思います。 

 例えば・・・ライオンズ行事の告知の増加。勧誘声掛けしている方に、ライオンズの  

活動を体験できる日を設ける。招待懇親会を開催するなど。  

 ライオンズの活動を通じて、社会貢献ができることを知ってもらうことが大切だと  

考えます。 
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シコクアス株式会社   代表取締役  戒田憲昭  

 

 

会社紹介  

 私が代表取締役を務めております、シコクアス㈱は「保温、

保冷、防音」工事の設計施工を行っている会社です。保温

工事は、熱いものは熱いまま、冷たいものは冷たいまま「保つ」

仕事です。 

各種工場には火力発電のボイラーやタービンがあり、保温

することで熱エネルギーの効率が上がります。そこから発生し工場内で様々に利用さ

れる蒸気についても同様です。また、冷やしてしまうと固まってしまう化学薬品、０℃

を下回る LNG、液化酸素などなど、「保温、保冷」を必要とするものが数多く存在し

ます。そうしたニーズに応えるべく日々努力しております。また、保温工事に付随して

足場工事、それと 2009 年より環境商品の「冷えルーフ」の施工も手掛けております。  

 創業の 1953 年以来、四国中央市の製紙関連工場を中心に、新居浜市や西条

市の工場で仕事しておりますが、一昨年、昨年は、静岡県三島市の清掃センター

基幹改良工事に携わり、それぞれ 2 ヶ月程度出張しておりました。昨年から今年に

かけては、新居浜市清掃センターでも老朽化を解消するため基幹改良が行われ、

その保温工事も施工しました。新居浜市に少しは貢献できたかと思っています。  

 

 

保温工事                             冷えルーフ 

 

 

ライオンズに入会したきっかけ  

 当社の足場工事をやってもらっている㈱篠原組の篠原社長に誘っていただき、詳

しく説明してもらう中で勧めていただきました。 

 

 

 

新入会員の増進にてついて  

 現状の会員の中で、少ない業種 (例えば医療従事者等 )の方を誘えばよいと思い

ます。1 社、1 個人で仕事している業種はあまりなく協力関係にある人たちと仕事を

していると思うので、私のように仕事を通じて仲間が増えると思います。  
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官民連携の救急体制の整備  

 

皆さんは、民間救急という制度をご存じでしょうか？  

平成２８年の１０月に、東温市の交差点で救急搬送中の救急車と軽乗用車が衝

突し、搬送中の女性が怪我をされたという事故があります。  

この事故により、救急車が一台壊れてしまい、後々の業務に支障が出てしまいました。

このように現在では、近年の高齢化の進展等により救急出動件数は増加傾向が続

いており、需要が増しても救急隊の増加が追いついていません。  

真に必要とする傷病者への対応が遅れてしまっては、救命率に影響が出かねない

状況なのです。  

勿論、県ではこのような状況を打破するべく、ドクターヘリの運航等に力を入れて県

民の命を守る活動として日夜、取り組んでもいます。  

ですが考えてみて下さい。ドクターヘリは優れた活躍をしてくれますが、出動数にはど

うしても限りが出てしまいますし、それに見合うコストもかかってしまいます。  

そこで、民間救急です。  

限りある搬送資源を緊急性の高い事案に優先して投入する為には、救急車の適正

利用を積極的に推進して行く必要があります。  

つまり、転院等の一般搬送を民間が担えれば、緊急性のある事案に余裕を持って

救急車が投入出来る事となるのです。  

民間救急の制度としては、消防庁の「患者等搬送事業者認定制度」があり、この

制度では、認定事業者がストレッチャーや車椅子を固定できる自動車や必要な資

機材を保有し、応急処置等に関する知識と技能を有する者が業務する必要があり

ます。 

ちなみに、平成２９年４月１日現在で、全国で１２８７社、愛媛県では１３社が消防機

関の認定を受けている状況です。  

県においても、民間サービスの活用が望ましい事から、今後、消防庁等とも連携

しながら、患者等搬送事業者の搬送実態や活用事例の周知を図るなど、民間救

急の普及に取り組む事になっています。  

新居浜市でも、先だって民間救急を取り入れようとしていますが、まだまだ事業者の

数が少なく、また、取り組もうとする事業者にとっての敷居が高い事もあって本格的

な運用には時間がかかりそうです。  

是非とも新居浜市の事情に合った消防機関の認定基準を考慮して戴きたいもので

す。 

話は少しそれますが、平成２３年に兵庫県姫路市の消防局で日本初の軽救急

車が誕生し、以降、他の自治体にも徐々に広がってきています。  

 離島や山間地域、古い街並みの残る地域など、地域の事情により幅員が狭い道

路では、一般の救急車が患者の自宅や事故現場までは入れず、手遅れとなる恐れ

もありますが、そういった地域ではサイズの小さい軽救急車を活用する事で間違いな

く命の動線の幅が広がります。 

新居浜市でも幅員が狭く救急車が入り辛い場所は沢山あるのです。  

 県内の市町への導入実績はまだありませんが、是非とも先進地域の事例に積極

的な軽救急車の導入を検討して戴きたいところでもあります。 

平成２９年１２月  

愛媛県議会議員  大石  豪  
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例会報告 

第 521 回 

Ｈ29 年 10 月 24 日（火）12:30～グラッツェふじ 

・ライオンズの誓い 岩崎隆義 

・議事録作成者指名 岩崎隆義 

・会長挨拶 塩崎卓 

・新入会員記念品贈呈 蓮尾有里、京野弥生 

・結婚記念月４名 曽我部正二、横井俊幸、田尾

忠士、秋山義則 

・平和ポスター選考 

・委員会報告 

会員会則 会員増強についてお願い 

総務 例会出欠の返信、メークアップお願い 

計画大会 家族忘年会について 

青少年 平和ポスター選考結果、新事業考案中

予算￥50,000 

保健環境保全 9 月 23 日（土）の清掃活動お

礼、11 月 26 日（日）献血協力のお願い 

福祉 えひめ国体で多忙、10 月 28 日（土）ブ

ラインドダンス会員参加のお願い 

・幹事報告 世界糖尿病デー11 月 14 日（火）、

ライフジャケット寄贈個人からもお願い、今年

度のライオンズ必携配布、メンバーシップカー

ドについて 

・出席報告 田中克美  75.7％ 

・テールツイスタータイム 岡田直人 

ドネーション￥34,000 

・ライオンズローア 戒田憲昭 

 

第 522 回 

Ｈ29 年 11 月 7 日（火）12:30～グラッツェふじ 

・ライオンズの誓い 岩崎隆義 

・議事録作成者指名 岩崎隆義 

・会長挨拶 塩崎卓 11 月 14 日世界糖尿病デー

において糖尿病について、ヘレンケラーの話、

来期ガバナー 

・地区ガバナー100 周年記念会員増強賞贈呈２名 

横井俊幸、眞鍋啓太 

・結婚記念月２名 永易勲、岡周平 

・２Ｒ親善ゴルフ大会の結果報告、景品贈呈 ゴ

ルフ部会 戒田憲昭より 団体５位（８組中）、 

個人戦 会長塩崎卓７位、 

飛び賞＆ニアピン賞 眞鍋啓太 

・ＬＣＩＦについて 塩崎卓 ＤＶＤ鑑賞 

・委員会報告 

 会員会則 増強協力のお願い 

 総務 会報誌第２版の紹介、ＨＰ更新予定、事務

局の過去の冊子等破棄予定 

 計画大会 家族忘年会 12 月 5 日（火）ご家族同

席大歓迎、後日案内予定 

青少年 平和ポスターキャビネット送付済、参

加賞を検討中 

保健福祉環境保全 11 月 28 日（日）献血協力

お願い、担当時間割表後日案内予定、 ブライン

ドダンス 11 月 25 日（土）予定 

・幹事報告 訃報、Ｚ会議 11 月 25 日（土）、新会

員オリエンテーション・リーダーシップ研修会

12 月 3 日（日） 

・出席報告 田中克美 70.3％ 

・テールツイスタータイム 岡田直人 

 ドネーション ￥30,000 

・ライオンズローア 蓮尾有里 

 

第 523 回 

H29 年 11 月 21 日（火）12:30～グラッツェふじ 

・ライオンズの誓い 田窪秀道 

・議事録作成者指名 田窪秀道 

・会長挨拶 糖尿病について 

・会員 15 周年記念品マイルストーン・シェブロン・

アワード贈呈 塩崎安規 

・委員会報告 

 会則委員 新会員オリエンテーション・リーダ

ーシップ研修会受講者揃って向かう。後日集合

案内 

 総務 事務局の過去の会報誌等整理の為不要物

処分、ＨＰ更新済、１月第二で会報誌第三版配布

予定 

 計画大会 家族忘年会の出欠の返信早めに 

 青少年 新事業タイムカプセルは学校側が保護

者と相談中、新事業に将棋大会を検討中 

 保健福祉環境保全 献血拠出金￥80,000 献血

時間割案内、ブラインドダンス当番表案内予定 

・ソフトバレーボール大会について 11 月 23 日

（木）7：30 グラッツェふじ集合案内、ルール、

トーナメント説明 
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・幹事報告 11 月 25 日（土）Z 会議、ＹＣＥ派

遣希望者１名コロラド派遣打診中、オーストラ

リアからの受入願い、薬物乱用防止教育認定講

師養成講座案内の出欠返信、薬物乱用防止東予

地区大会 11 月 28 日（火）曽我部出席、次期地

区委員長を歴代会長会にて松本清を輩出、次期

ＹＣＥ・ライオンズレオ・国際関係委員を当ク

ラブから輩出予定、クラブ IT 担当委員に伊藤

健二を輩出 

・審議 献血￥80,000 ☆可決 

・出席報告 田中克美 73％ 

・テールツイスタータイム 岡田直人 

 ドネーション￥33,000 

・ライオンズローア 京野弥生 

 

第 524 回 

H29 年 12 月 5 日（火）18:30～グラッツェふじ 

・ライオンズの誓い 小野耕嗣 

・議事録作成者指名 瀧本こずえ 

・会長挨拶 塩崎卓 ソフトバレーボール大会

の結果報告、合同アクティビティ「四国をつな

ごう」について 

・感謝状贈呈 故横井文明 長男 横井大輝 

・委員会報告 

 会員会則 12 月 3 日新入会員オリエンテーシ

ョンの報告 

 計画大会 高知鷹城ＬＣとの合同例会 4月 1日

（日）を予定 

 青少年 平和ポスター記念品学校へ贈呈済、タ

イムカプセルの事業について一時保留 

 保健環境保全 11 月 26 日（日）献血の結果報

告、御礼、次回は 3 月 11 日（日）を予定 

・幹事報告 12 月 15 日（金）特別支援学校ミュ

ージカルに会長と第一副会長が出席、薬物乱用

防止講座と地区年次大会の締切 

・出席報告 田中克美 86.5％ 

・テールツイスタータイム 岡田直人 

 ドネーション￥45,000 

・ライオンズローア 直前会長 塩崎安規 

 

第 525 回 

H29 年 12 月 19 日（火）12:30～グラッツェふじ 

・入会式 伊藤嘉彦、坪井利勝 

・議事録作成者指名 大西健司 

・会長挨拶 塩崎卓 合同アクティビティ遍路道

清掃、スペシャルオリンピックス、ＹＣＥについ

て 

・ＭＪＦ献金表彰 会長塩崎卓 

・薬物乱用防止東予地区大会の報告 曽我部正二 

・委員会報告  

 総務 広報誌第三版の原稿締切 

 計画大会 家族忘年会のお礼、2 月 14 日（水）

１Ｚ４クラブ合同例会 ユアーズにて 

 青少年 タイムカプセルについて、新事業にお

いて将棋大会の見学報告 

 福祉 第８回ブラインドダンス当番お願い 

・幹事報告 退会者について、2 月 10 日ボーリン

グ大会、奉仕委員、今治くるしま LC25 周年、新

年互礼会、青年会議所新年会 

・審議 ２件 可決 

・出席報告 田中克美 74.4％ 

・テールツイスタータイム 岡田直人 

 ドネーション￥43,000 

・ライオンズローア 越智慈子 

 

第 526 回 

H30 年 1 月 9 日（火）12:30～グラッツェふじ 

・議事録作成者指名 小野耕嗣 

・来訪者紹介  

新居浜市民吹奏楽団 団長 大西誠様 

・入会式 直野誠司 

・会長挨拶 新年挨拶、これからの事業・新事業に

ついて 

・卓話「文化活動における中学校のクラブ活動」 

・謝辞 

・委員会報告 

 会員会則 新入会員の歓迎 

 総務 会報誌第三版次回配布、原稿協力のお礼 

 青少年 新事業について 

 保健環境保全 今期の献血清掃各１回 

 福祉 ブラインドダンス１月 20 日（土） 

会員以以外の一般の方も募集中 

・幹事報告 しこくの訂正について 

・出席報告 田中克美 79.5％ 

・テールツイスタータイム 岡田直人 

 ドネーション￥32,000 

・ライオンズローア 小野勲 
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＊１０月第二例会＊ 

塩崎卓 今年の新居浜太鼓祭りは生憎の雨でしたね。皆さん楽しめ

たでしょうか。 

塩崎安規 久しぶりの例会のような気がするナ。ふじの例会が一ヶ

月ぶりだからかナ。私だけだろうか？ 

眞鍋啓太 漸くライオンズ必携がきました。嬉しい！！ 

横井俊幸 温度差が激しくなってますが、体には充分注意して、ライオンズ活動に励んでくだ

さいます様に願いします！ 

曽我部正二 結婚記念月の花束ありがとうございます。妻の喜ぶ顔が浮かびます。 

秋山義則 １０月は結婚記念月で綺麗なお花ありがとうございます。４１年になります。 

篠原孝尚 寒くなってきましたので皆さん風邪をひかない様に気を付けてください。 

大西健司 台風が過ぎ去ると大分気温が下がりました。皆様健康管理に気をつけて下さい。

次の台風も心配です。 

田尾忠士 雨の秋祭りを終わって少し寒くなりました。体に気を付けて下さい。 

水元裕子 １０月中旬より長雨が続きせっかくの地方祭も盛り上がりに欠けたのではないでしょ

うか。私は祭りは旅行中もっぱらハートネットワークのＶＴＲで見ました。 

内田真弓 太鼓祭り雨で残念でした。 

松本清 別子ライオンズの白石寛樹君の件ですが、お世話になりました。ありがとうございま

した。 

土岐和美 今年は秋祭りも雨で関係者は大変だったと思います。長雨もようやく台風が連れて

行ってくれたのか、上がって良かったですね。しかし気温が下がって涼しさではなく

寒さを感じる様になりました。体に気を付けて頑張って下さい。 

岩崎隆義 久しぶりの良い天気、元気にお仕事、日々ありがとうございます。 

戒田憲昭 雨の中、新居浜太鼓祭りお疲れ様でした。 

蓮尾有里 わからない事だらけなのでご指導宜しくお願い致します。 

京野弥生 健康に過ごせています。 

 

＊１１月第一例会＊ 

塩崎卓 １１月になり、朝晩冷えこんできました。皆さん体調崩さないようにして下さい。 

藤田修生 先月末は東京ディズニーシーに初めて行ったのですが大変良かったです！！ 

眞鍋啓太 会員増強に向け、内部固め外へのアプローチがんばります。心新たに！！ 

横井俊幸 啓太さん、大変ですね。私も両親を見送りましたが、これからが忙しくなりますので

体に注意してください。それと、１１月１２日のイオンのイベントよろしくお願いします。 

曽我部正二 愛媛県美術館にてレオナルド・ダ・ヴィンチ アンギアーリの戦いの展示、開催中で

す。宜しくお願いします。 

秋山義則 秋は〝つるべ落とし〟と昨日お客様のおばあちゃんより、なつかしい言葉を聞きま

した。若い方は知らないかもしれませんね。昔、井戸があった頃の時代ですね。 

篠原孝尚 寒暖差があるので体調管理には気を付けて皆さん風邪をひかない様にして下さい。 

田尾忠士 祭りが終わり、もうすぐ年末です。少し寒くなりましたが風邪等ひかないで下さいネ。 

内田真弓 秋晴れの良いお天気が続いています。 
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土岐和美 この頃は天候も快復しましたが朝夕が冷え込んでまいりました。皆様体調管理を十

分にして頑張ってください。 

岩崎隆義 もうすぐ年末が近い！！ラストスパートです。健康でより良い日々を。 

戒田憲昭 １０月２８日（土）２Ｒ親善ゴルフ大会に参加された方、お疲れ様でした。 

京野弥生 皆が元気になんとか過ごせています。 

 

＊１１月第二例会＊ 

塩崎卓 １１月２３日は２Ｒレクレーションバレーボール大会です。今年は最強チームだと思

いますので、期待してください。 

塩崎安規 急に寒くなってきました。体調を崩さぬようご自愛くださいませ。 

藤田修生 今年は市制８０周年やえひめ国体がありました。いろいろなイベントもあと残りわず

かとなってきました。 

眞鍋啓太 母の葬儀に大変お気づかいいただき心より感謝申し上げます。ありがとうございま

した。 ソフトバレーボール、３位以上も夢ではないと伺っております。応援していま

す。当日所用で行けないので残念です。 

曽我部正二 １１月１２日(日)岡山フルマラソンに挑戦しました。３０ｋｍ４時間で時間オーバー。完

走できませんでした。次は愛媛マラソンに挑戦します。 

秋山義則 会長の糖尿病の話を聞きながら、いかに健康であることが幸せであるのか、を感じ

ました。来月は忘年会があります。１年早いですね。 

大西健司 今度１１月２６日（日）イオンでの献血 皆様の御協力お願いします。 

越智慈子 何でもチャレンジ 忙しいほど身が引き締まります。今週は２Ｒバレーボール大会で

す。初優勝目指しましょう。応援団長 越智 

内田真弓 あと少しで１１月も終わります。１年早いものです。風邪ひかれませんように。 

田窪秀道 寒くなりました。風邪ひかないよう注意しましょう！ 

岩崎隆義 早いね、今年も１ヶ月余り。体調管理十分気を付けましょう。 

戒田憲昭 今週のバレーボール大会よろしくお願いします。 

 

＊１2月第一例会＊ 

塩崎卓 寒くなりましたね。先日の 11月 23日 2R ソフトバレーボール大会二勝して、決勝ト

ーナメントに初めて出ました。快挙です！ 

塩崎安規 今日は家族忘年会です。楽しく盛り上がりましょう。 

藤田修生 先日のソフトバレーボール大会トーナメント決勝戦に初めて出場、おめでとうござい

ました。 

眞鍋啓太 ソフトバレーボールの成果を次回につなげる。次年度は三位以上。皆様良いお年

を！！ 

横井俊幸 早いもので半分終わりましたね。大体の事業は済んでますが、気をゆるめずに頑

張ってライオンズ活動にはげみましょう！ 

秋山義則 今宵の家族忘年会を楽しみにしていました。家族５名で参加しました。ありがとうご

ざいます。 

篠原孝尚 今日は一段と冷え込んでます。風邪をひかない様にして下さい。 

大西健司 冬らしく大変寒くなりました。健康に気を付けて年末まで皆様頑張りましょう。 

越智慈子 今日はご家族様を招いての忘年会。日頃いつもお世話になっています。今年も元

気に、皆様にご縁をいただきながら過ごせたことを感謝いたします。 
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田坂嘉朗 今日は（も）飲みよ─────！ 

日野満明 家族忘年会いいですね。寒さが厳しくなりました。皆様風邪をひかないよう体に気

を付けましょう。 

田尾忠士 今日は夜間例会で家族忘年会です。楽しみにしています。 

水元裕子 今日の家族忘年会は私にとって意味深いものがあります。皆様と楽しみたいと思い

ます。 

内田真弓 家族忘年会で親睦を高めたいと思います。 

田窪秀道 計画大会委員長の皆様、本日はお世話になります。 

土岐和美 月日の経つのが早いですね。昨年の忘年会がついこの間と思っていたら早や一

年。年をとるとよけいに早く感じます。今冬は寒さが厳しくなる様です。気を付けて

お過ごしください。 

永井健之 ソフトバレーボール大会に夫婦で参加させて頂きありがとうございました！！また多

くの応援に感謝です。来年は〝打倒 今治東〟で頑張りましょう！ 

戒田憲昭 中三の娘が英語弁論大会で優勝できました。 

岩崎隆義 底冷えですね。体調管理十分いたしましょうね。 

蓮尾有里 今日は特別寒い日ですネ。初めてのライオンズの忘年会、楽しみです。 

 

 

 

 

＊１2月第二例会＊ 

塩崎卓 新入会員の坪井利勝さん、伊藤嘉彦

さん宜しくお願い致します。 

塩崎安規 新入会員の伊藤さん、坪井さん入会

おめでとうございます。宜しくお願い

します。 

藤田修生 新入会員２名です。おめでとうござい

ます。 

眞鍋啓太 ２名の新入会員の方々今後とも宜し

くお願い致します。来年新入会員 1

名の予定！これが出来れば４０名体制です。 

横井俊幸 伊藤さん、坪井さん入会おめでとうございます。年度末までに会員４５人になれば

嬉しいなぁ～。頑張るぞ！ 

伊藤健二 坪井さん、伊藤さん、入会おめでとうございます。宜しくお願い致します。 

曽我部正二 坪井様、伊藤様、入会おめでとうございます。松山県美術館のダヴィンチ展入場者

５万人突破 ありがとうございました。 

秋山義則 私の友人が亡くなり、本日１２時より葬儀があり、退席いたします。申し訳ございませ

ん。本日は入会式で２名が仲間となります。宜しくお願い致します。 

大西健司 伊藤さん、坪井さん、入会おめでとうございます。これから一緒に頑張っていきまし

ょう。 

越智慈子 坪井様、伊藤様、入会おめでとうございます。よろしくお願い致します。 

田尾忠士 今年もあと数日となりました。本日の例会新会員御入会おめでとうございます。伊

藤嘉彦Ｌ、坪井利勝Ｌ、宜しくお願いします。 

内田真弓 坪井様、伊藤様、ご入会おめでとうございます。よろしくお願いします。 
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松本清 先日の母の葬儀には大変お世話になり、ありがとうございました。心より御礼申し上

げます。 

土岐和美 平成 29年度もあとわずかとなり、本日の例会が最後となりましたが、一年間皆様に

は御世話になりました。又、来年もよろしくお願い致します。本日は伊藤さん、坪井

さん、入会おめでとうございます。今後一緒に楽しくやっていきましょう。 

蓮尾有里 今年も残りわずかとなりました。体調を崩さないよう、あともう少し頑張って、お正月

はゆっくりしたいです。 

 

＊１月第一例会＊ 

塩崎卓 新年あけましておめでとうございます。新入会員 直野誠司さん宜しくお願い

します。大西誠先生、ありがとうございました。 

塩崎安規 あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。インフルエンザ

が流行り始めたようです。注意してください。 

藤田修生 新年おめでとうございます。正月は大変忙しかったですが

無事に乗り越えました。新入会員の

直野さんを歓迎いたします。 

眞鍋啓太 直野さん御入会ありがとうござ

います。大西先生ゲストスピー

チありがとうございました。 

秋山義則 年末から正月にかけて風邪が

ひどくて、寝正月になりました。や

っと元気になり始めました。今年もよろし

くお願いします、皆様…。 

小野耕嗣 明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い致します。 

篠原孝尚 明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い致します。寒さ厳しくな

ってきました。皆様風邪をひかない様にして下さい。 

大西健司 明けましておめでとうございます。今年も宜しくお願い致します。直野様の入

会を歓迎致します。 

岡部俊一 あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。 

越智慈子 今年、息子が成人式を迎えました。スーツ姿もサマになって、お酒ものめるよう

になって…私も年を取るはずです。色々な苦労をしてほしいです。 

田坂嘉朗 あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いお願いします。    

We Serve お～！ 

日野満明 新年明けましておめでとうございます。今年も宜しくお願い致します。 

田尾忠士 明けましておめでとうございます。本日ご入会の直野誠司Ｌおめでとうございま

す。これからも宜しくお願い致します。 

内田真弓 直野さんご入会おめでとうございます。今年も宜しくお願いします。 

田窪秀道 本年も宜しくお願い致します。 

土岐和美 新年おめでとうございます。本年も宜しくお願い致します。 

戒田憲昭 今年もよろしくお願いします。 

岩崎隆義 一年は早いですけど、みなさん健康第一で一年よろしくお願いします。 
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Wedding Anniversary 

 

 

２月  京野弥生・高明 （３日） 

永井健之・直子 （６日） 

日野満明・富子 （８日） 

樋口千洋・裕美江 （１０日） 

１月 樋口千洋 （１６日）  

松本 清 （２５日） 

２月 岩崎隆義 （１日） 

京野弥生 （２日） 

蓮尾有里 （８日） 

藤田修生 （１２日） 

田坂嘉朗 （２８日） 

 

３月 河野周二 （１０日） 

 伊藤健二 （１１日） 

 戒田憲昭 （２３日） 

 横井俊幸 （２５日） 

 塩崎 卓 （２５日） 

 

 

３月   小野勲・志津子 （８日） 

戒田憲昭・瞳 （２３日） 
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日 曜 曜 曜

1 月 木 木

2 火 金 金

3 水 土 土

4 木 日 日

5 金 月 月

6 土 火 火

7 日 水 水

8 月 木 木

9 火 金 金

10 水 土 土

11 木 日 日

12 金 月 月

13 土 火 火

14 日 水 水

15 月 木 木

16 火 金 金

17 水 土 土

18 木 日 日

19 金 月 月

20 土 火 火

21 日 水 水

22 月 木 木

23 火 金 金

24 水 土 土

25 木 日 日

26 金 月 月

27 土 火 火

28 日 水 水

29 月 木

30 火 金

31 水 土

第一例会 ふじ 12:30～

１月 ２月 3月

第一例会 ふじ 12：30～　　　　　　　

第二例会 ふじ 12：30～

新居浜中央ＬＣ４０周年記念

献血

２Ｒボーリング大会

１Ｚ合同例会　18：00～

理事委員長会19：00～　堤亭

理事委員長会19：00～事務局理事委員長会19：00～事務局

第一例会 ふじ 12：30～　　　　　　　

Ｚ会議

新年会　ゆう庵　19：00～

第二例会　ふじ　12:30～

今治くるしまＬＣ２５周年記念

新居浜ひうちライオンズクラブ会報誌

会長 塩崎卓 幹事 横井俊幸 会計 伊藤健二

総務委員長 小野耕嗣

例会場 グラッツェふじ

例会日 第一・三火曜日 １２：３０～１３：３０

ひうちカレンダー

＊＊＊編集後記＊＊＊

今期の家族忘年会は、例年になく多くの会員にご家族の皆様にご参加いただき盛大かつ楽しく開催で

きました。計画大会の皆さんお世話になりました。次年度も一人でも多くの会員増強をして、楽しい

家族忘年会を開催しましょう。 Ｋ．Ｔ


