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第二回少年ソフトボール大会 

 広報委員長 田窪秀道  

９月１日の日曜日、河川敷グランドにおいて第二回ひうちライオンズ杯少年ソフトボール

大会が開催されました。一週間前の天気予報では雨でしたが当日は嘘のように晴れ渡り、絶

好のスポーツ日和となりました。 

朝７時には会場に入り、ライオンズの横断幕並びにひうちライオンズ旗を設置。開会式で

は眞鍋啓太会長のご挨拶の後、第一副会長で

ある越智慈子さんによる始球式初デビューも

ありました。 

大会結果は大江スポーツ少年団が優勝、準

優勝は高津ジュニアスポーツ少年団、三位に

は金子・垣生スポーツ少年団という結果とな

りました。表彰式ではライオンズメダルを当

会員から子供達へ一人ずつ首に掛けてあげま

した。 

会員の皆様お疲れ様でした。青少年の健全

育成のため引き続き宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

第一回献血報告 ９月１日（日）イオン新居浜 

 

受 付 １５１名 

4 0 0 m l 採 血 １３２名 

不 採 血 １９名 
 

たくさんのご協力ありがとうございました！ 
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９月第二伊予土居ＬＣ合同例会 

ＭＣ委員長 伊藤健二  

９月１８日（水曜日）伊予土居ライオンズクラブとの合同例会に出席しました。 

今年は伊予土居ＬＣさんの設えで関川河川敷ふるさと広場の芋炊き会場で開催され、 

新居浜ひうちＬＣからは３４名＋事務局日野さんで出席しました。 

まだまだ残暑厳しい日が続いていましたが、当日会場は初秋の風が心地よく、大変過 

ごしやすい中で美味しいいもたきをいただきました。また地元の里芋でつくった「やまじご

ろし」という焼酎も振舞われ、和気藹々と親睦を深められました。 

来年は新居浜に招いての開催の予定です。来年以降も継続して開催されることを期待しま

す。 

 
 
 
 

２Ｒ親善ゴルフ大会 

 クラブ理事 横井俊幸  

 ９月２９日（日）２Ｒ親善ゴルフ大会

へ、眞鍋会長、越智第一副会長、戒田幹

事、小野耕嗣さん、塩崎卓さん、直野さ

ん、大西理紗さんの８名で参加し、ダブル

ペリアに恵まれ、６位入賞することができ

ました横井です。 

色々といじられてますが、次は、実力で

頑張ります。又、ライオンズでコンペ開催

の予定みたいですので、多数の参加宜しく

お願いします。 
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１０月第二１Ｚ４クラブ合同 世界ライオンズ・デー 

 広報委員長 田窪秀道  

１０月８日６時より、世界ライオンズデーとい

うことで１Ｚ合同早朝例会が行われました。４ク

ラブ全員で新居浜市中央公園を清掃し、文化セン

ター駐車場にてラジオ体操を行いました。合同例

会が始まる直前に小雨が降ってきて急遽屋根の下

に場所を変更されました。当日は多くのライオン

ズメンバーの参加がありました。 

年に１回の事業ですので、欠席された会員の皆様は次年度ご参加宜しくです。参加された

会員の皆様お疲れさまでした。 

 

第２４回小学生バレーボール大会 

第二副会長 篠原孝尚 

10月 19・20日に、山根総合体育館で第 24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

盛大に開催されました。 

 今年は、38チームの参加でいくつかの体育館に分か

れての熱戦が繰り広げられ女子Ａリーグでは双葉女子・

Ｂリーグでは中萩・Ｃリーグでは北条、男子混合Ａリー

グでは東温Ｍａｘ・Ｂリーグでは味酒くすのきが優勝し

ました。 

 毎年、選手達の技術が向上していて小学生とは思えな

い程のプレーを見る事が出来ます。将来、オリンピックに出場する選手も生まれるかもしれ

ません。 

 此の度、ご協力をいただきましたバレーボール協会はじめ、会長・青年委員長そしてひう

ちライオンズクラブのメンバーの皆様大変お疲れ様でした。 

ありがとうございました。 
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マリンパーク清掃 

ライオン・テーマー 小野耕嗣  

本年１０月２７日（日曜日）朝７時から、保険福祉・環境保全委員会の奉仕事業である

「マリンパーク清掃」に参加しました。秋晴れの中、約半数のメンバーの参加で始めまし

た。 

この公園には、我が「ひうちライオンズクラブ創立記念の時計台」をはじめ、さざれ石、

植樹した桜、寄贈した遊具等、周年記念ごとに、いろいろと贈呈をしてきたものがあり、当

ライオンズクラブにとっては「伝統」を感じるこ

とのできる、とても大切な場所です。 

早朝のすがすがしい中、作業手袋をして、ナイ

ロン袋を片手に、いざゴミ拾いに・・。 

早朝清掃をしていて、最近感じることではありま

すが、「あまりゴミがない！」きっと、定期的に

掃除はしているのだと思いますが、いつもきれい

だと、勿論気持ちがいいですよね。何年も清掃活

動を続けてきたけれども、最近ゴミが少ないと感

じることが多い。 

以前は、たばこのポイ捨てを中心にかなりゴミ

があった。その「たばこ」のごみさえ少ない。 

何処かで大きな災害の発生が、毎年のように

ありますが、そこで活動するボランティアも年々

増えてきている気がします。こういったボランテ

ィア活動経験も、こういうマナーの変化に繋がっ

てきているのではないだろうかと思います。 

「街をきれいに！」だけでな

く、これからの社会をもっともっ

と良くしていくためには、小さい

時から、学校を通して、（勿論、

安全を保ちながら）ボランティア

活動を授業の一環として、より積

極的に取り組むことも大切なこと

ではないでしょうか。 

などと、いろいろなことを思い

ながら、そのままにしていても、

きっと目立たないかもしれないほ

どの、小さなごみを沢山拾いまし

た。（中には、「何処で拾ってき

たん？」と思うほどの大きなゴミを拾っていたメンバーもいましたが・・・） 

きれいだったため、予定より少し早めに終了しました。次回は、リーガーロイヤルホテル

前。きれいだといいのですが・・・。 

昨日から泊っているのだと思いますが、キャンプをしている人が、沢山いました。話によ

ると、今が、暑くもなく、寒くもなく、最高のキャンプだとか。 

 いつまでも、きれいで、多くの人に利用され、親しまれる公園であって欲しいと思ったの

は、私だけでしょうか？ 
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第５８回ＯＳＥＡＬフォーラム 

計画大会委員会 塩崎安規  

 

11月 8日（金）9日

（土）、メンバー15名（13

名：バス移動）第 58回

OSEALフォーラムに参加し

ました。行きのバスでは、

話好きの修生さんのひとり

言や、永井 PCのクイズ、お

絵かきで大盛り上がりでし

た。広島へ到着後、受付を

済ませ開会式に参加。MD336

はホストなので席が会場ステ

ージの裏側にあり、直接見えないので画像を通して

の開会式。空腹のせいもありわずか 20分程度で退

席しました。その後昼食を取り、楽しいバッチ交

換。素敵なバッチと交換できたでしょうか？ 

夜は「正弁丹吾」で懇親会、ふぐ・のどぐろ会席

に舌鼓。ひれ酒最高！眞鍋会長も珍しく酒を飲み上

機嫌。メンバーの懇親の深まる楽しいひと時でした。 

次の日は、平和セミナーに参加。「私の見た「ヒロシマ」」講師：小倉桂子氏（82才）貴

重な被爆体験のお話を聞くことができました。そして広島平和記念資料館の見学。最後は、

昼食です。広島お好み焼きやかき焼きなど食べました。これまたうまい。グルメ旅最高！そ

して岐路に就きました。 

あっという間の二日間。さみしいかな明日は夢から現実へ。次回、日本開催の OSEALフォ

ーラムは 7年後の

2026年（たぶん）

です。その時はま

たみんなで思い出

作りに行きましょ

う。企画運営され

た役員の皆さんお

疲れ様でした。 
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２Ｒ親善スポーツ大会 

第一副会長 越智慈子 

第 47回となる今年の大会 は 2リジョン 19チーム 200人の参加で開催されました。 

   はじめ、スポーツインストラクターさやかさんの本格的な準備運動で十分に身体がアップ

されました。その後練習の間もなく、昨年優勝の西条ライオンズさんとの初戦２－０。続い

て今治くるしまライオンズさんとの 2回戦２－０にて、惜しくも決勝トーナメント進出が叶

いませんでした。 

塩崎安規さんが初戦の 2セット目で、まさかの肉

離れのため休場。主力を失ったものの、戒田さんの

本気のサーブ、工藤さんの頭脳プレー、大西さんの

サポート、走り回れる卓さん、ムードメーカー永井

さんの健闘で、どのセットも接戦試合でした。アク

シデントはあったものの、親善に相応しい楽しい大

会になりました。また今大会の参加賞は台風 19号に

よる災害の復活を祈って宮城県のササニシキ米でし

た。 

出場された皆様、応援いただきました皆様、ありが

とうごさいました。 

 

 

 

 

 

 

 
 

Café neko no te   鎌田素
かまたもと

己
み

 
                                   

新須賀町敷島橋西側で、カフェを経営しております。 

ひうちライオンズクラブには藤田修生さんのご紹介で、入会しまし

た。 

お昼のランチは大人気です。夜カフェは、週末（金土）のみ。歓送

迎会、忘年会、新年会などのミニコースは 2000円〜アルコール飲み

放題はプラス 1500円。その他ご予算に応じます。 

どうかよろしくお願いします。 
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株式会社メルファーふたがみ 代表取締役  二神
ふたがみ

 恵
めぐみ

 

新居浜市篠場町２番１５号   TEL 0897-47-4095 
 

『メルファーふたがみ』はブルーベリーとブドウの観光農園で、栽

培を始めて８年になります。当園は６次産業に取り組んでおり、スタ

ッフ一同、皆様に美味しいブドウとブルーベリーを提供できるよう、

農薬・化学肥料を一切使わず、すべて手作業で栽培しています。 

『メルファー』はメルヘンファームの略で、農園で「童心に戻っ

て、想い出作り」をしていただきたいと言う思いを込めています。 

当園のブルーベリーは茨城県土浦市より調達し、約 5,000㎡に約

800本（8種類）を植付け、無農薬で栽培しています。ブドウは「新短稍栽培」で栽培し、

山形県上山市より調達した苗木を約 4,000㎡に、約 100本植付けています。また、自家製

「ブルーベリージャム」は愛媛県岩城島のレモンを使用し、グラニュー糖を通常の半分しか

使用しない甘さ控えめのジャムで、添加物を一切使用していない当園の人気商品です。 

『メルファーふたがみ』は安全安心な果実を提供し、皆様の憩いの場所になれるよう、ス

タッフ一同日夜努力していますので、今後ともご愛顧のほどよろしくお願い致します。 

 

 

ボーイスカウト新居浜第２団 スカウトクラブ会長 安井
やすい

誠一
せいいち

 

8月 20日第 565回例会で「ボーイスカウト新居浜第 2団」について

講話させていただきましたご縁で、内田様のご紹介あり入会のお誘いを

頂きました。 

9月 3日（奇しくも私の満 80歳誕生日）付けで入会式を催行頂き入会

できました。 

友人からは、「安井は何を考えているのか。80歳を超えたら所属団体

から身を引くのが普通やのに」、妻からは「断る勇気を持ったらどうで

すか」と言われていますが、健康年齢 100歳を目指している私にとりま

しては、「80歳になってからでもまだ 20年ある」と思っています。 

社会のお役に立てることには頑張ってやっていきます。青少年委員会に所属となりました

ので、ライオンズクラブが目指す「社会に役立つ青少年育成」にボーイスカウト活動の支援

同様尽力いたします。お役に立てば幸甚です。  

歳は重ねていますが、未熟者故、会員の皆さまからのご指導ご支援を心からお願いいたし

ます。                      
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くどう社会保険労務士事務所・くどう行政書士事務所 工藤
くどう

祐樹
ゆうき

 

この度入会させていただきました、工藤祐樹です。 

長年に渡って素晴らしい活動をされてきた新居浜ひうちライオンズ

クラブに加えていただきましたことを厚く御礼申し上げます。 

私は社会保険労務士、行政書士、土地改良区事務の 3つの仕事をして

おり、具体的には行政機関へ提出する書類の作成や、雇用に関するコン

サルティング等をさせていただいております。 

謙虚な気持ちと感謝の心を大切にして仕事をしたいと考えており、少

しでもお客様のお役に立てるよう精進してまいります。 

まだまだ若輩者であり、色々な面で未熟ですが、諸先輩方にご指導

いただいて少しでも社会貢献できるように活動していきたいです。どうかご指導ご鞭撻のほ

どよろしくお願い申し上げます。  

 

株式会社 清皓 代表取締役 伊藤
いとう

清勝
きよかつ

 

この度、篠原孝尚さんの推薦で入会させていただきました、株式会社

清皓の伊藤清勝です。新居浜ひうちライオンズクラブの仲間として迎え

ていただき、厚く御礼申し上げます。 

当社はとび・土工工事を行う建設会社です。社名である「清皓（せい

こう）」は、私と息子の名前から 1文字ずつ取って名付けたもので、私

にとって愛着のある社名です。愛着あるこの会社での業務を通じて、少

しでも地域のお役に立てるよう日々精進しているところです。 

 新居浜ひうちライオンズクラブの皆様におかれましては、今後ともご指導ご鞭撻のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

 

 

 
 
 
 

＊９月第一例会＊ 

眞鍋啓太 安井さん御入会おめでとうございます。47 名になりました。50 名越えを目指しています。

親睦を深め楽しいクラブを作っていきます。御協力を‼ 

藤田修生 安井さんの入会を歓迎いたします。ソフトボール大会、献血ご苦労様でした。 

篠原孝尚 安井誠一様入会おめでとうございます。大西誠様、今日はお忙しい中訪問ありがとうござ

います。 

戒田憲昭 安井さん、ご入会おめでとうございます。 

内田真弓 安井様ご入会おめでとうございます。大西様、卓話ありがとうございます。 
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伊藤健二 安井さん入会おめでとうございます！ 

松本 清 新入会を歓迎致します。 

土岐和美 安井誠一さん入会おめでとうございます。年齢的には私とほぼ同じの様ですがお元気そう

でまだまだ頑張れると思います。私は現在故障中で整備し頑張って行きたいと思っていま

す。出来る範囲で頑張りましょう。 

田尾忠士 本日例会に来訪者、大西誠西中学校校長をお迎え

し、新入会員安井誠一Ｌよろしくお願い致します。 

大西健司 また暑さが戻ってきました。仕事が大変です。 

東 裕子 9/18 の芋たき皆さん参加よろしくお願いします。ひ

うちライオンズは皆さん楽しいメンバーなので盛り

上がりましょう♪ 

藤田聖一 まだ暑い日が続いています。ご自愛下さいませ。 

曽我部正二 ソフトボール、献血、お疲れ様でした。 

秋山義則 木曜日の親睦の会は自治会があり終わり次第に参加

しますので、遅くなります。私は肉が食べれないのですが、松茸は残しておいてください

ませ。 

塩崎安規 9 月 1 日は献血、ソフトボール大会、ガバナー公式訪問と盛り沢山でした。 

 参加者の皆さんお疲れ様でした。 

岩崎隆義 今月も元気によろしく。 

工藤祐樹 昨日熱中症で倒れました（苦笑）暑い日が続いておりますので、皆様もどうかお気を付け

ください。 

 

＊９月第二伊予土居ＬＣ合同例会＊ 

内田真弓 伊予土居さんとの合同例会楽しみです。美味しいお芋期待してます。 

永井健之 今日は美味しい芋たきを食べながら土居さんとのコミュニケーションを深めたいと思いま

す‼ 

小野耕嗣 今日の合同例会楽しみにしておりました。どうかよろしくお願い致します。 

田尾忠士 本日例会は第６回合同新居浜ひうちと伊予土居ＬＣ芋たき例会 楽しみです。 

塩崎 卓 伊予土居ライオンズクラブの皆さん宜しくお願いします。芋たきいただきます。 

東 裕子 初めての土居の芋たき楽しみです。 

曽我部正二 芋たき楽しみです。 

秋山義則 土居の芋だき楽しみにしてました。ありがとうございます。 

安井誠一 初参加させて頂きました。よろしくお願い致します。 

岩崎隆義 今日も元気でよろしくお願いします。 

田坂嘉朗 のむよ～ 

 

 

＊１０月第一例会＊ 

眞鍋啓太 ゲストスピーカー阿部様、小学生バレーボール協会中平様をお迎えして有意義な一時を過

ごせます。今後とも例会の活性化に努めてまいります。 

藤田修生 ①いつまでも暑さが続きます。体調に気を付けよう。②来訪者を歓迎致します。 

篠原孝尚 阿部義澄様、中平修一様、本日はお忙しい中訪問いただきありがとうございます。 

内田真弓 阿部様、卓話ありがとうございます。寒暖差で皆さん体調万全にして下さい。 

松本 清 新入会・再入会の勧誘者リストアップを宜しくお願い致します。 

小野耕嗣 阿部様、本日の卓話ありがとうございます。 

田尾忠士 今日は阿部義澄館長の卓話楽しみにしております。 

大西健司 残暑厳しいですが、皆様体にご自愛を。 
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塩崎 卓 新居浜市美術館館長 阿部義澄様 卓話宜しくお願いします。 

東 裕子 今日から消費税が上がってしまいましたね。保険は 10/1～下期に入るので心機一転がんば

ります‼ 

曽我部正二 阿部館長、中平理事、来訪ありがとうございます。チラシにもありますが、わたしと宇宙

展がテクスポート今治であります。「月の石」の展

示他いろいろあります。是非行ってみてください。 

秋山義則 結婚記念日 10/31 の御祝にお花をもらいましたの

で、帰ったらかみさんに渡します。ありがとうござ

います。 

塩崎安規 暑さ寒さも彼岸までといいますが、いつまでたって

も暑い日々が続きますネ。 

岩崎隆義 暑い日々体調崩さないようにね。 

工藤祐樹 昨日、仕事で予讃線の特急電車に乗りました。かな

り揺れて酔ってしまいました。予讃線をご利用の際

は酔い止め薬を飲むことをお勧めします。 

 

＊１１月第一例会＊ 

眞鍋啓太 アクティビティがこの 9.10.11.12 月と矢継ぎ早に実施されていますが、改めて会員の皆様

のご協力感謝申し上げます。引続き宜しく御支援お願い致します。 

藤田修生 10 月末は新居浜太鼓祭り〆のちマレーシアの方へ行ってきましたが、ちょっと風邪をひき

ました。 

篠原孝尚 先日初めて、扁桃腺で寝込みました。これから段々と寒くなってきますので、皆様風邪ひ

かないようにご自愛ください。 

松本 清 11 月 23 日の新会員オリエンテーション・リーダーシップ研修会には、該当者は必ず参加

してください。宜しくお願い致します。 

永井健之 秋も深まってきた感があります！体調管理を整えて、元気に 2019 年を過ごしていきましょ

う！ 

小野耕嗣 寒くなってきました。皆さん風邪をひかないようにして下さい。 

土岐和美 今年は自然の花々は約一週間遅れているようですが、朝夕めっきり寒くなって来たようで

す。又インフルエンザの声も聞こえて来ました。皆様気を付けて頑張ってください。 

田尾忠士 良い時候に成りました。少しの間ですが秋を楽しみましょう。 

東 裕子 だいぶ寒くなってきましたね。スポーツの秋にしたいのに、毎年食欲の秋になってしまう

ので、今年こそは少しでもスポーツできるようにしたいです。 

塩崎 卓 少し寒くなってきました。インフルエンザが流行っているそうです。気を付けましょう！ 

曽我部正二 11/11（月）文化センター「わたしと宇宙展」月の石見て来ました。上田正樹コンサート楽

しみです。11/17（日）神戸マラソン出場します。ひうちライオンズクラブ 25 周年ワンチ

ームで成功させましょう。 

秋山義則 今日は工藤祐樹さんと隣で楽しくお話をさせてもらいました。 

塩崎安規 冷え込んできました。風邪などひかぬようお体ご自愛下さいませ。 

安井誠一 太鼓祭りも終わり一挙に歳末行事に入っておられることご自愛下さい。 

岩崎隆義 今月も元気えがおで宜しくお願いします。 

工藤祐樹 風邪をひいてしまいました。皆さんもお気を付けて！！ 

 

＊１１月第二例会＊ 

眞鍋啓太 48 名の会員酒井さんの御入会を終え、あとは年内 50 名を越えるべく頑張っていきます。

皆様宜しく御協力お願い申し上げます。 

藤田修生 ①新入会員の酒井さん歓迎致します。②平田さん来訪ありがとうございます。 

内田真弓 酒井さんご入会おめでとうございます。平田さん卓話ありがとうございます。 
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松本 清 平田利實様の卓話、並びに酒井志津香様の入会に御祝申し上げます。 

永井健之 酒井さん入会おめでとうございます。また一緒に飲める機会が増えて嬉しいです！レクバ

レー大会の筋肉痛が辛いです(T_T) 

土岐和美 酒井志津香さん入会おめでとうございます。これから共に頑張っていきましょう。 

田尾忠士 本日の例会で新入会酒井志津香さんおめでとうございます。宜しくお願い致します。 

東 裕子 日曜日はお疲れ様でした。私は残念ながら参加できませんでしたが、身体を動かすのは良

い事なので、私も参加できるときは参加したいと思います。 

塩崎 卓 新入会員の酒井志津香さん宜しくお願い致します。平田利實様卓話楽しみにしておりま

す。 

曽我部正二 平田利實様ご来訪ありがとうございます。神戸マラソン完走しました。声援に後押しされ

ました。次はあかがねマラソン 12/8 目指して頑張ります。 

秋山義則 大伸ステンレスの酒井さんお久しぶりです。仕事の方でお世話になっています。又、平田

利實さんもお久しぶりで。平田さんこれをご縁にひうちＬＣ入会をお願します。 

日野満明 先月の家内の葬儀に於かれましては、眞鍋会長様をはじめ、メンバーの皆様にはご高配を

賜り厚く御礼申し上げます。ありがとうございまし

た。 

塩崎安規 ソフトバレーボール大会でふくらはぎの肉離れを起こ

しました。気持ちに体がついていかずです。年かな

ー。 

二神 恵 だんだん寒くなり、インフルエンザが流行の兆しを感

じられます。皆様のご健康をお祈り致します。 

安井誠一 平田利實様のお話楽しく拝聴。 

岩崎隆義 風邪はやってます。うがい忘れずに。 

工藤祐樹 11/17 バレーボール大会に参加してきました。筋肉痛で

すがとても楽しかったです！ 

 

＊１２月第一例会・家族忘年会＊ 

眞鍋啓太 年に一度の家族忘年会楽しく大いに飲みましょう。 

越智慈子 忘年会 一年皆様ご苦労様でした。 

篠原孝尚 師走に入りました。各方面で何かと忙しくなりますが、皆様、無理のない様に御身体ご自

愛ください。 

内田真弓 楽しい家族忘年会で親睦をはかりたいと思います。 

松本 清 忘年会楽しみましょう。 

小野耕嗣 この前お正月と思ったのに、もう師走！！一年って早いですね！良い事が沢山ありました

でしょうか？！来年も良い年でありますよ～に！ 

土岐和美 毎年思う事ですが、今頃になると一年過ぎるのが早いなと思う今日この頃。 

田尾忠士 本日の例会は家族忘年会ですネ！！ 

東 裕子 今日は待ちに待った忘年会ですね。家族の方も沢山ご参加頂き、人数が多いので楽しみで

す。宜しくお願いします。 

藤田聖一 今年もありがとうございました。来年もよろしくお願い致します。 

曽我部正二 家族忘年会楽しく明るく年を越したいと思います。Ｏｎｅ Ｔｅａｍでひうちライオンズク

ラブ来年も盛り上げていきましょう！ 

秋山義則 新しいメンバーが増えて楽しいですね。ありがたいね。 

塩崎安規 今日は忘年会です。悪いことは忘れて良かったことは忘れずに楽しく盛り上がりましょ

う。 

二神 恵 皆様の健康と幸せをお祈り致します。 

安井誠一 家内一緒させて頂きました。ありがとうございます。 

岩崎隆義 今年もありがとうございました。来年も皆様、元気笑顔でよろしくお願いします。 

工藤祐樹 先日新会員オリエンテーションに参加してきました。貴重なお話を聞けて良かったです。 
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第 566 回 9 月第一例会 

令和元年 9 月 3 日（火）12：30～グラッツェふじ 

・開会ゴング 

・議事録作成者指名 工藤祐樹 

・来訪者紹介 新居浜市立西中学校校長大西誠様 

・入会式（ライオンズの誓い）安井誠一 

・会長挨拶 

・ブラスバンド支援金贈呈  

 新居浜市立西中学校校長大西誠様 

・活動費贈呈 田尾忠士 

・結婚記念月 ３名 岡田、松本清、伊藤嘉 

・誕生祝い ３名 安井、大西、永易 

・委員会報告 

 財務 例会終了後、委員会を実施 

 会報 会報誌第１版発行、原稿お礼 

 計画大会 伊予土居 LC 合同例会について 

 25 周年事業実行 25 周年事業について 

 青少年 ソフトボール大会お礼、平和ポスター 

 保健福祉環境保全 献血報告・お礼 

・卓話 新居浜市立西中学校校長大西誠様 

・幹事報告・理事会報告  

 今後予定、例会終了後歴代会長会 

・出席報告 35/47 74.5％ 

・テールツイスタータイム  

 ドネーション 37,000 円 

・閉会ゴング 

・ライオンズローア 田中克美 

 

第 567 回 9 月第二・伊予土居 LC 合同例会 

令和元年 9 月 18 日（水）18：30～ 土居町 

・会長挨拶 

・幹事報告 

 審議３件可決 

 

第 568 回 10 月第一例会 

令和元年 10 月 1 日（火）12：30～グラッツェふじ 

・開会ゴング 

・ライオンズの誓い 田坂嘉朗 

・議事録作成者指名 大西健司 

・来訪者紹介 新居浜市美術館館長 阿部義澄様 

 新居浜市小学生バレーボール連盟代表理事中平

修一様 

・会長挨拶 

・100 周年会員増強キャンペーンアワード贈呈 

 シルバー100 周年ライオン 蓮尾有里 

・結婚記念月 ４名 曽我部、横井、田尾、秋山 

・誕生祝い ４名 二神、堀、烏谷、曽我部 

・卓話 新居浜市美術館館長 阿部義澄様 

・委員会報告 

 会員会則 会員増強願い 

 広報 会報誌原稿願 

 計画大会 伊予土居 LC 合同例会お礼 

 25 周年記念事業実行 アンケート願い 

 青少年 平和ポスター作品選考決定 

・幹事報告 会費引落の案内、今後予定 

・出席報告 38/47 80.9％ 

・テールツイスタータイム 

 ドネーション 39,663 円 

・閉会ゴング 

・ライオンズローア 岡田直人 

 

第 569 回 10 月第二１Ｚ合同例会 

令和元年 10 月 8 日（火）6：00～中央公園 

・出席報告 28/47 59.6％ 

 

第 570 回 11 月第一例会 

令和元年 11 月 5 日（火）12：30～グラッツェふじ 

・開会ゴング 

・ライオンズの誓い 二神恵 

・議事録作成者指名 石井敦士 

・会長挨拶 

・2R 親善ゴルフ大会表彰 横井俊幸 

・結婚記念月 ４名 烏谷、永易、高橋、工藤 

・誕生祝い ２名 塩崎安、篠原 

・委員会報告 

 会員会則 新会員オリ・リーダーシップ研修会

の案内 

 財務 月次報告 

 計画大会 家族忘年会、ＯＳＥＡＬフォーラ

ム、新会員歓迎会企画について 

 青少年 バレーボール大会お礼、平和ポスター

提出の報告 

 保健福祉環境保全 マリンパーク清掃お礼 

・幹事報告・理事会報告 

 YCE 派遣・受入れ募集について 

・出席報告 40/47 85.1％ 

・テールツイスタータイム 

 ドネーション 43,000 円 

・閉会ゴング 

・ライオンズローア 工藤祐樹 
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Ｂｉｒｔｈｄａｙ 
 

１２月 永井健之 （１日） 

 鎌田素己 （１日） 

 内田真弓 （３日） 

 日野満明 （２０日） 

１月 近藤良二 （８日） 

 大西理紗 （１６日） 

 松本 清 （２５日） 

 伊藤清勝 （２７日） 

２月 岩崎隆義 （１日） 

 蓮尾有里 （８日） 

 藤田修生 （１２日） 

 田坂嘉朗 （２８日） 
 

Wedding anniversary 
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） 

２月 永井健之・直子 （６日） 

 二神 恵・明宏 （６日） 
  
 

第 571 回 11 月第二例会 

令和元年 11 月 19 日（火）12：30～グラッツェふじ 

・開会ゴング 

・議事録作成者指名 二神恵 

 

・来訪者紹介 

 一般社団法人愛媛県発明協会理事 平田利實様 

・入会式（ライオンズの誓い） 酒井志津香 

・会長挨拶  

・LCIF キャンペーン 100 アワード贈呈 塩崎卓 

・卓話  

一般社団法人愛媛県発明協会理事 平田利實様 

・委員会報告 

 計画大会 家族忘年会について 

 25 周年事業実行 記念式典等の日程について 

 保健福祉環境保全 清掃について 

・幹事報告 理事会報告 

 今後の予定 

・出席報告 38/48 79.2％ 

・テールツイスタータイム 

 ドネーション 51,000 円 

・閉会ゴング 

・ライオンズローア 田窪秀道 

第 572 回 12 月第一例会・家族忘年会 

令和元年 12 月 3 日（火）18：30～グラッツェふじ 

・開会ゴング 

・ライオンズの誓い 蓮尾有里 

・議事録作成者指名 高橋啓子 

・故 高橋尚毅さんへ黙祷 

・会長挨拶 

・委員会報告 37/48 77.1％ 

・テールツイスタータイム 

・閉会ゴング 

 忘年会 

・開宴の挨拶 眞鍋啓太 

・乾杯の音頭 越智慈子 

・結婚記念月 ３名 藤田修、源代、土岐 

・誕生祝い ４名 永井、鎌田、内田、日野 

・80 歳（傘寿）御祝 安井誠一 

・アトラクション アントニオカマケさん 

・大ビンゴ大会 

・テールツイスタータイム 

 ドネーション 41,000 円 

・また会う日まで 

・ライオンズローア 塩崎卓 

＊ ＊ ＊ 編集後記 ＊ ＊ ＊ 

今年もあと二週間となりました。本当に早いものです。 

先日は家族忘年会があり、大変盛り上がりました。また、ひうちライオンズクラブ

の女性会員も１０名となり、益々女子力向上しております。 

令和２年も一致団結し、ひうちライオンズクラブ盛り上げましょう！ 

Ｗｅ Ｓｅｒｖｅ！！ ｏｎｅ ｔｅａｍ！！            Ｋ．Ｃ 
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新居浜ひうちライオンズクラブ会報誌 

会長 眞鍋啓太  幹事 戒田憲昭  会計 内田真弓 

ＭＣ委員長 伊藤健二  広報委員長 田窪秀道 

例会場  グラッツェふじ 

例会日 第一・三火曜日 １２：３０～１３：３０ 

日 曜 曜 曜

1 日 水 土

2 月 木 日

3 火 金 月

4 水 土 火

5 木 日 水

6 金 月 木

7 土 火 金

8 日 水 土

9 月 木 日

10 火 金 月

11 水 土 火

12 木 日 水

13 金 月 木

14 土 火 金

15 日 水 土

16 月 木 日

17 火 金 月

18 水 土 火

19 木 日 水

20 金 月 木

21 土 火 金

22 日 水 土

23 月 木 日

24 火 金 月

25 水 土 火

26 木 日 水

27 金 月 木

28 土 火 金

29 日 水 土

30 月 木

31 火 金

清掃・２Ｒ親善ボーリング大会

第二1Z合同例会　18：00～

理事会 19：00～ 事務局

献血

第二例会　ふじ　12：30～

第二例会　ふじ　12：30～

第一例会家族忘年会　18：30～

Ｚ会議 理事会 19：00～ 龍鳳

第一例会 ふじ 12：30～　　　　　　　

新会員オリエンテーション②

小学生バレーボール大会５年生以下の部

１２　月 １　月 ２　 月

第一例会 ふじ 12:30～

理事会 19：00～ 事務局


