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謹んで新春の
お慶びを申し上げます

新年のご挨拶

会長

藤田修生

新年あけましておめでとうございます。
気が付けばはや半年が過ぎました。今年度は私の古い友人の関
野さんがガバナーという事なので協力をしなければと思い、ラス
ベガス国際大会にも参加いたしました。又、４月には地区年次大
会が西条市でありますので全員登録をして協力させて頂きます。
先日のゾーン会議でもらった資料をよく見てみますと、３３６
－Ａ地区（四国地区）は大変成績が良いようですね。全国的に見
て、１位は大阪ですが、名古屋や東京地区についで上位５位以内
に入っているようです。会員数の多い少ないはやはり大事なポイントですよね。
我がクラブも現在４４名、将来は５０名体制にもってゆきたいと考えておりますので
今後とも宜しくお願い致します。
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第一副会長

眞鍋啓太

平成 31 年 2019 年がスタートしました。
今年の年賀状の中に お一人 次年度以降の年賀の挨拶を失礼す
るという旨の年賀状が届きました。ご本人別に他意があるわけ
ではなく、ラインに切り替えるということのようです。年齢的
に手まめに年賀状を書く(出す)ことが大変になったという背景
も伺えます。さらに丁度年号が変わり節目の年というタイムリ
ー性もあるのでしょう。
思えば平成がスタートした時は、私達個々人の通信手段は手
紙.固定電話.時おり電報でした。現在は様変わりです。より便
利にスピーディーにムダなく個人と個人のコミュニケーションを図れる時代になり、
さらに進化し続けることでしょう。
ラインオンズクラブも時代の波に乗るべく IT 化を積極的に進めています。私達のク
ラブも FAX のみならずメール.ラインでの通信手段が普通になりつつあります。この流
れはさらに加速するでしょう。
ただそれでも、逆にだからこそ尚更、 直接的なふれあいはかえって大切になる！
We Serve で進める私達のアクティビティの社会における役割が、ますます高まって
くることを痛感します！

第二副会長

越智慈子

新年明けましておめでとうございます。
昨年は地震や災害の多い年でした。特に西日本豪雨災害では、
同じ県内で起こる被害を目の当たりにし、平成 16,17 年の新居浜
を思い出しました。改めて自然の猛威を知るとともに、今回被害
に遭われた方にお見舞い申し上げます。
今年は平成最後のお正月です。こうして平穏に新年を迎えられ
ることに感謝の気持ちでいっぱいです。また、「災い転じて福と
なす」と言いますが、早く被災地に福がくることを心よりお祈り
申し上げます。
私たちひうちの仲間には、どんな災いも好転させることのできるパワーをもっている
と常々感じています。このすばらしい仲間とウィ・サーブを信念に活動できますことを
喜びとして、今年も精進し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。
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幹事

伊藤健二

新年明けましておめでとうございます。
幹事の役職を受けて早いもので半年が過ぎました。上半期は
継続事業に新規事業や対外事業も加わり、日程が詰まって忙し
い時期もありましたが、会員の皆様のご理解とご協力により無
事活動を終える事が出来ました。ありがとうございました。引
き続き後半も奉仕の心で頑張っていきましょう。
今期は 43 名の会員でスタートし、12 月末で純増 2 名の 45 名
になっており、例会の出席率は平均 73.3％、メークアップ後
88.2％となっております。
今期目標の「会員増強 目標 45 名（以上！）」「例会純出席率 80％」の達成に向けて後
半も精進してまいりますので、皆様宜しくお願い致します。

会計

篠原孝尚

新年あけましておめでとうございます。平成も最後の年、そし
て新元号に変わるという大きな節目の年となりました。
昨年は、各地で大きな災害がたくさん起きた年であり、12 月の
漢字一文字も「災」という字に決まり一年が終わりました。
この一年を表すとは異なりますが、私自身の一文字はと言いま
すと「知」
（しる）という文字であります。毎日が勉強であり、日々
変わる現場でも何かを知り・様々な人と縁あって知り合う又その
方の何か一つを知る事ができるという事で、毎日そして毎年「知」
の文字を大事にしております。
今後も多くの方々と知り合う為に、新入会員の増強を常に意識し、奉仕の精神を学び、
知り、頑張ってまいりますので今年一年どうかよろしくお願いいたします。そして、残
り半期となりましたが会計の仕事を務めたいと思います。
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会員会則委員長 塩崎安規
新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願
い致します。
早いもので今期も半分が経過しました。会員増強の成績は、入
会者数 4 名、退会者数 2 名、純増 2 名、会員数 44 名となってい
ます。私が会長職を終えた 1 年半前、35 名でバトンタッチしたの
で 9 名の純増ということになります。すごい快進撃です。このペ
ースで 25 代会長に引き継ぐと会員数 50 名越えも夢ではありませ
ん。近頃停滞気味ですが、夢に向かって前進していきたいと思っ
ています。
皆さんのご支援、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

総務委員長

永井健之

新年明けましておめでとうございます。昨年は大変お世話に
なりました。
委員長として初めての経験ということもあり、たくさんご迷
惑をお掛けしたことと存じますが、そんな中でも暖かいご支援、
ご高配を賜り感謝の念に堪えません。
昨年を振り返ると、まず藤田聖一会員のご尽力によりホーム
ページを刷新することができました。また、広報誌におきまして
は 2 回配布(3 回目は 1 月 22 日に配布予定)させて頂きましたが、
2 回とも皆様のご協力を頂いたおかげで、ひうちライオンズクラブらしいアットホーム
な内容になったと思います。ありがとうございました。
例会出席率におきましても、目標にしております 80％を何度か超えることができ、
本当に嬉しく思っております。
2019 年はひうちライオンズの素晴らしい取り組みや活動をもっと対外的に発信する
とともに、藤田会長の「愛を繋いで

We

Serve！」のスローガンどおり、皆様同士の

コミュニケーションがもっともっと図りやすい環境をつくり、愛を繋ぎ、絆が強くなる
ような取り組みをしていきたいと思っております。
今年も「チーム！ひうちライオンズクラブ」が一丸となって頑張りましょう！
どうぞ、本年も変わらぬご支援、ご協力を宜しくお願い致します。
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計画大会委員長 永易勲
皆様、新年あけましておめでとうございます。
新たな年を迎え計画大会委員長としての抱負を述べさせて頂
きます。
ズバリ“楽しいライオンズ”
新居浜ひうちライオンズクラブのメンバーが活動する姿を、メン
バー自身はもちろんの事､それを見る周りの方々が
『 何だろう？ 楽しそう！ 参加したいな 』
と思うような活動を計画したいと思っております。我々が楽しく
活動していれば、周囲も楽しみ、幸せになれる。そんなイメージでイベントを提案でき
る自分に期待しています。
どうぞ皆様、本年もお力をお借り出来ます様よろしくお願いいたします。
我々のライオンズ活動が、より広く、より深く、拡がっていく事を祈念しまして新年
の挨拶とさせて頂きます。

青少年委員長 戒田憲昭
つい先日、40 代に突入したばかりと思っておりましたが、早
くも 1 年が過ぎ、今年は 41 歳です。昨年の前厄は協力してくれ
る人たちのおかげで何とかのりきりましたので、今年の本厄も
この勢いのまま踏ん張りたいです！
仕事は人手不足、人材不足によって、忙しくなるばかりです
が、ライオンズ活動も We Serve の精神で頑張りたいと思いま
す。よろしくお願いします。

保健福祉環境保全委員長 日野満明
メンバーの皆様、あけましておめでとうございます。皆様に
とって本年も素晴らしい一年でありますよう、心よりお祈り申
し上げます。
早いもので、今年度も残すところ、あと半期となりました。
委員会事業に置きましては、平素よりメンバーの皆様からご高
配を賜り、円滑に進んでおりますことを、厚くお礼申し上げま
す。
残期もご理解ご協力の程、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
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新年のご挨拶 出向会員
ＧＭＴ・ＧＬＴ・ＦＷＴ・会則委員長

松本清

皆さん明けましておめでとうございます。清々しい新年をお
迎えの事とお察し申し上げます。
我がひうちライオンズクラブも一時期の低迷期を脱し、会員
数ももうすぐ 50 名が見えかけてきたように思われます。しかし、
何故に脱する事が出来たのかを考える時に、やはり何の会でも、
何の組織でも、人間関係が一番大事だなと、痛切に感じる昨今
です。
私も今季、GMT・GLT・FWT・会則委員長をお引き受けさせて頂
きましたが、これから一番大変な年度の後半を迎えます。
今期スタート時点で 336-A 地区は新入会員全国一位を、皆さんのご協力に依って取ら
せて頂きましたが、現在は五位となっています。上位に入り込むためには、336-A 地区
の皆さんのご協力が無ければ出来ません。その為にも、早くひうちライオンズクラブ会
員 50 名を達成したいものです。
この切なるお願いをもって新年のご挨拶に代えさせて頂きたいと思います。どうかよ
ろしくお願い申し上げます。

ＹＣＥ・ライオンズレオ・国際関係委員

田坂嘉朗

平成 31 年 新年を迎え、今年の目標の言葉を決めました。
『チャレンジして失敗を恐れるよりも、何もしないことを恐れろ』
本多技研工業の創業者である本多宗一郎さんの言葉です。
現首相の阿倍晋三総理が所信表明演説で引用したことでも話題
になりました。
失敗したらどうしようと考えて、やりたいことに対して二の足
を踏む人は多い。失敗を恐れるなという言葉は多くの偉人達が言
っていることです。たいていの場合、失敗を恐れない者がずんずん
と進んで行き、その道の先駆者となっていく。失敗から学び、何度でも挑戦を続けての
ちに成功すればそれでいいのではないだろうかと思います。
この言葉を残した本多宗一郎氏も、バイクを作る時に失敗を繰り返してはやり直しを
繰り返し続け、結果日本で初めてのバイクを生み出しました。
今年はこの言葉を胸にチャレンジへの勇気に繋げて行こうと思います。
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新居浜別子ライオンズクラブ結成 30 周年記念式典に参加して
越智慈子
平成 30 年 11 月 16 日（土）わがスポンサークラブ、別子ライオンズクラブの 30 周年
記念式典に出席させていただきました。
川上会長があいさつで「周年記念は歴代会長、会員全員の思いの結集の場」とおっし
ゃっていました。記念事業として全盲シンガーソングライター佐藤ひらりさんのチャリ
ティーコンサート、メガネリサイクル事業、新居浜市へサウンドテーブルテニス卓球台
寄贈。アイバンクへ寄付をされました。視力ファーストを主軸においた事業に、新居浜
別子ライオンズクラブさんの強い団結と意思、そして 30 年の歴史の重さを感じました。
わがスポンサークラブの素晴らしい事業に誇りを感じました。
来る 2020 年

東京オリンピックの年にわがクラブは 25 周年を迎えます。私自身、身

の引き締まる思いと、楽しみと期待で心揺さぶられる一日でした。

第 2 回愛ロード清掃奉仕活動
越智慈子
本年度 2 回目となる愛ロード清掃活動を実施しました。
11 月 18 日

日曜日 朝 7 時清掃開始！当日は天気も良く、朝は少し寒いくらいでし

たが絶好の清掃日和でした。
私はこの早朝清掃、毎回定刻ギリギリの参加ですが、今回は違いました。早めに起き
て現地入りしました。しかし

伊藤幹事、日野環境保健委員長、日野事務局さんがもう

すでに作業されており、大変驚きました。
ひうち LC の愛ロードは、新居浜警察署 前田交番前からリーガロイヤルホテル正面
出入口までの約 300 メートルの区間です。平成 23 年度から取り組んでいます。今回 21
名の会員の皆様の参加をいただき、すっかりゴミの無いきれいな愛すべき道になりまし
た。ご参加いただきました皆様ご苦労様でした。
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家族忘年会に参加して
直野誠司
初参加で、家族全員総勢７名で参加させて頂きました。３，５，７歳の孫達、息子
夫婦、嫁、もちろん私も大喜びでした。クリスマスパーティーも合わせた感じで、み
んなに思いがけないプレゼントもあり、浜っ子弾ＤＡＮのよさこい踊りで盛り上が
り、ゲーム、餅つきまで披露して下さり、楽しい中で、美味しく豪華な料理、これぞ
至れり尽くせりの企画だったと思います。ライオンズクラブのボランティア精神が溢
れていたと思います。
これで家族サービスができ、家族の喜ぶ顔が見れて嬉しかったです。有難う御座い
ました。来年も、よろしくお願いします。
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ひうち女子会に参加して
内田真弓
１１月の秋晴れの日にひうち全員女子メンバー中一番元気な越智慈子さんからの
「ひうち女子のグループ祝いと、更なる女子力向上をめざして女子会開催します」
というお誘いから端を発してひうち女子メンバーが全員参加で開催されました！
最初は自己紹介から始まって、美味しいお食事をいただきながら、和気藹々楽しい
時間があっという間に過ぎていきました。事務局の日野さんも忙しい中、ご参加頂き
メンバーとの交流が深まったと思います。
一つのきっかけからこのような集まりができて、越智さんの願いである「女子力向
上」が少しは進んだのではないかと感じています。ひいてはひうちライオンズ全体の
パワーがアップできればと思います。

＊１１月第二例会＊
藤田修生

先日の新居浜別子ライオンズクラブ 30 周年の式典が大変盛大に行われました。
大変良かったです。
塩崎 卓 11 月も後半になりました。
今年もあと 1 ヶ月ちょっとです。
1 年早いものですね。
眞鍋啓太 漸くライオンズ必携が届きました。網線が少ないところを見ると前年度と大き
く変わっていないということでしょうか?!
篠原孝尚 少しずつ寒くなってきています。皆さん風邪ひかない様体調管理に気を付けて
ください。
田窪秀道 めっきり寒くなりました。風邪ひかないよう気を付けましょう。
曽我部正二 12/2 あかがねマラソンハーフ出場します。地獄のような坂をのぼりつめ、紅葉
を楽しんでまいります。
塩崎安規 急に寒くなってきました。風邪を引かないよう注意しましょう。
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秋山義則
永井健之
坪井利勝
土岐和美
藤田聖一
田坂嘉朗
岩崎隆義
東 裕子

今日の例会はステキな女性に囲まれて幸せな食事をしました。
第 2 回目の会報誌にご協力頂き誠に有難うございました！次回は 1 月第 2 例会
にて配布させて頂きます。ご協力の程、宜しくお願い致します！
当社 40 周年記念祝賀会が開催されました。
18 日の愛ロード清掃御苦労様でした。私も朝の行事参加は久しぶりで参加でき
た事が大変嬉しく思っております。最近幾分体調も良くなったと思っています。
最近寒くなってきておりますのでご自愛下さい。新しい研修等もありますので
ぜひＨＰをご覧下さいませ。
篠原会計さん今日はお誕生日おめでとうございます。
今年ラストスパート。風邪ひかないように。
だいぶ冬らしくなってきましたが、皆さん風邪などひいてないですか？12/4 の
忘年会は皆さんで盛り上がりましょう♪

＊１２月第一例会・家族忘年会＊
藤田修生
塩崎 卓
眞鍋啓太
越智慈子
篠原孝尚
田窪秀道
塩崎安規
田尾忠士
秋山義則
大西健司
永易 勲
日野満明
松本 清
坪井利勝
内田真弓
土岐和美

藤田聖一
岩崎隆義
東 裕子

今日は楽しい忘年会です。楽しみましょう！
今日は家族忘年会です。皆さん楽しい時間を過ごしましょう。
ゆく年くる年の季節になりました。来年もいい年でありますように。大阪万博
が決まり日本経済も一息つきそうです。よかった！！
今日は家族忘年会です。いつも安心してお仕事できるのは身近な人のおかげです。
忘年会シーズンで皆様飲み過ぎて体調壊さない様にして下さい。
忘年会が重なり申し訳ありません。家族忘年会の盛会をお祈り致します。
今日は家族忘年会です。楽しくやりましょう。
本日の例会は家族忘年会です。一年は早いものでライオンズの今期も半年が過
ぎようとしています。今日は私の傘寿の御祝有難うございます。
今日は家族忘年会ですね。御世話になります。今日は一人で参加しています。
今日は家族忘年会楽しく過ごさせて頂きます。
忘年会楽しんで下さい！
楽しくにぎやかな家族、忘年会いいですね。ウィサーブ！
１２月２日の研修会には遠い所までありがとうございました。
今日も元気だ、酒もうまいはず！
年忘れて楽しく家族忘年会したいです。
ついこの間昨年の忘年会を行ったと思われましたが、１年経つのは早いですね。
今年は何か残るものが出来たか振り返ってみると、１件のみ私道を公道にした
事が後々役に立つと思います。
最近寒くなってきておりますので、皆様ご自愛下さいませ。
今年は暖かい！この後寒波がやって来ます。体調管理充分気をつけて下さい。
今日は皆様お待ちかねの忘年会ですね。楽しみましょう♪

＊１２月第二例会＊
藤田修生
塩崎 卓
眞鍋啓太
越智慈子

４月７日（日）の地区年次大会は全員登録ですのでなるべく参加して下さい。
最近寒くなってきました。皆さん体調崩さないようにしましょう。
今年最後の例会。年末年始体調万全に、来年も皆様にとって良い年であります
ように。
2018 年も残りわずか。今年は地震・災害の多い一年でした。災い転じて福とな
れ！！皆様が幸せな年末となりますように。
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篠原孝尚

今年最後の例会となりましたが、今年一年大変お世話になりました。来年も皆
さん揃って元気な顔を見られる様、切に願っています。
田窪秀道 20 日、12 月議会が閉会されます。議案が可決されれば、31 年度市内全ての小
学校・中学校の普通教室にエアコンが導入される予定です。
曽我部正二 あかがねマラソン完走しました。しんど～！
塩崎安規 あっという間の一年でした。年をとると月日が経つのが早い。おっさんになり
ました。いやだな～
田尾忠士 平成 30 年もあとわずか。ライオンズの年度は半年が過ぎようか。数日で新しい
年が迎えられます。お元気で。
大西健司 今年ももう少しです。最後まで皆様体に気をつけ、仕事に遊びに頑張りましょう。
松本 清 皆様、良いお年を！
石井敦士 今年も大変お世話になりました。来年も何卒宜しくお願い申し上げます。
内田真弓 年末まで残りわずかです。健康に気を付けて良い年を迎えましょう。
土岐和美 1 年早いですね。
今年も災害の多い年でしたが、来年は平穏になれば良いですね。
岩崎隆義 今年もあと少しだ。油断大敵！
東 裕子 今年ももう終わりですが、皆様体調崩さないように。私も気を付けます。
＊１月第一例会＊
藤田修生
塩崎 卓
眞鍋啓太

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。
今年度、最初の例会です。新たな気持ちで、活動していきましょう。
明けましておめでとうございます。きりの良い５５０回目の例会。
今年も宜しくお願い申し上げます。
越智慈子 今年もどうぞ宜しくお願い致します。
新年、ゴルフクラブを新調しました。上達しますように！！
篠原孝尚 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。あと半期、
頑張っていきたいと思います。
田窪秀道 今年も宜しくお願い致します。
曽我部正二 おめでとうございます。今年はイノシシ年。年男 還暦 赤フンはいて頑張ります。
塩崎安規 あけましておめでとうございます。今年も宜しくお願いします。
田尾忠士 新年おめでとうございます。今年も宜しくお願い致します。役員のメンバー様
あと半年よろしくネ。
秋山義則 新しい年明けです。幸福と繁栄の年となりますように…。
大西健司 あけましておめでとうございます。皆様、今年も宜しくお願いします。
永井健之 新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞ宜しくお願い致します。
永易 勲 インフルエンザ気を付けてください。
日野満明 皆様明けましておめでとうございます。今年もよろしく。
松本 清 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。
小野耕嗣 皆様にとって良い一年でありますように！本年もよろしくお願い致します！
坪井利勝 新年あけましておめでとうございます。今年も良い年にしましょう。
岡部俊一 明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願い致します。
内田真弓 平成最後の年、ひうちライオンズがよりよく活性化することを願ってます。今
年も宜しくお願いします。
土岐和美 新年おめでとうございます。今年も宜しくお願い致します。
今年は天候にも恵まれ、孫達に囲まれ、良い正月が出来ました。
藤田聖一 本年も宜しくお願い致します。
田坂嘉朗 今年も宜しく。５５０回おめでとう。
岩崎隆義 今年も元気 笑顔で宜しく。
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東 裕子
大石 豪
伊藤嘉彦

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。地震保険に
皆様入りましょう☆
明けましておめでとうございます。自分にとって今年は勝負の年。頑張ります！！
皆様にとりまして良い年となりますように！！
あけましておめでとうございます！

第５４７回 １１月第二例会
平成 30 年１１月 20 日（火）12：30～グラッツェふじ
・ライオンズの誓い 石井敦士
・議事録作成者指名 小野耕嗣
・会長挨拶
・委員会報告
会員会則 リーダーシップ研修会・新入会員オ
リエンテーション 12 月 2 日、半期スポンサー賞、
ＹＣＥ活動規定追加 次回審議を実施
総務 会報誌第２回本日配布、次回は１月第
二例会にて配布予定
計画大会 家族忘年会の出欠、
保健福祉環境保全 清掃御礼
・幹事報告
・出席報告 永井健之 81.8％
・テールツイスタータイム 曽我部正二
ドネーション 41,000 円
・ライオンズローア 田中克美
第５４８回 １２月第一例会
平成 30 年 12 月 4 日（火）18：30～グラッツェふじ
・ライオンズの誓い 坪井利勝
・議事録作成者指名 田窪秀道
・会長挨拶
・委員会報告
会員会則 リーダーシップ研修会・新入会員オ
リエンテーションの報告、ＹＣＥ活動規定を追加
・幹事報告
・審議
可決
・２Ｒ-YCE・ライオンズレオ・国際関係委員田坂より
一言
・出席報告 横井俊幸 81.8％
・結婚記念月 ３名
・誕生祝い ４名
・傘寿御祝 田尾忠士
・スポンサー賞 ３名
・テールツイスタータイム 松本秋津
ドネーション 47,000 円
・ライオンズローア 直前会長 塩崎卓
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第５４９回 １２月第二例会
平成 30 年 12 月 18 日（火）12：30～グラッツェふじ
・ライオンズの誓い 烏谷征明
・議事録作成者指名 石井敦士
・会長挨拶
・薬物乱用防止講師教育認定講習の報告・DVD 鑑賞
・委員会報告
会員会則 終身会員について、次回例会終了後
歴代会長五役で次期組織運営についての会則委
員会を開催
計画大会 次回第 550 回記念例会プレゼント・写
真撮影あり
保健福祉環境保全 清掃 1 月 20 日（日）9：00～マ
リンパーク
・幹事報告
・審議 可決
・出席報告 田尾忠士 70.5％
・テールツイスタータイム 曽我部正二
ドネーション 36,000 円
・ライオンズローア 岩崎隆義
第５５０回 １月第一例会
平成 31 年 1 月 8 日（火）12：30～グラッツェふじ
・ライオンズの誓い 大石豪
・議事録作成者指名 高橋啓子
・会長挨拶
・年男発表 曽我部正二、伊藤健二
・2017～2018 年度クラブ優秀賞 直前会長 塩崎卓
・2017～2018 年度会員満足度向上アワード 直前会長
塩崎卓
・誕生祝い ３名 樋口千洋、大西理紗、松本清
・委員会報告
会員会則 第２回新会員オリエンテーションにつ
いて、例会終了後歴代会長五役で次期組織運営
についての会則委員会を開催
計画大会 第 550 回記念例会について
保健福祉環境保全 清掃のご協力願い
・幹事報告
・出席報告 永井健之 84.1％
・テールツイスタータイム 曽我部正二
ドネーション 48,000 円
・ライオンズローア 直野誠司

日 曜

2

月

曜

3

月

曜

4月

1 金

金

月

2 土 １Ｚ親善ボーリング大会

土 Ｚ会議

火 第一例会 ふじ 12:30～

3 日

日

水

4 月

月

木

5 火 第一例会 ふじ 12：30～

火 第一例会 ふじ 12：30～

金

6 水

水

土 地区年次大会ゴルフ・前夜祭

7 木

木

日 地区年次大会

8 金

金

月 理事委員長会19：00～事務局

9 土

土

火

10 日

日 遍路道清掃

水

11 月

月 理事委員長会19：00～事務局 木

西条市

12 火 理事委員長会19：00～事務局 火

金

13 水

水

土

14 木

木

日

金

月

土

火 第二・ＣＮ例会 ふじ 18:30～

15 金

第二・１Ｚ合同例会 ユアーズ 18：00～

16 土

17 日 献血・新入会員オリエンテーション② 日

水

18 月

月

木

19 火

火 第二例会

20 水

水

土

21 木

木 ２Ｒ親善ゴルフ大会

日 愛ロード清掃

22 金

金

月

土

火

24 日

日

水

25 月

月

木

26 火

火

金

27 水

水

土

28 木

木

日

29

金

月

30

土

火 平成最終日

31

日

23 土

小学生バレーボール大会 ５年生以下の部

ふじ
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12:30～

金

7：00～

Ｂｉｒｔｈｄａｙ
１月

Wedding anniversary

樋口千洋 （１６日）

２月

大西理紗 （１６日）
松本
２月

日野満明・富子 （８日）

清 （２５日）

樋口千洋・裕美江（１０日）

岩崎隆義 （１日）

３月

蓮尾有里 （８日）
４月

田坂嘉朗 （２８日）

（２３日）

田中克美・晶子 （１日）
眞鍋啓太・澄子 （１日）

伊藤健二 （１１日）
東

小野 勲・志津子（８日）
戒田憲昭・瞳

藤田修生 （１２日）
３月

永井健之・直子 （６日）

大西健司・敬子 （６日）

裕子 （１２日）

直野誠司・英子 （６日）

戒田憲昭 （２３日）
横井俊幸 （２５日）
塩崎
４月

おめでとうございます！

卓 （２５日）

源代晴基 （８日）
岡部俊一 （９日）
田尾忠士 （２６日）
坪井利勝 （２９日）
石井敦士 （３０日）

新年明けましておめでとうございます。
今年は平成最後の年、そして新しい年号となる節目の年となりますが、ひうちライ
オンズクラブも藤田会長の方針にもありますように、25 周年に向け「会員増強」の
年になりますね。
今年も奉仕の精神を忘れずに頑張っていきましょう！

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
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例会日 第一・三火曜日 １２：３０～１３：３０

Ｒ．Ｏ

