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第１回少年ソフトボール大会 

田窪秀道  

大会３日前の天気予報では８０％雨の予報でし

たが、会員各位の念力が通じたおかげで絶好のスポ

ーツ日和となり、第一回新居浜ひうちライオンズク

ラブ杯少年ソフトボール大会が９月２日(日曜日)

河川敷にて予定通り開催されました。 

参加チームは１５チーム。８時３０分から開始さ

れた開会式ではメンバー１８名が参加し、代表して

藤田修生会長が子どもたちに激励のご挨拶を行い

ました。試合開始前には始球式も執り行われ、練習

をしないわりには・・・案外といい球を投げられま

した。子どもに打たれなくて幸いでした。(笑) 

続いて４コートに分かれて９時より試合開始。各

チームの熱戦が繰り広げられました。 

結果は垣生青空スポーツ少年団が優勝。大生院ブ

ルータイガーススポーツ少年団が準優勝。第三位は宮

西スポーツ少年団並びに泉川スポーツ少年団でした。閉会式では本年度製作した真新し

い金杯が優勝チームに手渡され三位までのチームには金・銀・銅メダルが子どもたちに

授与されました。閉会式に参加されたひうちラ

イオンズのメンバーがそれぞれ子どもたちの首

にメダルを掛けてあげる光景はとても誇らしく

感じました。 

昨年度まで約３０年間、新居浜中央ライオン

ズクラブ様に本大会を共催して頂いておりまし

たが、クラブの諸事情で本年６月に辞退の申し

入れを受け四苦八苦していたところ、今年より

我が新居浜ひうちライオンズクラブで引継ぐ運

びとなり大変嬉しく思います。今後ともソフト

ボールを愛する子どもたちの健全育成のため、

一年でも長く本事業を続けて頂けますようお願

いを申し上げ大会支援の御礼とご報告にかえさ

せて頂きます。ありがとうございました。 

 

初めての始球式
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第２３回小学生バレーボール大会 

高橋啓子  

第２３回新居浜ひうちライオンズクラブ旗争奪小学生バレーボール大会が９月１５、

１６日に新居浜市民体育館で盛大に開催されました。 

 今年は、愛媛、高知、香川より男子混合１３チーム、女子２９チームが参加し、熱戦

を繰り広げました。男子優勝は、松山双葉男子ＶＢＣ、女子優勝は松山石井東ＪＶＣ、

２位 男子は新居浜金栄ＪＶＣ混合、女子は泉川ＪＶＣでした。新居浜のチームの皆さ

ん惜しかったです。 

小学生とは思えない白熱ある試合を見せてもらい大変感動しました。次回も素晴らし

い好プレーが見られると思います。 

最後に、新居浜市バレーボール協会、戒田委員長、ライオンズメンバー他、関係者の

皆様、御協力ありがとうございました。お疲れ様でした。 
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２Ｒ－３Ｚ伊予土居ＬＣとの合同例会・懇親会を振り返って 

永易 勲  

平成 30年 9月 18日 伊予土居 LCをお招

きして、合同例会ならびに懇親会(芋炊会)

を開催しました。 

伊予土居 LCは、喜井孝一会長をはじめ 15

名様でご参加下さいました。新居浜ひうち

LCは、36名の参加者＋事務局日野さんで

した。 

ご参加いただいた皆様に少しでも楽しん

で頂きたいと思い、計画大会委員みんなで知恵を出し合い藤田修生会長と相談して計

画を立てました。 

伊予土居 LC山内長則第一副会長の乾杯の挨

拶から始まり、カラオケイントロクイズでは、

伊予土居 LCの神垣静馬幹事を皮切りに多くの

方々が次々とステージに上がって盛り上げて下

さいましたので、時間があっという間に過ぎま

した。 

残念ながら、叩いてかぶってじゃんけんぽん！

というもう一つの余興は出来ませんでしたが、

最後の新居浜ひうち LC眞鍋啓太第一副会長の

ライオンズローアで手を取り合い楽しく終わる

事が出来たので、伊予土居 LCの皆様との親睦

はしっかり深められたかと思います。 

小学校以来、この様な大勢の前での司会など

する機会の無い私にとって今回の懇親会では、

私自身をちょっとだけ成長させて頂いた様な気

がします。 

最後に不慣れな司会進行で不手際が多々あり

ましたことを深くお詫びいたします。 

新居浜ひうち LCの皆様の援護射撃が大変心強

かったです。本当に有り難うございました。来

年は全員で伊予土居 LCに御呼ばれに行きまし

ょう！ 
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世界ライオンズ・デー 

石井敦士 

 

平成 30 年 10 月 8 日（月曜日）『新居浜中央公園』に於いて世界ライオンズ・デー新

居浜４クラブ合同早朝例会が開催されました。 

私は今回が初めての世界ライオンズ・デーへの参加でした。貴重な体験をさせていた

だきありがとうございます。朝方は大雨でしたが、例会開始時刻となると雨も止み、清

掃活動に支障のない天候になりました。 

例会場所は新居浜市にある主要施設が密集した、まさに「中央」と呼ぶにふさわしい

地区にある中央公園。市役所や消防署をはじめ、税務署・裁判所から市民文化センター・

急患センターまで、新居浜市民の生活を支える施設で働く人や地域の人々の交流や憩い

の場となっています。 

そのような素敵な場所を我がクラブの皆様や各クラブの方々と清掃出来たことは大

変嬉しく思います。ただ、直前の大雨等の影響もあってか、当日の参加率は４６．７％

（４５名中２１名）でした。こちらも改善出来るよう、また我がクラブの会員増強と併

せて今後も各イベント含め盛り上げていきたいと思います。 

１年後もまた、会員の皆様が何事もなく健やかに世界ライオンズ・デーを迎えられま

すことを祈念致します。 
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 ２Ｒ親善スポーツ大会 

～新居浜ひうちライオンズチーム大健闘でした！～ 

 永井健之  

11月 3日(土）文化の日！ 

今治中央体育館にて第 46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。200名近くの参加者で体育館は熱気に包まれていました。 

選手メンバーとしては、塩崎卓直前会長、伊藤幹事、岡田理事、塩崎安規理事、戒田委

員長、そして私（永井）と私の妻が出場致しました。また、藤田会長、越智副会長、烏

谷さんも朝一から応援に駆けつけてくれたおかげで一気に盛り上がり、選手と応援が一

丸となり、今日一日は何があっても最後まで諦めないことを誓い合いました。 

第 1試合目は昨年準優勝チームの西条ライオンズクラブさんでした。 

大半の予測は一方的な試合だと思われたはずですが、なんと１セット目は 15対 14とい

う大接戦でした。２セット目は力及ばず惜しくも敗

れてしまいました。 

第 2 試合もこれまた強豪チームの今治東Ｂチーム

でした。 

強豪チームということで最初から浮足立ってしまい、

5 対 0 という差を広げられたところからのスタート

でしたが、選手も応援も最後まで諦めない気持ちで

試合に臨んだおかげで、なんと、なんと驚異の大逆転

で 2セットをもぎ取り勝利しました。 

１勝１敗で、ワイルドカードからの決勝リーグ進出の可能性もありましたが、惜しくも

得失点差で決勝トーナメント進出は叶いませんでした。 

次回はもっともっと練習して、「優勝旗を新居浜に！」を合言葉にして、ひうちライ

オンズメンバーみんなと祝杯を挙げられる結果を掴み取りたいと思います。皆さん来年

もどうぞ宜しくお願い致します。ありがとうございました。 
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 第１回献血報告 ９月１６日（日） イオンモール新居浜駐車場 

 

 

 

 

 

 

（有）ミートハウスフジタ 取締役 藤田
ふじた

聖一
せいいち

 

この度入会させて頂きました有限会社ミートハウスフジタの藤

田聖一と申します。 

弊社は人財育成部門と IT部門の 2部門に分かれており、職業訓

練・人財育成研修・パソコン指導・IT支援等を行っておりま

す。近年では２部門の強みを生かし、小学生向けロボットプログ

ラミング教室も運営しております。 

入会したばかりで分からない事も多い現状ですが、奉仕の精神

を持ち、少しでもメンバーの皆様、地域の皆様のお役に立てれる

よう努力してまいります。まだまだ若輩で至らぬ点もあるかと思いますがご指導ご鞭

撻のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤田聖一さんは真面目、正直、誠実、素直、謙虚を絵に描いたよう

な素晴らしい人です。というと、一見おとなしい人のように思われ

がちですが実は全然違います(^^) 

人一倍努力家で、自社を「もっといい会社」にするために日々積極

的に！貪欲に！勉強されています。加えて親密性スキルも高く、誰

とでもすぐ仲良くなれるステキな人なんです。 

来年は代表取締役になる準備を進めながら、人生のパートナー（伴

侶）を募集しているというウワサです。今後も、我が“ひうちライ

オンズ”を大いに盛り上げてくれること間違いなしです(^^)v 

献 血 受 付 １４７名 

４００ｍｌ献血 １３２名 

不 採 血  １５名 
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 愛媛信用金庫 中萩支店 支店長 烏
からす

谷
だに

征
まさ

明
あき

 

氏 名 烏谷征明 

勤務先 愛媛信用金庫 中萩支店 

住 所 新居浜市本郷２－６－１１ 

電 話 ０８９７－６６－１５１１ 

 この度新会員となりました、愛媛信用金庫 中萩支店の烏谷征

明と申します。 

中萩支店は平成２２年の開設以来、地元の方々の地域のお客さま

へさまざまな金融商品、金融サービスを提供させて頂き、地域経

済の持続的発展に努めています。ライオンズクラブの活動を通じ、地域への貢献を果た

したい考えています。今後ともよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員１０周年記念マイルストーン・シェブロン・アワードを迎えて 

松本秋津 

皆様、会員の松本秋津です。先日会員１０周年記念マイルストーン・シェブロン・ア

ワードなる物を頂きました。どうやら知らないうちに入会１０年を経過していたようで、

自分自身の贈呈式と思っていませんでしたので、少々戸惑いました。 

 思えば、私が入会した当時は会員が減少傾向にあった時期

でしたが、現在なかなかの活況状態であり、隔世の感があり

ます。ひとえに会員増強に努められた皆々様のおかげだと思

います。近年入会なされた方々は、私ごときが１０年続けら

れたので、皆さんも頑張って下さい。最後に今後もライオン

ズ活動を続けて参りますので、皆様宜しくお願い致します。 

当クラブには金融関係のメンバーが一人もいませんでした。そ

こで新居浜市内の金融関係を全部訪問し交渉したのが平成２９

年秋のことでした。その中で唯一、愛媛信用金庫の烏谷さんが

可能性のあるお返事をして頂いたのがきっかけです。 

平成３０年３月に予算決定をして頂きましたが、入会までに６

ヶ月の猶予をもつ様にとの本部の指示で今回 10 月の入会とな

りました。本人は今治在住なのですがなるべく出席して頂ける

とのことなので今後も期待しております。 
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第５４１回 ８月第二例会 

平成 30 年 8 月 21 日（火）12：30～グラッツェふじ 

・議事録作成者指名 亀崎千恵 

・来訪者紹介 

336-A地区 2R-1ZC（新居浜中央ＬＣ）秋山克幸様 

336-A地区 2R-1ZCA（新居浜中央ＬＣ）土遠龍児様 

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 

新居浜市小学生バレーボール連盟代表理事 

中平修一様 

・入会式 藤田聖一 スポンサー永井健之 

・会長挨拶 

・支援金贈呈 

 小学生バレーボール大会  

 ブラインドダンス 

・来訪者挨拶 

336-A地区 2R-1ZC（新居浜中央ＬＣ）秋山克幸様 

・委員会報告 

 会員会則 終身会員、スポンサー賞、審議を要する事

項について 

 総務 会報誌第１版発行配布において原稿ご協力お

礼、ＨＰリニューアルにおいてミートハウスフジタさんと

契約 

 青少年 9 月 2 日少年ソフトボール大会、9 月 15、16

日小学生バレーボール大会 

 保健福祉環境保全 献血 9 月 16 日￥80,000 拠出 

・幹事報告  

西日本豪雨寄付金￥45,000 事業費より拠出  

・審議 ３件可決 

・出席報告 永井健之 82.2％ 

・テールツイスタータイム 曽我部正二 

 ドネーション￥52,000 

・ライオンズローア 篠原孝尚 

 

第５４２回 ９月第一例会 

平成 30 年 9 月 4 日（火）12：30～グラッツェふじ 

・ライオンズの誓い 秋山義則 

・議事録作成者指名 東裕子 

・会長挨拶 

・リジョン出向任命状贈呈 

2R-YCE・ライオンズレオ・国際関係委員 

田坂嘉朗 

・前三役感謝状授与 前期幹事 横井俊幸 

・誕生祝い ２名 大西健司、永易勲 

・結婚記念月 ４名  

岡田直人、松本清、伊藤嘉彦、舟橋大賀 

 

・委員会報告 

会員会則 新入会員について、次回入会式 

計画大会 次回、伊予土居ＬＣ合同例会 

青少年 少年ソフトボール大会お礼、平和ポスタ

ー次回投票 

保健福祉環境保全 献血 9 月 16 日、ブラインドダ

ンス 9 月 15 日（土）10：00～ 

・地区役員報告  

GMT・GLT・FWT・会則委員長 松本清  

・幹事報告 ガバナー公式訪問 

・出席報告 横井俊幸 71.1％ 

・テールツイスタータイム 曽我部正二 

 ドネーション￥35,000 

・ライオンズローア 石井敦士 

 

第５４３回 ９月第二 伊予土居ＬＣ合同例会 

平成 30 年 9 月 18 日（火）18：30～グラッツェふじ 

・入会式 烏谷征明 スポンサー藤田修生 

・会長挨拶 新居浜ひうちＬＣ 藤田修生 

        伊予土居ＬＣ   喜井孝一 

・幹事報告 ＨＰ管理会社変更に伴う予算変更、会

費引落 10 月 12 日（金）（新居浜別子ＬＣ30 周年

記念登録料を含む） 

・審議 ２件可決 

・ライオンズローア 第一副会長 眞鍋啓太 

 

・第５４４回 １０月第一早朝例会 ライオンズデー 

平成 30 年 10 月 8 日（月・祝）6：00～中央公園 

・出席報告 藤田聖一 46.7％ 

 

第５４５回 １０月第二例会 

平成 30 年 10 月 23 日（火）12：30～グラッツェふじ 

・ライオンズの誓い 田尾忠士 

・議事録作成者指名  

・副会長挨拶 

・会員 10 周年記念品贈呈 松本秋津 

・誕生祝い ２名 烏谷、曽我部 

・結婚記念月 ５名  

坪井、曽我部、横井、田尾、秋山 

・委員会報告 

  総務 会報誌原稿お願い、ＨＰリニューアル 

  青少年 平和ポスター参加賞購入 

・地区役員報告  

ＧＭＴ・ＧＬＴ・ＦＷＴ・会則委員長 松本清 

・地区委員報告 

 ＹＣＥ・ライオンズレオ・国際関係委員 田坂嘉朗 

・幹事報告 退会者について、北海道地震義援金に

ついて、２Ｒスポーツ大会の傷害保険加入につい

て 

・審議 ２件可決 
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＊８月第二例会＊ 

藤田修生 新入会員の藤田聖一さんを歓迎致します。 

塩崎卓 新入会員の藤田聖一さんこれからよろしくお願いします。 

眞鍋啓太 藤田さん御入会おめでとうございます。若い力を是非とも我がクラブに注入

してください。 

越智慈子 ９月は事業委員会によるアクティビティーが満載です！皆様どうぞご協力お

願い致します。 

伊藤健二 藤田さん入会おめでとうございます！ 

篠原孝尚 藤田聖一さん入会おめでとうございます。秋山ＺＣ、土遠ＺＣＡ、中平様、今

日はお忙しい中、例会訪問ありがとうございました。 

曽我部正二 いよいよ高校野球決勝戦 感動をありがとう！！ 

塩崎安規 新入会員の藤田さんを歓迎致します。これからも宜しくお願いします。 

田尾忠士 本日の例会、新入会おめでとう。藤田聖一Ｌ今後宜しくお願い致します。 

大西健司 台風がまたやって来ます。皆様、対策に滞りなく。 

永井健之 皆様のおかげでステキな広報誌を発行することができました！次回は１１月

ですがまたご協力をお願い致します！！ 

戒田憲昭 藤田さん、入会おめでとうございます。 

松本清 ２Ｒ－１ＺＣ秋山克幸様、２Ｒ－１ＺＣＡ土遠龍児様のご来訪を歓迎致します。 

坪井利勝 涼しくなりましたね！ 

内田真弓 新入会藤田さんおめでとうございます。宜しくお願いします。 

・出席報告 小野耕嗣 66.7％ 

・テールツイスタータイム 曽我部正二  

ドネーション ￥31,000 

・ライオンズローア 藤田聖一 

 

第５４６回 １１月第一例会 

平成 30年 11 月 6 日（火）12：30～グラッツェふじ 

・ライオンズの誓い 

・議事録作成者指名 

・会長挨拶 

・２Ｒスポーツ大会の結果報告 

・誕生祝い ２名 

・結婚記念月 ４名 

 

 

・委員会報告 

会員会則 会員増強お願い、終了後規約変更に

ついて委員会開催 

計画大会 来月家族忘年会について 

保健福祉・環境保全 ブラインドダンス当番表案内

済、今月のブラインドダンス 11 月 24 日（土）、清掃

活動 11 月 18 日（日）7：00～ 後日案内 

・愛顔ふれあいフェスタの案内 第一副会長より 

・幹事報告 第 2回リジョン会議・２Ｒ新会員オリエンテ

ーション・２Ｒリーダーシップ研修会 12 月 2 日（日） 

・出席報告 横井俊幸 72.7％ 

・テールツイスタータイム 曽我部正二 

 ドネーション ￥41,000 

・ライオンズローア 田坂嘉朗 
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土岐和美 ８月１０日で８０才を迎える事が出来ました。自分ではまだ精神的には２０

才位に思っていますが、身体的には老体となり、バランスを取るのに困ってお

ります今日この頃です。今後ともよろしくお願い致します。 

藤田聖一 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。１日

も早く皆様のお力になれるよう努力してまいります。宜しくお願い致します。 

田坂嘉朗 秋山ＺＣ大歓迎します。 

岩崎隆義 体調管理気をつけましょうね。 

東裕子 涼しかったり暑かったりと気温差が激しいですが、皆様熱中症に気を付けて

ください。 

 

 

＊９月第一例会＊ 

藤田修生 先日のソフトボール大会、雨も降らずに無事終了御苦労様でした。初めての始

 球式はちょっと緊張しました。 

塩崎卓 先日の少年ソフトボール大会お疲れ様でした。当日は用事があり欠席しすみ

ませんでした。 

眞鍋啓太 このままいくと新居浜は台風２１号の大きなダメージもなく終わりそう。め

 でたし。 

越智慈子 先日ソフトボール大会無事に終わりました。ご協力ありがとうございました。

あと９月は献血とバレーボール、ブラインドダンスと盛り沢山です。よろし

くお願いします。 

伊藤健二 台風の中、出席ありがとうございます。 

篠原孝尚 第１回ソフトボール大会無事終わりましてお疲れ様でした。気温の変化で体

 調崩さない様にしてください。 

曽我部正二 台風気を付けて！ 

田尾忠士 今日台風で雨です。皆さん気を付けて下さい。 

秋山義則 台風で今日の例会は大丈夫かなぁと思いながら来ました。今からですね。 

大西健司 台風の影響がなければいいですね。 

戒田憲昭 少年ソフトボール大会へのご協力ありがとうございました。次は小学生バレ

ーボール大会のご協力お願いします。 

日野満明 皆様９月１６日（日）献血宜しくお願い致します。 

松本清 今日は道前キャビネットＧＭＴ・ＧＬＴ・ＦＷＴ・会則委員会の活動報告をご

静聴頂きましてありがとうございました。 

坪井利勝 台風がそれてくれてよかったです。 

内田真弓 台風の被害ありませんように！ 

横井俊幸 昨日、歴代会長の小野茂樹さんの葬儀がありました。また、名物が一人いなく

なりました。さみしい限りです。 

藤田聖一 ソフトボール大会お疲れ様でした。献血は行かせていただきます。 

岩崎隆義 今日も笑顔で元気に。 

蓮尾有里 夏休みを取り娘と大阪で一泊しに行ってきました。買い物をしたり、美味しい

ものを食べたり、楽しく過ごせて幸せでした。又、頑張れそうです。 

東裕子 今日は台風で車運転できるか心配でしたが、無事来れて良かったです。何事も

なく過ぎてくれるといいですね。 

石井敦士 バイク納車後１０００ｋｍ！祝 無事故☆ 
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＊９月第二 伊予土居ＬＣ合同例会＊ 

藤田修生 新入会員、伊予土居ＬＣの皆様を歓迎します。 

塩崎卓 今日と伊予土居ＬＣと新居浜ひうちＬＣとの合同例会です。今日は楽しく盛

り上げていきましょう。よろしくお願いします。 

眞鍋啓太 私が入会してからも５回の伊予土居ＬＣ様との合同例会 来年は土居の本格

的な芋を食する！楽しみです。 

越智慈子 日曜日に新居浜別子ＬＣ３０周年記念事業「佐藤ひらりチャリティーコンサ

 ート」に行って参りました。新居浜別子ＬＣ会長のスローガン「一人一人が常

に奉仕の同志たれ」のもと、視力ファーストの素晴らしい事業でした。 

田窪秀道 烏谷さん入会おめでとうございます。 

曽我部正二 烏谷さん入会おめでとうございます。 

塩崎安規 新入会員の烏谷さんを歓迎致します。合同例会楽しみましょう。 

田尾忠士 本日は２Ｒ－３Ｚ伊予土居ＬＣさんと合同例会です。メンバーの入会式も行

われます。烏谷征明Ｌよろしく。 

大西健司 日曜日には、献血、小学生バレーボール大会、チャリティーコンサートと皆様

忙しく動いてお疲れ様でした。 

永井健之 バレーボール大会、チャリティーコンサート、献血、週末イベントお疲れ様で

した！！本日は伊予土居ＬＣ様と新居の芋炊きを堪能しましょう！ 

戒田憲昭 小学生バレーボール大会へのご協力ありがとうございました。平和ポスター

の投票よろしくお願いします。 

松本清 伊予土居ＬＣの皆様の御来訪を歓迎致します。９月５日の３Ｚ合同例会では

お世話になりました。 

小野耕嗣 伊予土居ＬＣの皆様お世話になります。歓迎致します。 

内田真弓 伊予土居ＬＣ様、今日はありがとうございます。楽しい時間を過ごされますように。 

土岐和美 伊予土居ライオンズクラブさんとの合同例会、今回はひうちライオンズクラ

ブで行われるとの事で歓迎致します。又、新入会員の烏谷征明さん入会おめで

とうございます。新居浜ひうちライオンズクラブは結成以来、初めての金融機

関関係者となります。宜しくお願い致します。 

田坂嘉朗 伊予土居ＬＣの皆さんようこそ新居浜へ。今日も飲むよ～～ 

東裕子 だいぶ朝夕涼しくなりました。気温差で体調を崩さないように気を付けましょう。 

舟橋大賀 献血活動お疲れ様でした。 

烏谷征明 新規会員となりました。奉仕の心を大切に活動したいと思います。よろしくお

願いします。 

 

 

 

＊１０月第二例会＊ 

塩崎卓 皆さんお祭りは楽しみましたか。 

眞鍋啓太 スポーツの季節、読書の季節、食欲の秋。ゴルフは上達しない。諦めずに頑張

ります。 

越智慈子 お祭りも終わりました。これから年末まで早そうですね。時に負けることなく

充実した日々を過ごしたいです。 

篠原孝尚 朝晩寒くなってきました。皆さん風邪ひかないようにして下さい。 

秋山義則 結婚記念のお花ありがとうございました。 

大西健司 祭りも終わり、これから年末に向かって気分を入れ替え、 
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 仕事にライオンズ活動に頑張っていきましょう。 

日野満明 天高く秋の空 希望を持ちウィサーブ！ 

松本清 今度の地区誌に、若干好きなことを書かせて頂いています。御笑読頂ければと

思います。宜しくお願いします。 

小野耕嗣 急に寒くなってきましたね。皆さん風邪をひかない様にして下さい。 

坪井利勝 妻が退院して良かったです。 

内田真弓 いいお天気で楽しいお祭りでした。 

土岐和美 秋祭りも終わり急に寒さを感じる様になりましたが風邪に注意して下さい。 

藤田聖一 ＨＰが新しくなっております。ご覧下さいませ。 

岩崎隆義 今日も一日健康に感謝しましょう。 

東裕子 久しぶりな感じがします。だいぶ秋も深まり、寒くなってきました。皆さん体

調に気をつけて下さい。 

伊藤嘉彦 母が亡くなり１ヶ月経ちました。少しずつ落ち着いてきました。

たくさんの方にお気遣い頂き、ありがとうございました。 

 

 

 

 

＊１１月第一例会＊ 

藤田修生 ①ソフトバレーボール大会１勝１敗惜しかったです。②先月の例会はお休み

 してすみませんでした。痛風になったかもしれません。 

塩崎卓 先日の２Ｒソフトバレーボール大会お疲れ様でした。もう少しで決勝に行け

そうでした。残念です。 

眞鍋啓太 今年度のアクティビティも順調に且つ楽しく経過しております。この調子で

進めていきたいものですネ。 

越智慈子 再来週、約２０年ぶりに東京に行きます。しかも単独で…！ 

 無事に帰れますように… 

曽我部正二 バレーボールお疲れ様でした。いよいよ紅葉の季節。紅葉狩りに 

 出かけましょう！ 

永井健之 ２Ｒスポーツ大会応援ありがとうございました。来年は「優勝旗をひうちに」

を合言葉に一緒に頑張りましょう！ 

戒田憲昭 バレーボール大会お疲れ様でした。 

田尾忠士 少し寒くなりました。皆様風邪をひかないで。 

松本清 一昨日、第２回キャビネット会議に出席してきました。会員純増が今、全国１

位が３位になり、５位になっています。皆さん御協力を宜しくお願いします。 

内田真弓 バレーボールお疲れ様でした。 

土岐和美 秋晴れの良い天気が続いていますが夜は冷え込み暖房がほしい位の気候とな

り、昼と夜の温度差が厳しく風邪などひかない様に頑張ってください。 

横井俊幸 全国で８７名の中に選ばれまして、国土交通大臣表彰を頂きました。本当に光

栄な事です。まだまだ頑張ります。 

岩崎隆義 寒くなりました。体調に十分気を付けましょうね。 

東裕子 朝晩寒いけど、昼は暑いので体温調節が難しいですね。皆さん風邪などひかな

いように…。 

烏谷征明 今年も残り２ヶ月となりました。今年目指した目標をやりきりたいと思います。 

 



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

日 曜 曜 曜

1 木 土 火

2 金 日 水

3 土 月 木

4 日 火 金

5 月 水 土

6 火 木 日

7 水 金 月

8 木 土 火

9 金 日 水

10 土 月 木

11 日 火 金

12 月 水 土

13 火 木 日

14 水 金 月

15 木 土 火

16 金 日 水

17 土 月 木

18 日 火 金

19 月 水 土

20 火 木 日

21 水 金 月

22 木 土 火

23 金 日 水

24 土 月 木

25 日 火 金

26 月 水 土

27 火 木 日

28 水 金 月

29 木 土 火

30 金 日 水

31 月 木

第一例会 ふじ 12:30～

理事委員長会19：00～事務局

１１　月 １２　月 １ 月

第２回リジョン会議・リーダーシップ研修

会・新会員オリエンテーション

第二例会　ふじ　12:30～

第二例会 ふじ 12：30～　　　　　　　

愛ロード清掃　7：00～

Ｚ会議

第一例会 ふじ 12：30～　　　　　　　

新居浜別子LC30周年記念式典 理事委員長会19：00～事務局

ブラインドダンス

第一家族忘年会 ふじ 18：30～　　　　　　　

ブラインドダンス

ブラインドダンス

第二例会　ふじ　12:30～

薬物乱用防止教育認定講師養成講座

２Ｒスポーツ大会

理事委員長会19：00～事務局
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Wedding anniversary 

１０月 坪井利勝・峰子 （１日） 

 曽我部正二・恵 （６日） 

 横井俊幸・伊都美（７日） 

 田尾忠士・美智子（１０日） 

 秋山義則・セツコ（３１日） 

１１月 烏谷征明・由美子（９日） 

 永易 勲・しのぶ（１５日） 

 岡 周平・公子 （１８日） 

 高橋啓子・幸夫 （２３日） 

１２月 藤田修生・やよい（２日） 

 源代晴基・智恵 （３日） 

 土岐和美・孝子 （１８日） 

 

 

 

おめでとうございます！ 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おめでとうございます

 

 

 

 

 

Ｂｉｒｔｈｄａｙ 

１０月 烏谷征明 （１７日） 

 曽我部正二（３１日） 

１１月 塩崎安規 （１０日） 

 篠原孝尚 （２０日） 

１２月 永井健之 （１日） 

 内田真弓 （３日） 

 日野満明 （２０日） 

 岡 周平 （２５日） 

 

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 

こんにちは。会員の皆様にはいつもお世話になっています。総務の会報作成にはいつ

もご協力下さいまして、本当にありがとうございます。これも会員の相互理解の賜物で

す。私も今年くらいはゆっくり休息したいと思ったんですが、中々休ませてもらえそう

にありませんね。ライオンズも２０年近くですが、初めての総務委員会です。いろいろ

と学ばせて頂きたいと思っています。 

 さて私事ですが、この度今までの功労として、国土交通大臣表彰を頂き、東京へ行っ

て参りました。２５年近く、県の役員としてやってきた成果です。まだまだ業界発展の

為に、体の許す限り頑張りたいと思っています。ライオンズもしかりです。２５周年に

向けて頑張って行きましょう！レッツゴー！です。      横井俊幸 

 

 


