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会長 眞鍋啓太 

 本年は 60年に一度の庚子の年というおめでたい年です。私達

のクラブも 25周年を迎え、会員数 47名と、50名の大台を間近に

ひかえるなど飛躍の年です。 

私の任期も半年をきりましたが、「会員増強 女子力バネに 

We Serve」のスローガンのもと、引続き ①会員の親睦機会の拡

大と充実 ②例会の充実 ③既存アクティビティのコラボレーシ

ョンに努めて参ります。変わらずの御協力、御鞭撻宜しくお願い

致します。 

皆様の益々の御発展と御家族の御健勝を御祈り申し上げます。 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

(有)大伸
たいしん

ステンレス 代表取締役 酒井
さ か い

志津香
し づ か

 
                                   

 この度、眞鍋会長様にスポンサーになって頂き、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酒井志津香と申し

ます。多喜浜で㈲大伸ステンレスというステンレス板金加工業

を営んでおります。 

父は中央ライオンズクラブに所属しておりましたので、様々

な社会貢献活動や、青少年の育成に力を入れられているライオ

ンズに大変感銘を受けておりました。私は縁があって新居浜ひ

うちライオンズの一員にさせていただいて大変光栄に存じます。 

干支が一巡して始まる子年（私は今年年女です）に新しいことに挑戦したいと思っ

ておりましたので、この会で諸先輩方にご指導頂きながら地域奉仕やボランティア活

動に参加してまいります。また女性の視点から地域社会に貢献できる存在でありたい

と思っています。ご指導のほどよろしくお願いいたします。 
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１２月第一例会・家族忘年会 

保健福祉環境保全委員会 直野誠司 

毎年恒例の家族忘年会に、一家総出で参加させて頂くのも今回が二度目です。 

前年度の楽しかった印象が残っているのか孫

達が、まるで遠足や旅行の日を待つように、と

ても楽しみにしていました。今回の忘年会も、

ビュッフェやビンゴゲームで、何が当たるかワ

クワクできたし、アントニオカマケさんの歌や

ギターに合わせて全員連なって踊って、大人も

子供も大いにはしゃいで笑って、大盛り上がり

で楽しめましたね。家族の笑顔と喜んでいる様

子を見ていると嬉しくなりました。ひうちライ

オンズクラブの家族忘年会のお陰で、自分も家

族孝行が出来て喜んでおります。計画大会の皆

さん有難う御座いました。最後に孫から…何で

サンタさんは来なかったのだと聞かれて、ちょ

っと困りました。（笑笑） 

 

 

 

 

 

 

１２月誕生祝の皆さんと会長 １２月結婚記念月の皆さん 傘寿御祝＊安井さん 

永易さんご家族 高橋さんご家族 内田さんご家族 
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愛ロード清掃清掃 

クラブ理事 田尾忠士 

今年度の愛ロード清掃が令和 2年 1月 26日（日）朝 7時より出席者 17名で行われ

ました。当日は夜の雨も止んで気温も 5～6度で良かったです。今年度の永易勲Ｌ保

健福祉環境墓前委員長の熱心な活動に協力し終える事ができました。毎年場所はリー

ガロイヤルホテル駐車場前、ゴミはあまり

無いのですが、たばこの吸殻等があっちこ

っちと捨てられていました。そして最後に

永易勲Ｌ保健福祉環境保全委員長と広報委

員長の田窪秀道Ｌが運転し、皆で集めたご

みを軽四に積んでリーガロイヤルホテルの

裏に移動して終わりました。参加された皆

様、大変お疲れ様でした。 

 

 

 

２Ｒ親善ボーリング大会（LCIF キャンペーン） 

会計 内田真弓 

1月 26日 （日）西条ナムコワンダーボウルにて、ひうち女子メンバー越智慈子さ

ん、二神恵さん、酒井志津香さんの強力メンバーと一緒に楽しく参加しました。 

30年ぶりのボーリングは頭と身体が一致しなくて年月を痛感しました。 

でも参加する事に意義ありと言い聞かせ、楽しく出来たことは良かったと思います。

応援メンバーも続々駆けつけてくださり、心強かったです。 

後の懇親会も大いに盛り上がり、メンバーの親睦を一層強めた事と思います。 

ストライクスマイル✨  選手、応援の皆様お疲れ様でした！ 
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新居浜ひうちＬＣ懇親ゴルフコンペ 

幹事 戒田憲昭 

2020年 2月 8日、ひうちライオンズ懇親旅行 in徳島に先立ちまして、2020年新春

ひうちライオンズ懇親ゴルフコンペが開催されました。参加者は、横井さん、小野耕

嗣さん、直野さん、永井健之さん、塩崎卓さん、私の 6名でした。 

当日は早朝にレイグラッツェふじに集合しました。ジャンボタクシーに乗るや否

や、｢プシュッ｣と小気味のいい音が聞こえます。朝食代わりに缶ビールで 2時間弱の

宴会をしながら、会場であるグランディ鳴門ゴルフクラブへ移動しました。 

 ゴルフ場は今年の暖冬が嘘のように寒く、強風が吹き荒れていました。天候、気候

がとても悪かったので、スコアについては皆さんのご想像にお任せします。ただ、

我々6名はその悪天候もアルコールの力で存分に乗り切った次第です。 

夕食は、宿泊したエクシブで和食をいただき、また宴会。翌朝目覚めた朝食でも瓶

ビールで宴会と、宴会三昧のゴルフ組でした。私はこれまで、ライオンズクラブ関係

のゴルフコンペは、年次大会等の公式なゴルフコンペにしか参加したことなく、今回

のように完全プライベートでクラ

ブの懇親目的のみのゴルフは初め

てでした。宿泊も然りです。酒三

昧で、少々、品が無い話も出まし

たが、ゴルフ組 6名の親睦はもの

すごく深まり、とても良いゴルフ

コンペでした。 

企画してくださった永井 PC、

一緒に貴重な時間をすごしていた

だいた皆さんに感謝します。ま

た、次回以降のゴルフコンペには

もっと多くの方の参加をお待ちし

ております。 

 

 

 

新居浜ひうちＬＣ懇親日帰り旅行 

第一副会長 越智慈子 

2月 9日 日曜日 天候晴れ 気温 8度 

新入会員さんとの懇親を目的として、新居浜ひうち日帰り旅行 in徳島が企画され

ました。大塚国際美術館、なるみさんで昼食。阿波踊り会館、400年の歴史  和田の

屋さんコースです。 

大塚美術館は 1000点を超える実物大の陶板絵画が展示されており、触ってみられ

る美術館として有名です。10作品をピックアップして説明してくれる 1時間コースが

あり、2度 3度来た方も十分楽しめました。 
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私は特に印象に残ったのは最後に見たピカソのゲルニカです。作品には戦争という

人間の暴力と悲劇に対する強烈な反対のメッセージが込められており、しばらく作品

の前に立ちすくんでしまいました。全ての人が人間らしく自己実現できる世界を望み

ます。 

約 2時間の美術館鑑賞をすると、朝から飲み物やおやつをいただいたお腹もいい具

合に減るものですね。お昼はなるみさんで新

鮮で美味しいお魚。そして「あらたエール」

という地ビールをいただきました。すだちが

ほのかに香る美味しいビールでした。大吟醸

の鳴門も昼から飛び交っていました。 

そのあと、阿波踊り会館にて本場の阿波踊

りを見学。おどらなそんそんということで、

阿波踊り実体験。参加者全員による阿波踊り

コンテストがあり、何と我がクラブの酒井さ

んが見事グランプリ、直野さんが準グランプ

リを獲得しました！おそるべきひうちメンバ

ーです。 

阿波踊り会館から 600メートルの場所に和

田の屋さんがあり、名物の焼きもちとお抹茶

をいただきました。 

昭和 38年に高松の宮妃殿下がご来店された

という由緒ある場所でのお茶は最高に贅沢な時間でした。ちょうど窓から見える白糸

の滝、そして黄花亜麻の黄色いかわいい花が満開で本当に絶景でした。 

帰りのバスでは永井さんの発案クイズやイントロゲーム、絵描き大会があり、大爆

笑の連続でした。絵描き大会は、お題が出されて皆がそれぞれに描くのですが、あれ

だけ世界の名画を鑑賞したにもかかわらず素晴らしいセンスの作品にお腹がよじれる

ほど笑いました。クイズは戒田さんが優勝、直野さん 2等 篠原さん 3等という結果

でした。 

あっという間の一日。

帰りの車内から、また 5

月にも企画してほしいと

皆から要望があったほど

です。家に帰っても思い

出し笑いが止まらず大変

でした。 

最後になりますが、今

回企画準備していただき

ました。PC永井さん、計

画大会のみなさま本当に

ありがとうございまし

た。 
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１Ｚ親善ボーリング大会 

第二副会長 篠原孝尚 

 2月 15日（土）1Z親善ボーリング大

会がナムコワンダーボウル西条で盛大に

開催されました。 

 ひうちライオンズクラブからは、眞鍋

啓太さん・藤田修正さん・大西健司さ

ん・塩崎卓さん・永井健之さん・私（篠

原）の 6名で参加しました。 

 メンバーを見ると、私よりも年上の方

が多くまさにボーリングブーム世代の人

達、そしてマイボールをお持ちではない

のかと思うくらいに皆さん上手でした。 

結果は、2月 20日 1Z合同夜間例会の懇親会で発表され、 

個人では 塩崎卓さんが 2位、藤田修生さんが 10位（飛び賞）、

大西健司さんが 15位（飛び賞）でした。団体では、当クラブが間

違いなく 1位と思っていたのですが…惜しくも 2位。 

2位という結果ではありますが、メンバー一同楽しい時間を過ご

し親睦を深める事ができました。 

 また、応援（写真撮影）に来ていただきました田尾さん、あ

りがとうございました。 
 

 

 

第二回 献血 

ライオン・テーマー 小野耕嗣 

ある例会時、田窪広報委員長に「小野さん、2月 16日の献血の原稿をお願いしま

す。」と言われました。その日予定がありましたが、私が担当の時、メンバーの皆さ

んへ「原稿依頼のご無理」をお願いした経緯がありますので、急いで予定を調整しま

した。 

そういえば、「献血が有る時、自分の担当時

間帯に行くだけ」のような感じで、あまり「活

動」としの「献血活動」をしっかり意識したこ

とが、この最近なかったような気がします。

「献血活動」も、我がライオンズが創立以来

か、それに近い時代からの事業だと思います。

何事もそうだと思いますが、長く活動をしてい

ますと、いろんなことに鈍感になってしまうこ

とがあると思います。私にとって、まさに、こ

悔しそうな眞鍋会長 
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の献血がそうだったかもしれません。今回は、「原稿依頼」と言う、改めて、献血活

動を考える良いきっかけを作ってくれたように思います。田窪委員長に「感謝」で

す。 

 そんな訳で前日から、献血が気になっていま

した。天気はどうだろうか？寒いのではないだ

ろうか？・・・そんな思いは、みごと的中して

しまい、とても寒い、そして雨模様、しかも強

風のおまけ付きの「なかなか厳しい 1日」であ

ったように思います。 

 私の担当時間は午後 1時から午後 3時までで

した。出かけていくと、既にいつものように、

順調に、人が流れていっている様子。永易委員長に確認すると、天気が悪いが、まあ

まあの出だしとのことでした。そういえば、駐車場もかなり埋まっていて、逆に、天

気が悪いと、皆、行くところが限られるので、買い物のお客様も多いかもしれないと

思いました。 

 粗品を作ったり、お客様にお礼を言ったり、また、メンバーとのコミュニケーショ

ンも・・・。（いろいろな奉仕活動の中で、重要なのは、メンバー間のコミュニケー

ションだと思います。）     

途中から、強風にあおられ、テントが飛びそうな勢いを、皆で、テントを抑えなが

ら、何とか無事終了しました。私は途中で失礼させていただきましたが、片付けも大

変だったとのことです。 

  

 

 

 

 

 

かなりの悪天候のため、いつもより、献血人数は少ないかもしれませんね。 

 それにしても、２/１３（木）まで入院していたのに、２/１６（日）には、朝早く

から、献血ライオンズ活動をされていた永易委員長の責任感とパワーはすごいです

ね。尊敬いたします。 

また、担当理事の大西健司さん、そして、

担当副会長の篠原さん、そして越智副会

長、そして、田坂さんや当日のゴルフまで

断って活動に参加の直野さんをはじめ、保

健福祉環境保全委員会のメンバーの皆さ

ん、大変ご苦労様でした。 

 多くのメンバーの協力のもと、1日が無

事終了することが出来て、良かったです。 

本年度は、後、6月にもう一度献血がある

と聞いています。 

私も、また参加するつもりでいます。よろしくお願いします。 

＊荒天のため午後３時１０分で受付を終了。 

 

＊献血受付者人数   １３２名 

＊４００ｍｌ 採血者 １００名 
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私のボランティア ～４０年間１１６回の献血～  

 会員会則委員長 松本清 

 私と献血との馴れ初めは、高校一年の時に

献血ではなく贈血でした。母の知り合いの方

が、出産後出血が止まらず、急遽電話がかか

ってきて AB 型の血液が要るとの事。すぐに

先方指定の病院へ行き、150㏄を採りまし

た。普通の献血の様に 200cc採ってくれても

良かったのにとも思いました。 

 その後、自分自身もバイクに乗ったり、自

動車を運転したりする様になり、矢張り何

時、血液をもらう立場になるかも知れないと

も思いつつ、たまに献血をしたりしていました。その当時の献血は、献血では無く、

実質は預血制度でした。親戚が頭部切開手術で輸血を受け、本来ならば退院する時ま

でにその輸血分を返さなければならないけれど、出来なかった様なので、その時私が

していた 5回分の献血手帳を東京へ送り、その内 3回分を使って、送り返してきまし

た。献血手帳にも、献血回数と使った回数の両方が記入される形でした。 

 一番頻繁に献血をしていたのは、30歳前後の 8年位の間です。その時は、大阪の会

社で勤務し営業をしていたので、仕事の合間に森ノ宮血液センターへ行っていまし

た。森ノ宮ではその頃から 400ccの採血を行っていました。そして、比重さえあれば

何度でも出来ました。大体、1ヶ月から 2ヶ月位有れば、十分回復していました。し

かし、献血後 1週間程度は、多少風邪を引きやすくなったりするので、健康には充分

気を付ける様にしていました。そして、34歳で新居浜へ戻り、間もなく日本赤十字社

から、多分 30回だったと思うのですが銀色有功章を頂き、その後、平成元年 7月 19

日付けで 50回の献血でもって盾型の金色有功章の賞状を頂き、平成 23年 1月吉日に

感謝状、平成 24年 1月吉日には 100回で再び金色有功章を頂きました。そして、平

成 30年 3月吉日に再び感謝状を頂きました。金色有功章についても既に頂いている

のに、こんなに 2度も頂いて良いのかなと思いつつ頂いてしまいました。その為自宅

の応接室は私の宝物の献血関係で一杯です。 

 最後の献血は、松山の、大街道血液センターで、人生で初めての成分献血をしてき

ました。400ccは年間 3回までで成分献血な

ら献血可能との事でした。令和 2年 1月 25

日 70歳の誕生日の前々日に、私の人生で最

後 116回目の献血で完結致しました。しか

し、この時の採血は、今まで太い注射針を

刺す時にウッと言う位の痛みが毎回あった

ので、今回も眼をつむって、もうすぐ痛

みが来るだろうなと思って覚悟して待っ

ていたのですが、アッと思ったらもう刺

されていたのには驚きでした。そして、献

血中にポラロイドカメラで記念写真を撮って頂き、
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『心温まるたくさんの献血のご協力ありがとうございました。大街道献血 ROOM 

2020.1.23 スタッフ一同より』との添え書きまでして下さり、献血をさせて頂いた

こちらの方が心温まるひとときを過ごさせて頂きました。 

 私自身の献血はもう出来ませんが、私にとって献血ボランティアとういうのは、一

番私に合ったボランティア活動だったなと今更乍らに思っています。これからも新居

浜ひうちライオンズクラブの献血活動を通じて、より一層の広がりを応援していきた

いと思います。よろしくお願い致します。 

 

 

１Ｚ４クラブ合同例会 

 財務委員会 岡田直人 

年に一度の新居浜市内の４クラブによる夜間合同例会が開催されました。今年は新

居浜別子ライオンズクラブさんがホストになり、たに脳神経外科・内科・ものわすれ

クリニックの谷 到院長の糖尿病啓発講座も開催され、なぜ糖尿病、高血圧等が要因

で認知症、寝たきり状態になるのか、そのため将来、介護が必要になる方が大勢いる

ことなどをわかりやすく教えて頂きました。また、平均寿命と健康寿命は別で寿命が

延びても健康で生活できる健康寿命が延びていないことを知りました。 

講座に影響された私は少しでも健康寿命を延ばすため自分自身の生活習慣を見直そ

うと決意しました。 

しかし、講座のあとの懇親会で思った通り暴飲暴食してしまい、私の志はすぐに砕け

散り、翌朝、目が覚めると、「また、やってしまった。」と後悔する今日この頃です。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
クラブ対抗ステッキパターゴルフ ２位 
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小学生バレーボール大会５年生以下の部 

 ＭＣ委員長 伊藤健二 

２月２２日(土）、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 

５年生以下の部が開催されました。 

開会式には来賓として、会長をはじめ７名のメンバーで出席しました。 

今回は県内外より３６チームの参加で、開会式を山根総合体育館で行い、その後市内

４か所に分かれて予選リーグ、そしてメイン会場に戻り決勝トーナメントを行いまし

た。 

決勝戦は丹原女子と双葉男子で、非常に白熱した試合が繰り広げられ、双葉男子が優

勝しました。 

来年度に行われる本大会も沢山のチームに参加していただき、素晴らしい試合が行

われることを期待します。 

 

 

 

 

 

 
 

＊１２月第二例会＊ 

眞鍋啓太 年の瀬 年内に 51名を越えるという目標、まだ 15日あります。諦めないで

頑張ります。 

藤田修生 ①年末交通事故等には気を付けましょう。 

②年末少し食べ過ぎにも気を付けましょう。 

篠原孝尚 鎌倉壮一様 本日はお忙しい中、貴重な卓話ありがとうございました。 

内田真弓 鎌倉様、ご来訪ありがとうございます。 

松本 清 ライオンズクラブも年度の半分が過ぎました。是非新入会員をお願いしたい

と思います。よろしくお願いします。 

小野耕嗣 風邪を引いてしまいました。皆様充分気を付けてください。 
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田尾忠士 年末がきました。ライオンズの年度末は 6月末ですが役員様頑張って下さ

い。応援します。 

大西健司 年の瀬も差し迫ってきました。皆様体に気を

付けて年を越しましょう。 

横井俊幸 今年の風邪はしつこいですよ！約２ヶ月治り

ません。皆さんも気を付けて！ 

東 裕子 家族忘年会は沢山の出席ありがとうございま

した。皆さん楽しみ、盛り上げていただき、

良かったです。また来年もよろしくお願いし

ます。 

塩崎 卓 新居浜市視覚障がい者協会会長 鎌倉壮一様、卓話宜しくお願いします。 

曽我部正二 鎌倉様本日はありがとうございました。皆様の応援で何とかあかがねマラ

ソン完走しました。 

塩崎安規 今日は今年最後の例会です。皆さん本年はお世話になりました。来年も宜し

くお願いします。 

大石 豪 寒い日が続く様になりましたが皆様お身体は充分御留意下さい。 

二神 恵 皆様の出会いに感謝いたします。来年も良い一年となります様にご多幸をお

祈りします。 

安井誠一 入会 4ヶ月ご指導に感謝いたします。 

岩崎隆義 今年も皆様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。 

 

 

＊１月第一例会＊ 

眞鍋啓太 新年あけましておめでとうございます。本年はいよいよ 25周年、より一層

の御協力御鞭撻お願い申し上げます。60年に一度のおめでたい年、庚子の

年、皆様の御発展と御家族の御健勝を祈ります。 

藤田修生 1/10～1/19東京ドームのふるさと祭りに新居浜の太鼓台が３台出展されま

す。私も物産の関係で参加致します。ちょっと楽しみです。 

越智慈子 2020年今年もよろしくお願い致します。本日は西高書道部様より力強い書

を頂きありがとうございます。場が清まり、身が引き締まり、新年の良いス

タートです。 

戒田憲昭 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。 

内田真弓 新居浜西高書道部の皆さんありがとうございます。ライオンズ会員の皆様

2020年よろしくお願いします。 

松本 清 明けましておめでとうございます。 

小野耕嗣 あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い致します。 

土岐和美 新年おめでとうございます。本年もよろしくお願い致します。本年は結成

25周年を迎える記念すべき年で皆さんと共に出来る限り頑張って行きたい

と思っています。 

田尾忠士 新年おめでとうございます。本日は来訪者の新居浜西高等学校の書道部の

方々よろしくネ。 

大西健司 あけましておめでとうございます。 

横井俊幸 あけましておめでとうございます。今年も頑張っていきましょう。 
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東 裕子 明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い致します。 

2/9（日）の懇親旅行、皆さんが楽しめるよう永井さんが色々考えてくれて

るので参加宜しくお願いします。 

塩崎 卓 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。

愛媛県立新居浜西高等学校書道部顧問 松本慎先生、部長 桑田仲美さん、

副部長 戒田弥珠希さん、ご来訪ありがとうございます。 

石井敦士 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。 

永易 勲 あけましておめでとうございます。 

岡田直人 あけましておめでとうございます。 

曽我部正二 新年あけましておめでとうございま

す。松本先生、桑田さん、戒田さん、

ありがとうございます。書道パフォー

マンス素晴らしい！ 

直野誠司 今年もよろしくお願いします！！ 

岡部俊一 今年もよろしくお願い致します。 

塩崎安規 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します。ねずみ年

にちなんで会員数がたくさん増えると

いいネ！ 

二神 恵 明けましておめでとうございます。飛

躍ある一年であります様にお祈り致し

ます。 

安井誠一 令和 2年そしてひうちライオンズクラ

ブ 25周年が素晴らしい年となります

こと祈念致します。 

工藤祐樹 明けましておめでとうございます。新

年 1回目の例会の日付を勘違いしてい

ました。例会のお知らせをして下さる

日野さんに感謝したいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新居浜市立西高書道部の皆さんか

ら書道作品を戴きました。 
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＊１月第二例会＊ 

眞鍋啓太 ライオン誌 1.2月号の獅子吼で我が２Ｒの今治くるしまＬＣの松本ＭＣ委員

が寄稿されていましたが、その内容に会員増強のヒントを得ました！！ 

藤田修生 1/10～1/19の東京ドームふるさと祭りに参加して大変疲れました。でも楽

しかった。 

篠原孝尚 これから行事が増えてまいります。皆様、風邪ひかない様にして沢山の参加

宜しくお願い致します。 

小野耕嗣 年末風邪の後、咳が止まりません。寒さも今から。皆さんも風邪引かない様

にご注意下さい！ 

土岐和美 今年は大寒とはいえ暖かいとの事で梅の花も咲き始めましたが、時々寒気が

やってくるので皆様気を付けて頑張ってください。 

田尾忠士 1月第二例会ですネ。わりと過ごしやすい日が続きますが、風邪等ひかない

ように気を付けましょう。 

東 裕子 インフルエンザが流行ってるので皆様気をつけてください。私も手洗いう

がい心掛けます。 

曽我部正二 還暦のお祝いに北海道旅行に行く予定です。流氷を見に行きます。 

秋山義則 令和 2年の年の始まりにインフルエンザＡ型にかかり第一例会は欠席しまし

たので、ライオンズの例会は今日

が令和 2年初めてでございます。

新年おめでとうございます。 

二神 恵 インフルエンザが流行していま

す。皆様のご健康をお祈り致しま

す。 

岩崎隆義 今年も元気、笑顔でよろしくお願

いします。 

工藤祐樹 インフルエンザ大流行中です。皆

さんもお気を付け下さい。 

 

 

＊２月第一例会＊ 

眞鍋啓太 今年は既にお椿さんも終わり、どうやら春の気配が早まりそうです。流行り

病で世界が緊張していますが、くれぐれも健康に御留意ください。 

藤田修生 インフルエンザが流行っています。新型コロナウイルスも心配ですが…… 

まあ正しく恐れるということでしょうか？ 

越智慈子 インフルエンザ、新型コロナの脅威…。皆さんミートファーストで元気にい

きましょう。 

篠原孝尚 テレビではコロナウイルスばかりが話題になっていて、インフルエンザ等は

忘れられた様になっていますが、皆さんくれぐれも風邪等気を付けて下さ

い。 

内田真弓 インフルエンザ、新型肺炎と流行していますが、皆さん健康に気を付けまし

ょう。 
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松本 清 私、松本清は 70歳の誕生日を前にして、116回目となる人生最後の献血を

してまいりました。今後はひうちライオンズクラブの献血活動を通じて、よ

り一層の広がりを応援していきたいと思います。よろしくお願い致します。 

田尾忠士 2月第一例会 今日はあったかい日、良い日ですネ。 

東 裕子 いよいよ今週末に徳島懇親旅行となりました。残念ながら、私は参加できま

せんが、皆様宜しくお願いします。 

塩崎 卓 先日の２Ｒボーリング大会お疲れ様でした。１Ｚボーリング大会もありま

す。皆さん、楽しく頑張りましょう！ 

秋山義則 2020年の今 2月でありますが、寒いことは寒いんですけれども、真冬とい

う感じのしない冬です。地球の温暖化がますます進んでいってるのだと思い

ます。 

日野満明 今日は立春、暦の上では春ですね。元気を出しましょう。 

近藤良二 次回、合同例会は社員旅行のため、参加が叶いません。しっかり楽しんでま

いります。よろしくお願い申し

上げます。 

二神 恵 立春 春の日射しを感じられるこ

の日、新しい風でインフルエン

ザを吹き飛ばしましょう。 

岩崎隆義 コロナウイルスすぐそこまで来

てます。気を付けましょう。 

 

 

 

＊２月第二 １Ｚ合同例会＊ 

眞鍋啓太 年に１回の４クラブ合同例会おめでとうございます。コロナの猛威に世界が

ギクシャクしています。皆様御体御自愛下さい。 

藤田修生 ①2/15（土）のボーリング大会は成績も良かったです。参加された方大変ご

苦労様でした。②４クラブ合同例会おめでとうございます。③昨日右足ねん

ざしたけど１週間で治る予定です。 

内田真弓 合同例会楽しみたいと思います。 

小野耕嗣 春になると思ったのに、何だかいつまでも寒いですね。皆さん元気に頑張り

ましょう！！ 

田尾忠士 本日は２Ｒ－１Ｚ合同夜間例会宜しくお願いします。 

塩崎 卓 今日は合同例会です。皆さん宜しくお願いします。 

藤田聖一 まだまだ寒い日が続いております。ご自愛くださいませ。 

曽我部正二 合同夜間例会おめでとうございます。コロナウィルス充分気を付けてうがい

手洗いを！！ 

秋山義則 合同例会はさすがに人数が多いので迫力がありますね。楽しいね～ 

塩崎安規 今日は４クラブ合同例会です。楽しくやりましょう。 

工藤祐樹 先日腹痛でひどい目に遭いました。お腹大切にしましょう。 
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第 573回 12月第二例会 

令和元年 12月 17日（火）12：30～ 

・開会ゴング 

・ライオンズの誓い  岡田直人 

・議事録作成者指名  伊藤健二 

・来訪者紹介  

新居浜視覚障害者協会会長 鎌倉壮一様 

・会長挨拶 

・メンバーシップキー賞 眞鍋啓太 

・2018-2019年度クラブ優秀賞  

直前会長 藤田修生 

・卓話 新居浜視覚障害者協会 

会長 鎌倉壮一様 

・委員会報告 

 会員会則  会員増強のお願い 

 計画大会  2/9懇親日帰り旅行について 

 25周年事業実行 25周年事業について 

 保健福祉環境保全 ブラインドダンス当番表 

・幹事報告・理事会報告 代理内田会計より 

 半期会計監査、スケジュールなど 

・審議 ボーリング大会登録拠出金、台風 19

号災害支援拠出金、ライオンズ誌送料値上

り、事務局賃貸料値上り  ４件可決 

・出席報告 33/48 68.8％ 

・テールツイスタータイム  

 ドネーション 36,000円 

・閉会ゴング 

・ライオンズローア 岩崎隆義 

 

第 574回 1月第一例会 

令和 2年 1月 7日（水）12：30～ 

・開会ゴング 

・ライオンズの誓い   

・議事録作成者指名  横井俊幸 

・来訪者紹介  

愛媛県立新居浜西高等学校 

書道部顧問 松本慎先生 

 書道部部長 桑田仲美さん 

副部長 戒田弥珠希さん 

・会長挨拶 

・誕生祝い 近藤、大西理、松本清、伊藤清 

・ＹＣＥ派遣生報告 

愛媛県立新居浜西高等学校 戒田弥珠希さん 

・愛媛県立新居浜西高等学校書道部より書道作

品の贈呈 会長へ、その後会長から第一副会

長、25周年記念事業実行委員長へ 

・委員会報告 

 会員会則  会員増強のお願い 

 財務  半期会計監査終了、第二例会で報告

予定 

 計画大会  懇親日帰り旅行参加のお願い

（家族参加 OK） 

・幹事報告 今後の予定 

・審議 2020-2021年度 ZC、ZCA任命 可決 

・出席報告 32/48 66.7％ 

・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 戒田憲昭 

 

第 575回 1月第二例会 

令和 2年 1月 21日（水）12：30～ 

・開会ゴング 

・ライオンズの誓い  亀崎千恵 

・議事録作成者指名  伊藤嘉彦 

・会長挨拶 

・委員会報告 

 会員会則  退会者の報告 

 計画大会  懇親日帰り旅行拠出金について 

保健福祉環境保全  愛ロード清掃・献血拠

出金、ブラインドダンス参加お願い 

・半期収支決算報告 会計 内田真弓 

・上記監査報告 代理 秋山義則 適正 

・次期役員指名委員の発表  

・幹事報告・理事会報告 今後の予定 

・審議 退会者、半期決算監査、日帰り旅行・

愛ロード清掃・献血・前回来訪者書道作品の

額代金・食事代・ボーリング大会登録料・糖

尿病啓発講座賛助金拠金  全て可決 

・出席報告 33/47 70.2％ 

・テールツイスタータイム 

 ドネーション 38,000円 

・閉会ゴング 

・ライオンズローア 伊藤嘉彦 
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陽光
ようこう

さくら  
バラ科。アマギヨシノのカンヒザクラの交配品種。花は淡い紅紫色の一重咲で、大輪

です。滝の宮公園で３月～４月頃見られます。 

 

第 576回 2月第一例会 

令和 2年 2月 4日（火）12：30～ 

・開会ゴング 

・ライオンズの誓い  横井俊幸 

・議事録作成者指名  亀崎千恵 

・会長挨拶 

・誕生祝い 岩崎、蓮尾、藤田修、田坂 

・結婚記念月 永井、二神 

・委員会報告 

 会員会則  新会員オリテ案内 

 財務  1月問題なし 

計画大会  懇親日帰り旅行について 

青少年  小学生バレーボール大会５年生

以下の部 2/22 

 保健福祉環境保全 献血担当時間割案内 

・幹事報告 今後の予定 

・出席報告 31/47 66.0％ 

・テールツイスタータイム  

 ドネーション 36,000円 

・閉会ゴング 

・ライオンズローア 石井敦士 

 

 

第 577回 2月第二・１Ｚ４クラブ合同例会 

令和 2年 2月 20日（木）18：00～ 

・出席報告 30/47 63.8％ 

・糖尿病啓発講座講師 谷到先生 

・懇親会 
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日 曜 曜 曜

1 日 水 金

2 月 木 土

3 火 金 日

4 水 土 月

5 木 日 火

6 金 月 水

7 土 火 木

8 日 水 金

9 月 木 土

10 火 金 日

11 水 土 月

12 木 日 火

13 金 月 水

14 土 火 木

15 日 水 金

16 月 木 土

17 火 金 日

18 水 土 月

19 木 日 火

20 金 月 水

21 土 火 木

22 日 水 金

23 月 木 土

24 火 金 日

25 水 土 月

26 木 日 火

27 金 月 水

28 土 火 木

29 日 水 金

30 月 木 土

31 火 日

第一例会 ふじ 12：30～

第一例会 ふじ 12：30～　　　　　　　

３　月 ４　月 ５　 月

複合地区年次大会式典

複合地区年次大会前夜祭

2R年次会合・次期準備Ｒ会議

第一例会 ふじ 12：30～　　　　　　　

理事会 19：00～ 事務局

地区年次大会式典

地区年次大会ゴルフ・前夜祭

理事会 19：00～ 事務局

Ｚ年次会合

Ｚ会議

第二ＣＮ例会　18：30～

第二例会　ふじ　12：30～

第二例会 ふじ 12：30～

理事会 19：00～ 事務局
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おめでとうございます！ 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂｉｒｔｈｄａｙ 
 

３月 伊藤健二 （１１日） 

 東 裕子 （１２日） 

 戒田憲昭 （２３日） 

 横井俊幸 （２５日） 

    塩崎 卓 （２５日） 

４月 源代晴基 （８日） 

 岡部俊一 （９日） 

 田尾忠士 （２６日） 

 石井敦士 （３０日） 

５月 藤田聖一 （１５日） 

 田中克美 （１９日） 

 伊藤嘉彦 （１９日） 

Wedding anniversary 

３月 小野 勲・志津子（８日） 

 戒田憲昭・瞳  （２３日） 

 安井誠一・照代 （２９日） 

４月 田中克美・晶子 （１日） 

 眞鍋啓太・澄子 （１日） 

 大西健司・敬子 （６日） 

直野誠司・英子 （６日） 

 堀 亘 ・清美 （９日） 

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） 

＊ ＊ ＊ 編集後記 ＊ ＊ ＊ 

新年あけましておめでとうございます。 

眞鍋会長になり半期が終わり、女子力バネに会員増強も順調に達成していま

す。これからも奉仕の精神忘れず、ＯＮＥ ＴＥＡＭでがんばっていきまし

ょう。また、広報誌作成にあたりお願いをさせて頂く時はよろしくお願いい

たします。                    Ｙ．Ｉ 

新居浜ひうちライオンズクラブ会報誌 

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 


