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会長 藤田修生 

本年、新居浜ひうちライオンズクラブの２３代目クラブ会長と

なりました藤田修生です。 

スローガンは「愛を繋いで We Serve」です。 

当クラブの２５周年まであと２年ありますが、それに向かって愛

媛の愛、メンバー奉仕の愛を繋いでゆければと思っております。 

今年度でメンバー数は４５人を目標としておりますが、２５周年

迄には５０人以上を目標として会員拡大に力を入れたく思ってお

ります。また、当然人数が増えれば事業内容も充実したものとなる

と考えます。新しくブラスバンド部への支援やソフトボール大会への支援、従来からの

事業としてバレーボール大会や地域奉仕、献血、新居浜市特別支援学校への支援も引き

続き行います。 

本年一年間宜しくお願い致します。 

 

 

幹事 伊藤健二 

今期、藤田会長のもとでクラブ運営の要である幹事を務めさせて

いただくこととなりました伊藤です。 

入会して５年目とライオン歴が未熟でありながらも、伝統あるク

ラブの幹事に就任し、不安とその責任の重大さを痛感しております。 

メンバーの皆様方のご指導、ご協力を受け賜りながら、会長が掲

げる「愛を繋いで We serve」のスローガンのもと、諸先輩方が育

んできた社会奉仕の精神、会員相互の交流・友情を発展させ、新居

浜ひうちライオンズクラブが更に一枚岩になるようクラブ運営に

精一杯努めさせていただきますので、皆様のご支援、ご協力をよろしくお願いします。 
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会計 篠原孝尚 

 今年度、新居浜ひうちライオンズクラブの会計を拝命いたしまし

た篠原孝尚です。 

 いつもの様に頼まれると「はい、わかりました」と返事をし、後

になって責任の重大さを痛感しています。何の役をするにも、全て

が初めての事ではありますが、これも勉強と思い藤田会長・伊藤幹

事の足を引っ張らない様にクラブ運営に取り組んで参ります。 

一年間皆様のご指導・ご協力を心よりお願い申し上げます。 

 

ライオン・テーマー 田窪秀道 

平成 30年 7月より藤田修生新会長の下でライオン・テーマーを

拝命しました田窪です。 

ライオン・テーマーの米語翻訳は「ライオンの馴らし手」つまり

調教師であります。役割としては会場設営・配席検討・司会進行は

もちろんのことクラブ諸備品の管理・会合前に旗・バナー・ゴング・

槌・歌のテープおよび会員名札掛けなどの設営点検また開放・記念

品・印刷物の配布などがあります。誰よりも早く会場入りし、例会

の事前段取りとして会長や計画委員長と行事内容や食事内容など

を細かく時間配分した会合次第を立案しなければならないことでありますが、自分の場

合は公務と重複する場合が多く、副ＬＴや会員の皆様に多大なご迷惑をおかけするかも

しれません。来年 6月末日まで精一杯裏方として努めてまいりますので宜しくお願い致

します。 

テール・ツイスター 曽我部正二 

残暑お見舞い申し上げます。 

甚大な被害を被られました地域の皆様のお見舞いと、一層の復興を

祈ってます。 

早いもので、ひうちライオンズクラブに入会して５年目になりま

す。青少年委員長、副テール・ツイスター、ライオン・テーマを経

て、今回テール・ツイスターの大任を拝しました。皆様の声を会に、

活かせる役所になればと思っています。よろしくお願いします。 

 仕事は、昨年より不動産仲介業を開始し、太陽光発電、リフォー

ム事業と住宅の総合プロデュースを目指しています。ひとつでも、皆様のお役に立てる

よう尽力いたします。重ねて、よろしくお願いします。 
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ＧＭＴ・ＧＬＴ・ＦＷＴ・会則委員長 松本 清 

 

ライオンズクラブも、新年度を迎え、皆様、新しい役に着かれて

心機一転なさられている事とお察し申し上げます。 

 この、私も思いがけず、分不相応の重責を担わせて頂く事にな

ってしまいました。 

 一月三十一日をはじめとして、毎月二回の内局会議や委員会や

年次会合など、回数を数えても、数え間違いをしかねない程で、

且つ、勝手が判らず、戸惑いながらの数ヶ月でした。 

 しかし、ここにきて、感じるのは、私の担当している委員会

は、他の全ての委員会のベースになるもので、他の全ての委員会が順調に進んでいて

も、この委員会が腰砕けになったのでは、全てが没になってしまうという事です。ま

た、反対に、この委員会が頑張ってさえいれば、他の委員会も、ほぼ、順調にいける

のではと思われます。そして、その点、我がひうちライオンズクラブに於いては、皆

様の頑張りに依って、順調に推移している為、私も活動しやすいです。 

３３６- A地区、つまり四国全部が我々の地区で、それが９地域、つまり、９リジ

ョンに分かれています。今後、それぞれのリジョンの委員さんに頑張って頂かなけれ

ばならないので、全ての委員さんへご挨拶にお伺いしたところ、やはり、各委員さん

方に熱く語って頂きました。 

 委員会活動の結果は、この年度末に数字で出てきます。しかし、その段階で幾ら騒

いでもどうにかなるものでは有りません。最初からふんどしを締めて、計画的に進め

させて頂きます。 

ただその中で、幾らか、楽しみも作りませんか!!その為に、アワードを貰うのでは

無く、アワードを取りに行きませんか。それに依って、獲得アワードが増えるだけで

無く、クラブの活動にも意味を感じ、楽しさも感じ得たり、他の入会予定者にもお話

しが出来たりと･･･ 

 皆様の活躍にご期待申し上げます。 
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ＹＣＥ・ライオンズレオ・国際関係委員 田坂嘉朗 

この度 336-A 地区・YCE・ライオンズレオ・国際関係委員を拝命

させていただきました。 

地区委員として、地区に出るのは初めてで、緊張と期待でわくわ

くしています。 

青少年交流事業 YCE（YOUTH CAMPS＆EXCHANGE)は、ライオンズク

ラブ国際協会が半世紀近く力を入れている事業です。 

プログラムの目的は次の通りであります。 

 

１．ライオニズムを通して、国際理解と親善を促進する。 

２．異なる文化的背景を持つ家庭や地域社会の生活を体験させる。 

３．青少年に諸外国の同年代の青少年と交流する機会を与える。 

４．他国の人と接する機会を青少年に与える。 

今期ガバナースローガン「No try! No change!」を念頭に、336-A地区のため、2Rの

ため、そしてこれからの日本、世界を担う青少年のため、微力ながら自分なりに楽しみ、

精励恪勤する所存です。 

新居浜ひうちライオンズクラブのメンバー、そして地区内のメンバーの皆様のご協力

をお願い申し上げます。 

 

 

四季菜鮮魚 代表 高橋
たかはし

啓子
け い こ

 

この度、大変お世話になっている藤田会長さんの推薦を頂き、新居

浜ひうちライオンズクラブに入会させて頂きました高橋啓子です。 

 まだライオンズクラブの活動が今ひとつ理解出来ていないので

不安ですが、立派に活躍されている越智慈子さんに優しく声をかけ

て頂きながら少し緊張がほぐれています。皆様に教えて頂き勉強し

て頑張りたいと思っています。宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

高橋さんは仕事が鮮魚店という事で私の仕事の仕入先となります。

主にはご主人が配達や鮮魚の仕事をやっておられますが、ご主人は

人との交流が苦手な性格という事で啓子さんが入会してくれる運び

となりました。まだわからないことだらけで不安もあると思います

が、皆様素敵な笑顔の啓子さんをどうぞよろしくお願いします。 
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（有）保健企画東健 取締役 東
あずま

 裕子
ひ ろ こ

 

この度、藤田修生さんの勧めで、ひうちライオンズに加入させて

いただく事になりました。若輩者の私が、歴史のある素晴らしい活

動をされている会に加入させて頂く事は、恐縮と不安でいっぱい

でした。でも最初の会に参加させていただいた時に、皆さまが温か

い笑顔で迎えてくださり、安堵と希望の気持ちに変わりました。 

 私は（有）保険企画東健で損保ジャパン日本興亜と損保ジャパン

日本興亜ひまわり生命の代理店をしています。我が社のモットーは「社員力」です。社

員一丸となって、成長を目指しています。自分自身も成長していける様に、努力をして

いきたいと思っています。 

皆様から笑顔で迎えていただいた事を、そのまま皆様にお返し出来る様に、笑顔をこ

ころがけます。なにぶん未熟で至らぬ点が多々あると思いますが、皆様からのご指導の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

（有）山田販売店 亀崎
かめざき

千恵
ち え

 

 激動するこの時代に新居浜ひうちライオンズクラブに入会出来

たことを、心から嬉しく思います。 

 我が社は現在、酒類販売小売業を中心とした営業を行っておりま

す。更にビルテナント業、氷販売業をも主としながら頑張っており

ます。「褒める、励ます、話し合う」の考え方から、仕事に対して向

き合い、それは人としての価値や魅力を高めていくのではないかと

思います。新居浜ひうちライオンズクラブに参加し、勉強させて頂きたいと思います。 

宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

当ひうちライオンズクラブの元メンバーである東克幸さんの子供

さんになります。仕事は父と一緒に保険業を手伝い、主には事務作

業を行っております。大変若くて、本人もうまくいくかどうか不安

をもってはいますが、先輩の皆さんに可愛がってもらえると嬉しい

ですネ。大変素直で純朴な方です。 

私の仕事の中でお酒に関する仕入先である、山田販売店さんはもう付き合

って約３０年以上だと思います。１３年前に建築をしましたスーパーホテ

ル新居浜を紹介してくださったのも山田販売店さんです。今回は社長であ

る守谷社長がご高齢でなかなか会に参加ができないということで、会社を

裏方（事務）で引っ張っていらっしゃる亀崎さんが入会して下さるという

運びとなりました。どうぞ皆さん宜しくお願い致します。 
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ＬＯＵＮＧＥ 川
せん

  代表 大西理紗
お お に し り さ

 

この度、新居浜ひうちライオンズクラブに入会させて頂くことと

なりましたＬＯＵＮＧＥ 川（せん）共同代表の大西理紗と申します。 

 仕事柄、これまで多くの会員の方々とお話をさせて頂く機会があ

りましたが、皆様がそれぞれに奉仕の理念を持ち、社会奉仕活動に

ついて熱く語っておられるその姿に感銘を受けておりました。そし

て、私も遂にその一員となり、今後、地域社会に何かを還元できる

のではないか期待に胸を膨らませています。ただ、正直なところ、私に何ができるのだ

ろうという不安もありますが、たとえ私一人では何もできなくても、皆様と力を合わせ

れば何事も成せると信じ、百万一心の精神で、アクティビティに取り組んでいきたいと

思っています。わずかな湧水が集まってやがて川になるように、小さな行動がいつか大

きな流れとなり、それが地域貢献に繋がっていくことを夢見ています。 

 会員間の親睦を深めることが、すべてのクラブ活動の源になると思いますので、まず

は皆様と仲良くなりたいです。ライオンズクラブのことを色々教えてください。お酒も

あまり強くはありませんが、がんばります。 

 至らない点も多々あるかと存じますが、ご指導ご鞭撻のほど何卒よろしくお願い申し

上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「まさか起業するとは！！」  

5年前冗談にしか思えなかった「お店持ちます」と言う言葉！ 

それを見事に実現されるとは夢にも思いませんでした。 

でも現実にママとしてオーナーの 1 人(共同経営のもう 1 人のマ

マがいる)としてお店をそしてスタッフをマネジメントしている

姿を見ると納得しました！ 

「5年後は？！」と伺うと… 

「生きていれば（笑）賢く責任感ある人達と何か刺激的なことに

取り組んでいると思います」とのお応え！ 

さらに好きな言葉は“努力” 

脱帽！！(むしろ私が啓発される思い) 

因みに彼女の血液型はＡＢ型です。 
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次期クラブ委員長スクールに参加して 

 

次期会員会則委員長 塩崎 安規 

 

6月 17日（日）、今治市湯ノ浦にあるケーオーホテルにて、次期クラブＬＴ・ＴＴ・

計画委員長・次期クラブ委員長スクールが開催された。参加者は約 150名。 

まず献血・献眼推進セミナーが行われその後、全体会、分科会、講評の流れであった。

分科会は 8つに分かれ、私は GMT（グローバル会員増強チーム）・ＧＬＴ（グローバル指

導力育成チーム）・ＦＷＴ（家族及び女性チーム）・会則委員会に参加した。内容の主た

るはもちろん会員増強である。当クラブは、この 2年間のすばらしい会員増強のおかげ

で、正会員数が 43 名になろうとしている。この数値は 2Ｒ17 クラブ中 5 位の成績。今

まで下から数えた方が早かったことから、なんとも素晴らしい。次期会員会則委員長と

しては、非常に肩の荷が重い。 

分科会が終わり最後の講評。西原地区名誉顧問が、「ライオンズクラブは会合が多く、

無駄が多いとよく耳にするが、それゆえに 100 年という歴史を刻むことができた。」と

おっしゃられていた。無駄から親睦を深め、友愛と相互理解の精神を養うことができる

なら、それこそライオニズムであろう。みなさん、おおいに無駄を楽しみ有意義なクラ

ブ活動をしていきましょう。 
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ラスベガス国際大会に参加して 

 

会長 藤田修生 

アメリカのラスベガスに訪問することを大変楽しみにしておりましたが、出向の１０

日程前に帯状疱疹という病気になり、6/17～6/25 まで入院いたしました。ドタキャン

になるかなぁと心配しておりましたが、病院の先生の許可も出ましたので、予定通り

6/29 早朝自宅を出て松山空港から羽田そして成田へ、6/29 の夕方には出国手続きをし

て、成田からは近畿ツーリストのガイドさんの案内もあり３３６－Ａ地区のメンバー約

２５人の団体移動となりました。 

 ホテルはニューヨークニューヨーク。初めて見るラスベガスは大変興味深く 24 時間

不夜城とはこのことでしょうか。２４時間営業レストランも多数あり、いつでもカジノ

ＯＫ、食事もＯＫです。 

ＭＧＭホテルの中で行った開会式は約２万人、日本人は約３千人といったところでし

ょうか。ビッグスケールな設備に圧倒されてしまいました。 

バス移動で約８ｋｍの旧市街での大行進にも参加いたしましたが、外気温が４８℃と

物凄く暑くて、長時間の行進は危険であると思いました。でも世界中から陽気な人達が

集まって大変楽しく行進もできました。 

7/3～4はフリータイムでしたので、有名なシルク・ド・ソレイユのショーとマジック

ショーを鑑賞いたしました。メンバーの中にはグランドキャニオンなどに行った人もい

ました。  

とにかく一度行くとまた二度行きたくなる町ですね。人口２００万人、年間来場観光

数は３５００万人という町ですから物凄い娯楽の町でした。 

次回は夫婦で行きたいところです。 
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第 21回 西日本拳法道選手権大会 

永井健之 

平成 30年 7月 8日（日）新居浜山根総合体育館におい

て第 21 回西日本拳法部選手権（オープントーナメント）

が行われました。 

前日から降り続いた大雨の影響により各地の被害も大

きく、開催が懸念されましたが、こういう時だからこそ

参加された拳士たちが全力を出し切り「本気」で戦うこ

とで、被災された方や今回参加できなかった仲間たちを

励まそう･･・ 

そんな田中拳剛総裁の「志」

が全選手たちに伝わり素晴

らしい大会となりました。 

すべての試合ともに白熱して、手に汗握るシーンが多くと

ても面白かったです。 

何よりも「拳禅一如」の言葉にあるように、小さな子供たち

から大人のみなさんは、勝っても負けても互いに礼を尽くし、また試合の「場」にも一

礼を決して忘れない姿勢を観て、拳法道で『勝つ』ということは野球サッカーなどのス

ポーツのように単に相手を倒すことで一喜一憂することではなく、『相手のお蔭様で勝

たせて頂いた』というような姿勢にとても感動しました。同時にそれが日本伝統の「道

の心」なのだと感じました。 

一緒に連れて行った私の息子（小学 5 年生）も試合を見てとても興奮し、「今月中に

田中総裁の道場に入会したい！」と言っていましたので、どうぞその節はお願いします

（笑） 

あらためて、この度は素晴らしい大会の開催、誠にあり

がとうございました。 
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７月第一例会に出席して 

小野耕嗣 

7月１０日は本年度、最初の例会でした。 

会場に入った途端、「結構、多くのメンバー

が出席しているなあ」って感じたのは私だけ

でしょうか？ 

本日の出席は３５名だったそうですが、気

が付くと、会員も４４名になっています。（本

日２名入会しました）若い人も増え、組織のパ

ワーのようなものを強く感じました。 

そしてまた、今日の例会は、３３６－Ａ地区

２Ｒ－ＲＣの羽田野修司様（今治ＬＣ）、２Ｒ-ＲＣＡの菅道就様(今治ＬＣ)、そして、

我がひうちＬＣより出向して頂いています、ＧＭＴ・ＧＬＴ・ＦＷＴ・会則委員長の松

本清さん、２Ｒ-ＹＣＥ・ライオンズレオ・国際関係委員の田坂嘉朗さんをお迎えして

の、大人数での第一回例会となりました。 

来賓者紹介の後、亀崎千恵さん、大西理沙さんの入会式がありました。 

「自分が初めて例会に出席した時はどんな気持ちだっただろうか？もうあれから 20

年余りたってしまったけど」などと思いながら、話を聞いていました。しっかりした挨

拶をされていて、好印象でした。 

そのあと、ご来賓の代表として、羽田野２Ｒ-ＲＣのご挨拶がありました。これから

先、役員の皆様は、かなりの時間と体力を使って、（もう既に、そういう状況だとは思

いますが）活動していかれることに対し、大変、尊敬と感謝を申し上げたいと思います。 

食事を挟んで、前年度決算報告、本年度予算(案)等の報告、各委員長挨拶（予算発表

含）がありました。議題が盛り沢山で、10分余り時間を超過して例会が無事終了しまし

た。 

会員数が増えてくると、いいことだけで

なく、我々のあまり気付かない行き届かない

部分があるかもしれません。組織として、細

かいところにも気を配り、良いところをどん

どん伸ばしていければと思います。 

本年度、藤田修生会長を中心に、まとまり

のある充実した良い一年になることを祈念

します。 
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７月第二納涼例会に参加して 

 

直前会長 塩崎 卓 

 今日は、新居浜ひうちライオンズクラブ恒例の納涼例会懇親会でした。今年は猛暑

で日中暑いですが、この時間を皆で楽しく過ごすことが出来ました。 

 開宴後は食事をしながら、前期の皆勤賞の発表、内田真弓Ｌ、越智慈子Ｌ、大西健

司Ｌ、眞鍋啓太Ｌ、伊藤健二Ｌ、塩崎卓Ｌの６名が獲得されました。７月の結婚記念

月では田坂嘉朗Ｌ、塩崎安規Ｌ、に花束贈呈、ガバナーズアワードスポンサー賞を藤

田修生会長が受賞されました。 

 前期多くの新入会員のスポンサーをされ、近回も多くの新入会員さんが参加されて

おりますが、少しずつライオンズに慣れてほしいと思います。 

 アトラクションとして、新居浜市民吹奏楽団、（代表 大西誠）の演奏を聞かせて頂

くことができ和むことが出来ました。 

 今期から中萩中学校、大西誠教頭先生が中心となって新居浜市の中学校全体まとめ

た吹奏楽の活動を始めていきます。新居浜ひうちライオンズクラブとしても支援して

いく予定ですので、宜しくお願い致します。 

 本日は計画大会の皆さんお世話ありがとうございました。 
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例会報告 

第 537回６月第二例会 

平成 30年 6 月 19日（火）18:30～グラッツェふじ 

・議事録作成者指名  松本秋津 

・入会式 東裕子、橋啓子 スポンサー藤田修生 

・会長挨拶 

・幹事挨拶 

・会計挨拶 

・三役へ花束贈呈 

・委員会報告及び挨拶 

 会員会則 会員増強お礼。 

 総務 会報誌原稿協力のお礼。 

 計画大会 ご協力お礼 

 青少年 各事業への協力お礼 

保健福祉環境保全 各事業への協力お礼 

・三役に引継ぎ 

・クラブ旗及びたすきの引継ぎ 

・新三役、理事、委員長の紹介 

・出席報告 小野耕嗣 88.1％ 

・テールツイスタータイム 岡田直人 

 合計 47,000円 

・ライオンズローア 塩崎安規 

 

第 538回７月第一例会 

平成 30年 7 月 10日（火）12:30～グラッツェふじ 

・議事録作成者指名 直野誠司 

・来訪者紹介 

336-A 地区 2R-RC今治 LC 羽田野修司様 

336-A 地区 2R-RCA今治 LC 菅 道就様 

336-A 地区 GMT・GLT・FWT・会則委員長 

新居浜ひうち LC 松本清様 

336-A 地区 2R-YCE・ライオンズレオ・国際関係

委員 新居浜ひうち LC 田坂嘉朗様 

・入会式 亀崎千恵 スポンサー藤田修生 

大西理紗 スポンサー眞鍋啓太 

・会長挨拶 

・来訪者挨拶 

336-A 地区 2R-RC今治 LC 羽田野修司様 

・前期収支決算報告☆  前会計 伊藤健二 

・上記監査報告 前監査 大西健司 

・2018～2019年度予算（案）例会日・会費等☆ 

・審議☆  承認 

・委員会挨拶及び委員会報告 

会員会則 事業案・予算 

総務 事業案・予算 

計画大会 事業案・予算 

 青少年 事業案・予算 

 保健福祉・環境保全 事業案・予算 

・幹事報告 理事会報告 

・出席報告 79.5％ 

・テールツイスタータイム 曽我部正二 

 ドネーション 54,000円 

・ライオンズローア 土岐和美 

 

第 539回７月第二例会 

平成 30年 7 月 24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 内田真弓 

・会長挨拶 

・支援金贈呈 

 西日本拳法道選手権大会 

 新居浜ひうちＬＣ杯少年ソフトボール大会 

・前三役感謝状授与 

・委員会報告 

 総務 広報誌原稿依頼、ＨＰ更新考案中、事務

局 LINEアカウント活用 

 計画大会 本日の懇親会について 

 青少年 バレーボールソフトボール大会の日程 

 保健福祉環境保全 清掃のお礼 

・幹事報告 理事会報告 

・地区委員長報告  

・地区委員報告 

・皆勤賞表彰 ６名 

・結婚記念月 ２名 

・ガバナーズアワードスポンサー賞 藤田修生 

・2017～2018年度新入会員記念品贈呈 ２名 

・出席報告 77.3％ 

・テールツイスタータイム 曽我部正二 

 ドネーション 37,000円 

・ライオンズローア 塩崎安規 

 

第 540回８月第一例会 

平成 30年 8 月 7日（火）12:30～グラッツェふじ 

・ライオンズの誓い 岡田直人 

・議事録作成者指名 舟橋大賀 

・来訪者紹介 

 新居浜別子ＬＣ会長 川上博司様 

 新居浜別子ＬＣ30周年大会委員長 井上猛様 

新居浜市中学校音楽教科会顧問 大西誠様 

・会長挨拶 

・ブラスバンド支援金贈呈 

・来訪者挨拶 

新居浜別子ＬＣ会長 川上博司様 

 新居浜別子ＬＣ30周年大会委員長 井上猛様 

・誕生祝い ９名（小野勲、直野、松本秋、亀崎、

越智、土岐、大石、高橋、瀧本） 

・結婚記念月 １名 越智 

・皆勤賞表彰 田尾 

・委員会報告 

 会員会則 新入会員２名予定 

 総務 ＨＰ更新 

 計画大会 ９月伊予土居ＬＣ合同例会 

 青少年 バレーボール協会中平様来訪予定 

・地区委員報告 冬期ＹＣＥ受入派遣について 

・幹事報告 Ｚ会議、ガバナー公式訪問 

・出席報告 75％ 

・テールツイスタータイム 曽我部正二 

ドネーション 43,000 円 

・ライオンズローア 塩崎安規 

 



13 

 

 

 

 

＊６月第二例会＊ 

塩崎卓 新入会員の東裕子さん、高橋啓子さん、宜しくお願いします。今日は引継

例会です。楽しく宜しくお願いします。 

塩崎安規 大阪に就職した息子が地震の被害に遭わず感謝です。 

眞鍋啓太 現三役の皆様大変御苦労様でした。会員数４３名大きな退会もなく（横井

氏は残念）滞りなく果たされました。敬意を表します。 

横井俊幸 一年間ありがとうございました。色々と迷惑かけましたが、健康が一番で

す。体には充分気をつけてください！ 

曽我部正二 東さん、高橋さん、入会おめでとうございます。会長、幹事、会計、テー

ルツイスター、各委員長、副委員長、理事、皆様お疲れ様でした。 

秋山義則 引継例会おめでとうございます。そして一年間三役の皆様ご苦労様でし

た。ありがとうございます。 

越智慈子 三役様、皆様一年間お疲れ様でした。会長スローガン「心を一つに地域に

奉仕」心を一つにできる素晴らしい仲間と共に奉仕活動ができました。良

かったです。 

田坂嘉朗 塩崎会長はじめ三役、理事、委員長そしてメンバーの皆さん今年一年お疲

れ様でした。 

日野満明 新入会員を歓迎致します。 

小野耕嗣 例会へのご出席、そして年間を通しての会報

誌原稿のご協力、一年間大変お世話になりま

した。総務委員会を代表してお礼を申し上げ

ます。次年度、宜しくお願い致します。 

篠原孝尚 東裕子さん、高橋啓子さん、入会おめでとうございます。 

大西健司 一年間、保健環境保全のアクティビティにご協力下さいましてありがとう

ございました。 

田尾忠士 今年度最後の引継例会、会長はじめ各委員の皆様ご苦労様でした。新入会

員の東裕子Ｌ、高橋啓子Ｌ宜しくお願いします。 

内田真弓 新入会員の東さん、高橋さん、おめでとうございます。宜しくお願いしま

す。会長さん及び幹事会計の皆様お疲れ様でした。 

田窪秀道 本日は例会後、青少年補導パトロールがあり、懇親会に参加出来ません

が、大いに盛り上がってください。東さん、高橋さん入会歓迎します。 

松本清 ＦＷＴ（ファミリー・ウーメン・チーム）の御入会を歓迎致します。 

 キャビネットＧＭＴ・ＧＬＴ・ＦＷＴ・会員委員長として 



14 

 

土岐和美 今期の例会も今日で締めとなりました。役員の皆様御苦労様でした。今期

も多くの会員の方が入り、活気が出て来ました。引続き来期も宜しくお願

い致します。 

坪井利勝 父の日おめでとうございました。 

戒田憲昭 新居浜西高書道部が全国大会に出場します。 

岩崎隆義 地震対策は万全ですか？！ 

東裕子 初めての参加で緊張してます。よろしくお願いします。 

高橋啓子 何事も初めてのことなので皆様よろしくお願い致します。 

 

＊７月第一例会＊ 

藤田修生 世界大会ラスベガスは最高でした。でも体調がすぐれず少し苦しかった。

出雲ライオンズ、広島ライオンズ、高知ライオンズや北海道の方々とお友

達になれました。 

塩崎卓 新入会員の亀崎千恵さん、大西理紗さん宜しくお願いします。２Ｒ－ＲＣ羽

田野様、２Ｒ－ＲＣＡ菅様、ＧＭＴ・ＧＬＴ・ＦＷＴ・会則委員長松本様、

２Ｒ－ＹＣＥ・ライオンズレオ・国際関係委員田坂様、歓迎致します。 

眞鍋啓太 ＲＣをお招きして且つ２名の新入会員入会式、例会は盛会です。今年度の

活動も盛り沢山。 

越智慈子 藤田修生会長のスタートです。よろしくお願い致します。２Ｒ－ＲＣ羽田

野様、２Ｒ－ＲＣＡ菅様歓迎致します。本日入会の亀崎様、大西様、よろ

しくお願い致します。 

伊藤健二 今期幹事を務めさせていただきます。一年間宜しくお願いします！ 

篠原孝尚 羽田野修司ＲＣ、菅道就ＲＣＡ、例会訪問御苦労様です。亀崎さん、大西

さん、入会おめでとうございます。 

塩崎安規 新入会員の亀崎千恵さん、大西理紗さん、入会おめでとうございます。羽

田野ＲＣの例会訪問を歓迎致します。 

秋山義則 大雨の為に愛媛県でも南予に地域で大災害が起こり、被災地となっており

ます。私は明日ボランティアに参加します。 

大西健司 梅雨明けです。昨日から大変暑いです。皆様体調をくずさぬように気をつ

けてください。 

戒田憲昭 豪雨の後、急に暑くなってきていますが、皆様お体に気をつけてください。 

日野満明 ２名の方の入会おめでとうございます。共に頑張りましょう。 

松本清 ＲＣ羽田野修司様、ＲＣＡ菅道就様、お二人のご来訪を歓迎申し上げます。 

坪井利勝 西日本水害の被災地の皆様へ義援金 

内田真弓 羽田野様、菅様、来訪ありがとうございます。亀崎さん、大西さんご入会

おめでとうございます。よろしくお願いします。 
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土岐和美 この度の豪雨より被災された方々にお見舞い申し上げます。今日から新年

度となります。新役員の方々よろしくお願い致します。又、新年早々新入

会員の２名入会式おめでとうございます。今後ともよろしく活動をお願い

します。 

田坂嘉朗 先日父の葬儀の際には大変お世話になりました。 

岩崎隆義 こまめに水分摂りましょうね。 

蓮尾有里 明日は娘の誕生日です。18才になります。年を

取るのは早いです。 

東裕子 今日は２回目の例会でした。今後ともよろしく

お願いします。 

高橋啓子 初めての例会出席で胸がいっぱいです。 

 

＊７月第二例会＊ 

藤田修生 大変暑い中、体調気をつけてください。先日の早朝清掃ありがとうござい

ました。 

塩崎卓 暑い日が続きますが皆さん体調崩さないように気を付けてください！ 

眞鍋啓太 暑気払い楽しく過ごしたいですね。現在 44名平均年齢 56 歳、燃える集団。 

越智慈子 酷暑が続きます。本日の納涼例会楽しみにしていました。 

篠原孝尚 暑い日が続いていますが、皆さん熱中症には十分気をつけてください。 

田窪秀道 前三役の皆様お世話になりました。 

塩崎安規 今日は納涼例会です。暑さに負けず盛り上がりましょう。 

大西健司 皆様暑さに負けないように！ 

戒田憲昭 猛暑が続きますが、皆さんお体に気を付けてください。 

松本清 これからガバナー公式訪問が始まります。今治の時は宜しくお願い致します。 

小野耕嗣 毎日暑い日が続きます。熱中症にならない様に気を付けましょう！！ 

内田真弓 毎日猛暑で皆様体調くずされないように。 

土岐和美 今夏は地震、豪雨の後は猛暑と大変な年になりましたが皆さんに会えて元気

そうで何よりです。まだ暑さは続く様ですが気を付けて頑張って下さい。 

田坂嘉朗 今日は飲むよーーーー！ 

岩崎隆義 体調十分気を付け水分忘れないように。 

蓮尾有里 先日、母校の新商の野球の応援に行っていたんですが、とうとう負けてし

まいました。けど感動の一日でした。 

東裕子 ３回目の例会に参加させていただき、慣れたのか慣れてないのかよく分か

らないまま参加させていただき申し訳ないのですが…今後とも宜しくお願

いします。 

大石豪 猛暑が続きますがお体には十分御留意下さい。 
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石井敦士 大型バイクの免許＆バイクを買ったので、お盆にはツーリング三昧です。 

 

＊８月第一例会＊ 

藤田修生 ①暑い日が続きます‼体調を整えて～。②前回の夜間例会ご苦労様でした。

③来訪の方々に御礼申し上げます。 

塩崎卓 新居浜別子ＬＣ会長川上博司様、新居浜別子ＬＣ30周年大会委員長井上猛

様、新居浜市中学校音楽教科会顧問大西誠様、例会訪問歓迎致します。 

眞鍋啓太 大西先生をお迎えして今後のアクティビティにはずみをつけたいもので

す。尚、新居浜別子ＬＣ30周年おめでとうございます。 

越智慈子 新居浜別子ＬＣ30周年事業、式典の成功を祈ります。 

篠原孝尚 田尾さん、復帰おめでとうございます。新居浜別子ＬＣ川上博司さん、井

上猛さん、例会訪問お疲れ様です。大西誠さん、お忙しい中ありがとうご

ざいました。 

田窪秀道 田尾さん無理せず頑張って下さい。 

曽我部正二 新居浜別子ＬＣ会長川上様、井上様、ご来訪ありがとうございました。 

塩崎安規 殺人的暑さの中、なんとか生きています。みなさん暑さに負けず頑張りま

しょう。来訪者を歓迎致します。 

田尾忠士 ７月いっぱいは欠席をして、すみません。７月末に退院し元気になり帰っ

てきました。 

秋山義則 今日も真夏だね、あつい～。新しいメンバーが増えて楽しいね。 

大西健司 皆様暑さに負けないで下さい。 

戒田憲昭 高 1の娘が、補欠ですが書道パフォーマンス甲子園に出場しました。 

日野満明 暑い日が続きます。体に気を付けてウィサーブ！ 

坪井利勝 熱中症に気を付けましょう。 

内田真弓 新居浜別子ＬＣお二人来訪ありがとうございます。 

土岐和美 暑い日が長く続いています。無理をしないで過ごしてください。今日は新

居浜別子ＬＣ会長川上様、30周年式典大会委員長井上様、式典案内に来訪

御苦労様です。 

田坂嘉朗 新居浜別子ＬＣさん大歓迎します。 

岩崎隆義 日々暑いので溶けないように気を付けましょう。 

蓮尾有里 二人の子供たちは夏休みで遊んでばかりです。 

 私も夏休みが欲しい！！ 

東裕子 毎日暑い日が続いてますが皆さんお身

体に気を付けて下さい。 
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日 曜 曜 曜

1 水 土 月

2 木 日 火

3 金 月 水

4 土 火 木

5 日 水 金

6 月 木 土

7 火 金 日

8 水 土 月

9 木 日 火

10 金 月 水

11 土 火 木

12 日 水 金

13 月 木 土

14 火 金 日

15 水 土 月

16 木 日 火

17 金 月 水

18 土 火 木

19 日 水 金

20 月 木 土

21 火 金 日

22 水 土 月

23 木 日 火

24 金 月 水

25 土 火 木

26 日 水 金

27 月 木 土

28 火 金 日

29 水 土 月

30 木 日 火

31 金 水

8月 ９月 １０月

地区ガバナー公式訪問　

ソフトボール大会

第一例会 12：30～　ふじ

第23回小学生バレーボール大会

第二例会 ふじ 12：30～　ＺＣ訪問

Ｚ会議 第二例会伊予土居ＬＣ合同　18:30～ふじ

献血

世界ライオンズデー　6:00～　中央公園

理事委員長会　事務局　19:00～

理事委員長会　事務局　19:00～

理事委員長会　事務局　19:00～

清掃　7：00～マリンパーク

第一例会 12：30～　ふじ

第一例会 12：30～　ふじ

ひうちカレンダー



18 

 

Wedding anniversary 

７月 塩崎安規・珠美（３日） 

 田坂嘉朗・美紀（９日） 

８月 越智慈子・誠司（７日） 

９月 岡田直人・好美（１０日） 

 松本清・富美子（１２日） 

 伊藤嘉彦・友子（１９日） 

 舟橋大賀・亜弓（２５日） 

おめでとうございます！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂｉｒｔｈｄａｙ 

８月 小野 勲（２日） 

直野誠司（２日） 

松本秋津（２日） 

亀崎千恵（２日） 

越智慈子（６日） 

土岐和美（１０日） 

大石 豪（１９日） 

高橋啓子（２５日） 

瀧本こずえ（３１日） 

９月 大西健司（３日） 

永易 勲（１３日） 

＊＊＊編集後記＊＊＊ 

２３年目、ひうちライオンズクラブの運営がスタートしました。 

昨年度、会員数は、塩崎会長（直前）の目標通り４０名を達成致しました。 

本年度に入って、更に増える傾向にあります。 

凄く勢いを感じます。経験豊かなメンバーと新しいメンバーの「経験と新鮮さ」

が、上手くバランスが取れて、クラブの活性化に繋がっていると思います。 

さて、本年度はどんな展開（活動）になっていくのでしょうか。楽しみです。 

藤田修生会長を中心に、まとまりのある楽しく活発な充実した１年になるこ

とを期待します。暑さが続く毎日です。ご自愛ください。 

本年度も宜しくお願い致します。              Ｋ．Ｏ 

 

  

新居浜ひうちライオンズクラブ会報誌 

会長 藤田修生  幹事 伊藤健二  会計 篠原孝尚 

総務委員長 永井健之 

例会場  グラッツェふじ 

例会日 第一・三火曜日 １２：３０～１３：３０ 


