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一年を振り返って 

会長 藤田修生 

 あと１ヶ月余りで私の任期も終わりです。思い起こせば今期５人

の新入会員を迎えたのにも関わらず、岡周平さんの逝去も含めて４

人の退会があったことは大変残念なことでありました。 

 又、印象深いのは７月のラスベガス国際大会と私の帯状疱疹での入

院でありました。 

又、ソフトボール大会やブラスバンドへの新しいアクティビティが

増えたこと。伊予土居ＬＣとの交流会、忘年会でのサンタクロースや

アサヒビール園、西条文化会館での地区年次大会などなど、思い出深

いものがありました。 

来期も楽しい企画、交流会を考えてもらいたいものです。ありがとうございました。 

 

幹事 伊藤健二 

新居浜ひうちライオンズクラブの幹事という大役を受けて、早や

１年になろうとしています。 

幹事としてクラブ運営の立場に置かれ、新居浜ひうちライオンズク

ラブの強い結束と、歴史の重さを良い意味で内部から感じさせられ

ました。 

また、多くの方々のご指導をいただき、クラブ運営に対し多くのこと

を学ばさせて頂き、ようやくライオンズマンとして一歩踏み出せた

のではないかと感じております。 

この１年いたらない幹事でしたが、皆様のおかげで、なんとか無事終えられる事を感謝

いたします。ありがとうございました。 

 

会計 篠原孝尚 

 昨年５月から、準備理事会等で動き始めて早１年が経ちました。 

 会長、幹事の足を引っ張らない様にと活動してまいりましたが、

一昨年の青少年・今回の会計と２期ともに現幹事の伊藤健二さんの

後を継いでの活動で、いつも頼ってばかりだった様な気がします。

毎回、終わる頃になると仕事をやり切ってない様な、もう少し期間

が長くても良かった等と思ってしまいます。 

 また、三役として色々な所へ行き、他のクラブの三役の方々とも

顔見知りになったりと良き１年であったと思います。 

 今後も、奉仕の精神を忘れずに頑張っていきたいと思います。 

 会長、幹事をはじめメンバーの皆様本当にありがとうございました。 
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（株）ニューウェイブ まいぷれ事業部  堀
ほり

 亘
わたる

 

この度新入会員となりました、株式会社ニューウェイブ まい

ぷれ事業部の堀亘と申します。 

弊社は、新居浜市新田町に本社を置き、医療システム事業、通信

事業、飲食事業、地域情報サイト事業を行っております。 

その中で、私は地域情報サイト事業「まいぷれ新居浜」「まいぷれ

西条」に携わっており、新居浜市、西条市の魅力を発掘し、インタ

ーネットメディアや日々の営業活動を通して地域内外の方に地域

の魅力を発信する仕事をしております。お店の情報はもちろん、地

域のイベント情報、行政情報等、新居浜市、西条市に係るさまざま

な情報を発信しております。掲載をご検討されている方は、是非お声掛けください。 

ライオンズクラブの活動につきましては、まだ知らない事ばかりです。至らぬ点があ

ると思いますが、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 
 

 

 

 

１Ｚ親善ボーリング大会に参加して 

 直前会長 塩崎 卓 

２月２日、今年も恒例の１Ｚ親善ボーリング大会に行ってきました。 

藤田会長、伊藤幹事、篠原会計、眞鍋啓太さん、越智慈子さん、塩崎安規さん、永易勲

さん、坪井利勝さん、と私の９名で参加しました。 

天気も良く、洗濯日和の中、ナムコワンダーボウル西条にて行われました。 

 普段ボーリングをする事もなく、いきなり本

番ですが、皆さん昔取った杵柄でそつなくこな

していました。 

篠原さんが結構高得点を出しておりました。

塩崎安規さんがパワーボーリングでピンが吹き

飛んでおり壊れそうでした。私はゴルフと違い

ハンデがないので上位を狙える得点にはならず

残念。 

次回は、皆さん是非参加して１Ｚでの優勝を目

指しましょう！ 

新入会員の堀 亘さんはニューウェーブに在籍で、今はまいぷれ

新居浜の担当者です。 

私が開業後、お知り合いになって色々広報の事を教えていただい

たのちに、堀さんのご長男さんとうちの娘が小学校から高専まで

ずっと一緒で、よく聞いてた堀くんのお父さんだったという事が

分かりました！ 

先日の清掃活動にも参加され、活動にも意気込みを感じました！ 
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１Ｚ ４クラブ合同例会報告書  2019年 2月 15日（金） 

計画大会副委員長 坪井利勝 

第一部 １Ｚ ４クラブ合同例会 

ユアーズにて１Z 合同例会（ホストクラブは新居浜中央

LC）で 18時より約 120名で開催されました。 

千葉英明会長の開会宣言、開会ゴングで始まり、いつもの

例会通りつつがなく進行し、新居浜中央 LC 千葉英明会長

挨拶で始まり、ひうち LC関係では松本清地区委員長、田坂

嘉朗委員の来賓挨拶がありました。 

各クラブ幹事報告、出席報告がありライオンズローアのあ

と、ひうち LCの藤田修生会長の閉会ゴングで終了。 

 

はらへった～～！ 

 

 

第二部 １Z ４クラブ合同懇親会 

 先日開催の 4クラブ合同ボーリング大会での成績発表で

ひうち LC は 4 クラブ中 3 位となりました。昨年は 1 位だ

ったので残念です。個人賞は藤田修生会長はじめ、数名が

がいただきました。 

 懇親会は各クラブ 2名の代表でカラオケバトルを楽しみました。 

当会からは藤田修生会長、おもてなし不動産の石井さんが出場！会長の代わりが出場し

ていたら・・・・・！？ 

 結果は 3位 4位決定戦で突然の振りでしたが私、坪井利勝が出場！対戦相手にも恵ま

れ見事勝ち抜き 3位をゲット。 

4クラブの皆さんと懇親を深めさせて頂き、和気あいあいのうちに終了。 

 二次会は当会会員の蓮尾有里さんの「呑み処ゆう庵」でカラオケやおしゃべりで、懇

親を楽しく深めることができました。 

ユアーズの料理           新居浜別子の素敵女子と 
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三次会は当会会員の大西理紗さんの「川
せん

」へ参加！ 

 

 

有里会員熱唱      藤田会長と素敵女子達     裕子会員熱唱 

 
第２回献血 

 保健福祉・環境保全委員会 理事 大西健司 

2 月 17日今季 2回目の献血活動は穏やかな天候に恵

まれた中、新居浜イオンモールにて行われました。 

始めの準備の時、会員の集まりが悪かったけれど、

徐々に時間と経過と共に徐々に増えてきて安心しまし

た。献血の方は最初から出足好調で、採血も待って頂く

ことなくスムーズに行えました。 

今回は高校生のボランティアの参加で献血の呼び込み等の協力が有り、目標の１４０

名の採血（４００ｍｌ）を達成できました。皆様の御協力有難う御座いました。 

次回５月１９日（３回目）は今季最後の献血活動となります。ご協力お願い致します。 

 

 

 

 

 
 

受 付 １６４名 

4 0 0 m l 献 血 １４０名 

不 採 血  ２４名 
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新居浜市中学校吹奏楽部三校合同ミニコンサート 

蓮尾有里 

 ２月２４日（日）新居浜市中学校吹奏楽部三校合同

ミニコンサートがグラッツェふじで開催されました。 

第一回目のコンサートもに関わらず、たくさんの人

が聴きに来てくれていました。 演奏してくれたのは、

中萩中学校、川東中学校、南中学校の三校です。 

 様々な楽器が一つになり中学生とは思えないとても

迫力のある素晴らしい演奏でした。私たちの良く知る曲もあり、とても楽しいコンサー

トになりました。生徒達の皆さんはかなり練習していると思います！！ 

生徒達が演奏できる場所を提供するなどの支援を積極的に行い、もっと多くの人に吹

奏楽部の素晴らしさを披露したいと感じました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四国八十八ヶ所遍路道清掃 

会員会則委員長 塩崎安規 

3 月 17 日（日）、四国八十八ヶ所遍路道清掃に参加し

た。2R合同アクティビティの一環として昨年に引き続き

2回目となる。 

1ゾーン 4クラブのメンバーが集合し、午前 6時 30分

開会式。当クラブの清掃範囲は、マルナカ本店から旧道

を通りハタダ本社工場まで。小雨のぱらつく中、約 1 時

間気持ち良く清掃活動を行うことができた。これこそウ

イ・サーブだ。 

八十八ヶ所といえば、2015 年 8 月に巡りはじめ、約 1

年で終えたいと思っていたが、3年半の月日を要し 3月 3

日ようやく廻り終えた。順番に廻る順打ち、逆に廻る逆

打ち、ランダムに廻る乱れ打ち、今回はまさに乱れ打ち

だった。適当なのが自分の人生にあっているのだろう

か？次はどんな廻り方にしようかと考えるところである。

いつのことになるだろうか、還暦のころかな。 

話を戻し、清掃活動に参加された 18名のメンバーさんお疲れ様でございました。 
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２Ｒ親善ゴルフ大会 

 総務委員長 永井健之  

3 月 21 日（春分の日）に 2R 親善ゴルフ大会が今治

カントリーで行われました。 

2Rのメンバー84人で行われた大会でしたが、新居浜ひ

うちライオンズクラブからは、塩崎直前会長、眞鍋第

一副会長、越智第二副会長、小野耕嗣さん、横井さん、

そして私（永井）の 6人で参加させて頂きました。 

朝一、雨が降っていたので心配しましたが、スター

ト時にはすっかり上がって安心しましたが、それどこ

ろか、3月とは思えないほどの日差しで、プレーが終わ

るころには真っ赤に日焼けしてしまいました。 

 成績は 6 人の中で塩崎直前会長が最も素晴らしい成

績でしたので、優勝の期待がかかりましたが、Wペリア

というルールによって運悪く入賞できませんでした。 

しかし、飛び賞（30位）で眞鍋第一副会長、そして、

BM 賞で越智第二副会長のお二人が見事に入賞されま

した。おめでとうございます。 

新居浜ひうちライオンズの皆さんのゴルフの腕前は、回を追うごとに上がってきてい

るように思います。次回は是非ひうちメンバーが優勝して欲しいです。 

 

第 65回地区年次大会に代議員参加して 

第一副会長 眞鍋啓太 

４月７日（日）第 65回 336-A地区年次大会 

⑴第 3分科会(青少年.GST.LCIF.ライオンズクエスト委員会)に参加した。 

  3つの活動事例→ ①小学生音読大会(屋島 LC) ②ライオンズクエスト幼稚園版ワ

ークショップ導入(川之江 LC) ③市民ふれあいフェスティバル雪まつり(善通寺 LC)の

発表で、より地域に寄り添った地域住

民との協働活動に注力している姿が印

象的だった！私達の今後のアクティビ

ティの教訓を得た。 

 

⑵代議員総会に参加 

  第 1号議案が否決され次期地区ガバ

ナーが選出されない事態が生じ関連議

案が削除されるなど前代未聞の波瀾の

幕開けとなった。但し次期年次大会の

会場は松山市ということは確認され決

議された。 

入賞のお二人 

おめでとうございます！ 
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愛ロード清掃  

 保健福祉・環境保全副委員長 内田真弓 

4月 21日 日曜日 新緑のいい季節に愛ロード清掃が行われました。 

歩道に大きなゴミはありませんでしたが 車道の端にタバコが沢山落ちてました。 

車からのポイ捨てだと思われます。マナーを守って欲しいと思いました。 

綺麗になった愛ロードをみて清々しい気持ちになりました。 

 ご協力頂いた皆様、お疲れ様でした。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

地区ガバナーズアワード発表 

（対象期間 2018年 2月～2019年 1月末） 

 

【クラブ表彰】 ＊新規アクティビティ実践賞 

＊グッドスタンディング賞 銀賞 

＊会員増強賞 金賞 

＊大会参加特別賞 

＊青少年指導優秀賞 銀賞 

【個 人 表 彰】 ＊国際会長感謝状受賞 GMT･GLT･FWT・会則委員長 松本 清 

 ＊ガバナー感謝状受賞 

YCE・ライオンズレオ・国際関係委員 田坂嘉朗 

 ＊新入会員スポンサー賞 藤田修生 

 ＊地区年次大会出席努力賞 15回出席 藤田修生 

 ＊     〃      10回出席 秋山義則・大西健司 

 ＊     〃       5回出席 越智慈子・田坂嘉朗 
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４月お花見例会 アサヒビール園  

 第二副会長 越智慈子 

4月 2日、毎年楽しみにしている、高知鷹城ライオ

ンズクラブ様との合同例会が叶わず、今年のお花見

例会は、計画大会委員さんの発案で、アサヒビール園

での例会となりました。 

また、うれしいことに今年初めてとなる新入会員の

堀 亘（ほり わたる）さんの入会式が行われました。

普段の例会会場と違い、アットホームな雰囲気のな

か行なわれました。スポンサーである内田真弓さんの「堀さんは本当にいい人。クラブ

内でもきっとその人柄が発揮されるでしょう。」との紹介に、堀さんの笑顔がとても印

象的でした。堀さん、これからどうぞよろしくお願いします。 

この例会前日に新元号『令和』の発表がありました。 

『令和』とは、「人々が美しく心を寄せ合う中

で、文化が生まれ育つ。梅の花のように、日本

人が明日への希望を咲かせる国でありますよ

うに」という意味が込められているそうです。

私は、新居浜ひうちライオンズクラブのモット

ーとする「we serve 我々は奉仕する」はまさ

に美しい心だと思います。この素晴らしい仲間

と心を寄せ合い、時間を共有し活動できること

は、本当に幸せなことだと思います。満開の桜と令和元年への期待、そして何よりも新

しい仲間が加わったことで、よい 4月のスタートとなりました。 
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チャーターナイト例会 

計画大会委員会理事 岡田直人 

「チャータナイトとは新クラブが国際協会の一員となった証（あかし）として交付され

る認証状の伝達である。・・・」とライオンズ必携に記載されています。僕なりに理解

すると年に一度のチャーターナイト例会こそが我がクラブの誕生日になると思います。 

クラブ結成の創立に尽力したチャーターメンバーにとってクラブは我が子のような

存在になるのでしょうか。チャーターメンバーに感謝感激です。 

 今宵は、メンバーと誕生日会をサンジェルマンの演奏とともにゲームを行い楽しく祝

うことが出来ました。 

 来年もチャーターメンバー方とともに多くのメンバーでお祝いできることを楽しみ

に頑張っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラブ横断幕完成披露 サンジェルマンの皆様

チャーターメンバー
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訃報    岡 周平（７４歳） 

 

新居浜ひうちライオンズクラブメンバー

として約２３年間在籍しておりました。   

元メンバーの池浦さんと同級生であり、

年齢の割に髪の毛はいつも黒々として若々

しい岡さんでした。特に食事にはこだわり

があり、新しいメニューや提案をよくして

いただきました。 

幸福の科学に熱心な方でしたが、クラブ

内で宗教活動は一切いたしません。人のた

めによく頑張った方でした。 

一年前から病気が発覚し一度は回復されましたが、再会は叶いませんでし

た。本当に残念でなりません。心よりご冥福をお祈り申し上げます。 

会長 藤田修生 

 

 

 

 

 

＊１月第二例会＊ 

藤田修生 ①岡周平さんのご冥福をお祈りいたします。 

②東京ドームに金栄と庄内の太鼓台が行ってきて無事終了したそうですネ。 

塩崎 卓 新居浜ひうちライオンズクラブメンバーである故 岡周平さんのご冥福をお 

 祈り致します。 

眞鍋啓太 残念！！周平様 心よりお悔やみ申し上げます。 

 故人のクラブへの御貢献、改めて感謝申し上げます。 

越智慈子 岡さん絶対に復活されると信じていました。岡さんは天に帰った…本来の姿 

 になったと思えば悲しみも癒えるのでしょうか…ご冥福をお祈りします。 

曽我部正二 体育館にエアコン設置の署名ありがとうございます。 

塩崎安規 物故会員になられました岡周平さんに対し謹んでお悔やみ申し上げます。 

秋山義則 ひうちＬＣに長く、そして仲良くさせて頂いた仲間（岡周平）を一人失ってさ 

 みしい限りです。 

坪井利勝 暖冬ですね！ 

土岐和美 故 岡周平さんのご冥福を祈ります。皆様も健康には充分気を付けて、早めの 

 対策をして下さい。 

横井俊幸 岡さん、残念です！ 

藤田聖一 最近インフルエンザが流行っています。お気をつけ下さい。 

岩崎隆義 本年も元気。病気、インフルに負けないように。 
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東 裕子 皆さん地震が恐ろしいのはご存知だと思います。また地震が来るときの為に 

 地震保険に加入して備えておきましょう。 

烏谷征明 新年の目標を達成できるよう日々努力を継続します。 

 

＊２月第一例会＊ 

藤田修生 ①ボーリング大会は楽しかったです。②キャッシュレスのセミナー受けてき 

 ました。③今日は大石豪君の卓話があります。 

塩崎 卓 ２月２日、１Ｚのボーリング大会に行ってきました。１５日の合同例会での結 

 果発表が楽しみです。 

眞鍋啓太 今年は統一地方選挙 我がクラブの同志が見事勝利されんことを！！ 

篠原孝尚 風邪が流行しています。皆様ご自愛ください。 

田窪秀道 ダイヤモンド１００周年田坂ライオンご受章おめでとうございます。 

曽我部正二 体育館のエアコン設置の署名ありがとうございます。２月７日市長教育長に 

 要望を提出致します。 

秋山義則 ひうちの同じメンバーでもあり、大石豪さん頑張ってくださいね！ 

松本 清 現在３３６－Ａ地区の純増が５５名というめちゃくちゃな状態です。皆様の 

 御協力をよろしくお願い致します。 

内田真弓 立春をすぎ、いい季節になりました。まだまだインフルエンザに気を付けてお 

 過ごしください。ボーリング大会お疲れ様でした。 

土岐和美 全国的にインフルエンザが流行しているのとの事で、またこれからは花粉症 

 も早めに対策をとる報道もあります。皆様気を付けて下さい。 

岩崎隆義 花粉の季節です。気を付けましょう。 

東 裕子 寒かったり暑かったりしますが、皆さんお身体気を付けてください。 

大石 豪 今日は県政報告会をさせていただきありがとうございました。頑張って新居 

 浜、愛媛の為に動いて参ります！！ 

烏谷征明 インフルエンザが流行しています。気を付けましょう。 

 

＊２月第二例会＊ 

藤田修生 今日の１Ｚ合同例会の余興で、カラオ

ケを歌います。アリスの「ジョニーの

子守唄」です。のどの調子がイマイチ

なのが心配だ。 

眞鍋啓太 年に２回の合同例会先日のボーリン

グ大会での成績が楽しみ！！ 

田尾忠士 本日の例会は２Ｒ－１Ｚ合同例

 会です。よろしくお願い致します。 

秋山義則 新居浜４クラブの仲間達と一緒なの

で楽しみたいと思います。 

松本 清 年度の後半に入ります。皆様の御協力をお願い致します。 

内田真弓 合同例会愉しい時間になりますように。 

岩崎隆義 今日も元気でよろしく。 

東 裕子 今日はすごく寒いですね。寒さに負けないように頑張ります。 

 

＊３月第一例会＊ 

藤田修生 ①先日の２Ｒ－１Ｚ合同例会では気持ちよく歌いました。②中学生吹奏楽コ

ンサートは良かったですネ。 
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眞鍋啓太 中学生の吹奏楽部（2/24）の演奏は楽しい一時でした。今後のアクティビティ

にはずみをつけてくれました。 

篠原孝尚 寒暖差があり、まだまだ寒い日が続きますが、皆さん風邪をひかない様にして

下さい。 

曽我部正二 体育館のエアコン設置の署名ありがとうございました。２２６８９名の署名

提出しました。高知龍馬マラソン遂に完走しました。太平洋の雄大な景色を満

喫しました。 

秋山義則 少し、春めいてきましたね。しかし雨が

多いようです。風邪をひかない様に。 

大西健司 良い気候になりました。皆様、活発に動

き出しましょう。 

松本 清 ６月末の年度末に於いて、最低でも、純

増＋１だけは確保のご協力を頂きたい

と思います。よろしくお願い致します。 

坪井利勝 暖かくなりました。 

土岐和美 今年は春が少し早いようですね。我が家の庭のさくらんぼの花もぽちぽちと

開き始めました。又、牡丹のつぼみも例年より早くふくらみが大きくなってい

ます。でも風邪も流行っているようなので気を付けてください。 

横井俊幸 インフルエンザが治ったら、次は花粉症です。大変です！皆さんも気を付けて

くださいね。 

岩崎隆義 花粉対策大丈夫でしょうか。 

東 裕子 だいぶ春らしくなってきましたが、花粉症の季節なので花粉症の方は大変そ

うですね💦手洗いうがいを私も含め徹底しましょう。 

 

＊３月第二例会＊ 

藤田修生 お遍路の清掃活動は寒かったです。参加された方には御礼申し上げます。 

塩崎 卓 先日の遍路道清掃お疲れ様でした。思ったより、ゴミが多かったです。 

眞鍋啓太 遍路道清掃御苦労様でした。アクティビティもほぼ 90％終了。あと３ヶ月余 

 り頑張っていきましょう。 

越智慈子 長男が明日から就職で群馬に行ってしまいます。居て当たり前だったので、居 

 なくなると考えると、とても寂しいです。 

田窪秀道 本日は、市政報告の機会を頂きまして、ありがとうございます。４月２１日の 

 投票日まで必死に頑張ります。 

曽我部正二 本日、夕方６時１０分からＮＨＫ姫ポンの番組に私のインタビューが放送さ 

 れるかもしれません。ライオンズのバッチがバッチリ映るかもしれません。 

塩崎安規 もうすく春ですネ。気分も高揚してきますネ。ウィサーブで頑張りましょう。 

田尾忠士 今日は雨で少し寒くなりました。もう少しすると春がやって来ますネ！！ 

岡田直人 高校入試も終わり、娘も春から、ＪＫ（女子高生）になります。 

大西健司 遍路道清掃お疲れ様でした。 

永井健之 遍路道清掃お疲れ様でした。また季節の変わり目ですので、体調管理も整えて 

 いきましょう！２Ｒ親善ゴルフ大会頑張ります！！ 

松本 清 次回のアサヒビール園が楽しみです。（ほろにがメンバーより） 

坪井利勝 ソメイヨシノが咲くのはもうすぐですね！ 

土岐和美 桜の便りが聞かれる季節となりましたが、田尾さんがＺＣの時、陽光の苗木を 

 頂き１本植えていたところ、昨年は少し咲き、今年は少し多めに咲き始めまし 

 た。これからは良い季節ですが、花粉症の方は大変ですね、気を付けて頑張っ 
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 て下さい。 

岩崎隆義 体調気を付けて下さいね。 

東 裕子 今日は雨がふって気温が下がってますね。ずっ

と暖かかったので油断してました。花粉も沢山

とんでるので皆様気を付けてください。 

大石 豪 第５５５回例会 ＧＯ ＧＯ ＧＯ！でしっか

り歩んで参ります！ 

 

＊４月第一例会＊ 

藤田修生 楽しいお花見例会でした。来年も桜をめでたい令和になります様に。②堀さん 

入会おめでとうございます。 

眞鍋啓太 アサヒビール園は久しぶりです。堀新会員ご入会おめでとうございます。宜し 

 く御協力お願い申し上げます。 

越智慈子 堀亘さん入会おめでとうございます。宜しくお願い致します。 

塩崎安規 堀さん入会おめでとうございます。今後ともよろしくお願いします。 

田尾忠士 本日の例会は西条アサヒビール園に来ました。楽しく行いましょう‼よろしく 

お願い致します。 

大西健司 今日はおいしいビールをたくさん飲みましょう。 

松本 清 堀さんの新入会を歓迎致します。 

内田真弓 年号も決まり、楽しい懇親会になることと思います。 

土岐和美 今年は今日くらいは桜の花盛りと思われます。私も 10年位花見をしていない 

 と思い、ゆっくり花見がしてみたいと思うようになってきました。（健康上） 

 新入会員の堀亘さんおめでとうございます。これからよろしくお願い致します。 

藤田聖一 暖かくなってきましたね。季節の変わり目ですので、ご自愛くださいませ。 

田坂嘉朗 飲むよ～～ 

岩崎隆義 おいしく頂きましょう。 

 

＊４月第二例会＊ 

藤田修生 今日はチャーターナイトです。楽しんで下さい。 

眞鍋啓太 チャーターメンバー８名を囲んで、クラブの発展の苦労話などをつまみにワ 

 キアイアイと一夜を楽しみます。 

越智慈子 今晩チャーターナイト例会よろしくお願い致します。チャーターメンバーに 

 敬意を表します。 

曽我部正二 チャーターナイト例会おめでとうございます。祝宴に出れず残念です。還暦の 

 御祝きれいな花ありがとうございます。 

塩崎安規 今日はチャーターナイト例会です。大いに盛り上がりましょう。 

田尾忠士 本日の例会はチャーターナイト例会です。よろしくお願い致します。 

秋山義則 我がメンバーの大石豪さんおめでとうございます。トップ当選でしたね。 

大西健司 暖かくなりいい季節になりました。今日はビールをおいしく頂きます。 

戒田憲昭 長く入院しやっと退院できました。ありがとうございました。 

松本 清 プラス 91名が現在、マイナス 4名になっています。会員増強をよろしくお願 

 いします。 

坪井利勝 年次大会成功？ おめでとうございます。 

土岐和美 今日は 23回目チャーターナイト例会、祝宴会です。楽しくやりましょう。 

横井俊幸 豪君、トップ当選おめでとう！次は田窪さんの番ですね。上位当選めざして頑 

 張って下さい！ 
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田坂嘉朗 喉かわいたー！ 

岩崎隆義 今日は食べますよ！お腹すいたです。 

東 裕子 桜散ってしまいましたが、個人的に桜の花びらが舞うのが好きなのでそれ見

て癒されてます♡花粉症に気をつけてください。 

大石 豪 皆さんの期待に精一杯応えて参ります！本当にありがとうございました！！ 

 

＊５月第一例会＊ 

藤田修生 10連休長いようであっという間の 10日間でした。私は新居浜から一歩も出ま 

 せんでしたが楽しい 10日間でした。子供祭りやさんさん物語イベントやサイ 

 クリングなどにも参加しました。 

塩崎 卓 令和元年最初の例会です。連休は皆さん楽しめましたか？ 

眞鍋啓太 風薫る若葉の頃、ビージーズの First of May を想い出す。素晴らしい季節 爽 

 やかに残す献血イベントをやり遂げたいものです。 

篠原孝尚 令和初の例会です。元気よく頑張って行きましょう！谷様今日はお忙しい中、 

 卓話ありがとうございました。 

曽我部正二 長女、次女と久しぶりに会食しました。成長に目をみはり、令和の時代一家和 

 楽い楽しい生活を送ってまいります。 

塩崎安規 今日はものわすれクリニックの谷先生の卓話です。宜しくお願いします。 

田尾忠士 令和元年新しい年の始まりです。ライオンズの年度も残り２ヶ月頑張りまし 

 ょう。 

秋山義則 「わすれもの さがす途中で ものわすれ」 いい先生がいるので治るかも？ 

大西健司 昨日の雨で山々の新緑の色が彩やかに見えます。良い気候になりました。 

永井健之 令和 あけましておめでとうございます。新しい時代も We Serveの精神で地 

 域に貢献して行きましょう！ 

松本 清 明日、キャビネット内局会議があります。まだ先は永いようですが、今こそ、 

 会員の一致団結が必要な時です。よろしくお願いします。 

内田真弓 10連休楽しく過ごされましたか？母の日まで休みなしで頑張ってます。よろ 

 しくお願いします。 

土岐和美 5月 1日より新しい年号になりましたが、まだ馴染んでいないのでぴんとこな 

 いのが現実です。徐々に馴染んでいくと思います。 

岩崎隆義 体調気を付けましょう。 

東 裕子 寒かったり暑かったりしますね。昨日の雷がすごかったですが、皆さん大丈夫 

 ですか？火災保険入ってると安心ですよ。 

大石 豪 令和元年 新たな気持ちで頑張って参ります！皆様、宜しくお願い致します‼ 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３回 献血 報告 
５月１９日（日） 

 
受 付 １４１名 

400ml 献血 １２０名 

不 採 血 ２１名 
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第５５１回 １月第二例会 

平成 31 年１月 22 日（火）12：30～グラッツェふじ 

・故 岡周平へ対し黙祷 

・ライオンズの誓い 伊藤健二 

・議事録作成者指名 坪井利勝 

・会長挨拶 

・100 周年会員増強キャンペーンアワード贈呈 

 ２名 横井俊幸、曽我部正二 

・委員会報告 

  会員会則  2/17 新会員オリエンテーション 

３名参加、会員増強願い 

  総務  会報誌第３回本日配布、ＨＰ更新済 

  計画大会 合同花見例会中止の案内 

  保健福祉環境保全  清掃御礼、献血 2/17 

・半期収支決算報告 

・監査報告 

・次期役員指名委員会の発表 異議なし 

・幹事報告 スケジュール、理事会報告 

・審議 全て可決 

・出席報告 横井俊幸  74.4％ 

・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   

 

第５５２回 ２月第一例会 

平成 31年 2月 5 日（火）12：30～グラッツェふじ 

・ライオンズの誓い 眞鍋啓太 

・議事録作成者指名 烏谷征明 

・会長挨拶 

・100 周年会員増強キャンペーンアワード贈呈 

 田坂嘉朗 

・誕生祝い ４名  

岩崎隆義、蓮尾有里、藤田修生、田坂嘉朗 

・結婚記念月 2 名 永井健之、日野満明 

・卓話  大石豪 「県政報告」 

・委員会報告 

  会員会則  新会員オリエンテーション集合案内 

  計画大会  １Ｚ４クラブ合同例会案内 

  青少年  新居浜市中学校吹奏楽部三校合同 

ミニコンサート案内 

  保健福祉環境保全 献血案内 

・幹事報告 スケジュール 

・出席報告 小野耕嗣 79.1％ 

・テールツイスタータイム 曽我部正二 

 ドネーション 40,000 円 

・ライオンズローア 石井敦士 

 

第５５３回 ２月第二１Ｚ合同例会 

平成 31年 2月 15 日（金）18：00～ユアーズ 

 

 

第５５４回 ３月第一例会 

平成 31年 3月 5 日（火）12：30～グラッツェふじ 

・ライオンズの誓い 篠原孝尚 

・議事録作成者指名 大西健司 

・会長挨拶 

・国際会長より感謝品贈呈 

ＧＭＴ・ＧＬＴ・ＦＷＴ・会則委員長 松本清 

・2018-2019 年度新入会員記念ガバナーピンバッチ贈呈 

 ２名 大西理紗、藤田聖一 

・誕生祝い ５名 

伊藤健二、東裕子、戒田憲昭、横井俊幸、塩崎卓 

・結婚記念月 ２名 小野勲、戒田憲昭 

・地区委員活動報告  

２Ｒ－ＹＳＥ・ライオンズレオ国際関係委員 田坂嘉朗 

・委員会報告 

  計画大会  ４月第一例会 4/2（火）アサヒビール案内 

  保健福祉環境保全  献血お礼、遍路道清掃参加願い 

・次期役員候補者の発表 

・幹事報告 退会報告、スケジュール、理事会報告 

・審議  可決 

・出席報告 横井俊幸 71.4％ 

・テールツイスタータイム 曽我部正二 

 ドネーション 33,000 円 

・ライオンズローア  

 

第５５５回 ３月第二例会 

平成 31年 3月 19 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 大西理紗 

・会長挨拶 

・活動費贈呈 田尾忠士 

・2018-2019 年度新入会員記念ガバナーピンバッチ贈呈 

 亀崎千恵 

・卓話 田窪秀道「市政報告」 

・委員会報告 

  会員会則  家族会員退会、終身会員取扱内規変更 

  計画大会  4/2 夜間例会 アサヒビール案内 

  保健福祉環境保全  遍路道清掃御礼 

・次期役員選挙会 

・幹事報告 理事会報告、スケジュール 

・審議  可決 

・出席報告  永井健之 76.2％ 

・テールツイスタータイム 曽我部正二  

ドネーション 40,000 円 

・ライオンズローア 田坂嘉朗 

 

 

例会報告 
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 ・結婚記念月 5 名 田中、眞鍋、大西健、直野、堀 

・誕生祝い ４名 源代、岡部、田尾、坪井、石井 

・今期入会者紹介 

・チャーターメンバー紹介 

・出席報告 79.1％ 

・テールツイスタータイム 49,000 円 

・ライオンズローア  戒田憲昭 

 

第５５８回 ５月第一例会 

令和元年 5 月 7 日（火）12：30～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 東裕子 

・会長挨拶 

・100 周年会員増強キャンペーンアワード贈呈 大西健司 

・2018-2019 年度ガバナーズアワード贈呈 藤田修生 

・結婚記念月 ４名 田窪、岡部、篠原、石井 

・誕生祝い ４名 藤田聖、田中、伊藤嘉、舟橋 

・委員会報告 

  保健福祉環境保全  5/19献血 拠出金 80,000 円 

・幹事報告  スケジュール、ＹＣＥ派遣生受入願い 

・卓話  

たに脳神経外科・内科・ものわすれクリニック院長 谷到様 

・出席報告  74.4％ 

・テールツイスタータイム  38,000 円 

・ライオンズローア  小野耕嗣 

 

第５５６回 ４月第一例会 

平成 31年 4月 2 日（火）18：30～アサヒビール園 

・入会式 堀亘  スポンサー内田真弓  

・会長挨拶 

・委員会報告 

 計画大会   次回 4/16ＣＮ例会参加願い 

・幹事報告  4/7 地区年次大会献血願い 

・２Ｒ親善ゴルフ大会表彰 

越智慈子、眞鍋啓太 

・出席報告 62.8％ 

・テールツイスタータイム ドネーション 26,000 円 

・ライオンズローア  塩崎安規 

 

第５５７回 ４月第二ＣＮ例会 

平成 31年 4月 16 日（火）18：30～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  石井敦士 

・会長挨拶 

・還暦御祝 曽我部正二 

・委員会報告 

  総務  クラブ横断幕完成披露 

・幹事報告  愛ロード清掃 

・アトラクション サンジェルマン様 

・ガバナーズアワード受賞報告 

 

Ｂｉｒｔｈｄａｙ 

５月 藤田聖一 （１５日） 

 田中克美 （１９日） 

 伊藤嘉彦 （１９日） 

 舟橋大賀 （２７日） 

６月 小野耕嗣 （５日） 

 眞鍋啓太 （１８日） 

 岡田直人 （２２日） 

 田窪秀道 （２４日） 

 秋山義則 （２６日） 

Wedding anniversary 

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） 

 石井敦士・亜希子（１５日） 

６月 伊藤健二・厚子 （３０日） 
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日 曜 曜

1 水 土

2 木 日

3 金 月

4 土 火

5 日 水

6 月 木

7 火 金

8 水 土

9 木 日

10 金 月

11 土 火

12 日 水

13 月 木

14 火 金

15 水 土

16 木 日

17 金 月

18 土 火

19 日 水

20 月 木

21 火 金

22 水 土

23 木 日

24 金 月

25 土 火

26 日 水

27 月 木

28 火 金

29 水 土

30 木 日

31 金

複合地区年次大会　岡山県

第２回次期準備理事会　19：00～事務局

複合地区年次大会ゴルフ大会・前夜祭

第一リハーサル例会 ふじ 12：30～　　　　　　　

理事委員長会19：00～事務局

第一例会 ふじ 12：30～　　　　　　　

理事委員長会19：00～事務局

Ｚ年次会合

献血　イオン新居浜

5　月 ６　月

次期三役オリエンテーション

２Ｒ年次会合

第一例会 ふじ 12：30～　　　　　　　

第二引継例会　ふじ　18:30～

次期準備リジョン会議
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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 

＊＊＊編集後記＊＊＊ 

 

『令和』の時代に入りましたね。 

新しい時代の幕開けには、これから新しい気持ちで挑戦しようと思う気持ちと、

これまで培ってきた古き良きものをしっかり新しい時代へ引き継いでいこうと

いう気持ちが重なり、どこか身が引き締まる思いになりますが、みなさんはい

かがでしょうか？ 

さて、今期の総務委員会は 4 回の会報誌を発行してまいりましたが、今回が

最終号となります。私自身が初委員長ということで不慣れな点もあり、原稿作

成や写真撮影など、皆様には本当にご迷惑をおかけしたことも多かったと思い

ます。あらためて、絶大なるご協力、ご支援に心から感謝申し上げます。 

令和は万葉集の「初春の令月にして 気淑く風和ぎ、梅は鏡前の粉を披き 蘭

は珮後の香を薫らす」という文言を引用されています。その意味は「人々が美

しく心を寄せあう中で文化は花開く」という意味だそうです。まさに、藤田会

長のスローガンでもある「愛を繋ぎ、奉仕を通して「ありがとう」が溢れる文

化をつくろう」という思いと重なります。 

次年度の会報誌は、皆さんのひたむきな奉仕の姿に光を当てながら、25周年

に向けて、ひうちライオンズの絆が一層強くなる素晴らしい会報誌になるよう

に祈念すると共に、改めて今年度と変わらぬご協力をお願い致します。有難う

ございました。 

永井健之 感謝合掌 

 


