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新居浜ひうちＬＣ次期会長としての抱負 

第一副会長 藤田修生 

平成30年７月から第２３代目会長を予定しております藤田修生です。 

私は第９代目会長を一度いたしましたので２回目の会長職となります。３

～４年程前私が幹事をしていた時、当クラブの会員数は２５名となってし

まいまして、大変その頃から会員増強に力を入れてまいりました。おかげ

さまで紆余曲折はありましたが、現在３９名までになった事は大変喜ばし

い事です。目標は５０名ですのでまだまださらなる会員拡大が必要である

と考えております。 

おかげさまで組織の方もだいぶ目鼻が立ってきました。予算の方も少し

ゆとりがでてきておりますので、従来の事業バレーボールや献血、ブライン

ドダンスに加えて出来ればブラスバンドクラブへの支援も考えて行きたいと思っております。 

他クラブとの交流会も２回は行いたく思います。 

また、来年度も皆さんのご協力を宜しくお願い致します。 

 

 

本年度の事業活動について 

第二副会長 眞鍋啓太 

今年度の新規アクティビティー「ブラインドダンス」 

毎月、岡部委員長ご苦労様でした。 

(担当副会長としてクラブ内の盛り上がりに充分寄与できなかったこ

とを反省しています) 

今後のアクティビティーについて私の個人的想いを述べさせていた

だくと“もっとクラブの外に出て行く”ということです！ 

その為には収益的事業も必要でしょう。会員の皆様のドネーションや

特別時の会員拠出金に全面的に依存しなくても良い状況をつくるためにも必要でしょうが、それ

にも増してより広くライオンズクラブの活動への御賛同ご参加を得るためにも、この姿勢は必要だ

と感じています！ 

それが強いては会員増強の礎になるような気がします！ 

そんなことを考えつつ、各委員会の委員長.副委員長及び委員会メンバーの皆様のご奮闘に頭

が下がる思いでした！ 

ありがとうございました！ 

あと４ヶ月、次期へのバトンタッチ宜しくお願いいたします。 
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直野建設 代表取締役 直野
な お の

誠司
せ い じ

 
 

この度、大西健司氏の紹介で入会させて頂きました、直野誠司で

す。仕事は、直野建設（一般建築、設計、施工）を経営しております。

微力ではありますが、新居浜ひうちライオンズクラブの諸先輩方の輪

に早く溶け込み、奉仕の心を持ち少しでも、皆様のお役に立てれる様

に、頑張って行きたいと思っています。 

これから末永く、宜しくお願い致します。 

 

薬物乱用防止・教育認定講師養成講座に参加して 

                     永易 勲 

薬物乱用・・・特に最近ではマスコミ・テレビを通じて、芸能界の事件として情報を目にする事

が多いように思われます。しかし実際には、身近にも沢山あると言う事実。また検挙者は、毎年

ほぼ変わらず減少する事は無いようです。 

家庭や社会秩序を崩壊させる、今日の深刻な社会問題である“薬物乱用” 

しかもその被害は年を追うごとに、若年層に及んできています。 

 そして注目すべきは、“覚醒剤乱用者の再犯率が高い”と言う事です。いかに再乱用防止が必

要かもわかりました。しかしその前に！一番大切な事は、薬に手を出さない、出させないと言う事

です。 

 『 とにかく一回でも手をだしたらダメ‼ 』 

 その防止の為に、正しい知識を普及させる事が大切です。次の時代を担う青少年を薬物乱用

から守る為。私達大人が地域・学校と一丸となり働きかけ、未然防止の為、活動していきたいと

今回の講義を受け強く感じました。 

 我々の大切な子供達が、心身共に健康な大人になる為に。 
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１Ｚ 親善ボーリング大会に参加して 

伊藤健二 

２月１０日（土）、１Ｚ親善ボーリング大会がナムコワンダーボウル西条店で盛大に開催され、当ク

ラブからは塩崎卓さん、塩崎安規さん、藤田修生さん、伊藤健二さん、岡田直人さん、越智慈

子さん、大西健司さん、京野弥生さんの８名で参加しました。 

参加メンバーは、ボーリングブーム世代の方から超初心者の方までキャリアの幅は広かったので

すが、会員同士和気あいあいと、楽しいひと時を過ごし親睦を深めることができました。 

結果発表・表彰式は２月１４日、１Ｚ４クラブ合同夜間例会の懇親会で行われ、当クラブが優勝。

塩崎卓さんが個人２位、塩崎安規さんが個人５位、越智慈子さんがレディース賞３位と好成績

でした。 

優勝賞品のお酒はその後の懇親会で美味しくいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボーリング大会結果報告 

 

団体        

個人  塩崎 卓 ２位  塩崎 安規 ５位 

  越智 慈子 レディース賞３位 

藤田 修生 飛び賞 
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１Ｚ合同例会・懇親会に参加して 

岡 周平 

 ２月１４日「コープ会館」におきまして、久しぶり「４クラブ合同例会」が開催されました。 

ホストクラブは「新居浜ライオンズクラブ」でした。 

新居浜で一番歴史のあるクラブだけあって、幹事報告のきめ細かくわかり易いお話が非常に印

象的でした。 

 懇親会ではボーリング大会の表彰、普段一番お世話になっている事務局員さんの紹介など表

に出ない方への配慮が行き届き、心温まる思いでいっぱいでした。 

ピアノ伴奏での歌など楽しいひと時を過ごさせていただきました。 

 また、お料理の品数が多くとても美味しかったのも印象深く、温かいうどん、おでん、焼き鳥な

ど、寒い冬の時期に心まで温まるおもてなしを満喫させていただきました。 

このような素晴らしい合同例会をまた宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今期の新入会員紹介 
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小学生バレーボール大会（５年生の部）に参加して 

藤田修生 

新居浜ひうちライオンズクラブ杯小学生バレーボール大会（小学生 5 年以下の部）に参加い

たしました。 

毎年秋に行われます新居浜ひうちライオンズクラブ杯小学生バレーボール大会は毎年参加

人数が増えてきて、秋には小学生 6 年のみ、今回は 5 年生以下の部で分けて行われる事にな

りました。 

 今回の参加チームは合計 40 チーム。1 チーム約 11 人の参加ですので合計約 440 人が集

まりました。新居浜市民体育館で開会式があり、その後市内 5ヶ所に分かれての試合という事で

車に分乗して各自それぞれ各会場へ出発いたしました。 

 来賓として参加したのは私と篠原君の 2人のみでした。 

 天気も良くあたたかい日和の 2月でした。 
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第３回 献血報告 

福祉環境保全委員長 大西健司 

３月１１日快晴の空の下で第３回目の献血がイオンモール駐車場で行われました。 

午前９時３０分から準備して、１０時から献血の受付を始めました。出足は順調に 

献血者が来ましたが、徐々に少なくなってきて昼過ぎまで心配する程でしたが、最終的には 

約１５０名の採血が出来ました。久振りの晴れだったの皆さん何処へ遊びに行ったのかな？ 

でも、目標数に達成できたのでよかったです。皆様の御協力有難う御座いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

献 血 受 付 １７５名 

400ml 献血 １４９名 

不 採 血 １６名 
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新居浜中央ＬＣ４０周年記念式典・祝宴に参加して 

                            小野 耕嗣 

平成 30年 3月 1８日（日）新居浜中央ＬＣ４０周年記念式典・祝宴に参加しました。 

当クラブからは、全員登録ではありましたが、２３名の出席で、中央ＬＣのお祝いに参加しました。 

まず、祝宴のテーブル席のまま、式典も行うスタイルにしていましたが、あまり形式に拘らず、合

理的に、そして効率的に、しかもアットフォーム的な感じがして、自分流を演出しての記念式典に、

中央ＬＣさんらしさを感じました。 

何度も、今までにこういった式典に参加しましたが、私としては、初めての経験で、同じように感じ

たメンバーも多かったのではないかと思います。 

形式に拘ることも大切ですが、時の流れと共に変わっていく事も、とても大切なことだと思います。

あとから追いかけていく我々ひうちＬＣとしては、大変参考になった式典であったと思います。 

また、感動したのは、この長い４０年間一度も例会を欠席せず、１００％出席のチャーターメンバ

ーの原田武司さんです。４０年の間には、きっと、いろいろの出来事があったはずです。そんな中、

欠かさず、毎回出席を続けられていることに驚きと感銘を受けました。 

中央ＬＣさんは「中央ＬＣの誇りです。」と言って表彰されていましたが、全くその通りで、素晴らし

いことだと思います。我々ひうちＬＣにそうした誇れるものがあるのだろうか？考えさせられる一場

面でした。 

祝宴会では、和太鼓、フラダンスとそして、抽選会もあり、にぎやかで、正に春を感じさせるような、

和やかで、温かいムードの中、無事閉宴されました。 

我々ひうちＬＣも、あと３年もすれば、２５周年を迎えることになります。これからも何度か経験する

先輩ライオンズの周年事業を参考にしながら、大切な節目である、２５周年行事をしっかり成功

させたいと願うのは私だけではないだろうと思います。 
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今治くるしまＬＣ結成 25周年記念ゴルフ大会に参加して 

越智慈子 

3月 24日（土）今治くるしまライオンズクラブ結成 25周年ゴルフ大会が、今治カントリークラブ

で開催されました。リジョン内から６９名が参加し、ひうちライオンズクラブからは 2 組 5 名の参加

で大会に臨みました。天候にも恵まれ、和気あいあいと 18 ホール回ることができました。そして

結果、ひうちの参加者全員が賞品をいただくことができました。皆様の強運をいただいて、私は最

近ブービー位から遠のいていましたのに、再び返り咲きました。早く上達したいです。 

終わりにはなりますが、普段運動不足の方、家にゴルフクラブの眠っている方は、是非一緒に

楽しくゴルフをしませんか！？ 

 

 

 

 

 

 

 

今治くるしまＬＣ結成 25周年記念式典に参加して 

会長 塩崎 卓 

3月 25日今治くるしまライオンズクラブ結成 25周年

記念式典に伊藤健二さんと田坂嘉朗さんとで行ってき

ました。 

今治国際ホテルに着き、今治くるしまライオンズクラ

ブの方々に出迎えられて会場に行くと、336-A 地区-

2R のブラザークラブと友好クラブの 332-C 地区 4R-

3Z 南志津川ライオンズクラブから 8名、335-A地区

4R-1Z 芦屋業平ライオンズクラブから 2 名、336-A

地区 2R-1Z 新居浜別子ライオンズクラブから 10名の出席がありました。 

式典は粛々と行われ祝宴へと移行、途中前日のゴルフの発表を目にして、今回は 6 人中、5

人が賞を頂き、ドラコンとニアピンを 1 個ずつ貰い、田坂さんはひうち最高の 4 位で皆の前で表

彰頂きました、 

祝宴で料理を堪能しているとビンゴゲームが始まり、またも田坂さん景品ゲット、肩強いですね。

私はトリプルリーチまで行き撃沈、残念です。一番の景品は液晶テレビで一番遠方の南志津川ラ

イオンズクラブの高橋会長が当たりました、すごい偶然ですね。楽しい時間を過ごしました。 

ひうちライオンズクラブも 25周年しっかり行いたいですね。 

 

４位 田坂嘉朗 

６位 塩崎 卓  ドラコン賞 

11位 永井健之  ドラコン賞 

60位 眞鍋啓太 

68位 越智慈子 
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 7R-1Z高知鷹城 LC・2R-1Z新居浜ひうち LC合同花見例会に参加して 

                            小野 耕嗣 

平成 30 年 4 月１日 （日）は、高知鷹城ＬＣと

新居浜ひうちＬＣの合同例会が、新居浜マリン

パーク、ＢＬＡＮＣ＆ＢＬＥＵにて開催されました。 

昨年は高知にお伺いしての合同例会でしたが、

本年度は新居浜での花見例会になりました。 

丁度桜が満開の時期に重なり、満開の桜に後

押されて、盛り上がった素晴らしい合同例会に

なりました。 

塩崎会長の歓迎の挨拶の後、高知鷹城ＬＣ鳴瀧会長の「道中、桜が見事であり、第二回目の合

同例会、１年ぶりの再会を満開の桜で迎えることが出来て、嬉しく思います。」との挨拶がありまし

た。また、「奉仕を通じて友情を深めあうことが、自分を大きくしてくれる。それが大きな財産にな

る。」という素晴らしいスピーチもいただきました。 

高知鷹城ＬＣは朝１０時に地元を出発、しまなみ海道を周ってのマリンパーク入り、既に盛り上が

ってる感がありましたが、懇親会では、フラダンス、

そして、高知鷹城ＬＣメンバーのウクレレ漫談と、更

に盛り上がりました。 

その盛り上がり方を見ていて、私は、（今年は、花

粉症がひどく、この日はお酒を控えましたが）元々

飲めない人は、勿論仕方のないことではあります

が、飲める人が飲まない状態でいることは、高知の

人には、大変失礼なことではないかと思いました。 

藤田修生次期会長の「来年は、高知に行きま

す。」という元気な閉会の挨拶がありましたが、来

年は、ちゃんと身体の調子を整えて、お酒を飲め

る状態を作って行こうと思います。（笑） 

２時間という短い時間ではありましたが、最後は新

居浜ひうちＬＣ全員で、高知鷹城ＬＣの皆さんをお

見送りして、終了しました。 

最後に、松本秋津委員長、田坂理事を中心に、こ

のように温かさを感じさせる素晴らしい合同例会懇

親会を企画設営してくれました計画委員会のメン

バーの皆さんに感謝いたします。 

「ありがとうございました。そしてお疲れ様でした。」 

    



10 

 

会員会則委員長 秋山義則 

先日メンバーの方３名に自己紹介を兼ねて、今後の展望をインタビューさせて頂きました。 

 

 

 

little flower 代表 内田真弓 

滝の宮町で little flowerの屋号でフラワーショップをしています。お花

で人の輪をつなぐ ということを心に日々努力しています。 

ひうちライオンズに入会して 人のつながりを実感しています。 

一人の力は小さくてもみんなが集まれば色々なことができるのだなと

活動を通して感じています。 

微力ながら皆さんの御指導のもと活動したいと思います。 

よろしくお願いします。 

 

 

岩崎農園 代表 岩崎隆義 

新居浜市内にて農園やさんをしていますかたわら、増改築、お米販

売、テナント、先様から必要とされ、求められる事が基本です。 

農園部門では既に、農林水産大臣賞の受賞も頂いております。 

農園でもありますが、多方面のお仕事させていただいています中から、

皆様から必要とされるお仕事のひとつに低所得層、生活保護世帯の

住宅確保、空き家対策にもなり何より探している方々が沢山おられま

す。安い家賃、しかも水洗トイレウォシュレット、バス、エアコン、私ども

は今 100 物件余り畑、空き家 等、管理させて頂いています。空き

家対策の一環として改築安くリーズナブルに自社にてアウトレット品、

中古品再生品一室あたり高利回り目指し先様のより求められるワンルーム増やしております。何

より困っている方々、必要とされる方々の為により良い生活をしていただく事を目指し何処にも出

来ないオリジナリティなワンルーム目指しております。１２０パーセントの入居率ですね。常にお客

様が待っている状態です。 

自分の役割は何か。人 物 金 自分のルールを明確にして、人生は宝物を探す旅でもありま

す。貴方は何を見つけようとしてますか。(^^) 

 

第３回目 
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アリストエンジニアリング（株） 代表取締役 樋口千洋 

 

樋口です。 

近況報告の依頼を頂きました。 気楽に受けてしまったものの、書くこ

とが浮かばず日々が過ぎてしまい、頼まれると断れない当方の弱点が

出てしまいました。 

当方の事情を知っておられる方は一様に “樋口は食べていけてるの

か？”という一点に興味をお持ちであると思います。 これは当方の一

番の興味とも一致しております。事業主一年生で無謀にもライオンズ

クラブに加入してしまった為、暖かくも冷静な目(冷たい目とは言って

おりません。)でお声がけ頂いております。 

合言葉は ”仕事どう？“... 何とも答えにくい！ 

昨年の前半は本当に苦しく、向い風に地面にはいつくばっておりましたが後半からは一転して 

強い追い風で前のめりに倒れそうです。 向きがどちらでも強風に耐えるだけの基盤も出来て 

おらずひどい有様です。 という事で、樋口は取り敢えず細々ですが食べております。 

昨年の一年でひとつだけ 大きな収穫がありました。 

2年ほど前までは企業に属しており仕事の受注 逸注に一喜一憂しておりましたが全て他力本願

と他責です。全て自責となって初めて 一件受注の難しさを痛感しました。皆さまには当たり前の

話ですね。 

当方のビジネスはエンジニアリングである為、当社だけでは何も製品が生まれません。 

当初は遠慮もあり細かい機器の設計からと思いましたが そこに当社の価値は見つけにくいので

す。結局 仕事も無く あまりにも暇だったため大風呂敷を広げて請け負う話をさせて頂いたところ 

仕事が決まりました。仕事の内容自体は大きな差異はないと感じておりましたが、客先からは 

対価を払う理由がつけやすいという事だったようです。 受注する為のコツの一つを学びました。 

見積りと一緒に客先がお金を払う理由を示す事です。 

向い風を自力で追い風に変化させることができたことも結果論ですがひとつの収穫です。 

今後も少しずつ事業主としての知見を得ていきたいと思いますので指導をよろしくお願い致しま

す。 

 

 

 

 

３名の皆様ありがとうございました。 

前向きな姿勢に刺激を頂きました。今後のライオンズの活動にもプラスになればと思います。 
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第 527回 

平成 30年 1月 23日（火）12：30～グラッツェふじ 

・ライオンズの誓い   永易勲 

・議事録作成者指名  岡部俊一 

・来訪者紹介  

  新居浜中央ＬＣ会長 千葉英明様 

  新居浜中央ＬＣ結成４０周年記念大会委員長 

河端寛様 

・会長挨拶  塩崎卓 

・来訪者挨拶 

・年男・年女発表 

・2016～2017年度クラブ優秀賞表彰 

直前会長 塩崎安規 

・地区ガバナー100周年記念会員増強表彰 

                 藤田修生、田坂嘉朗 

・新入会員記念品贈呈  

伊藤嘉彦、坪井利勝、直野誠司 

・委員会報告 

総務   会報誌発行、原稿のお礼 

計画大会   １Ｚ合同例会の登録費拠出、          

新年会について 

福祉   次回ブラインドダンスについて 

・決算報告  会計伊藤健二 

・監査報告  大西健司 1月 12日（金）監査終了 

・幹事報告  計画大会の副委員長について、合

同アクティビティ遍路道清掃、１Ｚ親善ボーリン

グ大会、薬物乱用防止教育認定養成講座、若

手フォーラム、地区年次大会ゴルフ大会の会

場、ＹＣＥ受入要請、１Ｚ合同例会、新居浜中央

LC記念大会 

・審議 可決✩ 

・出席報告 田中克美  76.9％ 

・テールツイスタータイム  岡田直人  

ドネーション ￥38,000 

・ライオンズローア  永井健之 

  

例会報告 
第 528回 

平成 30年 2月 6日（火）12：30～グラッツェふじ 

・ライオンズの誓い  内田真弓 

・議事録作成者指名  京野弥生 

・会長挨拶 塩崎卓 

・結婚記念月 ４名 京野、永井、日野、樋口 

・薬物乱用防止講座の報告  戒田憲昭 

・委員会報告  

計画大会   新年会のお礼 

青少年  2 月 24 日（火）小学生バレーボール

大会５年生の部 

保健環境保全  献血 3月 11日（日） 

福祉  次回ブラインドダンス 2月 24日（火） 

・幹事報告  １Ｚ親善ボーリング大会、１Ｚ合同例

会、理事会指名会 

・審議 可決✩ 

・次期地区委員挨拶 

・出席報告  田中克美  71.8％ 

・テールツイスタータイム  岡田直人 

  ドネーション ￥31,000 

・ライオンズローア  坪井利勝 

第 529回  １Ｚ合同夜間例会 

平成 30年 2月 14日（水）18：00～ユアーズ 

第 530回 

平成 30年 3月 6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 坪井利勝 

・会長挨拶 塩崎卓 

・薬物乱用防止講座ＤＶＤ鑑賞 

・委員会報告 

 会員会則 2 月 24 日新会員オリエンテーション

２名参加 

総務 会報誌原稿お礼、4月第二ＣＮ例会出席

率 100％目指す 

計画大会 4月 1日（日）高知鷹城ＬＣ合同例会 

青少年 新事業タイムカプセル事業 

保健福祉環境保全 3 月 11 日（日）献血、遍路

道清掃 5月 13日予定 
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＊1月第二例会＊ 

塩崎卓 新居浜中央ＬＣ会長千葉英明様、結成４０周年記念大会委員長 河端寛様 

例会訪問歓迎いたします。 

塩崎安規 新居浜中央ＬＣ会長千葉様、新居浜中央ＬＣ４０周年大会長河端様の例会訪

問を歓迎致します。 

藤田修生 先日、東京ドームへ初めて行きました。大きかったです。 

眞鍋啓太 本日は新居浜中央ＬＣの千葉様、河端様をお迎えしてはなやかな例会、ありが

とうございました。新居浜中央ＬＣ４０周年おめでとうございます。 

曽我部正二 インフルエンザに注意して下さい！ 

・時期役員候補者の発表 

・幹事報告 理事委員長会、地区年次大会、新居

浜中央ＬＣ記念式典、今治くるしまＬＣ記念式

典、会費の件、複合地区年次大会締切、キャビ

ネット準備内局会議、セミナー 

・審議 可決☆ 

・出席報告 田中克美 71.8％ 

・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 伊藤嘉彦 

 

第 531回 

平成 30年 3月 20日（火）12：30～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 永易勲 

・来訪者紹介 

 新居浜市立惣開小学校長 日野優子様 

・会長挨拶 塩崎卓 

・結婚記念月 ２名 戒田憲昭、小野勲 

・卓話 新居浜市立惣開小学校長 日野優子様 

「ＥＳＤについて」 

・委員会報告 

 会員会則 退会者について 

  

 

総務 ＣＮ例会 100％出席願い 

 青少年 タイムカプセル事業における製作につ

いての入札案内 

保健福祉環境保全 献血お礼、4 月 22 日愛ロ

ード清掃￥15,000拠出、3月 24日ブラインドダ

ンス 

・次期役員選挙会 指名委員会委員長 塩崎卓 

・幹事報告  

・審議 可決✩ 

・出席報告 小野耕嗣 51.3％ 

・テールツイスタータイム 岡田直人 

  ドネーション ￥28,000 

・ライオンズローア 伊藤嘉彦 

 

第 532回 

高知鷹城ＬＣ合同花見例会 

平成 30年 4月 1日（日）17：00～ブランブルー 

・ライオンズの誓い 藤田修生 

・会長挨拶  新居浜ひうちＬＣ会長 塩崎 卓 

         高知鷹城ＬＣ会長  鳴瀧 渡 様 

・幹事報告  新居浜ひうちＬＣ会計 伊藤 健二 

         高知鷹城ＬＣ幹事 田中 良岳 様 

・ライオンズローア 藤田修生 
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秋山義則 大雪注意報が愛媛県に出てるみたいです。冬真っただ中ですね。かぜをひか

ない様に皆様… 

篠原孝尚 新居浜中央ＬＣ千葉英明会長、新居浜中央ＬＣ４０周年記念河端寛大会委

員長、本日はお忙しい中、お越しいただきましてありがとうございます。寒いので

風邪ひかない様にして下さい。 

大西健司 この寒い時期、体の調節に気をつけて下さい。 

越智慈子 今週土曜日にブラインドダンスがあります。私は曽我部正二さんの代わりに
．．．．．．．．．．．．

参

加します。楽しみです。 

田坂嘉朗 訪問者の千葉会長、河端委員長を熱烈歓迎します。 

田尾忠士 大寒に入り寒い日が続きますが、体に気をつけてください。一番寒い時期です。 

内田真弓 千葉様、河端様、来訪ありがとうございます。 

田窪秀道 今年は年男です。頑張ります。 

土岐和美 新居浜中央ＬＣさん結成４０周年おめでとうございます。千葉会長、河端４０周

年記念大会委員長の来訪を歓迎致します。 

寒さが例年より厳しいようです。皆様、体に気を付けて励んで下さい。 

戒田憲昭 皆様インフルエンザが流行ってるようなので、お気をつけ下さい。 

岩崎隆義 インフルエンザはやってます。うがい、体調管理に

充分気をつけましょう。 

直野誠司 寒くなってきて、インフルエンザも流行っているの

で、体に気を付けてください。 

 

＊２月第一例会＊ 

塩崎卓 今年は気温が低く雪が降ったりしております。事故などには気を付けて下さい。 

藤田修生 明日２月７日（水）は偉業種交流１０００人大会です。隣の部屋に準備できてま

すのでぜひのぞいて帰って下さい。 

眞鍋啓太 横井幹事 術後順調に御回復されているようです。一安心。春からまた御元気

な御姿が見られるようです。（２月４日会長、田坂氏、伊藤氏と４人で御見舞） 

曽我部正二 愛媛マラソン出場３０ｋｍ時間オーバー。２６，６km時点で南海放送にて放映

されました。 

秋山義則 大遅刻して申し訳ございませんでした。 

大西健司 大変寒いです。インフルエンザも流行しています。皆様かからないよう気を付け

ましょう。 

内田真弓 毎日寒いですが、寒さを吹き飛ばしましょう。 

土岐和美 今冬は三寒四温ではなく連続の寒さが続いておりますし、インフルエンザも流

行しています。皆様気を付けて頑張って下さい。 

戒田憲昭 薬物乱用防止教育講師認定講座を受講してきました。 

岩崎隆義 インフルエンザ大丈夫ですか。うがい手洗い気をつけましょう。 
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＊２月第二例会＊ 

塩崎卓 今日は２Ｒ-１Ｚの合同例会です。 

藤田修生 ２月１２日は私の誕生日でした！！今日はバレンタインデ～～～！！ 

眞鍋啓太 久しぶりの合同例会。２次会が楽しみ。 

曽我部正二 ２Ｒ－１Ｚ ４クラブ合同夜間例会おめでとうございます。 

田尾忠士 本日の例会２Ｒ－１Ｚ ４クラブ合同夜間例会です。宜しくお願い致します。 

内田真弓 合同例会楽しみます。 

岩崎隆義 元気が一番！晩年はエンジョイですね。 

 

＊３月第一例会＊ 

塩崎卓 だいぶ暖かくなってきました。先日のボーリング大会１位でした。皆さんありがと

うございました。 

塩崎安規 ３月第二例会は惣開小学校の日野校長先生の卓話があります。多数のご出

席よろしくお願い致します。 

藤田修正 先日のボーリング大会みごと新居浜ひうちＬＣが１位！！塩崎会長が２位！こ

れまた２２年間の歴史の中で初めての快挙でしたネ。 

眞鍋啓太 １Ｚ会議（３/２）でブラインドダンスの諮問がありました。四国キャビネットレベル

でも注目されているようです。グラブ挙げてより盛り上げていきたいものです。 

曽我部正二 花粉症に注意してマスクをして乗り切りましょう。 

篠原孝尚 寒い日が続きますが皆さん風邪ひかないようにしてください。 

日野満明 春一番も終わり、待ちに待った春が来ました。頑張りましょうウィサーブ！ 

内田真弓 ようやく春らしくなってきました。 

松本清 先日、キャビネットの役を受けさせて頂きましたが、毎月２回ずつのキャビネット

会に出席しなければならず、今さらながら大変な役を受けさせて頂いたと感じ

入る今日この頃です。又、ご協力を宜しくお願い致します。 

土岐和美 季節は春がやってきました。植物も梅の花も咲きほこっています。でも予報では

寒さもまだまだやってくるとのことで、体調には気を付けて下さい。 

岩崎隆義 インフルまだ流行っています。体調管理に十分気を付けましょう。 

 

＊３月第二例会＊ 

塩崎卓 ３月は年度末で、いろいろ忙しいですね。皆さん行事もいろいろありますのでよ

ろしくお願いします。 

塩崎安規 日野校長先生 本日はありがとうございました。 

藤田修生 日野優子様 本日はありがとうございました。 

眞鍋啓太 ゲストスピーカー日野校長先生をお迎えして有意義なお話をいただきました。

ありがとうございました。 

秋山義則 前回の献血では１年半ぶりに採ってくれました。久しぶりで嬉しかった。まだ役に

立つ…。 
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大西健司 暖かかったり、寒かったり…皆様体調管理に気を付けて下さい。 

越智慈子 大遅刻をしましてすみません。 

幼い頃から母によく言われました。急がば回れと…。肝に銘じます。 

ファインします。事業費に使って下さい。 

田尾忠士 本日の例会来訪者、我が卒業した惣開小学校の日野優子校長先生の来訪で

す。歓迎致します。 

土岐和美 よく降りますね。これからは木の芽起こしと言

って特に落葉樹が芽を吹き始めて良い季節

となります。又花々の咲く明るい時節でもあり

色々気分的にも楽しく過ごして下さい。 

岩崎隆義 今日も良い一日でありますように。 

 

＊４月第一例会＊高知鷹城ＬＣ合同花見例会＊ 

塩崎卓 高知鷹城ＬＣの皆様ようこそ新居浜にお越し下さいました。合同例会楽しみま

しょう。 

塩崎安規 高知鷹城ＬＣとの合同例会です。楽しく盛り上がりましょう。 

藤田修生 高知からのご来訪ありがとうございます。 

眞鍋啓太 第二回目の高知鷹城ＬＣとの合同例会。花満開、めでたし。 

曽我部正二 桜満開の花見おめでとうございます。 

秋山義則 昨日は、今治の鈍川温泉へ一泊５名で行ってきました。まだ少し、 

ぼけている様ですが、今夜もおいしいものとお酒を頂いて帰ります。 

小野耕嗣 高知鷹城ＬＣの皆様ようこそ新居浜へ！歓迎致します。 

大西健司 高知鷹城ＬＣようこそ新居浜へ。歓迎致します。 

田尾忠士 ７Ｒ－１Ｚ高知鷹城ＬＣ、２Ｒ－１Ｚ新居浜ひうちＬＣ合同花見例会です。昨年は

高知へ行き良かった。今日はよろしくお願い致します。 

内田真弓 高知鷹城ＬＣの方々、ようこそおいで頂きました。ありがとうございます。 

田窪秀道 高知鷹城ＬＣの皆様ようこそ新居浜へ。 

松本清 高知鷹城ＬＣ様の来訪を歓迎致します。 

土岐和美 ７Ｒ－１Ｚ高知鷹城ＬＣ、２Ｒ－１Ｚ新居浜ひうちＬＣの合同例会に高知鷹城ＬＣ

の来訪を歓迎致します。 

永井健之 先日は父の葬儀の折には心あたたまるお言葉や御志を誠にありがとうございま

した。おかげ様で父をしっかり見送ることができました。ありがとうございました。 

岩崎隆義 皆様の御健康をお祈り致します。 
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日 曜 曜 曜

1 日 火 金

2 月 水 土

3 火 木 日

4 水 金 月

5 木 土 火

6 金 日 水

7 土 月 木

8 日 火 金

9 月 水 土

10 火 木 日

11 水 金 月

12 木 土 火

13 金 日 水

14 土 月 木

15 日 火 金

16 月 水 土

17 火 木 日

18 水 金 月

19 木 土 火

20 金 日 水

21 土 月 木

22 日 火 金

23 月 水 土

24 火 木 日

25 水 金 月

26 木 土 火

27 金 日 水

28 土 月 木

29 日 火 金

30 月 水 土

31 木

第一例会 ふじ 12:30～

理事委員長会19：00～事務局

4　月 5　月 6　月

2R年次大会・次期準備R会議

第一高知鷹城ＬＣ合同例会

次期準備理事会19:00～事務局

Ｚ年次会合

理事委員長会19：00～事務局

第二例会　ふじ　12:30～

遍路道清掃山根ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ6:30集合

第二ＣＮ例会　18：30～

愛ロード清掃　7：00～

地区年次大会ゴルフ・前夜祭

ライフスタイル教育セミナー　松山

次期地区役員・委員研修会 第101回国際大会　ラスベガス

第一例会 ふじ 12：30～　　　　　　　

複合地区年次大会　岡山

第二引継例会　ふじ　18:30～

地区年次大会　徳島

理事委員長会19：00～事務局



 

 

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 

 

 

＊＊＊編集後記＊＊＊ 
新しい年度を迎え、気持ちを新たにしている方も多いのではないでしょうか？ 

真新しいスーツに履き慣れない靴。少し緊張した様子の新入社員さんをたくさん見かける

ようになりましたが、きっと新入社員研修の真っ只中なんでしょうか。私も、ひうちライオン

ズのメンバーとしてはまだまだ新人で、この数か月間は素晴らしい先輩達のおかげ様で多く

のことを楽しく学ばせて頂きました。 
また、この数か月の間にも、熱気が高まるひうちライオンズに多くの後輩が入会されていま

す。今後は、僭越ながら「先輩」として指導する立場になると、これからもっと学ぶことや気

づくことがあると思いワクワクしています。 
これから、激動する厳しい時代に直面するにあたり、いろんな壁にぶち当たり、悩み、苦し

むこともたくさんあると思いますが、新しい年度であるからこそ「We Serve！」の精神を常

に胸に抱き、どんな時も、「感謝」の気持ちを忘れない「初心」を大切にしながら素晴らしい

仲間と共に前を向いて進んでいきたいと思いますがみなさんはいかがでしょうか？ 

永井健之 

Wedding anniversary 

４月 田中克美・晶子 （１日） 

眞鍋啓太・澄子 （１日） 

大西健司・敬子 （６日） 

直野誠司・英子 （６日） 

 

５月 田窪秀道・郁美 （３日） 

岡部俊一・文子 （１０日） 

篠原孝尚・恭子 （１５日） 

Ｂｉｒｔｈｄａｙ 

４月 源代晴基 （８日）  

岡部俊一 （９日） 

田尾忠士 （２６日） 

坪井利勝 （２９日） 

 

５月 田中克美 （１９日） 

伊藤嘉彦 （１９日） 

 

 


